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1 はじめに 

Unify NXJは、 NXJ アプリケーシ ョ ンを構築 ・配備 ・ 管理をするためのプラッ ト フォー
ムです。

NXJ アプリケーシ ョ ンは、 ビジネスプロセスを自動化して、 それらのプロセスにおける
データへの安全なアクセスが保証された J2EE準拠のWeb アプリケーシ ョ ンです。 例
えば、 NXJ アプリケーシ ョ ンは経費申請の承認プロセスに使用することができます。 そ
のアプリケーシ ョ ンでは、 従業員が申請書を提出してその進捗を確認することができた

り、 給与支払い担当者が従業員の提出した申請書を処理して、 支払い処理に自動的に送

ることができたり します。 このように自動化されたプロセスは、 申請書が正し く取り扱

われることを確実にすることができます。 また、 セキュリテ ィに関しては、 給与支払い

担当者以外のすべての従業員は申請の追加 ・確認に限定される一方で給与支払い担当者

は追加 ・削除 ・ 更新 ・ 確認ができるといった形で保証することができます。

各 NXJ アプリケーシ ョ ンは ZIP フ ァイルでパッケージされ、 J2EE アプリケーシ ョ ン
サーバに配備されます。 サポート されるアプリケーシ ョ ンサーバについては、 『Unify 
NXJがサポートする構成』 に一覧されています。

1.1 Unify NXJの環境
Unify NXJは、 開発環境と実行環境で動作します。 NXJ アプリケーシ ョ ンは開発環境で
作成されて、 パッケージ化されます。 これらのパッケージは、 ユーザがアプリケーシ ョ

ンにアクセスする実行環境において、 アプリケーシ ョ ンサーバに配備されます。

開発者は、 開発環境で作業し、 以下を使用します。

• アプリケーシ ョ ンデザイナ

NXJ アプリケーシ ョ ンのデザイン、 開発、 メンテナンス、 テス ト を行うための
統合開発環境 （IDE）。
© Copyright 2008 Unify Corporation 1
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• アプリケーシ ョ ンコンポーネン ト フレームワーク

NXJ アプリケーシ ョ ンのユーザインタフ ェースを作成するために使用される
フ ィールド、 ナビゲーシ ョ ンバー、 タブセッ トのようなカスタマイズのしやす
いコンポーネン ト群。

• NXJ プログラ ミ ング言語

NXJ アプリケーシ ョ ンオブジェク ト を制御するために作られた、 Java ベースの
プログラ ミ ング言語とコンパイラ。

このガイ ドは、 アプリケーシ ョ ンデザイナとアプリケーシ ョ ンコンポーネン ト フレーム

ワークを使用する方法に関する情報を提供します。 ガイ ドは、 Unify NXJ を使用して
NXJ アプリケーシ ョ ンを作成 ・パッケージする開発者、 設計者、 その他ユーザを対象と
しています。 『NXJ プログラ ミ ング言語ガイ ド』 と 『NXJ Javadoc』 は、 NXJ プログラ
ミ ング言語に関する情報を提供します。

1.2 NXJ アプリケーシ ョ ンはどのように動作するか ?
NXJ アプリケーシ ョ ンは、 ユーザインタフ ェース、 データソースへのリンク、 ユーザイ
ンタフ ェースとデータソース （以下の図） 間の相互作用を定義するビジネスルールから

成ります。

1.2.1 ユーザインタフェース

ユーザインタフ ェースは、 主に Java Server Pages （JSP） ページに表示されるフォー
ムから成ります。 各フォームは、 アプリケーシ ョ ンデザイナで作成されます。 開発者
は、 JSP を知らな く てもフォームを作成することができます。 Unify NXJは、 自動的に
必要なコードを生成します。 各フォームは、 一般的にデータソースからのターゲッ ト
テーブルに関連付けられています。 以下はフォームの例です。

Business Rules Data SourceUser Interface

Table: Employees
If adding, then call...

If adding, then call...
If deleting, then...

If searching, then...
If invalid ID, then...
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ヘッダやフ ッ タはアプリケーシ ョ ンのステータスに関する情報を提供します。 ツール

バーは、 NXJ アプリケーシ ョ ンをナビゲート したり、 データをナビゲート したり、 デー
タベース操作を実行するコマンドボタンをユーザに提供します。

ユーザがフォームを操作したとき、 Unify NXJはユーザのアクシ ョ ンをデータベースに
発行される SQL文に変換します。 どんな結果でも、 フォームに返され、 適切なフ ィー
ルドに表示されます。 例えば、 ユーザは検索条件を入力し、 ツールバーにある検索ボタ

ンをク リ ッ クすることでターゲッ トテーブルを検索することができます。 Unify NXJ
は、 この検索コマンドをフォームにレコードを返す SQL SELECT文に変換します。

ユーザがアプリケーシ ョ ンを使い始める入り口と して、 NXJ アプリケーシ ョ ンは少な く
とも 1 つのエン ト リポイン ト フォームを持たなければなりません。 アプリケーシ ョ ンの
中では、 ユーザは、 次へ ボタンと戻る ボタンを使ってフォーム間を移動します。
フォーム間の移動には、 連続型と非連続型の 2 つがあります。 連続型の移動において
は、 ただ 1 つのフォームがカレン ト フォームに続きます。 非連続型の移動では、 複数の
フォームが続き、 ユーザはその中から必要なフォームを選択します。

1.2.2 データソース

NXJ アプリケーシ ョ ンで使用されるデータソースは、 一般的に Java DataBase 
Connectivity （JDBC） を通して接続されるデータベースです。 開発者は、 アプリケー
シ ョ ンのプロパテ ィの一部と して NXJ アプリケーシ ョ ンデータソースを確立します。
データソースは、 『NXJ管理者ガイ ド』 で更に詳細に説明されています。 サポート され
るデータベースベンダーの一覧は、 『Unify NXJがサポートする構成』 にあります。

通常、 フォーム上のコン ト ロールはデータベーステーブルの列にマッピングされていま

す。 フォーム上の一連のコン ト ロールは、 同じテーブルの複数の列にマッピングされて

おり、 これは、 データビューを形成します。

フッタ 

ツールバー 
ヘッダ

フォーム
本体
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1.2.3 ビジネスルール

ビジネスルールは利息を計算したり、 請求額の合計を計算したり といったカスタマイズ

されたロジッ クを使用して特定の作業を実行します。 開発者は、 組織のビジネスプロセ

スに合うように NXJ アプリケーシ ョ ンを作成するためにビジネスルールを使用します。
例えば、 NXJ アプリケーシ ョ ンは、 新しい経費申請書のレコードがデータベースに追加
されると、 自動的に申請書番号を生成するビジネスルールを含むことができます。 ある

いは、 従業員が新しい経費申請書を提出する際に、 従業員 ID を確認するためにビジネ
スルールを使用できます。

ビジネスルールは、 NXJ プログラ ミ ング言語で記述されます。 NXJ プログラ ミ ング言
語では、 埋め込み SQL文を使用することができます。 例えば、 以下の NXJ プログラ ミ
ング言語文は、 有効な経費キー （NUM） をターゲッ ト テーブル （NEXT_NUMBER） か
ら新し く取得するものです。

private int getNextNum(String type)
throws java.sql.SQLException,
com.unify.nxj.mgr.datatypes.NXJNullValueException,
com.unify.nxj.mgr.dataConnection.NXJDataConnectionException
{

int result=0;
EXEC SQL SELECT NUM FROM ROFIDA.NEXT_NUMBER WHERE NTYPE= :type
INTO result;
EXEC SQL UPDATE ROFIDA.NEXT_NUMBER SET NUM= :result + 1
WHERE NTYPE=:type;
return result;

}

ビジネスルールは、 そのイベン トが発生するときにルールを実行するイベン トセクシ ョ

ンに関連付けられます。 例えば、 getNextNum ビジネスルールは、 ユーザが新規 ボタン
をク リ ッ クすると起動される ON CLEAR TO ADD イベン ト と関連付けることができま
す。

イベン ト と NXJ プログラ ミ ング言語についての詳細は、 『NXJ プログラ ミ ング言語ガイ
ド』 と 『NXJ Javadoc』 にあります。

1.3 NXJ アプリケーシ ョ ンを構築するための概要 
以下は、 一般的な NXJ アプリケーシ ョ ン開発プロセスの概要です。 各タスクは、 何を
するべきかの説明と更なる情報のこのガイ ド内での参照先を提供します。 開発者と設計

者は、 アプリケーシ ョ ン開発を成功させるためにこの概要に従って く ださい。
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1.3.1 アプリケーシ ョ ンの設計

アプリケーシ ョ ンを構築する前に、 NXJ アプリケーシ ョ ンを設計します。 良い設計は、
少な く ともアプリケーシ ョ ンで使用するリレーシ ョナルデータベースマネジメン トシス

テム （RDBMS） のデータモデル、 アプリケーシ ョ ンが含むフォーム数とフォームの種
類、 使用するビジネスルールを含みます。

1.3.2 アプリケーシ ョ ンプロジェク トの作成

プロジェク ト を作成して、 デフォルト フォーム、 変数、 データベースコネクシ ョ ン等の

プロジェク ト全体のプロパテ ィ を設定します。

プロジェク トの作成については、 23 ページの 「プロジェク トの作成」 を参照して く だ

さい。 プロジェク トのプロパテ ィについては、 28 ページの 「プロジェ ク ト プロパテ ィダ

イアログ」 を参照して く ださい。 複数のデータベースコネクシ ョ ンについては、 35
ページの 「データベースコネクシ ョ ンの設定」 を参照して く ださい。 

1.3.3 フォームの構築

NXJ アプリケーシ ョ ンのフォームを構築します。 NXJ アプリケーシ ョ ンの入り口を設
定するために、 エン ト リポイン ト フォームを作成します。 フ ィールドやリス ト、 その他

のコン ト ロール用にデータにアクセスするためのズームフォームを作成します。

フォームについては、 48 ページの 「フォーム」 を参照して く ださい。 

1.3.4 フォームの関係を設定

エン ト リポイン ト フォームとズームフォームを指定します。 ト ランザクシ ョ ンモードや

データ一貫性レベルと同様に、 ユーザは各フォームの次のフォーム値を指定すること

で、 フォームとデータへの移動する方法を定義します。

エン ト リポイン ト フォームの設定については、 75 ページの 「エン ト リポイン ト フォー

ム」 を参照して く ださい。 ズームフォームの構築については、 82 ページの 「ズーム

フォーム」 を参照して く ださい。 フォームの関係、 ト ランザクシ ョ ンモード、 データ一
貫性レベルの指定については、 76 ページの 「次フォーム」 を参照して く ださい。 

1.3.5 テスト とデバッグ

フォームが意図した通りに見えるかを確かめるために、 レイアウト  > プレビュー を選
択して、 各フォームをプレビューします。 Unify NXJはWeb ブラウザにフォームを表
示しますが、 機能は利用できません。
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フォームが意図した通りに動作するかを確かめるために、 プロジェク ト  > 実行 を選択
して、 機能をテス ト します。 Unify NXJは、 NXJ アプリケーシ ョ ンをコンパイルして、
パッケージングし配備して、 エン ト リ フォームを表示します。

プロジェク トが予期しない結果を示したら、 NXJ デバッガを使用してブレークポイン ト
またはステップを設定し、 フォームスクリプ トの各行を検査して原因を突き止めます。

テス ト とパッケージングについては、 163 ページの 「テス ト、 パッケージングと配備」

を参照して く ださい。 

1.3.6 フォームを最適化

プロパテ ィ を変更することで、 フォームやコン ト ロールの組み込まれた動作をカスタマ

イズします。 作業を続ける前に変更による影響をテス ト します （「テス ト とデバッグ」

を参照）。

フォームのプロパテ ィの設定については、 58 ページの 「フォームの編集」 を参照して

く ださい。 コン ト ロールプロパテ ィの設定については、 85 ページの 「コン ト ロール」 を

参照して く ださい。 

1.3.7 フォームのレイアウト と外観をカスタマイズ

コン ト ロールの再配置、 イ メージの追加、 テキス トスタイルのカスタマイズ、 その他の

プロパテ ィの変更により、 フォームの外観を変更します。 look & feel定義は、 NXJ アプ
リケーシ ョ ンの背景、 ツールバーのスタイル、 コマンドキーの割り当て、 その他のユー

ザインタフ ェース属性などを制御します。 Unify NXJは、 Default、 Flat、 Silverの look 
and feel を提供します。 これらのデフォルトの look and feelは、 ユーザ企業固有デザイ
ンを反映するためにカスタマイズできます。 また、 開発者は、 新しい look and feel を作
成できます。

レイアウト  > プレビュー を選択して、 変更を確認します。

フォームの外観については、 59 ページの 「フォームの外観」 を参照して く ださい。

look and feelのカスタマイズについては、 150 ページの 「Look and Feel」 を参照して く
ださい。 

1.3.8 ビジネスルールの追加

ビジネスルールを記述することで、 フォームやコン ト ロールのビジネスロジッ クをさら

に詳し く定義します。 プロジェク ト  > 実行 を選択し、 フォームを使ってビジネスルー
ルをテス ト します。

NXJ プログラ ミ ング言語を使ってビジネスルールを作成する方法については、 『Unify 
NXJ プログラ ミ ング言語ガイ ド』 と 『NXJ Javadoc』 を参照して く ださい。
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1.3.9 複数のアプリケーシ ョ ンパッケージを収集

イメージ、 HTML ページ、 PDF、 .jar ファイルのようなアプリケーシ ョ ンデザイナ以外
で作成された NXJ アプリケーシ ョ ンで使用する部品ファイルを追加します。 プロジェ
ク ト  > 実行 を選択し、 フォームを使ってこれらの部品ファイルへのアクセスをテス ト
します。

1.3.10 セキュリテ ィの追加

ActiveSecurity をインス トールした場合、 それを使用して、 NXJ アプリケーシ ョ ンの
フォーム、 コン ト ロール、 その他のコンポーネン トへのアクセスを制限します。 どのよ

うなユーザがアプリケーシ ョ ンを使用するかによって、 どのようにセキュリテ ィ を設定

するかを判断します。

詳細については、 ActiveSecurity以下の 『Securing an NXJ Application』 を参照して く
ださい。 

1.3.11 アプリケーシ ョ ンパッケージの作成

実行環境に配備する NXJ アプリケーシ ョ ンをパッケージします。

アプリケーシ ョ ンパッケージ作成に関する情報については、 163 ページの 「テス ト、

パッケージングと配備」 を参照して く ださい。 

1.3.12 アプリケーシ ョ ンパッケージの配備

NXJ アプリケーシ ョ ンを配備します。 配備の間に、 データソース定義は実行時のデータ
ソース定義にマップされ、 セキュリテ ィは、 個々のユーザのために設定されます。

配備に関する情報については、 『 NXJ管理者ガイ ド』 を参照して く ださい。

1.3.13 ユーザに通知

アプリケーシ ョ ンが利用できることをユーザに知らせます。 ユーザは以下のことを知っ

ている必要があります。

• アプリケーシ ョ ンへのアクセス方法 （アプリケーシ ョ ンを起動できるメニュー
名と メニュー項目または特定のフォームの URL）

• アプリケーシ ョ ンを使用できるユーザ

• ツールバーのコマンドの意味
詳細に関しては、 『NXJ エンドユーザーズガイ ド』 を参照して く ださい。
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2 アプリケーシ ョ ンデザイナ

NXJ アプリケーシ ョ ンを構築してパッケージするために、 アプリケーシ ョ ンデザイナを
使用します。 アプリケーシ ョ ンデザイナは、 ワークフロー、 フォーム、 Webサービス
を作成することを可能にする統合された開発環境 （IDE） です。 また、 ActiveSecurity
がインス トールされている場合、 ロールに基づ く セキュリテ ィのツールを提供します。

Windows でアプリケーシ ョ ンデザイナを起動するには、 スタート > すべてのプログラ
ム > Unify NXJ > アプリケーシ ョ ンデザイナ を選択します。

カスタムデータソースを使用するレガシーシステムの場合、 コマンド ラインからアプリ

ケーシ ョ ンデザイナを起動して、 カスタムデータソースに関連した機能にアクセスする

ために -udds を使用することができます。

2.1 アプリケーシ ョ ンデザイナのレイアウト

以下は、 アプリケーシ ョ ンデザイナの主な表示領域について示しています。
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アプリケーシ ョ ンデザイナ
2.1.1 メニューバーとツールバー

アプリケーシ ョ ンデザイナのメニューバーには、 NXJ アプリケーシ ョ ンの開発とテス ト
に使用するコマンドが用意されています。

ツールバーには、 よ く使用するコマンドのボタンが用意されています。 以下は、 ツール

バーのボタンと対応するメニュー項目の説明です。

ボタン
対応する
メニュー項目 説明

ファイル >新規 コン ト ロール、 フォーム、 JSP ページのような新規オブ
ジェク ト をプロジェク トに追加する。

ファイル >開く ファイルを開く。

フ ァイル >保存 アクテ ィブなタブのオブジェク ト を保存する。

メニューバー ツールバー
コン ト ロール
パレッ ト スタイルバー

ステータスラインメ ッセージパネルコンテン トパネルブラウザパネル
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アプリケーシ ョ ンデザイナ
ファイル >閉じる アクテ ィブなタブを閉じる。

編集 >切り取り 選択したオブジェク ト をアプリケーシ ョ ンデザイナのク
リ ップボードに移動する。

編集 > コピー 選択したオブジェク トのコピーをアプリケーシ ョ ンデザ
イナのクリ ップボードに置く。

編集 >貼り付け アプリケーシ ョ ンデザイナのクリ ップボードの内容のコ
ピーをアクテ ィブなタブに置く。 

検索 >検索 アクテ ィブなタブで文字列を検索する。

インデン ト解除 コード行のインデン ト を 1文字分解除する。 シフ ト幅につ
いての詳細は、 18 ページの 「タブと自動インデン ト を設

定」 を参照して く ださい。

 インデン ト追加 コード行にインデン ト を 1文字分追加する。 シフ ト幅につ
いての詳細は、 18 ページの 「タブと自動インデン ト を設

定」 を参照して く ださい。 

対応する括弧 現在のカーソル位置の最も近くにある対応する括弧を明確

にする。

ファイル > 
ソース管理システム 
> チェ ッ クイン

選択したオブジェク ト をリポジ ト リにチェ ッ クインする。

ソース管理についての詳細は、 『プロジェク トのソース管

理の使い方』 を参照して く ださい。

ファイル >
ソース管理システム

> 自動マージ

変更したオブジェク ト をリポジ ト リにチェ ッ クインする。

ソース管理についての詳細は、 『プロジェク トのソース管

理の使い方』 を参照して く ださい。

ファイル > 
ソース管理システム 
> 最新を
チェ ッ クアウト

ソース管理システムのリポジ ト リから、 最新バージ ョ ンの

オブジェク ト をチェ ッ クアウトする。 ソース管理について

の詳細は、 『プロジェク トのソース管理の使い方』 を参照

して く ださい。

ファイル > 
ソース管理システム

>変更を閲覧

プロジェク トへの変換を閲覧します。 ソース管理について
の詳細は、 『プロジェク トのソース管理の使い方』 を参照

して く ださい。

プレビュー Web ブラウザに、 アクテ ィブタブのフォームを表示する。

プロジェク ト >
変更分のみ Make

同じアプリケーシ ョ ンデザイナのセッシ ョ ンで、 前回
Make を実行した後に変更したプロジェク トの全ファイル
に対して、 Make を実行する。

レイアウト >
データウィザード

データの関連付けウィザードを使用して、 テーブル、 Web
サービスあるいは Java クラスをフォームまたはデータ
ビューに関連付ける。

ボタン
対応する
メニュー項目 説明
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2.1.2 コン ト ロールパレッ ト

コン ト ロールパレッ トは、 NXJ アプリケーシ ョ ンで使用されるコン ト ロールの一覧で
す。 コン ト ロールについての詳細は、 85 ページの 「コン ト ロール」 を参照して く ださ

い。 19 ページの 「コン ト ロールパレッ トのカスタマイズ」 を参照して、 パレッ ト をカス

タマイズすることもできます。 以下の一覧は、 デフォルト コン ト ロールパレッ トのシン
ボルが示されています。

レイアウト >
アクテ ィ ビ ィテ ィ

ウィザード

ActiveWorkflow オプシ ョ ンウィザードを使用して、
ActiveWorkflow プロセス定義をフォームまたはデータ
ビューに関連付ける。

プロジェク ト >実行 プロジェク ト を Make し、 バンドルされる jboss アプリ
ケーシ ョ ンサーバに配備して実行する。 1 つのエン ト リポ
イン ト フォームを配備するには、 ボタンの右側のドロップ

ダウンを使用する。

デバッグ >開始 NXJデバッガを起動する。 ブレークポイン トが出現するま
で、 プロジェク トは実行される。 1 つのエン ト リポイン ト
フォームをデバックするには、 ボタンの右側のドロップダ

ウンを使用する。

デバッグ > 継続 NXJデバッガの下でブレークポイン ト を停止した後に、 プ
ロジェク トの実行を継続する。

デバッグ >
ブレークポイン トの
ON/OFF

NXJデバッガの下でプロジェク ト を実行するとき、 カレン
ト行をブレークポイン トに設定するか解除するかを指定す

る。

デバッグ >
ステップオーバー

NXJ デバッガの下でプロジェク ト を実行しているとき、 メ
ソ ッ ド呼び出しをスキップして次の NXJ プログラ ミ ング言
語文まで実行する。 

デバッグ > ステップ
イン

NXJ デバッガの下でプロジェク ト を実行しているとき、 次
の NXJ プログラ ミ ング言語文まで実行する。

デバッグ >
ステップアウト

NXJ デバッガの下でプロジェク ト を実行しているとき、 現
在のイベン トセクシ ョ ンやビジネスルールの最後まで実行

する。 

デバッグ >
デバッグの中止

NXJ デバッガの下でプロジェク ト を実行しているとき、 プ
ロジェク トの実行と NXJ デバッガを中止する。

ボタン
対応する
メニュー項目 説明
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2.1.3 スタイルバー

スタイルバーを使用して、 選択したフォームあるいはコン ト ロールにスタイルを適用し

たり、 任意にフォーマッ ト を指定したり します。 スタイルは、 プロジェク トのデフォル

トの look and feelから引き出されます。 任意のフォーマッ ト変更はスタイルをオーバラ
イ ド して、 選択されたフォームやコン ト ロールにのみ適用されます。

選択したオブジェク トがコン ト ロールを使用できない場合は、 スタイルバーは、 ス

テ ィ ップル表示されています。

Symbol Control Symbol Control Symbol Control

Box Button Checkbox

Data View Date Picker Dialog Field

Dropdown 
Listbox

Dynamic Text 
Field File Chooser

Horizontal Line Image Image Button

Inline Frame JavaScript Label

Link Listbox Menubar

Navigation Bar Radio Group Repeating Area

 
Rich Texe Field Styled Text Box

 
Tab Set

Tab
 
Table Text Field

Text Area Tree
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2.1.4 ブラウザパネル

ブラウザパネルを使用して、 プロジェク トに関する情報にアクセスします。 表示 > ブラ
ウザ を選択するか、 Ctrl+Alt+B を押下してブラウザパネルを隠したり表示したりでき
ます。

ブラウザパネルは、 以下の 4 つのタブを表示します。

• プロジェク ト

• プロパテ ィ

• アウト ライン

• デバッガー

2.1.4.1 プロジェク ト タブ

ブラウザパネル > プロジェ ク ト タブは、 フォーム、 プロセス定義、 セキュリテ ィのよう
なプロジェ ク トのすべてのオブジェク ト を一覧表示します。 オブジェク トは、 以下の

フォルダに分類されます。

• Classes - フォームとグローバルビジネスルール。

• Connections - データベースコネクシ ョ ン。

• Jars - Java Archive （JAR） フ ァイル。

• Libraries - ライブラ リは、 通常、 コネクシ ョ ン、 look & feel定義、 スタイルシー
ト、 イ メージ、 静的 HTML、 エラーメ ッセージ、 フォーム等、 複数のプロジェ
ク トで使用されるオブジェク ト を含みます。

• Look and Feels - デフォルトの look & feel定義とカスタマイズされた look & feel
定義。

• Process Definitions - ActiveWorkflow プロセス。

• Reports - レポート カタログとレポート。 （日本語環境では、 この機能は対応さ
れておりません。）

• Static Content - 静的コンテン ト フ ァイルには、 HTML、 JSP、 スタイルシート、
JavaScript、 ツールバー、 プロパテ ィ ファイル等があります。

プロジェク ト タブは、 セキュリテ ィやプロジェク ト プロパテ ィのためにノード も含みま

す。

デフォルトでは、 一度ク リ ッ クすることでオブジェク ト を開けます。 オブジェク トがア

プリケーシ ョ ンデザイナで編集可能な場合、 コンテン トパネルに表示されます。 編集で

きないオブジェク トの場合、 アプリケーシ ョ ンデザイナは、 エディ タまたはビューワを

開きます。 例えば、 イ メージをク リ ッ クするとビューワにイ メージが表示されますが、

プロセスをクリ ッ クすると ActiveWorkflowデザイナが開きます。

オブジェク ト を作成するには、 該当するフォルダで右クリ ッ クして新規作成を選択し

て、 使用するオブジェク ト を選択します。 プロジェク トに既存のオブジェク ト を持って

く るには、 該当するフォルダを右クリ ッ クしてファイルの追加を選択します。 アプリ

ケーシ ョ ンデザイナは、 適切なフォルダに新しいオブジェク ト を自動的に置きます。
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プロジェク トからオブジェク ト を完全に削除、 または削除することができます。 オブ

ジェ ク ト を完全に削除するという ことは、 プロジェク トのオブジェク トのリフ ァレンス

を削除して、 オリジナルのファイルを削除することです。 オブジェク ト を削除するとい

う ことは、 プロジェク トのリフ ァレンスを削除するだけで、 オリジナルのファイルはそ

のまま残すことです。 この区別は重要ですので、 覚えておいて く ださい。 例えば、 ライ

ブラリからオブジェク ト を完全に削除すると、 プロジェク トからオブジェク トのリフ ァ

レンスを削除するだけではな く 、 ライブラリからオリジナルのファイルそのものを削除

します。 これは、 オブジェク ト を使用するすべてのプロジェク トでのエラーの原因とな

ります。 どちらのオプシ ョ ンも使用するには、 コンポーネン ト を右クリ ッ クして、 完全

に削除または削除を選択します。

2.1.4.2 プロパティ タブ

ブラウザパネル > プロパテ ィ タブは、 コンテン トパネル > デザインタブで選択されたオ
ブジェク トのすべてのプロパテ ィ を一覧表示します。 プロパテ ィは、 Visual または
Security等のように、 関連する機能ごとに分類されています。 各グループを広げたり閉
じたりすることができます。 プロパテ ィのデフォルト値はグレーで表示されます。 明示

的に設定された値はイタ リ ッ ク書体です。

値の列を右クリ ッ クして、 デフォルト値に設定を選択することで、 プロパテ ィ をデフォ

ルト値にリセッ トすることができます。

複数のオブジェク トが選択される場合、 アプリケーシ ョ ンデザイナは、 オブジェク トが

共通で持つプロパテ ィ を表示します。 これは、 複数のコン ト ロールに効率的にプロパ

テ ィ を設定することを可能にします。 例えば、 フォームの 6 つのテキス ト フ ィールドの
背景色を変更したい場合、 デザインタブの各フ ィールドを選択して、 次に Background
プロパテ ィ を変更します。 アプリケーシ ョ ンデザイナは、 新しい背景色を選択した各

フ ィールドに適用します。

コン ト ロールプロパテ ィの概要は、 167 ページの 「付録 : プロパテ ィの概要」 を参照し
て く ださい。 

2.1.4.3 アウト ラインタブ

ブラウザパネル > アウト ラインタブは、 デザインタブに開く フォームスク リプ トやアプ
リケーシ ョ ン全体で使用できるグローバルなビジネスルールの概要を提供し、 関連する

エラーを表示します。 フォームの場合、 アウト ラインタブには、 フォーム名とコンポー

ネン ト名が表示されます。 また、 各フォームやデータ タブの範囲内のコン ト ロールの一

覧を表示します。 グローバル （全体的） なビジネスルールの場合、 アウト ラインタブに

は、 ルールの範囲内のルール名とローカルな機能が表示されます。 内容を変更すると、

アウト ラインタブは自動的に更新されます。

アウト ラインタブのノードをク リ ッ クして、 任意のスクリプ トまたはビジネスルールに

移動することができます。 アプリケーシ ョ ンデザイナは、 ソースタブでそのコードにス

クロールして、 ハイライ ト表示します。

アウト ラインタブの一番上のドロップダウンリス ト を使用して、 カーソル位置にイベン

トセクシ ョ ンを挿入します。
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2.1.4.4 デバッガタブ

ブラウザパネル > デバッガタブは、 NXJ デバッガを実行すると表示されます。 タブに
は、 NXJ アプリケーシ ョ ンが実行時に変更した変数やプロパテ ィの値が表示されます。
また、 デバッガタブを使って、 デバッグの実行時にブレークポイン トで変数やプロパ

テ ィの値を設定することもできます。

2.1.5 コンテン トパネル

コンテン トパネルは、 アプリケーシ ョ ンデザイナの主要な作業領域です。 プロジェク ト

タブのオブジェク ト を選択すると、 アプリケーシ ョ ンデザイナは、 コンテン トパネルに

編集セッシ ョ ンタブを追加します。 開かれた各オブジェク トは、 それぞれ独自のタブを
持ち、 アプリケーシ ョ ンデザイナは、 コンテン トパネルの上部に沿ってこれらのタブを

配置します。 タブを選択すると、 その編集セッシ ョ ンをアクテ ィブにして、 そのオブ

ジェ ク トに対応したエディ タを表示します。

2.1.5.1 GUI エディ タ

GUI エディ タを使用して、 グラフ ィ カルな環境でフォームのようなオブジェク ト を作成
して編集します。 デザインタブから GUI エディ タにアクセスします。 一部のオブジェ
ク トは、 GUI エディ タを使用できませんが、 ほとんどの場合、 NXJ ドキュ メンテーシ ョ
ンでは GUI エディ タ とデザインタブを同じ意味で使用しています。

編集セッシ ョ ンタブ
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2.1.5.2 スクリプ トエディ タ

スクリプ トエディ タを使用して、 テキス トベースの環境でオブジェク ト を編集し、 これ

らのオブジェク トのフォームスクリプ ト を記述します。 スク リプ トエディ タは、 選択し

たオブジェ ク トに応じて、 これらのタブを表示します。

• ソースタブ - オブジェク トの編集可能な NXJ プログラ ミ ング言語ソースコー
ド。

• JSP タブ - 生成されたオブジェ ク トの Java Server Page （JSP） コード。

• EJB タブ - 生成されたアプリケーシ ョ ンの Enterprise JavaBeans （EJB） コー
ド。 アプリケーシ ョ ンデザイナオプシ ョ ンダイアログボッ クスの全般タブの生
成コードの表示チェ ッ クボッ クスがチェ ッ クされる場合のみ、 このタブは表示
されます。

• WSDL タブ - 生成されたサービスのWeb Service Description Language 
（WSDL） コード。

• JavaScript、 JavaBean、 BeanInfo タブ - JavaScript オブジェク ト と関連する
JavaBean および BeanInfo フ ァイルのコード。 これらのタブと JavaScriptの詳
細については、 『JavaScriptの使い方』 を参照して く ださい。

スク リプ トエディ タは、 HTMLや XML ページのような、 一部のオブジェク トでは追加
タブを表示しません。

NXJ ドキュ メンテーシ ョ ンでは、 スク リプ トエディ タ という用語でこれらのタブをまと
めて表すときか、 特定のタブを表わすためにタブ名を使用します。

2.1.6 メ ッセージパネル

メ ッセージパネルを使用して、 アプリケーシ ョ ンデザイナの情報を表示します。 メ ッ

セージパネル > 検索結果タブを使用して、 プロジェク トでのグローバル検索の結果を表
示します。 メ ッセージパネル > コンパイラタブを使用して、 Makeの結果を表示しま
す。 メ ッセージパネルを非表示または表示するには、 表示 > メ ッセージ を選択するか、
Ctrl+Alt+M を押下します。 メ ッセージパネルに結果を表示するコマンドを実行すると、
アプリケーシ ョ ンデザイナはパネルを自動的に表示します。

2.1.7 ステータスライン

ステータスラインを使用して、 コンテン トパネルでの検索結果や、 スク リプ トエディ タ

のカーソルの現在位置の行番号や、 文字位置を表示します。
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2.2 アプリケーシ ョ ンデザイナのカスタマイズ

アプリケーシ ョ ンデザイナオプシ ョ ンダイアログを使用して、 アプリケーシ ョ ンデザイ

ナの作業方法をカスタマイズできます。 ダイアログにアクセスするには、 編集 > オプ
シ ョ ン を選択します。 アプリケーシ ョ ンデザイナオプシ ョ ンダイアログには、 以下のタ
ブがあります。

• 全般 - オブジェク ト を完全に削除または削除するときの確認メ ッセージ表示の
有無、 生成した EJB コードを表示の有無、 プリンタオプシ ョ ンの設定、 ダブル
クリ ッ クまたはシングルクリ ッ クでオブジェク ト を開 く等、 ユーザの好みに合
わせた設定を指定。

• エディ タ  - デフォルト フォン ト色や、 行番号を表示するかどうかなど、 スク リ
プ トエディ タでの表示動作を指定。

• キーボード  - キーボードのシ ョート カ ッ ト を指定。

• レイアウト  - デザインタブでのグリ ッ ド機能を指定。

• ソース管理システム - ソース管理システムの設定を指定して、 それらの設定を
テス ト。

• コンパイラ  - コンパイラがコンパイラタブで表示するメ ッセージタイプを指定。

2.2.1 デフォルトプロジェク ト位置の変更
1. アプリケーシ ョ ンデザイナで、 編集 > オプシ ョ ン  を選択します。

2. 全般タブで、 プロジェク トの保存場所フ ィールドでデフォルトプロジェク ト位置を
入力します。

3. 適用 をク リ ッ クしてから、 OK をク リ ッ クします。

2.2.2 キーボードシ ョート カッ トの変更
1. アプリケーシ ョ ンデザイナで、 編集 > オプシ ョ ン  を選択します。

2. キーボード タブで、 必要なコマンドのキース ト ロークフ ィールドをク リ ッ クしま
す。

3. 必要なコマンドのキーまたはキーシーケンスを押下します。

Escや Backspaceキーは、 キース ト ロークで使用できません。

4. 適用 をク リ ッ クしてから、 OK をク リ ッ クします。

2.2.3 ソース管理システムのリポジト リへの
アクセスをテスト

1. アプリケーシ ョ ンデザイナで、 編集 > オプシ ョ ン  を選択します。
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2. ソース管理システムタブで、 テス ト をク リ ッ クします。

ソース管理システムの詳細については、 『プロジェ ク トのソース管理システムの使
い方』 を参照して く ださい。

3. 適用 をク リ ッ クしてから、 OK をク リ ッ クします。

2.2.4 行番号の表示
1. アプリケーシ ョ ンデザイナで、 編集 > オプシ ョ ン  を選択します。

2. エディ タ タブで、 行番号の表示 チェ ッ クボッ クスをチェ ッ クします。

3. 適用 をク リ ッ クしてから、 OK をク リ ッ クします。

2.2.5 タブと自動インデン ト を設定
1. アプリケーシ ョ ンデザイナで、 編集 > オプシ ョ ン  を選択します。

2. エディ タ タブで、 必要に応じて以下を設定します。

タブサイズ
タブキャラクタに対するスペース数を指定します。 一般的には、 タブキャラクタ
は、 サードパーテ ィのエディ タで書かれた後に、 スク リプ トエディ タによって解釈
されることになります。

シフ ト幅
タブキーがスクリプ トエディ タで押下されたときのスペース数を指定します。

自動インデン ト
スク リプ トエディ タ内で、 1行のコードが前の行と同じレベルに自動的にインデン
トすべきかどうかを指定します。

3. 適用 をク リ ッ クしてから、 OK をク リ ッ クします。

2.2.6 自動補完コード

大量のスクリプ トの場合、 自動補完機能をオフにすることで、 スク リプ トエディ タのパ

フォーマンスを改善できることに注意して く ださい。

1. アプリケーシ ョ ンデザイナで、 編集 > オプシ ョ ン  を選択します。

2. エディ タ タブで、 自動補完機能を使用 チェ ッ クボッ クスをチェ ッ クします。

3. 適用 をク リ ッ クしてから、 OK をク リ ッ クします。
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2.2.7 コードの色を選択
1. アプリケーシ ョ ンデザイナで、 編集 > オプシ ョ ン  を選択します。

2. エディ タ タブで、 必要とするエレメン ト を選択します。

3. エレメン トに必要な色を選択します。

アプリケーシ ョ ンデザイナは、 選択した色でプレビューを更新します。

4. 適用 をク リ ッ クしてから、 OK をク リ ッ クします。

2.2.8 デザインタブでグリ ッ ドを使用
1. アプリケーシ ョ ンデザイナで、 編集 > オプシ ョ ン  を選択します。

2. レイアウト タブで、 必要に応じて以下を設定します。

Web レイアウトにグリ ッ ドを表示
グリ ッ ドの ON/OFF を指定する。

レイアウトパネルでオブジェク ト をグリ ッ ドに吸着
コンポーネン ト をグリ ッ ドに吸着すべきかどうかを指定する。

Web レイアウトのグリ ッ ド間隔
グリ ッ ド間隔をピクセル単位で指定する。 チェ ッ クボッ クスのどれか 1 つがチェ ッ
クされるまで、 この設定はステ ィ ップル表示されます。

3. 適用 をク リ ッ クしてから、 OK をク リ ッ クします。

2.2.9 警告メ ッセージを表示
1. アプリケーシ ョ ンデザイナで、 編集 > オプシ ョ ン  を選択します。

2. コンパイラタブで、 警告の表示 チェ ッ クボッ クスをチェ ッ クします。

3. 適用 をク リ ッ クしてから、 OK をク リ ッ クします。

2.3 コン ト ロールパレッ トのカスタマイズ

パレッ トのカスタマイズダイアログを使用して、 コン ト ロールパレッ トにコン ト ロール

を追加したり、 削除したりすることができます。 編集 > カスタマイズ を選択してダイ
アログにアクセスします。 コン ト ロールパレッ ト をカスタマイズし終えたら、 閉じる 
をク リ ッ クします。 コン ト ロールについての詳細については、 85 ページの 「コン ト

ロール」 を参照して く ださい。

コン ト ロールを削除するには、 コン ト ロールパレッ トからダイアログにコン ト ロールの

ボタンをド ラ ッグ＆ドロップします。
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コン ト ロールを追加するには、 コン ト ロールパレッ トの追加したい場所にダイアログか

らコン ト ロールをド ラ ッグ＆ドロップします。

コン ト ロールの場所を変更するには、 コン ト ロールパレッ トの既存の位置から移動した

い場所にコン ト ロールのボタンをド ラ ッグ＆ドロップします。
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3 プロジェク ト

プロジェク トには、 フォーム、 Webサービス、 データベース接続、 メニュー定義、
ActiveWorkflow プロセス等、 NXJ アプリケーシ ョ ンを構築して配備するために必要な
すべてのファイルが含まれています。 プロジェク トは、 また、 関連するプロパテ ィ とセ

キュリテ ィオプシ ョ ンも含んでいます。 アプリケーシ ョ ンデザイナは、 プロジェク ト タ

ブ （13 ページの 「プロジェク ト タブ」 を参照） にプロジェク トのファイルとその他の

リソースを一覧表示します。

3.1 プロジェク トの格納方法

プロジェク ト定義ファイル （.prj拡張子がつ く フ ァイル） は、 プロジェク トのファイル、
プロパテ ィ、 セキュリテ ィ を保持します。 アプリケーシ ョ ンデザイナは、 同じ名前で

.bak拡張子を付けてプロジェク ト定義ファイルをバックアップします。

アプリケーシ ョ ンデザイナは、 各プロジェク ト を <UNIFY_HOME>/NXJWork/
projects ディ レク ト リのプロジェク ト名のプロジェク ト フォルダに格納します。 この
デフォルトディ レク ト リは、 変更することができます （17 ページの 「デフォルト プロ

ジェ ク ト位置の変更」 を参照）。 

プロジェク ト フォルダは以下の構造となっています。
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以下の表は、 プロジェク トディ レク ト リの構造の説明です。

項目 内容

.prs プロジェク トステータス情報

sources/Classes フォームとビジネスサービスのファイル ；

フォーム （Web レイアウト） ： .jsp ファイル
フォームとビジネスサービス （スク リプ ト） ： .fj ファイル
フォームとビジネスサービス （プロパテ ィ） ： .fx ファイル
エン ト リ フォーム情報 ： .fe ファイル
Java ： .java ファイル
XML ： .xml ファイル

sources/Connections データベースと他のデータソースへの接続 ： .cn ファイル

sources/
Control_Center_Menus

メニュー定義 ： .mnu ファイル

sources/Jars Jar ファイル

sources/Look_and_Feels Look & Feel定義 ： .laf ファイル

my_project
.prj

.prs

.sec

.bak

sources

output

Classes

Connections

Control_Center_Menus

Jars

Look_and_Feels

Static_Content

Process_Definitions

Reports

.zip

Webnxj

Web-app
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注 : フォームは 4 つのテキス ト ファイルで構成されます。 フォームスク
リプ ト  ファイル (.fj)、 Web レイアウト ファイル (.jsp)、 プロパテ ィ
設定が含まれた拡張属性ファイル (.fx)、 およびエン ト リ フォーム情
報ファイル (.fe) です。 アプリケーシ ョ ンデザイナのコマンドは、
この 4 つのファイルを 1 つの単位と して処理します。

3.2 プロジェク トの作成

新規プロジェク トウィザードを使用して、 プロジェク ト を作成します。 プロジェク ト を

作成する前に、 以下の要件が整っている必要があります。

• ス ト レージに十分な容量がある。 例えばフォームが 25 あるプロジェク トの場合
であれば、 およそ 10 MB のディスク容量が必要です。 イ メージが多ければさら
に多くの容量が必要です。

• ディ レク ト リへの読み込み /書き込みの権限。 プロジェク トの読み込み / 書き込
みができる権限は、 Unify NXJ ではな く 、 ディ レク ト リのパーミ ッシ ョ ンで設
定します。

• プロジェク トが使用するデータベースへのアクセス。 1 つのプロジェク トには、
複数のデータベースコネクシ ョ ンを関連付けることができます。 アプリケー
シ ョ ンデザイナは、 データベースにアクセスをして、 フォームとフ ィールド コ
ン ト ロールを作成します。

スクラ ッチからプロジェク ト を作成するステップは、 以下のとおりです。 また、 ソース

管理システムからプロジェク ト を取り出して作成することもできます。 ソース管理につ

いての詳細は、 『プロジェク トのソース管理の使い方』 を参照して く ださい。

1. アプリケーシ ョ ンデザイナで、 ファイル >新規プロジェク ト  を選択します。

新規プロジェク トウィザードが表示されます。

sources/Static_Content アプリケーシ ョ ンによって、 読み込まれて使用されるファイル。

.css、 .properties、 .tbr、 .gif など。

Sources/Process_Definitons ActiveWorkflow デザイナファイル ： .xml ファイル

output Make 操作によって作成される最も重要なファイル。 アプリ
ケーシ ョ ンパッケージ EAR ファイル :<project_name>.ear

項目 内容
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2. 以下を入力します。

名称
プロジェク トディ レク ト リ

デフォルトで、 プロジェク トは <UNIFY_HOME>/NXJWork/Projects ディ レク ト
リに作成されます。 プロジェク トが API にアクセスする場合は、 " クラスパスに
Jar ファイルを含める "　チェ ッ クボッ クスをチェ ッ クして く ださい。 また、 jar
ファイルをアプリケーシ ョ ンパッケージに含めたい場合には、 "ActiveWorkflow/
ActiveSOA jar ファイルを EAR ファイルに含める " チェ ッ クボッ クスをチェ ッ ク
します。

3. 次へ をク リ ッ クします。

データベース接続パネルが表示されます。 このパネルでは、 プロジェク トがデフォ
ルトで使用する、 デフォルトデータベース接続の設定を行います。 このタイ ミ ング
で、 デフォルトデータベース接続を指定しない場合は、 完了 をク リ ッ クします。 後
ほど、 コネクシ ョ ンを指定することができます。 デフォルト コネクシ ョ ンを定義す
るには、 パネルのフ ィールドに以下の情報を追加します。

名称

タイプ
プロパテ ィは、 選択するデータベースタイプに基づいて変更します。

Jar/Zip ファイル
JDBC ド ライバが含まれている Jar ファイルまたは Zip フ ァイルを指定します。
Unify NXJは、 サポート される主要なデータベースに対して専用の Jar ファイルを
用意しています。 Jar/Zip フ ァイル名とその場所については、 次の表を参照して下さ
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い。 データベースタイプのドロップダウンリス トから、 それ以外の JDBCデータ
ベースを選択した場合、 使用するデータベースド ライバの Jar ファイルまたは Zip
ファイルのディ レク ト リを指定します。

ユーザ名とパスワード
アプリケーシ ョ ンデザイナからデータベースにアクセスするために使用されます。

実行時に使用するデータソース
アプリケーシ ョ ンを配備する際に、 開発時のコネクシ ョ ンが実行時のデータソース
に対してマップされます。 このとき、 実行時に使用するデフォルトのデータソース
接続を設定することができます。

プロパテ ィ
アプリケーシ ョ ンデザイナとの通信を行うために、 それぞれのデータベースのタイ
プに応じた JDBC ド ライバが必要です。 以下の表は、 JDBC ド ライバの位置と各
データベースタイプに関連する必要なプロパテ ィの説明です。

データベース
タイプ Jar または Zip ファイルの位置 プロパテ ィ

DB2

<SQLLIB>\java\db2java.zip データベース名

<SQLLIB> とは DB2がインストールされた場所です。 Unify NXJは、 この
Zip ファイルを含んでいません。 DB2 クライアン トは、 接続を使用する前
にインストールする必要があります。

Cloudscape/Derby

C:\Unify\NXJ\lib\jdbcDrivers\
derbyclient.jar

ホスト

ポート
dbname

Informix

 Unifyは、 NXJ に JDBC ド ライバを 同
梱していません。 以下のサイ トから

ifxjdbc.jar をダウンロードする必要が
あります。 
http://www.ibm.com/software/data/
informix/tools/jdbc/
次に、 以下のディ レク ト リにコピーしま

す。
<UNIFY_HOME>\NXJ\lib\
jdbcDrivers\

ホスト

ポート

サーバ - Informixサーバ名
DBNAME

Lotus Notes Database

C:\Unify\NXJ\lib\jdbcDrivers\
udomino.jar 

DSV

MS SQL Server （評価版）

<UNIFY_HOME>\NXJ\lib\
jdbcDrivers\jtds-1.1.jar

ホスト

ポート

製品の MS SQL Server ド ライバについては、 26 ページのステップ 4 を参
照して く ださい。 

MySQL
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サポート されているデータベースの特定のバージ ョ ンについては、 『Unify NXJがサ
ポートする構成』 を参照して く ださい。

4. （オプシ ョ ン） JBoss アプリケーシ ョ ンサーバで MS SQL ド ライバの製品版を使用
する場合、 い くつかの追加のステップが必要となります。

a. 実行形式の製品版ド ライバの SQL Server 2000 Driver for JDBC、 Service 
Pack1 を以下のサイ ト より、 ダウンロード して く ださい。

http://www.microsoft.com/downloads/search.aspx?displaylang=ja

b. 以下の JAR フ ァイルをド ライバのインス トール （C:\Program 
Files\Microsoft SQL Server 2000 Driver for JDBC\lib） から、
JBoss アプリケーシ ョ ンサーバのインス トールにコピーして く ださい。

以下のサイ トから Connector/J 3.0 ド ラ
イバをダウンロードする必要がありま

す。 ド ライバ名は

com.mysql.jdbc.Driver です。 
http://www.mysql.com/download/api-
jdbc-stable.html

ダウンロード したら、 ド ライバ jar ファ
イル （例、 “mysql-connector-java-
3.0.10-stable-bin.jar”） を展開し、
“mysql.jar” という名前に変更します。 次
に、 それを以下にインス トールします。 
<UNIFY_HOME>\NXJ\lib\
jdbcDrivers\

ホスト

ポート
DBNAME

Oracle

<UNIFY_HOME>\NXJ\lib\
jdbcDrivers\ojdbc14.jar.

ホスト

ポート

SID - データベースの SID

Sybase

 <UNIFY_HOME>\NXJ\lib\
jdbcDrivers\jconn2.jar

ホスト

ポート

Unify DataServer

<UNIFY_HOME>\NXJ\lib\
jdbcDrivers\SimbaJDBC.jar

ホスト

ポート

Other JDBC Database

Jar/Zip ファイルを入手して、 以下にイ
ンス トールします。 
<UNIFY_HOME>\NXJ\lib\
jdbcDrivers

Driver と URLの値を設定し
て、 ド ライバにアクセスしま

す。 例えば、 Fositex ド ライ
バーの場合、 Driver フ ィールド
に com.inet.csv.CsvDriver を、
URL フ ィールドに 
jdbc:csv:<NXJ_Work>\projects
\tutorials\databases\inet\db 
を設定します。

データベース
タイプ Jar または Zip ファイルの位置 プロパテ ィ
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msbase.jar
mssqlserver.jar
msutil.jar

c. デフォルトデータベース接続パネル上のタイプフ ィールドで、 Other JDBC 
Database を選択します。 

d. パネルに以下の情報を入力します。

Jar/Zip ファイル - 
<UNIFY_HOME>\NXJ\jboss\server\default\lib\mssqlserver.jar

URL - jdbc:microsoft:sqlserver://
<server_name>:1433;SelectMethod=cursor

Driver - com.microsoft.jdbc.sqlserver.SQLServerDriver

5. テス ト  をク リ ッ クします。

データベースのアクセスが成功すると、 メ ッセージパネルにはメ ッセージが表示さ
れます。 それ以外の場合は、 値を確認して再度テス ト を行います。

6. 完了 をク リ ッ クします。

新規プロジェク トが、 アプリケーシ ョ ンデザイナで作成されて開きます。

コネクシ ョ ンは、 NXJDataView ファウンデーシ ョ ンクラスの
NXJDataConnection オブジェク ト を使用して実行時にアクセスできま
す。 カレン ト コネクシ ョ ンは、 NXJSession オブジェク トの
openConnection メ ソ ッ ドを使用して実行時に設定できます。

3.3 プロジェク トの開始

アプリケーシ ョ ンデザイナでは、 常に 1 つのプロジェク トのみを開く こ とができます。
別のプロジェク ト を開 く と、 現在開かれているプロジェク トは閉じられます。 以前のリ

リースのプロジェク ト を開 く と、 プロジェク ト を更新するように求められることがあり

ます。 『Unify NXJ インス トールガイ ド』 の 「既存のプロジェク ト を更新する」 を参照

して く ださい。

また、 プロジェク ト フ ァイルをインポート / エクスポート してサードパーテ ィのソース
管理システムを利用することができます。 詳細については、 『プロジェ ク トのソース管

理の使い方』 を参照して く ださい。

3.4 プロジェク トの検索

アプリケーシ ョ ンデザイナメニューの　検索 > 全体から検索 を使用して、 プロジェク
ト全体から検索します。 特定のディ レク ト リ、 フ ァイルタイプ、 あるいはその他の検索

条件で検索することもできます。 検索結果は、 メ ッセージパネルの検索結果タブにツ

リー形式で表示されます。
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3.5 プロジェク トプロパティダイアログ 
プロジェク ト プロパテ ィダイアログを使用して、 プロジェク トの多くの領域をカスタマ

イズすることができます。 アプリケーシ ョ ンデザイナメニューで、 プロジェク ト  ＞ プ
ロパテ ィ  を選択するか、 ブラウザパネル > プロジェク ト タブでプロジェク ト プロパ
テ ィ ノードをク リ ッ クして、 プロジェク ト プロパテ ィダイアログにアクセスします。

プロジェク ト プロパテ ィダイアログには、 以下のタブがあります。

タブ 説明

全般 アプリケーシ ョ ンパッケージアーカイブの場所、 JSP ページが使用す
る文字セッ ト、 終了 URL、 そして、 ActiveWorkflow ・ ActiveSOA ・
ActiveReportsの Jar をプロジェク トのクラスパスに含めるかどうか、
といった基本情報。

クラスパス プロジェク トで使用するサードパーテ ィのクラス （JDBC ド ライバ以
外） あるいはWebサービスの場所。

環境 プロジェク トで使用する環境変数。 実行時に必要となるが開発者は知ら

な く ても良い情報が環境変数と して設定されます。

ロケール プロジェク トで使用するロケール。 詳細については 『NXJ アプリケー
シ ョ ンのローカライズ』 を参照して く ださい。

通貨 金額データの表示方法。 デフォルトでは、 ロケールにより通貨フォー

マッ トが決定されます。

ライブラリ プロジェク トで使用するライブラリ。 詳細については、 36 ページの
「プロジェク ト ライブラリ」 を参照して ください。 

ソースライブラリ プロジェク トで使用するソース管理システムのライブラ リ。 詳細につい

ては、 『プロジェク トのソース管理の使い方』 を参照して く ださい。

Servlets プロジェク トのサーブレッ ト。 詳細については、 『サーブレッ ト との使

い方』 を参照して く ださい。
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3.5.1 文字セッ トの指定

プロジェク トプロパテ ィダイアログを使用して、 NXJ インタラクシ ョ ンサーバで使用す
る文字セッ ト を指定します。 全般タブの作成する JSPの文字コードセッ ト リス トボッ
クスから文字セッ ト を選択します。 デフォルトの文字セッ トは ISO-8859-1 です。 文字
セッ ト を選択したら、 適用 をク リ ッ クしてから OK をク リ ッ クします。

3.5.2 進捗ダイアログの表示

プロジェク トプロパテ ィダイアログの全般タブを使用して、 NXJ アプリケーシ ョ ンが
NXJ インタラクシ ョ ンサーバからデータをダウンロード している間に進捗ダイアログを
表示するかどうかを指定します。 ブラウザがデータ待ちの間、 進捗ダイアログを表示

チェ ッ クボッ クスをチェ ッ クすると進捗ダイアログが表示されます。

進捗ダイアログを表示するまでの秒数 フ ィールドを使用して、 ダイアログが表示され
るまで何秒待つかを指定します。 値を設定しなければ、 ダイアログはすぐに表示されま

す。

デフォルトでは、 進捗ダイアログのテキス トは "Loading" です。 application.properties 
ファイルの _NXJProgressDialogTitle=Loading プロパテ ィ を変更してテキス ト を指定で
きます。 詳細については、 31 ページの 「application.properties ファイル」 を参照して
く ださい。 

進捗ダイアログの設定を終えたならば、 適用 をク リ ッ クしてから OK をク リ ッ クして
く ださい。

3.5.3 クラスパスの設定

プロジェク トプロパテ ィダイアログのクラスパスタブを使用して、 サードパーテ ィのク

ラス （JDBC ド ライバ以外） と Webサービスをアプリケーシ ョ ンデザイナで利用可能
にします。 それぞれのコンポーネン トのクラスパスをここで指定します。

Make Hook NXJMakeHook インタフ ェースを実装するクラス名とプロパテ ィのリス
ト。 詳細については、 『Make処理のカスタマイズ』 を参照して く ださ
い。

カスタムページ プロジェク トで使用するカスタマイズされたページ。 タイムアウト、 ス

タートエラー、 サーブレッ トエラーのページのカスタマイズに関して

は、 35 ページの 「NXJ Built-In ページ」 を参照して ください。 ログイン
と権限エラーのページの作成に関しては、 ActiveSecurityの 『Securing 
a NXJ Application』 を参照して ください。 

Background 実行時にバックグラウンドで実行する Webサービス。 プロセスのサー
ビス、 メ ソ ッ ド、 間隔、 およびその他の情報を指定して く ださい。 

タブ 説明
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1. プロジェク ト プロパテ ィダイアログのクラスパスタブで、 追加 をク リ ッ クします。

左側に、 新しいエン ト リが表示されます。

2. クラスパスエン ト リ フ ィールドで、 必要な JAR ファイルのパスと名前を入力しま
す。

3. （オプシ ョ ン） アプリケーシ ョ ンサーバが他のメ ソ ッ ドを使って JAR フ ァイルにア
クセスする場合は、 EAR に含めるチェ ッ クボッ クスのチェ ッ クをはずします。

4. 適用 をク リ ッ クしてから、 OK をク リ ッ クします。

3.5.4 通貨フォーマッ トの設定

プロジェク トプロパテ ィダイアログの通貨タブを使用して、 アプリケーシ ョ ンで金額

データをどのように表示するかを指定します。 アプリケーシ ョ ンサーバのロケールでデ

フォルトのフォーマッ トは決定されます。 自分でフォーマッ ト を指定することも可能で

す。

1. プロジェク ト プロパテ ィダイアログで、 通貨タブをク リ ッ クします。

2. （オプシ ョ ン） シンボルを指定する ラジオボタンを選択して、 フ ィールドに使用す
る通貨記号を入力します。

通貨記号には文字列を使用します。 文字列には、 %、 ^、 x、 \\、 \^、 \%以外の文字
が使用できます。 例えば、 Amount値をユーロ建てにしたい場合は、　 を入力しま
す。

3. （オプシ ョ ン） 通貨のスケールフ ィールドで、 Amount値の小数点以下に何桁表示し
たいのかを数字で入力します。

4. 適用 をク リ ッ クしてから、 OK をク リ ッ クします。

3.5.5 終了およびログアウト URLの設定
プロジェク トプロパテ ィダイアログの全般タブを使用して、 プロジェク トの終了とログ

アウト URL を設定します。 終了 URLは、 EXIT コマンドが実行されたときにブラウザ
が表示するページを指定します。 デフォルトでは、 EXIT操作が行われたときにアプリ
ケーシ ョ ンウィ ン ドウは閉じます。 ログアウト URLは、 LOGOUT コマンドが実行され
たときにブラウザが表示するページを指定します。

プロジェク ト プロパテ ィで指定されている終了 URLは実行時に変更するこ
とはできません。 NXJSession ファンデーシ ョ ンクラスの session.exitURL
メ ソ ッ ドを使用して、 NXJ アプリケーシ ョ ンを終了してから、 別のWeb
ページを表示することはできます。 これにより、 アプリケーシ ョ ンの特別

な条件に基づき終了 URL を決めることができます。

終了およびログアウト URLは関連しているパスを使用します。
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3.5.6 バックグラウンド処理の設定

プロジェク トは、 バックグラウンド処理を設定するために Webサービスとロールの情
報を含まなければならない点に注意して く ださい。 プロジェク トに Webサービスを作
成して追加することについての詳細は、 42 ページの 「Webサービス」 を参照して く だ
さい。 ロールとそれらを作成する方法についての詳細は、 ActiveSecurityの 『Securing 
an NXJ Application』 を参照して く ださい。

1. プロジェク ト プロパテ ィダイアログの Background タブで追加をク リ ッ クします。

2. サービスフ ィールドで、 バックグラウンドで実行するサービスを選択します。

3. メ ソ ッ ド フ ィールドで、 実行する必要があるメ ソ ッ ドを選択します。

4. 時間フ ィールドで、 メ ソ ッ ドが実行するべきである時間か、 メ ソ ッ ドが実行される
べきである間隔のどちらかを入力します。

分を示すために m もし くは Mが使用され、 時間を示すために h もし くは H を使用し
ます。 例えば、 プロセスが 1時間半毎に実行することを示すには、 90m または 90M
を入力します。 プロセスが 5時間ごとに実行することを示すには、 5h または 5H を
入力します。

5. ロールフ ィールドで、 ユーザがこのプロセスを実行するために割当てなければなら
ないロールを入力します。

6. OK をク リ ッ クします。

3.5.7 アプリケーシ ョ ンパッケージアーカイブの
場所指定

アプリケーシ ョ ンパッケージアーカイブとは、 NXJ アプリケーシ ョ ンを配備するのに必
要なリソースをすべて含んだ ZIP ファイルです。 デフォルトでは、 Unify NXJは、 プロ
ジェ ク トのアプリケーシ ョ ンパッケージアーカイブをそのプロジェク トの output フォ
ルダに入れます。

アーカイブファイルが見つからない場合、 プロジェク ト プロパテ ィダイアログの全般タ

ブを使用して、 アーカイブファイルの場所を指定します。 アプリケーシ ョ ンデザイナメ

ニューのプロジェク ト  > プロパテ ィ  を選択して、 このダイアログにアクセスします。
アーカイブの場所は、 アプリケーシ ョ ンパッケージアーカイブフ ィールドに表示されま

す。

3.6 application.properties ファイル
各プロジェク トは表示フォーマッ トのデフォルト値、 clear-to-add デフォルト値、 実行
時の操作、 あるいは、 コン ト ロールの一部として表示されるス ト リング等を指定する

"application.properties" フ ァイルを持っています。 このファイルのエン ト リは、 Java プ
ロパテ ィ ファイルで通常使われる “name=value” フォーマッ ト を使用しています。 これ
らの値のデフォルト値は、 プロジェク トのどこかで別の値が指定されればオーバーライ
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ド されます。 既存のプロパテ ィの値を変更したり、 アプリケーシ ョ ンが参照するエラー

メ ッセージタグのような新しいプロパテ ィ を追加することもできます。

アプリケーシ ョ ンデザイナから application.properties ファイルにアクセスします。 ブラ
ウザパネル > プロジェク ト タブで、 Static Content > Application を選択します。 コン
テン トパネルに以下の例と類似したものが表示されます。

#Wed Nov 16 09:13:49 PST 2005
# Properties named with prefix "_NXJ" are reserved for use by Unify.
# You may change their values but you should not add new ones
# with this prefix.
#
NewLabel=Label
NewLegend=Legend
NewLink=LinkText
NewRadioGroup=Radio
NewTab=Tab
NewText=TextBox
_NXJAmountFormat=
_NXJClearAddAmountValue=null
_NXJClearAddBinaryValue=null
_NXJClearAddBooleanValue=null
_NXJClearAddDateTimeValue=null
_NXJClearAddDateValue=null
_NXJClearAddFloatValue=null
_NXJClearAddNumericValue=null
_NXJClearAddStringValue=null
_NXJClearAddTextValue=null
_NXJClearAddTimeValue=null
_NXJDateFormat=MM/dd/yyyy
_NXJDateTimeFormat=MM/dd/yyyy HH:mm:ss.S
_NXJDays=S,M,T,W,T,F,S
_NXJExplicitSearchMode=default
_NXJFloatFormat=###,###,##0.###;-###,###,##0.###
_NXJMonths=January,February,March,April,May,June,July,August,September,Oc
tober,November,December
_NXJNavigationNext=Next
_NXJNavigationPrevious=Previous
_NXJNullDisplayCharacter=\ 
_NXJNumericFormat=
_NXJProgressDialogTitle=Loading
_NXJSearchOrOperator=,
_NXJSearchRangeOperator=-
_NXJStringFormat=^
_NXJTimeFormat=HH:mm
_NXJUploadDialogTitle=Uploading
#########################################################################
## BEGIN MODIFICATION HISTORY
##
## Revision #      Date      Time    Changes By
## ------------  --------  --------  ----------
## $Log$##
## END MODIFICATION HISTORY
#########################################################################

NXJClearAdd プロパテ ィ を使用して、 コン ト ロールの最初の値か、 もし くは clear-to-
add操作が起こった後のそのデータ タイプの変数を設定します。 例えば、 Floatの値を 
0 に初期化する場合には、 以下の通りです。
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_NXJClearAddFloatValue=0.0

注 : application.propertiesの clear-to-add デフォルト設定は、
clearAddExp プロパティが設定されている変数には影響しません。

Clear-to-add操作についての詳細は、 『NXJ プログラ ミ ング言語ガイ ド』 の 「レコード

の追加と更新」 を参照して く ださい。

111 ページの 「入力フォーマッ ト 」 に説明されているように、 フォーマッ ト関連のプロ

パテ ィ を使用して、 Float、 String、 Date、 Time そして DateTimeデータ タイプのデ
フォルト フォーマッ ト を設定します。 Numeric および Amount データのデフォルト
フォーマッ ト値は、 アプリケーシ ョ ンが実行される環境のロケールによって決まるの

で、 このファイルには指定されていません。

_NXJSearchOrOperator あるいは _NXJSearchRangeOperator プロパテ ィ を使用し
て、 エンドユーザが必要とする query-by-formの操作を指定することができます。 詳細
については、 129 ページの 「検索モードの設定」 を参照して く ださい。 

_NXJNavigationNext と  _NXJNavigationPrevious プロパテ ィ を使用して、 ナビゲー
シ ョ ンバーに表示されるテキス ト を指定します。 ナビゲーシ ョ ンバーについての詳細

は、 102 ページの 「Navigation Bars」 を参照して く ださい。 

application.properties ファイルはローカライズで使用することもできます。 詳細につい
ては、 『アプリケーシ ョ ンのローカライズ』 を参照して く ださい。

3.7 環境変数

環境変数は、 実行時に必要であるが開発者は知る必要のない情報を表します。 アプリ

ケーシ ョ ンを配備するとき、 配備担当者と管理者は、 変数に正しい値を指定します。 例

えば、 ユーザがアクセスするプリンタを決定するために使用する printer という名前の
環境変数を作成します。 配備担当者と管理者は、 例えば場所毎に異なるプリンタを各

ユーザに割り当てるために変数を使用できます。

NXJSecurityContext.getEnvironmentVariable() メ ソ ッ ドを使用して、 変
数の値を得ることができます。

すべての NXJ アプリケーシ ョ ンには、 以下のデフォルト環境変数があります。

• LookAndFeel
プロジェク トのためのデフォルト look & feel 定義。 プロジェク トのライブラリ
から継承された look & fell 定義には、 アスタ リスク (*) が名前の前に付いていま
す。 また、 ブラウザパネルで look & feel定義を右クリ ックして、 カレン ト Look 
and Feel を設定 を選択して、 それをデフォルト定義として選択することができ
ます。

• TmpDir
NXJ インタラクシ ョ ンサーバによって作成されたテンポラリファイルが実行時
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に配置されるディ レク ト リ。 このディ レク ト リが存在しない場合、 NXJ インタ
ラクシ ョ ンサーバはディ レク ト リを作成します。 デフォルトで、 カレン トホス ト
（アプリケーシ ョ ンが配備されるホスト） のテンポラリディ レク ト リが使用され
ることを示す＄TMPがディ レク ト リに設定されます。

この変数をクリアして、 システムプロパテ ィ java.io.tmpdir がテンポラリディ レク
ト リを決定することができるようにもできます。 UNIX システム上のこのプロパ
テ ィのデフォルト値は、 一般的に /tmp か /var/tmp です。 Windows システム上で
は、 一般的に c:\temp です。

同様に、 ユーザ自身の環境変数を作成することができます。

3.7.1 環境変数の作成

1. ブラウザパネル > プロジェク ト タブで、 プロジェク ト プロパテ ィ をク リ ッ クしま
す。

2. 環境タブで、 追加 をク リ ッ クします。

3. 名前、 データ タイプとその他の情報を入力します。

Password データ タイプを使用する環境変数は、 Stringデータ タイプを使用する変
数と基本的に同じように振舞いますが、 2 つの例外があります。 最初に、 可能な入
力値を列挙した一覧を設定することはできません。 2番目に、 パスワードは NXJ
ユーザインタフ ェースで決して表示されません。 コンマで複数の値を区切ります。

4. 適用 をク リ ッ クします。

Unify NXJは、 アプリケーシ ョ ンに環境変数を追加します。

3.8 データベースコネクシ ョ ン

アプリケーシ ョ ンデザイナは、 データベースにアクセスしてフォームとフ ィールド コン

ト ロールを作成します。 通常は、 プロジェク ト を作成するときにデフォルトのデータ

ベースコネクシ ョ ンを設定します。 追加のコネクシ ョ ンを作成したり、 デフォルトのコ

ネクシ ョ ンを変更したりできます。 データベースコネクシ ョ ンダイアログを使用して、

新規の設定や既存のデータベースコネクシ ョ ンの変更を行います。

作業中のプロジェク トの接続に関連するデータベーススキーマを変更した場合、 接続を

リフレッシュして新しいスキーマ情報を取得しなければなりません。 接続をリフレッ

シュするには、 ブラウザパネル > プロジェク ト タブで接続名を接続して右クリ ッ クし、
表示の更新 を選択します。

Data Bindingの下のフォームの Connection プロパテ ィ を使用して、 プロジェク トに
既にあるデータベースコネクシ ョ ンとフォームを関連付けることもできます。
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3.8.1 データベースコネクシ ョ ンの設定

1. アプリケーシ ョ ンデザイナで、 ファイル > 新規 を選択します。

新規オブジェク トダイアログが表示されます。

2. Objects タブで、 Connection をク リ ッ クします。

3. 名称フ ィールドに接続名を入力します。

4. OK をク リ ッ クします。

データベースコネクシ ョ ンダイアログが表示されます。

5. 23 ページの 「プロジェク トの作成」 のステップ 3 と 4 で説明されているように、
コネクシ ョ ンを設定します。 

6. （オプシ ョ ン） このコネクシ ョ ンをプロジェ ク トのデフォルト コネクシ ョ ンにする
場合、 このコネクシ ョ ンをデフォルトにするチェ ッ クボッ クスをセッ ト します。 

7. テス ト  をク リ ッ クします。

データベースのアクセスが成功すると、 メ ッセージパネルにはメ ッセージが表示さ
れます。 それ以外の場合は、 入力した内容を再確認します。

8. OK をク リ ッ クします。

Unify NXJは、 プロジェク ト タブの Connections にコネクシ ョ ンを追加します。

3.8.2 デフォルトデータベースコネクシ ョ ンの変更

アプリケーシ ョ ンデザイナは、 左の図にあるアイコンでどれがデフォルトの

コネクシ ョ ンであるかを示しています。 デフォルトのコネクシ ョ ンに指定し

たい接続を右クリ ッ クして、 デフォルト コネクシ ョ ンの設定を選択するとデ

フォルトに指定できます。 アプリケーシ ョ ンデザイナは、 コネクシ ョ ンのア

イコンをその時に変更します。

また、 プロジェク ト プロパテ ィダイアログの全般タグで、 デフォルト コネクシ ョ ンを変

更することもできます。

3.9 NXJ Built-Inページ
すべてのプロジェク トは、 以下のビルト インページにアクセスできます。

• タイムアウト

• 開始時エラー

• サーブレッ トエラー

ビルト インページは、 隠れたフレームから操作を再起動、 リロードする JavaScript
コードを持っています。 必要なページをプロジェク トの Static Content にコピーをし
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て、 必要な変更を加え、 プロジェク ト プロパテ ィ を使って変更したページを指定すれ

ば、 これらのページをカスタマイズすることができます。

1. アプリケーシ ョ ンデザイナで、 プロジェク ト  > ファイルの追加 を選択します。

2. <UNIFY_HOME>\NXJ\Web-appに入って、 カスタマイズするページのファイルをダ
ブルクリ ックします。

timeout.html: Web ブラウザが持つタイムアウトページ
StartupError.jsp: スタートアップエラーページ
NXJServletError.jsp: サーブレッ トエラーページ

ページは、 プロジェク ト タブの Static Content に表示されます。

3. ブラウザパネル > プロジェク ト タブで、 ページをダブルクリ ッ クします。

4. ページをカスタマイズします。

ファイル名も変更することができます。

5. プロジェク ト  > プロパテ ィ  を選択します。

プロジェク ト プロパテ ィダイアログが表示されます。

6. カスタムページタブをク リ ッ クして、 対応するフ ィールドにカスタマイズしたペー
ジを入力します。

例えば、 タイムアウトページをカスタイマイズした場合、 ファイル名を変更してい
ないなら timeout.html を入力します。

7. 適用 をク リ ッ クしてから、 OK をク リ ッ クします。

3.10 プロジェク ト ライブラリ

ライブラリは、 コネクシ ョ ン、 look ＆ feel 定義、 スタイルシート、 イ メージ、 静的
HTML、 エラーメ ッセージ、 共通のフォーム等といった複数のプロジェク トで使用する
オブジェク ト を持つ、 プロジェク トあるいはサードパーテ ィのコンポーネン トです。 プ

ロジェク トは、 ライブラ リを参照することでそれらのオブジェク ト を継承することがで

きます。 例えば、 ライブラ リにすべてのスタイルシート を置いてお く こ とができます。

新規の NXJ アプリケーシ ョ ンを開発するときには、 ライブラリからそのスタイルを参
照すれば、 新し く プロジェク ト内に作成する必要はありません。

プロジェク トは複数のライブラ リを参照できます。 ライブラ リは、 別のライブラ リを参

照することもできます。 カレン トプロジェク ト とライブラ リは、 ツリー構造を構成して

います。 カレン ト プロジェク トは、 このツリーのルートになります。 カレン ト プロジェ

ク トのライブラリはこのツリーの第 2 レベルになり、 ライブラリが参照するライブラ リ
はその次のレベルを構成しています。 セレクタは、 最初に深さ方向、 次に左右方向の順

に進みます。 クラス定義が、 各ライブラ リに定義されているような場合、 カレン ト プロ

ジェ ク トに定義されているものが使われます。 Make コマンド も同様に最初に深さ方
向、 次に左右方向の順にライブラ リを処理します。

プロジェク トでライブラ リを使用するには、 以下のタスクを実行します。
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• 37 ページの 「ライブラ リの作成」 

• 37 ページの 「ライブラ リを参照」 

• 38 ページの 「ライブラ リからオブジェク ト を使用」 

• 38 ページの 「名前の重複通知の設定」 

3.10.1 ライブラリの作成

1. ライブラリ と して使用する NXJ プロジェク トあるいはサードパーテ ィのコンポーネ
ン ト を作成します。

NXJ プロジェク トにオブジェク ト を定義する場合は、 名前の重複を避けて構成しま
す。 例えば、 Master.Report といったパッケージ修飾されたフォーム名をつけて、
Static_Content/Master フォルダの下に静的コンテン ト フ ァイルと して配置します。
こ うすることで、 簡単にどのオブジェク トがライブラ リから継承されたものかが明
確になり、 これによりアプリケーシ ョ ンをコンパイルしたときに名前の重複を避け
ることができます。

2. アプリケーシ ョ ンデザイナで、 ファイル > ライブラリの作成 を選択します。

ライブラリの作成ダイアログが表示されます。

3. フ ィールドに以下の内容を入力します。

パス ： 作成するライブラ リ （zip ファイル） の場所と名前。 デフォルトでは、
<UNIFY_WORK>\projects\<project_name>.zip です。

4. OK をク リ ッ クします。

3.10.2 ライブラリを参照

1. アプリケーシ ョ ンデザイナで、 ライブラ リを参照するプロジェク ト を開きます。

2. ブラウザパネル > プロジェク ト タブで、 プロジェク ト プロパテ ィ をク リ ッ クしま
す。

プロジェク ト プロパテ ィダイアログが表示されます。

3. ライブラリ タブで、 追加 をク リ ッ クします。

4. ライブラリ （.zip または .prj） を入力します。

パスは <UNIFY_WORK>/projects の相対パスになります。 このタブに表示され
るライブラ リの順序によって、 設計時に選択を指定する場合の検索順序と、 コンパ
イル時にクラスを指定する場合の検索順序の両方が決まります。

5. （オプシ ョ ン） ライブラリを選択し、 上下ボタンをク リ ッ クすることで、 ライブラ
リを配列しなおすことができます。

6. 適用 をク リ ッ クしてから、 OK をク リ ッ クします。

プロジェク ト タブの Librariesの下に、 各ライブラ リのフォルダが表示されます。
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3.10.3 ライブラリからオブジェク ト を使用

プロジェク トがライブラ リを参照した後、 ライブラ リから継承されたどのオブジェク ト

でも使用することができます。 これらのオブジェク トはプロジェク トにコピーされてき

たわけではな く、 ライブラ リにだけ存在するものです。 しかしながら、 プロジェク トは

そのオブジェク ト をあたかもプロジェク トの一部と して取り扱います。 ライブラ リに存

在するオブジェク トは、 使用可能であればアスタ リスク (*) が名前の前について表示さ
れます。

ライブラリのオブジェク トがプロジェク トにあるオブジェク ト と同じ名前の場合は、 ラ

イブラ リからのオブジェク トは使用することができません。 例えば、 プロジェク ト とラ

イブラ リが両方とも "Tutorial" という名前を持っている場合には、 アプリケーシ ョ ンデ
ザイナはライブラ リからのコネクシ ョ ンを表示しません。

カレン ト プロジェク トでは継承されたオブジェク ト を変更できません。 変更する場合

は、 ライブラ リで変更します。

3.10.4 名前の重複通知の設定

アプリケーシ ョ ンがコンパイルされるとき、 アプリケーシ ョ ンの一部であるプロジェク

トのオブジェク トは、 プロジェク トディ レク ト リの output ディ レク ト リにコピーされ、
アプリケーシ ョ ンパッケージに追加されます。 ライブラリのオブジェク トがカレン トプ

ロジェク トのオブジェク ト と同じ名前の場合、 カレン ト プロジェク トのオブジェク トが

使用されます。 例えば、 カレン ト プロジェク トが “login” という名前のフォームをライブ
ラリから継承しており、 それが次フォームリス トに使われていると します。 カレン トプ

ロジェク ト内で “login” という名前のフォームを作成すると、 コンパイルしたアプリケー
シ ョ ンでは、ローカルの “login” フォームが使用され、ライブラ リの “login” フォームは使
用されません。

アプリケーシ ョ ンデザイナは、 これらの名前の重複を通知しませんが、 重複が発生した

ときには、 コンパイラタブに通知を表示するようアプリケーシ ョ ンデザイナに指示する

ことができます。

1. アプリケーシ ョ ンデザイナで、 編集 > オプシ ョ ン  を選択します。

2. 全般タブで、 名前の重複時に警告するチェ ッ クボッ クスを設定します。

3. OK をク リ ッ クします。

3.11 サーブレッ ト

サーブレッ トは、 サーバ上で実行される小さなプログラムです。 プロジェク トに、
Unify NXJ以外で開発されたサーブレッ ト を使用することができます。 例えば、 ユーザ
を認証するメ ソ ッ ドを持つ Login.java というサーブレッ ト を作成したと します。
"Welcome" という名前のエン ト リ フォームがこのサーブレッ ト を呼び出すことができま
す。 この Login.javaサーブレッ トの例は以下の通りです。
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import java.io.*;
import javax.servlet.*;
import javax.servlet.http.*;

public class Login extends HttpServlet{
public void doPost( HttpServletRequest req, 
                    HttpServletResponse res)
throws ServletException,IOException{

String userId = req.getParameter("userId");
String password = req.getParameter("password");
/******************************************************
** call a method to validate the password which will 
** return the User Name for authorized users and a null
** string for unauthorized users. 
*******************************************************/

String uName = validateUser(userId, password);
// if uName is null .. user is not authorized.
if (uName == null)
{
PrintWriter ot = res.getWriter();
ot.println(" Please verify the Userid and password");
ot.close();
}

else
{
// So the user is valid let’s create a session
// for this user.
HttpSession userSession = req.getSession(true);
// put the user name session variable.

userSession.setAttribute("userName", uName);
// now we need to transfer the control to welcome.jsp
RequestDispatcher rd = 
getServletContext().getRequestDispatcher("/welcome.jsp");

if (rd != null)
{
rd.forward(req,res);
}
}
}// end of doPost

String validateUser(String userName, String password)
{
// This is a dummy method so return Unify for all accounts.
return "Unify";
}
}// end of servlet class
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3.11.1 サーブレッ ト をプロジェク トに追加

1. サーブレッ ト を作成します。

2. 次のどちらかの方法により、 サーブレッ ト をプロジェク トに含めます。

• サーブレッ トのクラスをプロジェク トあるいはライブラリの <NXJ_WORK>/
Project/Sources/Classes フォルダにコピーします。

• クラスを JAR ファイルに追加して、 JAR ファイルをプロジェク トのクラスパス
に追加します （29 ページの 「クラスパスの設定」 を参照して ください）。 EAR
に含めるチェ ックボックスを設定して ください。

3. アプリケーシ ョ ンデザイナのブラウザパネル > プロジェク ト タブで、 プロジェ ク ト
プロパテ ィ を選択します。

プロジェク ト プロパテ ィダイアログが表示されます。

4. Servlets タブで、 追加 をク リ ッ クします。

5. 以下の情報を適切に入力して く ださい。

名前

クラス
サーブレッ ト インタフ ェースを実装するクラス。

URLパターン
セミ コロンで区切られた、 1 つあるいは複数の URLパターン。

開始時にロード
サーブレッ トがロード されるタイ ミ ングの指定。 デフォルト値の 0は、 サーブレッ
トが要求に応じてロード されることを示しています。 正の整数値は、 ロードの重み
を調整します。 小さな値ほど大きな重みの設定になります。 例えば、 値が 2のサー
ブレッ トは、 4の値のサーブレッ ト より先にロード されます。

初期化パラ メータ
サーブレッ トが必要とするパラ メータ。 以下のような名前 =値のペアで指定されま
す。

userName=uid; userPasswd=pid

6. 適用 をク リ ッ クしてから、 OK をク リ ッ クします。

3.12 ポート レッ ト と して
NXJ アプリケーシ ョ ンを実行
JSR-000168 ポート レッ トは、 要求を処理して動的に結果を作成する Java ベースの
Web コンポーネン トです。 ポート レッ ト コンテナはポート レッ ト を管理し、 ポート
レッ ト参照のスト レージの一貫性を提供し、 ポータルから要求を受け付けてそのポート

レッ トの要求を実行します。

NXJ アプリケーシ ョ ンを JSR-000168 ポート レッ ト と して他社のポータルで実行する
には、 まずアプリケーシ ョ ンを公開してアプリケーシ ョ ンにポート レッ ト コンテナを指
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定します。 その結果、 NXJ アプリケーシ ョ ンがポータルページの iframe に表示されま
す。

NXJ アプリケーシ ョ ンを公開するには、 アプリケーシ ョ ンエン ト リポイン トでポート
レッ ト と して公開チェ ッ クボッ クスをチェ ッ クします。 エン ト リポイン トは、 ユーザが

NXJ アプリケーシ ョ ンにアクセスするフォームを指定するもので、 プロジェク トの特定
のフォームに付けられます。 詳細については、 75 ページの 「エン ト リポイン ト フォー

ム」 を参照して く ださい。 アプリケーシ ョ ンを公開するときに、 Unify NXJは 
output\webnxj\ear-contents\war-contents\WEB-INF フォルダにあるプロジェ
ク トの portlet.xml ファイルににエン ト リを作成します。 このファイルは、 プロジェ ク ト
を作成するときにアプリケーシ ョ ンパッケージ ZIP フ ァイルに含まれます。

一旦、 アプリケーシ ョ ンが公開されて配備されると、 ポート レッ ト コンテナがアプリ

ケーシ ョ ンに関連付きます。 これを行う方法については、 ご利用のポート レッ ト コンテ

ナのドキュ メン ト を参照して く ださい。
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4 Webサービス

Web サービスは、 他のアプリケーシ ョ ンが HTTP でインターネッ ト を通して呼び出す
機能的に独立したモジュール型のコードです。 複数のWeb サービスを連携させること
により、 サービス指向アーキテクチャ （SOA） が形成されます。 SOA とは、 プラ ッ ト
フォーム、 言語、 場所に関わらず探し出して呼び出せる分散型のコンピューテ ィ ング

アーキテクチャです。

組織または企業等のプロバイダは、 Web サービスを作成して Web Service Description 
Language （WSDL） を使用し、 そのサービスのある場所とサービスが公開しているメ
ソ ッ ドを記述します。 プロバイダは、 サービスをサーバにアップロード して、 ディ レク
ト リに WSDL で書かれた内容を開示します。 1 つのディ レク ト リには、 様々なプロバ
イダが公開している他の何百ものサービスが一覧されることになります。

アプリケーシ ョ ンまたは別のWeb サービス等のコンシューマは、 Web サービスのディ
レク ト リに検索に行きます。 ディ レク ト リは、 次にコンシューマがプロバイダに連絡し

て、 サービスを呼び出すために使用するサービスのWSDL を返します。 プロバイダ、
ディ レク ト リ、 コンシューマは、 Simple Object Access Protocol （SOAP） メ ッセージ
を使って通信します。

4.1 Unify NXJのWebサービス
Webサービスは、 既存のプログラ ミ ングロジッ クを再利用することで、 NXJ アプリ
ケーシ ョ ンを素早く開発する方法を提供します。 Webサービスから NXJ アプリケー
シ ョ ンフォームを作成することもできます （54 ページの 「Webサービスからフォーム
を作成」 を参照）。 Unify NXJは、 NXJ以外のWebサービス、 ビジネスサービス、 デー
タサービスという Webサービスの 3 つのタイプをサポート します。
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4.1.1 NXJ以外のWebサービス
NXJ プログラ ミ ング言語以外の言語で書かれている Webサービスディ レク ト リからダ
ウンロード したスパムフ ィルタやスペルチェ ッカーのような Webサービスを NXJ アプ
リケーシ ョ ンにインポート した Webサービスを NXJ以外のWebサービスと呼びます。

Unify NXJは、 Classes フォルダのそれぞれのフォルダに Webサービスをインポート し
ます。

4.1.2 ビジネスサービス

ビジネスサービスは、 辞書や住所確認のような NXJ プログラ ミ ング言語で書かれた
Web サービスです。

Unify NXJは、 ビジネスサービスを .fj ソースファイルと .fx プロパテ ィ フ ァイルの 2 つ
のファイルに格納しますが、 Classes フォルダ内でひとつのノードで表示します。 ビジ
ネスサービスは一種のWebサービスなので、 NXJ と NXJ以外のアプリケーシ ョ ンの両
方で使用できます。

4.1.3 データサービス

データサービスは、 データベーステーブルの階層をモデル化して、 検索、 挿入、 更新、

削除等のメ ソ ッ ドを提供する Webサービスです。

Unify NXJは、 データサービスを .fj ソースファイル、 .fx プロパテ ィ ファイル、 .java ク
ラスファイルの 3 つファイルに格納します。 Unify NXJは、 Classes フォルダ内でソー
スとプロパテ ィ フ ァイルを、 また、 java クラスをひとつのノード と して表示します。

Unify NXJは、 NXJ プログラ ミ ング言語を使用してデータサービスを作成するための
ウィザードを提供します。 その上、 開発者は、 データサービスデザインパターン （44
ページの 「データサービスのデザインパターン」） を手本にして、 データサービスをハ

ンド コーディ ングすることができます。 データサービスは Webサービスなので、 NXJ
および NXJ以外のアプリケーシ ョ ンで使用できます。

4.2 Webサービスの使い方
NXJ アプリケーシ ョ ンで Webサービスを使用するために、 Webサービスを作成する
か、 プロジェク トに Webサービスをインポートする必要があります。 ユーザがWeb
サービスと対話型の処理をする場合は、 サービス用にフォームも作成する （54 ページ
の 「Webサービスからフォームを作成」 を参照） 必要があります。

NXJ アプリケーシ ョ ンでのWebサービスを使用するデモについては、 『Webサービス
チュート リアル』 を参照して く ださい。
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4.2.1 ビジネスサービスの記述

ビジネスサービスを作成するには、 フ ァイル > 新規 を選択して、 Business Service を
ク リ ッ クします。 または、 ブラウザパネルのプロジェク ト タブの Classes フォルダを
右クリ ッ クして、 新規作成 > ビジネスサービス を選択します。

以下は、 ビジネスサービスの基本構文です。

SERVICE service-name
[ extends base-service-name ]
[ implements interface-list ]
{

service-body
}

前のコードの中の service-nameはサービス名で、 service-bodyはサービスの実装です。
base-service-nameは、 Webサービスがどのファウンデーシ ョ ンクラスを拡張するかを
示します。 ベースサービスが指定されていない場合、 Webサービスは、 NXJ Service
ファウンデーシ ョ ンクラスを拡張します。

ビジネスサービスのメ ソ ッ ドは、 埋め込み SQL文を使用したり、 プロパテ ィ名を使用
している Java クラスの Java-Bean プロパテ ィ を参照したり、 null値設定可能な変数の
名前を使って Nullableの値を獲得または設定をしたり、 そして、 NXJ プログラ ミ ング
言語の他の機能を利用することができます。

Unify NXJは、 Makeの一部分で各Webサービスと WSDL をコンパイルします。 実行
とデバッグコマンドは、 自動的にデフォルト ActiveSOAサーバに対する Webサービス
を配備します。 ActiveSOA と Webサービスについての詳細は、 NXJ アプリケーシ ョ ン
ドキュ メンテーシ ョ ンの 『ActiveSOAサービスへのアクセス』 を参照して く ださい。

4.2.2 データサービスのデザインパターン

データサービスは、 厳密にデザインパターンに従います。 このデザインパターンに適合

させるどのようなデータサービスまたは、 サードパーテ ィ Webサービスでも、 データ
ソースにアクセスすることができます。 このデザインパターンでは、 開発者がデータ

ソースへのイベン トセクシ ョ ンを定義することはできません。 以下に、 デザインパター

ンを説明します。

• サービスはパブリ ックでなければなりません。

• サービスはパブリ ックな引数の無いコンスト ラクタを持つ必要があります。

• サービスは、 以下のシグネチャーのどれかひとつで find メ ソ ッ ドを持つ必要が
あります。

public <type>[] find(NXJColumnSearchCriteria[])
public <type>[] find(
NXJColumnSearchCriteria[],
NXJColumnSortCriteria[])
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<type> は、 ト ップレベルのテーブルの行を表すビジネスオブジェク トです。

NXJColumnSearchCriteria は、 ト ップレベルのテーブルのその名称で列を
特定し、 その列の検索条件の一覧を確認します。

NXJColumnSortCriteriaは、 ソート とソート順 （昇順 ・降順） の列を確認し
ます。

• サービスは、 オブジェク トのプロパティや、 永続的なスト レージにオブジェク ト
を保存し、 そして、 新し く挿入されたオブジェク ト （またはコピーされたオブ
ジェク ト） を返すことに責任がある insert メ ソ ッ ドを持つ必要があります。 この
insert メ ソ ッ ドは、 以下のシグネチャーを持つ必要があります。

public Object  insert(String xpath, <type> newObject)
throws PropertyVetoException

newObjectは、 任意のビジネスオブジェク トの行を表すビジネスオブジェク ト
です。

xpathは、新しいオブジェク トの XPath です。最上位のオブジェク トの XPathは
/top[row] で表され、ここでは rowは 0から始まる行番号です。 下位レベルのオ
ブジェク トの XPathは、 /top[row]/field-or-property[row] で表され、
ここでは field-or-propertyは、 フ ィールドの名前かネスト されたオブジェク トの
プロパテ ィです。

プロパテ ィが無効または重複したキーがある場合には、 メ ソ ッ ドは、
PropertyVetoException をスローします。

• サービスは、 永続的なスト レージにオブジェク トプロパテ ィ と、 オブジェク ト を
保存することに責任がある update メ ソ ッ ドを持つ必要があります。 update メ
ソ ッ ドは、 以下のシグネチャーを持つ必要があります。

public void update(String xpath, <type> modifiedObject)
throws PropertyVetoException

プロパテ ィが無効な場合、 メ ソ ッ ドは PropertyVetoException をスローします。

• サービスは、 永続的なスト レージからオブジェク ト を削除する delete メ ソ ッ ド
を持つ必要があります。 delete メ ソ ッ ドは、 以下のシグネチャーを持つ必要があ
ります。

public void delete( String xpath)

• サービスは、 行の最新のコピーを返す refreshRow メ ソ ッ ドを持つ必要がありま
す。 refreshRow メ ソ ッ ドは、 以下のシグネチャーを持つ必要があります。

public Object refreshRow(String xpath, Boolean forUpdate)

forUpdateは、 ロックを取得すべきかどうかを示します。 

• サービスは、 サービスと関連付けられたあらゆるリソースを開放する close メ
ソ ッ ドを持つ必要があります。 close メ ソ ッ ドは、 以下のシグネチャーを持つ必
要があります。

public void close()
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4.2.3 データサービスの作成

データサービスは、 NXJ デザインパターンに従わなければなりません。 プロジェク ト
は、 データサービスを作成するために、 データソースへのコネクシ ョ ンを少な く とも 1
つ持たなければなりません。

1. アプリケーシ ョ ンデザイナで、 ファイル > データサービスの作成 を選択します。

データサービスの作成ウィザードが表示されます。

2. データサービスのコネクシ ョ ンとテーブルを選択します。

それぞれをセミ コロンで区切ってテーブル名を入力することができます。

3. データサービスの名称を入力します。

名称は、 有効なクラス名でなければなりません。 デフォルトは、 選択したテーブル
に基づきます。

4. 次へ をク リ ッ クします。

5. 列パネルで、 サービスと結びつける必要のある列のチェ ッ クボッ クスをチェ ッ クし
ます。

6. 完了 をク リ ッ クします。

Unify NXJはプロジェク ト タブの Classes > Services フォルダにデータサービスと
Java クラスを作成します。 Java クラスは、 指定したデータベーステーブルの名前
と一致します。

4.2.4 Webサービスのインポート
インポート したい WebサービスのWSDL ファイルのロケーシ ョ ンを確認する必要があ
ります。 アプリケーシ ョ ンデザイナは、 WSDL を読み込んで、 Webサービスを呼び出
す一連の Java クラスを作成して、 プロジェク ト タブの Classes フォルダにサービスを
追加します。

1. アプリケーシ ョ ンデザイナで、ファイル > Webサービスのインポート  を選択しま
す。

Webサービスのインポートウィザードが表示されます。

2. Webサービスの URL、 パッケージ、 コーディ ングスタイルを入力します。

URLはWSDL ファイルを示します。

パッケージは、 生成されたクラスの Javaパッケージ名です。 生成されたクラスは、
name1.name2がパッケージ名である Classes\name1\name2...下のプロジェク ト
に追加されます。 デフォルトでは、 パッケージ名は ”services” です。

コーディ ングスタイルは、 non-primitive または non-standard Java タイプで Web
サービスの引数をどのようにコーディ ングされるかを示します。 デフォルトでは、
引数は JavaBeans と して生成されます。 パブリ ッ クフ ィールドの Java クラスと し
て生成された引数を持ちたい場合は、 引数用に構造体を作成 を選択します。
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3. Webサービスのタイムアウトが必要な場合、 タイムアウト フ ィールドに値を入力し
ます。

数字とその後に単位と して s、 S、 m、 M、 h、 H を入れて入力します。 デフォルト
の単位は秒です。

4. 次へ をク リ ッ クします。

5. （オプシ ョ ン） NXJ アプリケーシ ョ ンがセキュアサーバを配備する場合、 セキュア
サーバ チェ ッ クボッ クスをチェ ッ クして、 ユーザ名とパスワードを入力します。

デフォルトで、 アプリケーシ ョ ンデザイナは、 カレン トユーザのオペレーテ ィ ング
システム ID を提供します。

6. 次へ をク リ ッ クします。

7. このWebサービスのキャ ッシュモードを選択します。

セッシ ョ ンを選択することは、 ランタイムシステムがユーザ毎のキャッシュを維持
することを示しています。 セッシ ョ ンまたはグローバルを選択する場合、 キャ ッ
シュサイズ （サービスがキャ ッシュする戻り値の数） とキャ ッシュタイムアウト
（結果がキャ ッシュの中に残る時間） を入力して く ださい。

8. 完了 をク リ ッ クします。

作成された ActiveSOA Jar ファイルがクラスパスダイアログに表示されます。

4.2.5 Webサービスを作成して配備する
Make コマンドを実行して WebサービスのWSDL フ ァイルを作成します。

実行 を行って、 デフォルト ActiveSOAサーバに Webサービスを配備します。 一旦、
Webサービスが配備されると、 NXJ以外のアプリケーシ ョ ンからアクセスでき、 そし
て他のWebサービスのように NXJ プロジェク トにインポートすることができます。
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フォームは、 データソース、 Web サービス、 その他の Unify NXJ機能へのアクセスを
提供します。 フォームは、 ユーザが NXJ アプリケーシ ョ ンにてデータにアクセスする
のに最もよ く使われる方法です。 アプリケーシ ョ ンデザイナでは、 フォームの外観と振

る舞いをカスタマイズできるのは勿論のこと、 スクラ ッチからまたはウィザードを使っ

て新規のフォームの作成が可能です。

5.1 フォームの作成

フォームを大き く分類すると次の二つのタイプがあります。 ひとつは、 単にフォームま

たは NXJ フォームと呼ばれる一般的フォームで、 データコネクシ ョ ン、 ActiveSOA 
Webサービスあるいは Java クラスから作成されるフォームです。 も うひとつは、 アク
テ ィ ビテ ィ フォームと呼ばれ、 ActiveWorkflow プロセスから作成されます。 フォームと
アクテ ィ ビテ ィ フォームは若干違ったプロパテ ィ群を持っています。 例えば、 アクテ ィ

ビテ ィ フォームは Data Binding プロパテ ィは持っていません。 そしてまた、 これらの
フォームに置かれるコン ト ロールも若干違ったプロパテ ィ を持つことになります。

アプリケーシ ョ ンデザイナでは、 スクラ ッチあるいはウィザードのどちらからでも

フォームを作成することができます。 ウィザードを使用する場合、 アプリケーシ ョ ンデ

ザイナが、 フォームでの配置と表示スタイルについて聞いてきます。 これらによりアプ

リケーシ ョ ンデザイナがどのようにフォームを生成するかが決まります。

5.1.1 位置

Unify NXJは、 アプリケーシ ョ ンデザイナで作成されたフォームを JSP ページに変換し
ます。 JSP ページのような Web ページは、 通常は位置指定のない HTML エレメン ト を
表示します。 Web ブラウザは、 HTML エレメン ト を上から下、 左から右の順に表示し
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ます。 実際のレイアウトは、 Web ブラウザのウィ ン ドウのサイズによって異なります。
ウィ ンドウ幅が十分に広ければすべてのエレメン トが 1行に表示されますし、 ウィ ン ド
ウ幅が足りなければ複数行に分けて表示されます。 Unify NXJ で生成される JSP ページ
では次の 2種類の位置指定から 1 つを指定して、 レイアウト を行います。

• 絶対位置

• テーブルベースの位置

デフォルトでは、 アプリケーシ ョ ンデザイナは、 絶対位置を使用します。

5.1.1.1 絶対位置

絶対位置では、 HTML属性を使用して各コン ト ロールのサイズと位置をピクセルで指定
します。 コン ト ロールの絶対サイズと位置は、 フォーム、 タブ、 ボッ クス、 繰り返し領

域、 データビュー等のコン ト ロールのコンテナの左上の角に対して相対的に決まりま

す。 そのサイズと位置はアプリケーシ ョ ンデザイナが計算するので、 ユーザはデザイン

タブでコン ト ロールを配置するだけです。

マウスでド ラ ッグするか、 あるいはキーボードの矢印キーを使用して、 コン ト ロールを

移動することができます。 テーブルベースのレイアウト よりもずっと簡単ですが、 この

方法ではブラウザのサイズを変更してもフ ィールドのレイアウトは変更されません。

5.1.1.2 テーブルベースの位置

テーブルベースの位置では、 まずデザインタブに表示されないテーブルを作成し、 次に

そのテーブルのセルにコン ト ロールを配置します。 コン ト ロールは、 各セルのサイズに

従って配置されます。 アプリケーシ ョ ンデザイナのレイアウト メニューには、 セルを結

合したり分割したりできるコマンドがあり、 より複雑なレイアウト を作成できます。 ま

た、 複雑なレイアウト を作成するために、 セルの中にテーブルをネス トすることもでき

ます。

テーブルベースの位置では、 ブラウザのサイズを変更するとレイアウトは自動的に調整

されます。 しかし、 テーブルベースの位置でページを開発するのは絶対位置を使用する

ときよりも難し く 、 多 くのセルと結合したり、 ネス ト されたテーブルを含む複雑なレイ

アウトではフォームの表示が遅く なります。

5.1.2 表示スタイル

表示スタイルは、 フォームがどのようにレコードを表示するかを決定します。 NXJ アプ
リケーシ ョ ンは、 シングルオカレンスまたはマルチオカレンススタイルを使用します。

5.1.2.1 シングルオカレンス

シングルオカレンス表示スタイルは、 一度に 1件のレコードのみが表示されます。 シン
グルオカレンスフォームで他のレコードを表示するには、 Next Recordのようなレコー
ドを操作するコマンドを使用します。 以下は、 シングルオカレンスフォームの例です。
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5.1.2.2 マルチオカレンスフォーム

マルチオカレンス表示スタイルは、 繰り返し領域で一度に複数のレコードが表示され、

レコードごとに移動することも表示レコードセッ ト ごとに移動することもできます。 以

下は、 マルチオカレンスフォームの例です。

3 種類 （ フ ィールド、 リス トボッ クス、 グリ ッ ドまたはビュー） のマルチオカレンス表
示スタイルから一つを選択すると、 アプリケーシ ョ ンデザイナは、 それに従い繰り返し

領域を自動的に作成します。 繰り返し領域の作成についての詳細は、 101 ページの 「繰

り返し領域」 を参照して く ださい。 

5.1.3 データベースコネクシ ョ ンから
フォームを作成

プロジェク トはフォームを作成するために、 少な く とも 1 つのデータベースコネクシ ョ
ンを必要と します （コネクシ ョ ンの追加については、 33 ページの 「環境変数」 を参

照）。 以下の方法で、 フォームを作成できます。 

• スクラ ッチからフォームを構築

• 1 つのフォームの生成

• 複数のフォームの生成
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5.1.3.1 スクラッチからデータベースフォームを構築

1. アプリケーシ ョ ンデザイナのブラウザパネル > プロジェク ト タブ で、 Classes
フォルダを右クリ ッ クして、 新規作成 > Form を選択します。

アプリケーシ ョ ンデザイナは空白のフォームを作成し、 デザインタブに表示しま
す。 

2. ブラウザパネル > プロパテ ィ タブ で、 以下のプロパテ ィ を入力します。

Data Binding > Binding Type - Database Connection.
Data Binding > Connection - （フォームで使用するコネクシ ョ ン）
Data Binding > Target Table - （フォームのターゲッ ト テーブルになるテーブル）

3. 85 ページの 「コン ト ロール」 を参照して、 フォームにコン ト ロールを追加します。

5.1.3.2 データベースフォームの生成

データの関連付けウィザードを使用して、 ターゲッ トテーブルに基づ く フォームを生成

することができます。 単に、 アプリケーシ ョ ンデザイナが、 コン ト ロールを作成する

フ ィールドを指定します。 また、 フォームに表示されるコン ト ロールの順序を指定する

ことができます。 また、 ビューでフォームを作成するために、 これらのステップを使用

することができます。

1. アプリケーシ ョ ンデザイナのブラウザパネル > プロジェク ト タブ で、 Classes
フォルダを右クリ ッ クして、 新規作成 > Form を選択します。

アプリケーシ ョ ンデザイナは空白のフォームを作成し、 デザインタブに表示しま
す。

2. アプリケーシ ョ ンデザイナのツールバーで、 データウィザード （　 ） をク リ ッ
クします。

データの関連付けウィザードが表示されます。

3. 以下に関連付けで、 データベーステーブルをクリ ッ クします。

4. （オプシ ョ ン） フォームにテーブルベースの位置を使用する場合、 絶対位置に配置
チェ ッ クボッ クスのチェ ッ クを外します。

5. フォームのスタイル、 コネクシ ョ ン、 テーブルを選択します。

ビューを作成するために、スタイルドロップダウンリス トから Multi Occerence 
Form with View を選択します。既存のコネクシ ョ ンか <inherit> を選択するこ
とができます。 ライブラ リからのコネクシ ョ ンは、 名前の前にアスタ リスク (*)が
ついています。 <inherit> を選択した場合、 フォームに関連したコネクシ ョ ンは
以下のように決定されます。

• アプリケーシ ョ ンデザイナでは、 フォームで使用されるコネクシ ョ ンは、 カレ
ン トのデフォルト コネクシ ョ ンとなります。 デフォルト コネクシ ョ ンについて
の詳細は、 33 ページの 「環境変数」 を参照して く ださい。 

• 実行時に、 フォームで使用されるコネクシ ョ ンは、 親フォームに関連したコネ
クシ ョ ンです。 フォームがエン ト リ フォームの場合、 親フォームがないので、
フォームで使用されるコネクシ ョ ンは、 アプリケーシ ョ ンパッケージが作成さ
れたときに使用されたデフォルト コネクシ ョ ンです。
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フォームは、queueNextForm メ ソ ッ ドの connectionName引数を使
用して、 実行時に指定された接続をオーバライ ドすることができま
す。 詳細については、 『NXJ Javadoc』 を参照して く ださい。

6. 次へ をク リ ッ クします。

7. 左右の矢印ボタンを使って、 含むの列または除外の列からフ ィールドを移動しま
す。 上下の矢印を使って、 フォームにおけるフ ィールド順を設定します。 

8. 完了 をク リ ッ クします。

5.1.3.3 複数のデータベースフォームの生成

デフォルト フォームの作成ウィザードを使用して、 データコネクシ ョ ン用の複数の

フォームを生成することができます。 アプリケーシ ョ ンデザイナは、 選択する各テーブ

ル毎にフォームを生成して、 そのテーブルの各フ ィールドのコン ト ロールをフォーム上

に配置します。 また、 ビューでフォームを作成するために、 これらのステップを使用す

ることができます。

1. アプリケーシ ョ ンデザイナで、 ファイル > デフォルト フォームの作成 を選択しま
す。

ログインダイアログが表示されたら、 ユーザ名とパスワードを入力します。 操作を
続けるためには、 データベースへのアクセス権が必要です。 デフォルト フォームの
作成ウィザードが表示されます。

2. 以下から作成で、 データベーステーブルをク リ ッ クします。

3. （オプシ ョ ン） ほとんどのフォームにおいて絶対位置に配置する場合は、 絶対位置
に配置チェ ッ クボッ クスをチェ ッ クしたままにします。 絶対位置に配置しない場合
は、 絶対位置に配置チェ ッ クボッ クスのチェ ッ クを外します。

4. フォームのスタイルとコネクシ ョ ンを選択します。

ビューを作成するために、スタイルドロップダウンリス トから Multi Occerence 
Form with View を選択します。 ライブラ リにあるコネクシ ョ ンは、名前の前にア
スタ リスク  (*)がついています。 コネクシ ョ ンが、 データサービスのデザインパ
ターンに従っている場合、 詳細データビューの作成チェ ッ クボッ クスは利用可能に
なります。 詳細データビューの作成を指定すると、 アプリケーシ ョ ンデザイナは各
フォームの外部キー情報を分析して、 その外部キーで詳細データビューを生成しま
す。 詳細データビューは、 子テーブルの名前を取ったグリ ッ ドのグループボッ クス
と して表示されます。

5. 次へ をク リ ッ クします。

6. 使用するテーブルのチェ ッ クボッ クスをセッ ト します。

アプリケーシ ョ ンデザイナは、 指定された表示スタイルを使用して各フォームを生
成します。

7. 完了 をク リ ッ クします。
© Copyright 2008 Unify Corporation52



フォーム
5.1.4 アクテ ィ ビテ ィからフォームを作成

プロジェク トは、 これらのフォームを作成するために、 少な く とも 1 つの
ActiveWorkflow プロセス定義を必要と します。 以下の方法でフォームを作成することが
できます。

• スクラッチからフォームを構築

• 1つのフォームを生成

• 複数のフォームを生成

5.1.4.1 スクラッチからアクテ ィ ビテ ィ フォームを構築

1. アプリケーシ ョ ンデザイナのブラウザパネル > プロジェク ト タブ で、 Classes
フォルダを右クリ ッ クして、 新規作成 > Activity Form を選択します。

アプリケーシ ョ ンデザイナは、 空のアクテ ィ ビテ ィ フォームを作成して、 デザイン
タブに表示します。 ActiveWorkflow jar ファイルをクラスパスに追加ダイアログが表
示される場合もあることに注意して ください。

2. アプリケーシ ョ ンデザイナのブラウザパネル > プロパテ ィ タブ で、 以下のプロパ
テ ィ を入力します。

Workflow > Process - （フォームで使用するプロセス定）
Workflow > Activity - （フォームが実行するアクテ ィ ビテ ィ）

3. 85 ページの 「コン ト ロール」 の説明に従って、 フォームにコン ト ロールを追加しま
す。 

5.1.4.2 1つのアクテ ィ ビテ ィ フォームを生成

データの関連付けウィザードを使用して、 ActiveWorkflow プロセスのアクテ ィ ビテ ィに
基づ く フォームを 1 つ生成することができます。 コン ト ロールを作成したいフ ィールド
とボタンを選択します。 また、 フォーム上に表示されるコン ト ロールの順序を指定する

ことができます。

1. アプリケーシ ョ ンデザイナのブラウザパネル > プロジェク ト タブ で、 Classes
フォルダを右クリ ッ クして、 新規作成 > Activity Form を選択します。

アプリケーシ ョ ンデザイナは、 空のアクテ ィ ビテ ィ フォームを作成して、 デザイン
タブに表示します。

2. アプリケーシ ョ ンデザイナのツールバーで、 Activity ウィザード （ ） をク リ ッ
クします。

ActiveWorkflow オプシ ョ ンウィザードが表示されます。

3. このフォームの ActiveWorkflow プロセス定義とアクテ ィ ビテ ィ を選択します。

ライブラリにあるプロセス定義は、 名前の前にアスタ リスク (*)がついています。

4. （オプシ ョ ン） テーブルベースの位置を使用する場合、 絶対位置に配置チェ ッ ク
ボッ クスのチェ ッ クを外します。

5. 次へ をク リ ッ クします。
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6. 左右の矢印ボタンを使って、 含むの列または除外の列からフ ィールドを移動しま
す。 上下の矢印を使って、 フォームにおけるフ ィールド順を設定します。

7. 次へ をク リ ッ クします。

8. 左右の矢印ボタンを使って、 含むの列または除外の列からボタンを移動します。 上
下の矢印を使って、 フォームにおけるボタンの順を設定します。

9. 完了 をク リ ッ クします。

5.1.4.3 複数のアクテ ィビテ ィ フォームを生成

デフォルト フォームの作成ウィザードを使用して、 ActiveWorkflow プロセスの一連の
フォーム群を生成することができます。 アプリケーシ ョ ンデザイナは、 プロセスから選

択された各アクテ ィ ビテ ィのフォームを生成します。 フォームには、 アクテ ィ ビテ ィの

フ ィールド とボタンのコン ト ロールが配置されます

1. アプリケーシ ョ ンデザイナで、 ファイル > デフォルト フォームの作成 を選択しま
す。

デフォルト フォームの作成ウィザードが表示されます。

2. 以下から作成で、 プロセスをク リ ッ クします。

3. （オプシ ョ ン） ほとんどのフォームにおいて絶対位置に配置する場合は、 絶対位置
に配置チェ ッ クボッ クスをチェ ッ クしたままにします。 絶対位置に配置しない場合
は、 絶対位置に配置チェ ッ クボッ クスのチェ ッ クを外します。

4. プロセスのドロップダウンリス トから、 ActiveWorkflow プロセスを選択します。

ライブラリにあるプロセス定義は、 名前の前にアスタ リスク (*)がついています。

5. 次へ をク リ ッ クします。

6. 必要なアクテ ィ ビテ ィのチェ ッ クボッ クスをセッ ト します。

7. 完了 をク リ ッ クします。

ActiveWorkflow JAR ファイルをクラスパスに追加ダイアログが表示される場合もあ
ることに注意して く ださい。

5.1.5 Webサービスからフォームを作成
プロジェク トにはこのフォームを作成するために、 少な く とも 1 つのWebサービスを
必要と します。 Webサービスが、 データサービスデザインパターンに従うかどうかに
よって、 以下に説明するステップがわずかに異なります。 デザインパターンの詳細につ

いては、 44 ページの 「データサービスのデザインパターン」 を参照して く ださい。 以

下の方法でフォームを作成することができます。 

• スクラッチからフォームの構築

• 1つのフォームを生成

• 複数のフォームを生成
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5.1.5.1 スクラッチからサービスフォームを構築

1. アプリケーシ ョ ンデザイナのブラウザパネル > プロジェク ト タブで、 Classes フォ
ルダを右ク リ ッ クして、 新規作成 > Form を選択します。

アプリケーシ ョ ンデザイナは、 デザインタブに空のフォームを作成します。

2. アプリケーシ ョ ンデザイナのブラウザパネル > プロパテ ィ タブで、 以下のプロパ
テ ィ を入力します。

Data Binding > Binding Type - Service
Data Binding > Service - （フォームが使用する Webサービス）

3. 85 ページの 「コン ト ロール」 の説明に従って、 フォームにコン ト ロールを追加しま
す。 

5.1.5.2 1つのサービスフォームを生成

データ関連付けウィザードを使用して、 プロジェク トにインポート されている Web
サービスに基づ く フォームを 1 つ生成します。 単に、 コン ト ロールを作成したいメ ソ ッ
ドを選択するだけです。

1. アプリケーシ ョ ンデザイナのブラウザパネル > プロジェク ト タブ で、 Classes
フォルダを右クリ ッ クして、 新規作成 > Form を選択します。

アプリケーシ ョ ンデザイナは、 空のフォームを作成して、 デザインタブに表示しま
す。

2. アプリケーシ ョ ンデザイナのツールバーで、 データウィザード （ ）  をク リ ッ ク
します。

データの関連付けウィザードが表示されます。

3. 以下に関連付けで、 サービス をク リ ッ クします。

4. （オプシ ョ ン） フォームにテーブルベースの位置を使用する場合、 絶対位置に配置
チェ ッ クボッ クスのチェ ッ クを外します。

5. Web サービスを選択して、 メ ソ ッ ドを選択します。

ライブラリにある Web サービスは、 名前の前にアスタ リスク (*) がついています。
データサービスのデザインパターンに従ったサービスを選択する場合、 スタイルの
ドロップダウンリス トは利用不可となり、 メ ソ ッ ドの唯一のオプシ ョ ンは
<Database Access> となります。

サービスがデータサービスデザインパターンを実装しない場合、 サービスのメ ソ ッ
ドの 1 つを選択して、 次へ をク リ ッ クして、 フォームに必要な各フ ィールドの
チェ ッ クボッ クスをチェ ッ クします。

6. 次へ をク リ ッ クします。

7. デフォルト フ ィールドパネルで、 左右の矢印ボタンを使って、 含むの列または除外
の列からフ ィールドを移動します。 上下の矢印を使って、 フォームにおけるフ ィー
ルド順を設定します。

8. 完了 をク リ ッ クします。
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5.1.5.3 複数のサービスフォームを生成

デフォルト フォームの作成ウィザードを使用して、 Web サービスに対する一連の
フォーム群を生成することができます。 サービスがデザインパターンを実装していない

場合、 アプリケーシ ョ ンデザイナは、 サービスの各メ ソ ッ ド毎に 1 つのフォームを生成
します。 Web サービスが、 データサービスデザインパターンを実装している場合は、
アプリケーシ ョ ンデザイナは、 サービスを通してデータベースにアクセスする 1 つの
フォームを生成します。 このフォームは、 データベースフォームに似ています。

1. アプリケーシ ョ ンデザイナで、 ファイル > デフォルト フォームの作成 を選択しま
す。

デフォルト フォームの作成ウィザードが表示されます。

2. 以下から作成で、 サービスをク リ ッ クします。

3. （オプシ ョ ン） ほとんどのフォームにおいて絶対位置に配置する場合は、 絶対位置
に配置チェ ッ クボッ クスをチェ ッ クしたままにします。 絶対位置に配置しない場合
は、 絶対位置に配置チェ ッ クボッ クスのチェ ッ クを外します。

4. サービスのドロップダウンリス トから、 Webサービスを選択します。

ライブラリにある Web サービスは、 名前の前にアスタ リスク (*) がついています。
データサービスのデザインパターンに従っているサービスを選択する場合、 詳細
データビューの作成チェ ッ クボッ クスとスタイルのドロップダウンリス トが利用可
能になります。

サービスがデータサービスデザインパターンを実装していない場合、 サービスのメ
ソ ッ ドの 1 つを選択して、 次へ をク リ ッ クして、 アプリケーシ ョ ンデザイナが生成
するフォームが使用するメ ソ ッ ドのチェ ッ クボッ クスをセッ ト します。

5. 完了 をク リ ッ クします。

サービスがデータサービスのデザインパターンを実装している場合、 作成された
フォームは、 データベースコネクシ ョ ンを実装するフォームのように機能します。
詳細データビューの作成チェ ッ クボッ クスがチェ ッ クされている場合、 アプリケー
シ ョ ンデザイナは、 1 つの non-primitive なオブジェク ト または non-primitive なオブ
ジェ ク トの配列を返す各フ ィールド とプロパテ ィ を見つけます。 非プリ ミテ ィ ブな
オブジェク トの配列が返された場合、 次にアプリケーシ ョ ンデザイナは、 グリ ッ ド
でグループボックスを生成します。 配列ではな く 1 つの非プリ ミテ ィ ブオブジェク
トが返された場合、 次にアプリケーシ ョ ンデザイナは、 シングルオカレンスデータ
ビューでグループボックスを生成します。

サービスがデータサービスのデザインパターンを実装していない場合、 ウィザード
は選択したメ ソ ッ ド毎に 1 つのフォームを生成します。

5.1.6 Java クラスからフォームを作成
プロジェク トはこのフォームを作成するために、 少な く とも 1 つの Java クラスを必要
と します。 Unify NXJ では、 フォームをインタフ ェースと関連付けることを許可しない
ことに注意して く ださい。 実行システムが CLEAR_TO_ADD コマンドの処理の一部と
してインスタンスを作成できる必要があるため、 この制限が必要となります。 以下の方

法でフォームを作成することができます。
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• スクラッチからフォームを構築

• 1つのクラスフォームを生成

5.1.6.1 スクラッチからクラスフォームを構築

1. アプリケーシ ョ ンデザイナのブラウザパネル > プロジェク ト タブ で、 Classes
フォルダを右クリ ッ クして、 新規作成 > Form を選択します。

アプリケーシ ョ ンデザイナは、 空のフォームを作成して、 デザインタブに表示しま
す。

2. アプリケーシ ョ ンデザイナのブラウザパネル > プロパテ ィ タブ で、 以下のプロパ
テ ィ を入力します。

Data Binding > Binding Type - Java Class
Data Binding > Class - （フォームで使用する Java クラス）

3. 85 ページの 「コン ト ロール」 の説明に従って、 フォームにコン ト ロールを追加しま
す。 

5.1.6.2 データの関連付けウィザードを使用して
クラスフォームを生成

1. アプリケーシ ョ ンデザイナのブラウザパネル > プロジェク ト タブ で、 Classes
フォルダを右クリ ッ クして、 新規作成 > Form を選択します。

アプリケーシ ョ ンデザイナは、 空のフォームを作成して、 デザインタブに表示しま
す。

2. アプリケーシ ョ ンデザイナのツールバーで、 データウィザード （ ） をク リ ッ ク
します。

データの関連付けウィザードが表示します。

3. 以下に関連付けで、 Java クラス をク リ ッ クします。

4. （オプシ ョ ン） フォームにテーブルベースの位置を使用する場合、 絶対位置に配置
チェ ッ クボッ クスのチェ ッ クを外します。

5. フォームに必要なスタイルとクラスを選択します。

6. 次へ をク リ ッ クします。

7. 左右の矢印ボタンを使って、 含むの列または除外の列からフ ィールドを移動しま
す。 上下の矢印を使って、 フォームにおけるフ ィールド順を設定します。

8. 完了 をク リ ッ クします。

5.1.6.3 デフォルト フォームの作成ウィザードで
クラスフォームを生成

1. アプリケーシ ョ ンデザイナで、 ファイル > デフォルト フォームの作成 を選択しま
す。

デフォルト フォームの作成ウィザードが表示されます。

2. 以下から作成で、 Java クラスをク リ ッ クします。
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3. （オプシ ョ ン） ほとんどのフォームにおいて絶対位置に配置する場合は、 絶対位置
に配置チェ ッ クボッ クスをチェ ッ クしたままにします。 絶対位置に配置しない場合
は、 絶対位置に配置チェ ッ クボッ クスのチェ ッ クを外します。

4. このフォームのために Java クラスを選択します。

ライブラリにある Java クラスは、 名前の前にアスタ リスク (*)がついています。
データサービスのデザインパターンに従っているクラスを選択すると、 詳細データ
ビューの作成チェ ッ クボッ クスとスタイルのドロップダウンリス トが利用可能にな
ります。

5. 完了 をク リ ッ クします。

詳細データビューの作成チェ ッ クボッ クスがチェ ッ クされている場合、 アプリケー
シ ョ ンデザイナは、 1 つの非プリ ミテ ィ ブなオブジェク ト または非プリ ミテ ィ ブな
オブジェク トの配列を返す各フ ィールド とプロパテ ィ を見つけます。 非プリ ミテ ィ
ブなオブジェク トの配列が返される場合、 次にアプリケーシ ョ ンデザイナは、 グ
リ ッ ドでグループボックスを作成します。 配列ではな く 1 つの非プリ ミテ ィ ブオブ
ジェ ク トが返される場合、 次にアプリケーシ ョ ンデザイナは、 シングルオカレンス
データビューでグループボックスを作成します。

5.2 フォームの編集

アプリケーシ ョ ンデザイナのコンテン トパネルを使用して、 フォームの構築、 編集を行

います。 プロジェク ト内のフォームは、 ブラウザパネル > プロジェク ト タブ内の
Classes フォルダの下にあります。 フォームをクリ ッ クすると開きます。 一旦、 フォー
ムを開く と、 GUI エディ タ とスク リプ トエディ タの両方を使って、 フォームの編集が行
えます。 GUI エディ タにはデザインタブからアクセスします。 コンテン トパネルにある
ソース、 JSP その他のタブからスクリプ トエディ タにアクセスします。

5.2.1 一般的なタスク

以下は、 フォームを編集するときに良く使用されるタスクが一覧されています。

タスク 以下のことを行う

フォームの選択 フォームの背景をクリ ッ クします。

フォームプロパテ ィの

変更

フォームを選択して、 ブラウザパネルのプロパテ ィ タブを選

択します。

フォームのサイズ変更 フォームを選択して、 グラバーをド ラ ッグします。 ブラウザ

パネル > プロパテ ィ タブで、 Visual > Width と 　Visual > 
Height プロパテ ィ を設定することもできます。

フォームのコピー ブラウザパネル > プロジェク ト タブで、 フォームを右クリ ッ
クして、 コピーを選択します。 Classes あるいはその下の
フォルダを右クリ ッ クして 貼り付けを選択します。
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5.2.2 フォームの外観

プロパテ ィの Visual グループを使用して、 フォームの外観のカスタマイズを行います。
プロパテ ィ タブで行われたカスタマイズは、 選択されたフォームに対してのみ適用され

ます。 すべてのフォームの外観を同じようにカスタマイズしたいときには、 147 ページ
の 158 ページの 「スタイルシート」 に記述されているように、 デフォルトのスタイル

シート をカスタマイズする必要があります。 プロジェク ト レベルでのスタイルシートの

カスタマイズで開発時間が短縮されると共に、 すべてのフォームに対して統一の取れた

外観が保証され、 その後の必要なアプリケーシ ョ ンレベルでの変更も容易になります。

注 : カスタマイズされたスタイルシート を使用している場合、 フォーム
固有の変更を加えてスタイルシート をオーバライ ドすることができ
ます。

以下に主要なプロパテ ィが影響するフォームの領域を示します。

フォームのプレビュー アプリケーシ ョ ンデザイナのツールバーで、 プレ

ビューをクリ ッ クします。

プレビューは、 フォームが実行時にどのように表

示されるかを示します。 プレビューでは、 NXJ アプリケー
シ ョ ンの一部であるヘッダ、 フ ッ タ、 ツールバーのフレーム、

および処理機能は含まれません。 Unify NXJは、 ホス トマシン
のデフォルトのWeb ブラウザを使用します。 一般のWeb
ページと同様に、 ご利用になるブラウザに依存して外観は微

妙に変化することがあります。 フォームをテストするには、

163 ページの 「テス ト、 パッケージングと配備」 で記述され

るように、 プロジェク ト  > 実行 を選択して く ださい。

タスク 以下のことを行う
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以下は、 これらの領域の簡単な説明です。 色は、 W3C によってサポート されている 16
色名 (aqua、 black、 blue、 fuchsia、 gray、 green、 lime、 maroon、 navy、 olive、
purple、 red、 silver、 teal、 white、 yellow)、 見本から選択する Web-safe色や RGB値
をカスタマイズしたものの一つを使う ことができます。

領域 説明

高さと幅 フォームのピクセル単位の高さと幅。 Height プロパテ ィのデ
フォルトは 600 ピクセルで、 ヘッダ、 フ ッ タ、 ツールバーは
含みません。 Width プロパテ ィのデフォルトは 800 ピクセル
です。 このデフォルト値は、 ユーザがスクロールをしな く て

もほとんどのモニターでフォーム全体を見ることができます。

最大の高さ と幅は、 それぞれ 20,000 ピクセルです。

境界線 境界線の幅は、 0 から 10 ピクセルの間。 境界線のスタイル
は、 Dashed、 Dotted、 Groove 、 Inset 、 None、 Outset、
Ridge、 Solid から選択。 フォームの境界線の色。 この境界線
はヘッダ、 フ ッ タ、 ツールバーを囲いません。

背景色 フォームの背景色。

Wallpaper （壁紙） フォームの背景イメージ。 Unify NXJは、 背景全領域を塗りこ
むように自動的にイメージを全体に張り付けます。

Height 

BackgroundとWallpaper Foreground
border 
プロパティ

Width

font 
プロパティ
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ブラウザによっては、 Web ページを表示するときに境界のレンダリングであるとか、
パディ ング、 余白の計算方法とかにわずかながら差があります。 これらオブジェク トの

違いのために、 開発時にはアプリケーシ ョ ンをプレビューしてできるだけ同じような外

観に見えるように、 必要に応じて変更を行う必要があります。

5.2.3 スタイルシートのフォームへの割り当て

スタイルシートには、 アプリケーシ ョ ンがブラウザ上でどのように見えるのかを決定す

るためのルールが設定されています。 フォームレベルでスタイルシート を関連付ける

と、 プロジェク トのスタイルシート をオーバライ ド します。 これは、 フォームがい くつ

かのグループを持ち、 それぞれのグループ毎に異なった外観を設定したいような場合に

便利です。 例えば、 個別のスタイルシート を社内の部門毎に作成して、 それらを該当す

るフォームに割り当てることができます。

Visual > Style Sheets プロパテ ィ を使用して、 特定のフォームにスタイルシート を関
連付けることができます。 複数のエン ト リはセミ コロンで区切ります。 ドロップダウン

リス トでは、 マスタプロジェク トからのスタイルシートには頭にアスタ リスク (*)がつ
いています。 デフォルトでは、 このプロパテ ィには、 すべての Unify NXJ プロジェク ト
に提供されているデフォルトのスタイルシート "default.css"が設定されています。

スタイルシートについての詳細は、 158 ページの 「スタイルシート」 を参照して く ださ

い。 

5.2.4 タイ トル、 ヘッダ、 ツールバー、 フ ッ タ

プロパテ ィの Form グループを使用して、 フォームにタイ トル、 ヘッダ、 フ ッ タ、 ツー
ルバーを設定します。 ヘッダ、 フ ッ タ、 ツールバーは、 通常プロジェク ト レベルで定義

され、 プロジェク トすべてのフォームに自動的に関連付けられます。 しかしながら、 特

定のフォームに対して、 これらのプロジェク ト共通の項目をオーバライ ドすることを選

ぶことができます。 カスタムヘッダ、 フ ッ タ、 ツールバーの作成、 使用に関しては、

152 ページの 「ヘッダ」、 153 ページの 「フ ッ タ」、 154 ページの 「ツールバー」 を参照

して く ださい。 

NXJForm ファウンデーシ ョ ンクラスの getWindowTitle() メ ソ ッ ドを
使用して、 ブラウザのタイ トルバーに表示するタイ トルを返しま
す。

フォン ト プロパテ ィ と

前景色

フォームのデフォルトのフォン ト ファ ミ リ とサイズ。 使用す

るマシンにインス トールされているフォン トだけが利用可能

です。 Foregroundは、 フォン トの色を決定します。 これらの
プロパテ ィは、 フォン ト プロパテ ィが設定されていない

フォームでは、 オブジェク トから継承されます。

領域 説明
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5.2.5 ウィンドウの位置とサイズ

Visual > Screen Left と  Visual > Screen Top プロパテ ィ を使用して、 NXJ インタラク
シ ョ ンサーバでフォームを初期化するときのWeb ブラウザウィ ン ドウの最初の位置を
指定します。 これらのプロパテ ィは、 スク リーンの左上の角から、 Web ブラウザウィ
ンドウの左上の角の位置をピクセルで指定します。

デフォルトでは、 これらのプロパテ ィは定義されていませんので、 ブラウザウィ ン ドウ

を NXJ インタラクシ ョ ンサーバで移動させることはできません。

これらの値の設定は、 フォームがスク リーンに収まらないような設定をすることもでき

るので注意して く ださい。 例えば、 ScreenTop を 500 に設定すると、 480× 640のモ
ニタではフォームがスク リーンの外になってしまいます。

Visual > Resize Browser プロパテ ィ を使用して、 フォームを表示するブラウザウィ ン
ドウのサイズを、 フォーム （ヘッダ、 フ ッ タ、 ツールバーフレームセッ ト を含む） のサ
イズにあわせてサイズを変更するかどうかを指定します。 ブラウザウィ ンドウの幅が、

画面の右端を越えたり、 あるいは高さが画面の一番下を越えて広がる場合、 ブラウザ

ウィ ンドウのサイズは変更されません。

5.2.6 フォームモード

フォームモードは、 NXJ インタラクシ ョ ンサーバがフォームに入力されたデータを正し
く解釈するために必要となります。 フォームモードには、 排他関係に有る 2 つのモード
があます。

• 検索モード
値は、 検索条件と解釈されます。

• Add/Update/Delete （AUD） モード
値は、 カレン ト レコードに入力された新しいデータと解釈されます。

検索モードは、 ターゲッ トテーブルがあるフォームのデフォルトの初期フォームモード

です。 ターゲッ ト テーブルがないフォームのデフォルトは AUD モードです。 フォーム

Screen Top

Screen 
Left
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にターゲッ ト テーブルがあり、 ユーザが検索操作よりも追加 / 更新 / 削除を行う方が多
いことが分かっている場合は、 初期のフォームモードを AUD モードに指定することが
できます。その場合は、 フォームあるいはデータビューの Data Binding > Start In Add 
Mode プロパテ ィのチェ ッ クボッ クスをチェ ッ クします。 フォームモードをあらかじめ
設定してお く と、 フォーム （ またはデータビュー） をすぐに意図したモードで使用する
ことが可能となるので、 アプリケーシ ョ ンのユーザはフォームモードを個別に設定する

手間が省けます。

このプロパテ ィは、 NXJDataView フ ァウンデーシ ョ ンクラスの
startInAddMode プロパテ ィ を使用して実行時に設定できます。

5.2.7 フ ィールド順

Interactive > Field Order を使用して、 ユーザが実行時にボックス、 チェ ッ クボッ ク
ス、 データビュー、 デート ピッカー、 ドロップダウンリス トボッ クス、 リス トボッ ク

ス、 ラジオグループ、 繰り返し領域、 タブ、 タブセッ ト を移動する順序を指定できま

す。 この順序に従って、 Interactive > Stop For Input プロパテ ィがチェ ッ クされてい
る各コン ト ロールにフォーカスを置きます。

デフォルトでは、 カーソルの移動する順序は、 上から下へ、 左から右と続きます。 以下

の図は、 Field Order プロパテ ィが設定されていない場合の デフォルトの順序を示して
います。

Interactive > Field Order プロパテ ィの選択をク リ ッ クすると、 フ ィールド順ダイアロ
グが表示され、 現在のフォームの順序を決められるすべてのコン ト ロールの名前が一覧

表示されています。 コン ト ロールがコンテナ内にある場合、 コン ト ロール名はコンテナ

名で tabset1:tab1のように修飾されます。 画面フ ィールド配列にマップされている
フ ィールド コン ト ロールは、 一次元配列か二次元配列かによって name[row] または
name[row, col] で表示されます。 ダイアログ上で上向き / 下向きの矢印を使って、

4

1

2 3

5

6

7

8

9
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選択したコン ト ロールの順を移動できます。 Default ボタンを使用して、 順序をリセッ
トできます。

5.2.8 デフォルト コマンド

デフォルト コマンドは、 ユーザがデフォルト コマンドキーを押下したときに実行される
コマンドです。 デフォルト コマンドキーは、 プロジェク トの look ＆ feel 定義で設定さ
れています。 プロジェク トの各フォームとデータビューは、 コマンドをデフォルト コマ

ンドキーにマップすることができます。 この方法で、 2 つの異なるフォームは同じキー
を押下して違う コマンドを実行するようにできます。

例えば、 Enterキーがプロジェク トのデフォルトのコマンドキーに定義されていると し
ます。 FIND コマンドが従業員検索フォームではデフォルト コマンド と して使用され、
追加 /更新コマンドが請求フォームでは使われるといったことが可能です。 従業員検索
フォームでは、 Enterキーを押下すると FIND コマンドが実行され、 一方、 請求フォー
ムで Enter キーを押下すると追加 /更新コマンドが実行されることになります。

Interactive > Default Command プロパテ ィ を使用して、 デフォルト コマンドキーが押
下されたときに実行されるコマンドを指定することができます。 デフォルト コマンド

キーの設定に関する詳細は、 158 ページの 「デフォルト コマンドキーの定義」 を参照し

て く ださい。 

5.2.9 データベース操作を許可しない

Security プロパテ ィ を使用して、 フォームあるいはデータビューからの特定のデータ
ベース操作を許可するかどうかを指定することができます。 デフォルトでは、 ユーザは

すべての操作を実行できるように、 これらのプロパテ ィはすべてチェ ッ クされていま

す。 操作を許可しない場合は、 対応する操作のプロパテ ィのチェ ッ クを外します。

NXJDataView フ ァウンデーシ ョ ンクラスの addAllowed、 deleteAllowed、
findAllowed、 updateAllowed プロパテ ィ を使用して、 これらのプロパテ ィ
を実行時に設定することもできます。

5.2.10 検索操作の条件設定

ユーザが FIND コマンド  を発行すると、 Unify NXJは SQL クエリを作成します。 この
クエリは検索条件、 SQL Optional Condition プロパテ ィ と、 SQL Order By プロパテ ィ
が結合されて構成されます。 SQL SELECT文は実行時に構成され、 使用される
RDBMSの特性に従って NXJ インタラクシ ョ ンサーバにより準備されます。 NXJ イン
タラクシ ョ ンサーバは検索条件を使用して、 以下の構文に似た SQL SELECT 文を作成
します。
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SELECT columns FROM table
WHERE sql_optional_condition
ORDER BY sql_order_by_clause ;

以下は、 SQL SELECT文の構成ブロックを説明します。

クエリ変数 説明

columns フォームのフ ィールド コン ト ロールにマップされたターゲッ ト列。

ターゲッ ト列についての詳細は、 128 ページの 「ターゲッ ト フ ィー

ルドの設定」 を参照して く ださい。 

table Data Binding > Target Table プロパテ ィの値。

sql_optional_condition Data Binding > Sql Optional Condition プロパテ ィの値。 アプリ
ケーシ ョ ンデザイナには、 オプシ ョ ンの条件を作成するダイアロ
グが用意されています。

ダイアログ上部のテキス トエリアで、 クエリのWHERE句を作成
します。 テキス トエリア下部の Pasteボタン以外のボタンでテキス
ト ビューに 2項演算子や単項演算子を挿入します。

ダイアログ下部のスクロールリス トには、 ターゲッ ト テーブルの列

がすべて表示されています。 一覧の列名をダブルクリ ッ クすると、

テキス ト領域に列の名前が挿入されます。
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NXJDataView ファウンデーシ ョ ンクラスの sqlOptionalCondition と
sqlOrderByClause プロパテ ィ を使用して、 実行時にこれらのプロパテ ィの
読み込みが可能です。

5.2.11 自動検索操作の設定

デフォルトで、 ユーザが FIND コマンドを発行すると、 検索操作が実行されます。 Data 
Binding > Auto Find プロパテ ィ を使用して、 フォームがロード されるときに検索操作
を自動的に実行するように指定します。 フォームは、 ターゲッ ト テーブルを待たなけれ

ばなりません。 クエリは、 Sql Optional Condition と Sql Order By Clause （64 ページの
「検索操作の条件設定」 を参照） の 2 つのプロパテ ィで決定されます。 

NXJFormまたはNXJDataViewファウンデーシ ョ ンクラスのautoFind プロパ
テ ィ を使用して、 実行時にこのプロパテ ィ を設定します。

5.2.12 検索操作で返されるレコード数の制限

デフォルトで、 ユーザが FIND コマンドを発行すると、 検索条件に一致したすべての
ターゲッ ト テーブルレコードがフォームに返されます。 このレコードの集まりは、 選択

セッ ト と呼ばれます。 Data Binding > Find Count プロパテ ィ を使用して、 フォームに

sql_order_by_clause Data Binding > Sql Order By Clause プロパテ ィの値。 アプリ
ケーシ ョ ンデザイナには、 Order By Clause を作成するダイアログ
が用意されています。

ダイアログ右側の一覧には、 ターゲッ ト テーブルの列がすべて表示

されています。 クエリの Order By Clause は、 列を除外の列あるい
は含むの列に移動し、 それから上下の矢印をクリ ッ クして列の順序

を調整することで指定します。

NXJSession ファウンデーシ ョ ンクラスの
sortSelectedSet メ ソ ッ ドを使用して、 選択セッ トが
作成された後にレコードを再度ソートすることができ

ます。

クエリ変数 説明
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返されるレコード数を制限することができます。 デフォルトでは、 Find Count プロパ
テ ィは 0 に設定されており、 返されるレコード件数に制限はありません。

Find Countは、 フォームに返されるレコードの最初のグループのレコード数を示す整数
値です。 ユーザがレコードナビゲーシ ョ ン  コマンドを使用してレコードの最初のグ
ループから次に進むとき、 選択セッ トに次のレコードのグループがあれば、 そのグルー

プが返されます。 例えば、 最初のグループの最後のレコードで NEXT_RECORD コマン
ドを実行すると、 フォームに次のレコードのグループが返されます。 同様に、 ユーザが

LAST_RECORD コマンドを発行すると、 最後のレコードが含まれるグループがフォー
ムに返されます。

Find Countは、 返されるレコード件数が多かったり、 レコードに含まれるデータが多い
ために FIND コマンドに長い時間がかかる場合に、 アプリケーシ ョ ンのレスポンスを改
善することができます。 アプリケーシ ョ ンのテス ト フ ェーズ中に、 このプロパテ ィ を異

なった設定でテス ト して、 適切なグループサイズを決定します。

注 : アプリケーシ ョ ンが返されるレコード件数を制限する Find Count
プロパテ ィ を使用している場合は、 “record_count” アプリケーシ ョ
ン情報フ ィールドには、 クエリで検索されたレコードの件数ではな
く、 フォームに実際に返されたグループ内のレコードの件数のみが
表示されます。

NXJDataView ファウンデーシ ョ ンクラスの findCount プロパテ ィ を使用し
て、 このプロパテ ィ を実行時に設定できます。

5.2.13 大きな選択セッ ト をファイルにキャッシュ

選択セッ トは、 FIND コマンドより返された行の集まりです。 Data Binding > Records 
in Memory プロパテ ィ を使用して、 大きな選択セッ ト をファイルにキャ ッシュするこ
とができます。 デフォルトで、 このプロパテ ィは選択セッ トの最初の 1000 レコードが
メモリに格納されることを示す 1000の値を持っています。 大きな選択セッ トがファイ
ルにキャ ッシュされない場合、 アプリケーシ ョ ンのパフォーマンスは低下するでし ょ

う。 また、 非常に大きな選択セッ トやメモリ割り当ての競合は、 アプリケーシ ョ ンに

Java OutOfMemoryError 例外を招きます。

このプロパテ ィには、 メモリに格納される選択セッ ト レコードの最大数を示す整数を設

定します。 選択セッ トがこの値を上回る場合、 レコードはメモリ と同様にテンポラリ

ファイルに格納されます。 この一時ファイルは、 nxjss を頭につけて示される .ser
ファイルと してテンポラリファイルディ レク ト リに作成され、 clear-to-find 操作の実行
やアプリケーシ ョ ンの終了など、 不要になった時点で NXJ インタラクシ ョ ンサーバに
よって削除されます。 テンポラリファイルディ レク ト リについての詳細は、 33 ページ
の 「環境変数」 を参照して く ださい。

NXJDataView ファウンデーシ ョ ンクラスの recordsInMemory プロパテ ィ を
使用して、 このプロパテ ィ を実行時に設定できます。
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5.2.14 バッチレコード更新

Data Binding > Batch Record Changes プロパテ ィ を使用して、 ターゲッ ト変数ある
いはターゲッ ト列の更新をバッチで行う ことができます。 デフォルトでは、 Batch 
Record Changesはオフになっており、 変更されたレコードから移動する度に、 NXJ イ
ンタラクシ ョ ンサーバはレコードの更新をします。

Batch Record Changesは、 ON NEXT RECORD あるいは ON PREVIOUS RECORD イ
ベン トセクシ ョ ンが定義されているフォームおよびデータビューに対してのみ有効で

す。 フォームの繰り返し領域が大量のレコードを受け渡し したりするときに、 このプロ

パテ ィ を TRUE に設定するとパフォーマンスを改善することができます。

このバッチレコード更新は、 次のい くつかのチェ ッ クポイン トで実行されます。

• NEXT_RECORD あるいは PREVIOUS_RECORD 以外のコマンドが指示された
時

• Interactive > Immediate プロパティが TRUE に設定されたフ ィールドがサーバ
上での処理を実行した時

• 繰り返し領域を持つデータビューの外にユーザが移動した時

警告 : Batch Record Changes は、 どのイベン トセクシ ョ ンが実行される
かに影響を与えます。 Batch Record Changes が TRUE に設定され
ているときには、 バッチレコードの ON NEXT RECORD と  ON 
PREVIOUS RECORD イベン トセクシ ョ ンは、 ユーザが行移動した
順にレコードごとに一括で処理されます。 プロパテ ィが FALES に
設定されているときには、 これらのイベン トセクシ ョ ンは、 『Unify 
NXJ プログラ ミ ング言語ガイ ド』 に説明されているようなケースが
起きたときだけ処理されます。

Batch Record Changes プロパテ ィの設定にかかわらずアプリケーシ ョ ンの振る舞いを
一貫性のあるものにするためには、 ユーザがレコードを移動する前に変更があったかど

うかをチェ ッ クして必要であれば更新をかけるようにする必要があります。 例えば、 以

下と同様のメ ソ ッ ドを ON NEXT RECORD と  ON PREVIOUS RECORD イベン トセク
シ ョ ンの両方で呼び出すようにします。

void updateIfNeeded() throws java.lang.Exception
{

if ( ! this.isCurrentRecordStored())
{
this.updateCurrentRecord();

}
}

レコードの更新は、 追加 /更新操作のト リガとなるコマンドの EditAction設定によって
も影響を受けます。 EditAction 設定が EditAction_RESET の場合、 カレン ト レコードに
対するすべての変更はクリアされます。 EditAction に関する詳細は、 「NXJ Javadoc」
の NXJCommand classの説明を参照して く ださい。

CLEAR_TO_ADD コマンドはカレン ト レコードの変更が無効となるため、 次の例にあ
るように CLEAR_TO_ADDの前にカレン ト レコードの更新を行う開発者定義コマンド
において、 このコマンドをまとめることが考えられます。
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COMMAND myClearToAdd
{

if ( ! this.containingDataView.isCurrentRecordStored())
{

this.containingDataView.updateCurrentRecord();
}

session.queueCommand(this.containingDataView.CLEAR_TO_ADD);
}

5.2.15 レコード追加後にフォームをクリア

Data Binding > Clear After Add プロパテ ィ を使用して、 テーブルに新規レコードが追
加された後、 ターゲッ ト テーブルがあるフォームのフ ィールド コン ト ロールをクリアす

ることができます。 連続してレコードを追加する場合には、 これによりパフォーマンス

を改善できます。 デフォルトでは、 このチェ ッ クボッ クスはクリアになっており、

フォームをクリアするには、 New ボタンをク リ ッ クするなどして CLEAR_TO_ADD コ
マンドを実行します。

CLEAR_TO_ADD コマンドについての詳細は、 『Unify NXJ プログラ ミ ング言語ガイ ド』
を参照して く ださい。

NXJDataView ファウンデーシ ョ ンクラスのclearToAdd プロパテ ィ を使用し
て、 実行時にこのプロパテ ィ を設定できます。

5.2.16 フ ィールドでのクリ ックを許可

Form > Click on Field プロパテ ィ を使用して、 ユーザがクリ ッ クでコン ト ロール間を
移動することができるかどうかを指定できます。 デフォルトでは、 Click on FIeldは
TRUE に設定されています。 このプロパテ ィが FALSE となっている場合、 フ ィールド
間を移動するために、 NEXT FIELD コマンド、 PREVIOUS FIELD コマンド、 あるいは
Tab キーを使用する必要があります。

5.2.17 フォーカスできるフ ィールドが
無いフォームで止める

デフォルトでは、 フォーカスできるフ ィールドが無いフォームは実行環境ではスキップ

されます。 Form > Stop Without Fields プロパテ ィ を使用して、 この振る舞いを止め
ることができます。 これにより、 ダイナミ ッ クテキス ト フ ィールドだけのフォームある

いは 『Securing an NXJ Application』 で説明されている非承認フォームのような重要な
メ ッセージを表示するフォームを作成することができるようになります。
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5.3 データビュー

データビューは、 テーブル、 Webサービス、 ActiveWorkflow プロセス、 プロパテ ィま
たはまだフォームに関連付けられていないフ ィールドを関連付けるフォーム上の領域で

す。 例えば、 APPLICATION テーブルを関連付けたアプリケーシ ョ ンフォームに、
ADDRESS テーブルを関連付けたフォームのデータビューを置く こ とができます。 通
常、 データビューは、 データベースのテーブルです。 データビュー上のコン ト ロール

は、 データビューに関連付けられたオブジェク ト をターゲッ ト と します。 フォーム上の

コン ト ロールは、 フォームに関連付けられたオブジェク ト をターゲッ ト と します。

フォームには、 データビューが全く ない場合、 1 つだけある場合、 複数ある場合があり
ます。

データビューには、 ト ップレベルのデータビューと、 マスタ /詳細関係になっている
データビューの 2種類があります。

5.3.1 ト ップレベルのデータビュー

ト ップレベルのデータビューは、 マスタ /詳細関係になっていないデータビューです。
フォーム、 タブ、 テーブル、 ボックスコン ト ロールにデータビューを配置することがで

きます。 一旦、 データビューを配置すると、 アプリケーシ ョ ンデザイナは、 データ

ビューと関連付けるためにデータの関連付けウィザードを開きます。

以下のト ップレベルのデータビューを追加できます。

• テーブル

• Webサービス

• Java クラス

• フ ィールド / プロパテ ィ

5.3.1.1 テーブルのデータビューを追加

プロジェク トは、 このデータビューを作成するために少な く とも 1 つのデータベースコ
ネクシ ョ ンを持たなければなりません。 また、 ビューを追加するために、 これらのス

テップを使用することができます。

1. アプリケーシ ョ ンデザイナで、 フォームをロード して、 コンテン トパネル > デザイ
ンタブを選択します。

2. アプリケーシ ョ ンデザイナのコン ト ロールパレッ トで、 Data View （ ） をク
リ ッ クしフォームにデータビューを配置します。

データの関連付けウィザードが表示されます。

3. 以下に関連付けで、 データベーステーブル をク リ ッ クします。

4. （オプシ ョ ン） データビューにテーブルベースの位置を使用したい場合、 絶対位置
に配置チェ ッ クボッ クスのチェ ッ クを外します。

5. データビューのスタイル、 コネクシ ョ ン、 テーブルを選択します。
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データビューを作成するために、 スタイルドロップダウンリス トから Multi 
Occerence Form with View を選択します。 既存のコネクシ ョ ンあるいは
<inherit> を選択することができます。 ライブラ リからのコネクシ ョ ンには、 名
前の前にアスタ リスク (*)がついています。 <inherit> を選択した場合、 データ
ビューに関連したコネクシ ョ ンは以下のように決定されます。

• アプリケーシ ョ ンデザイナでは、 データビューで使用されるコネクシ ョ ンは、
カレン トのデフォルト コネクシ ョ ンとなります。 デフォルト コネクシ ョ ンにつ
いての詳細は、 33 ページの 「環境変数」 を参照して く ださい。 

• 実行時に、 データビューで使用されるコネクシ ョ ンは、 親フォームまたはデー
タビューに関連付けられたコネクシ ョ ンです。

6. 次へ をク リ ッ クします。

マスタ /詳細オプシ ョ ンパネルが表示されます。

7. 次へ をク リ ッ クします。

ト ップレベルのデータビューを作成するときは、 このパネルは使用しません。 この
パネルの情報と、 データビューがマスタ /詳細関係を使用する方法については、 74
ページの 「マスタ /詳細関係」 を参照して下さい。 

8. デフォルト フ ィールドパネルで、 左右の矢印ボタンを使って、 含むの列または除外
の列からフ ィールドを移動します。 上下の矢印を使って、 フォームにおけるフ ィー
ルド順を設定します。

9. 完了 をク リ ッ クします。

5.3.1.2 Webサービスのデータビューを追加

Webサービスのデータビューは、 サービスがデータサービスデザインパターン （デザ
インパターンの詳細については、 44 ページの 「データサービスのデザインパターン」

を参照） に従うかどうかによって、 異なる振る舞いをします。 サービスがデータサービ
スデザインパターンに従っている場合、 データビューは、 サービスを通してデータベー

スにアクセスします。 これは、 データベースコネクシ ョ ンのデータビューに似ていま

す。 サービスがデザインパターンに従っていない場合、 データビューは、 入力を受け付

け、 サービスのメ ソ ッ ドの 1 つを呼び出し、 結果を表示することをサポート します。

プロジェク トは、 このデータビューを作成するために少な く とも 1 つのWebサービス
を持たなければなりません。

1. アプリケーシ ョ ンデザイナで、 フォームをロード して、 コンテン トパネル > デザイ
ンタブを選択します。

2. アプリケーシ ョ ンデザイナのコン ト ロールパレッ トで、 Data View （ ） をク
リ ッ クしフォームにデータビューを配置します。

データの関連付けウィザードが表示されます。

3. 以下に関連付けで、 サービス をク リ ッ クします。

4. （オプシ ョ ン） データビューにテーブルベースの位置を使用したい場合、 絶対位置
に配置チェ ッ クボッ クスのチェ ッ クを外します。

5. このデータビューのサービスと メ ソ ッ ドを選択します。
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ライブラリにある Webサービスは、 名前の前にアスタ リスク (*)がついています。
データサービスデザインパターンに従っているサービスを選択する場合、 スタイル
のドロップダウンリス トは利用不可となり、 メ ソ ッ ドの唯一のオプシ ョ ンは
<Database Access> となります。

サービスがデータサービスデザインパターンを実装しない場合、 サービスのメ ソ ッ
ドの 1 つを選択して、 次へ をク リ ッ クして、 フォームに必要な各フ ィールドの
チェ ッ クボッ クスをセッ ト します。

6. 次へ をク リ ッ クします。

マスタ /詳細オプシ ョ ンパネルが表示されます。

7. 次へ をク リ ッ クします。

ト ップレベルのデータビューを作成するときは、 このパネルは使用しません。 この
パネルの情報と、 データビューがマスタ /詳細関係を使用する方法については、 74
ページの 「マスタ /詳細関係」 を参照して下さい。 

8. デフォルト フ ィールドパネルで、 左右の矢印ボタンを使って、 含むの列または除外
の列からフ ィールドを移動します。 上下の矢印を使って、 フォームにおけるフ ィー
ルド順を設定します。

9. 完了 をク リ ッ クします。

5.3.1.3 Java クラスのデータビューを追加

データビューは、 プロジェク ト とプロジェク トのライブラ リのあらゆる Java クラスに
関連付けられます。 また、 データビューは、 public で、 abstract ではな く 、 public なゼ
ロ引数コンス ト ラクタを持ち、 java.awt.component を拡張していないプロジェク トの
クラスパス上のクラスを関連付けすることができます。

Java クラスに関連付けられるデータビューは、 データビューの targetObject プロパ
テ ィ を通じて設定したり、 取得したりできる値を持ちます。 例えば、 Customer クラス
に関連付けらるデータビューは、 Customer[]値を持つことができます。 値を設定する
と、 データビューとその詳細データビュー （マスタ /詳細関係がある場合） が生成され
ます。 値を参照すると、 データビューあるいはその詳細データビューのフ ィールドから

オブジェク ト を構築します。 BEFORE FIND セクシ ョ ンの外で値を割り当てること と、
CLEAR_TO_FIND コマンド と FIND コマンドの両方をキューに入れて、 次に BEFORE 
FIND内で値を割り当てることは同等であることに注意して く ださい。

プロジェク トは、 このデータビューを作成するために少な く とも 1 つの Java クラスを
持たなければなりません。

1. アプリケーシ ョ ンデザイナで、 フォームをロード して、 コンテン トパネル > デザイ
ンタブを選択します。

2. アプリケーシ ョ ンデザイナのコン ト ロールパレッ トで、 Data View （   ） をク
リ ッ クしフォームにデータビューを配置します。

データの関連付けウィザードが表示されます。

3. 以下に関連付けで、 Java クラス をク リ ッ クします。

4. （オプシ ョ ン） データビューにテーブルベースの位置を使用したい場合、 絶対位置
に配置チェ ッ クボッ クスのチェ ッ クを外します。
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5. このデータビューのスタイルとクラスを選択します。

クラスリス トには、 プロジェク ト、 プロジェク トのライブラ リ、 プロジェク トのク
ラスパスで有効なすべての Java クラスが含まれます。 ライブラリからの Java クラ
スは、 名前の前にアスタ リスク (*)がついています。

6. 次へ をク リ ッ クします。

マスタ /詳細オプシ ョ ンパネルが表示されます。

7. 次へ をク リ ッ クします。

ト ップレベルのデータビューを作成するときは、 このパネルは使用しません。 この
パネルの情報と、 データビューがマスタ /詳細関係を使用する方法については、 74
ページの 「マスタ /詳細関係」 を参照して下さい。 

8. デフォルト フ ィールドパネルで、 左右の矢印ボタンを使って、 含むの列または除外
の列からフ ィールドを移動します。 上下の矢印を使って、 フォームにおけるフ ィー
ルド順を設定します。

9. 完了 をク リ ッ クします。

5.3.1.4 プロパティまたはフ ィールドのデータビューを追加

以下のすべてが trueの場合、 プロパテ ィまたはフ ィールドのデータビューを追加する
ことができます。 a） データビューは、 少な く とも 1 つは他のデータビューの内部にあ
る、 b） 周囲のデータビューの 1 つがクラス、 ビジネスサービス、 フ ィールドまたはプ
ロパテ ィに関連付けられている、 そして c） 周囲のデータビューは、 少な く とも 1 つの
パブリ ッ クな配列値のフ ィールドまたはプロパテ ィ を持っている。

1. アプリケーシ ョ ンデザイナで、 フォームをロード して、 コンテン トパネル > デザイ
ンタブを選択します。

2. アプリケーシ ョ ンデザイナのコン ト ロールパレッ トで、 Data View （ ） をク
リ ッ クしフォームにデータビューを配置します。

データの関連付けウィザードが表示されます。

3. 以下に関連付けで、 フ ィールド / プロパテ ィ  をク リ ッ クします。

4. （オプシ ョ ン） データビューにテーブルベースの位置を使用したい場合、 絶対位置
に配置チェ ッ クボッ クスのチェ ッ クを外します。

5. 必要なスタイル、 外部データビューとフ ィールド / プロパテ ィ を選択します。

外部データビューのリス トには、 フォームにおいてすべての可能なデータビューの
名前があります。 フ ィールド / プロパテ ィは、 外部データビューに基づき変化しま
す。

6. 次へ をク リ ッ クします。

マスタ /詳細オプシ ョ ンパネルが表示されます。

7. 次へ をク リ ッ クします。

ト ップレベルのデータビューを作成するときは、 このパネルは使用しません。 この
パネルの情報と、 データビューがマスタ /詳細関係を使用する方法については、 74
ページの 「マスタ /詳細関係」 を参照して下さい。 
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8. デフォルト フ ィールドパネルで、 左右の矢印ボタンを使って、 含むの列または除外
の列からフ ィールドを移動します。 上下の矢印を使って、 フォームにおけるフ ィー
ルド順を設定します。

9. 完了 をク リ ッ クします。

5.3.2 マスタ /詳細関係
マスタ /詳細関係は、 2 つのデータビュー間のプライマリキー /外部キーの関係を作り
ます。 マスタデータビューのターゲッ トテーブルにある 1 つ、 または複数の列がマスタ
キーと されるプライマリキーを構成します。 詳細データビューのターゲッ ト テーブルの

同じ数のデータ タイプも一致する列が、 詳細キーと される外部キーを構成します。 マス

タキー列が必ずしもフォームのフ ィールド コン ト ロールでな く ても構いません。 マスタ

キー列は、 詳細データビューの選択セッ トの作成に使用されます。

マスタ /詳細関係の詳細データビューは、 テーブル、 Webサービス、 Java クラス、 非
プリ ミテ ィ ブフ ィールドに関連付けることができます。 ゲッ ターとセッ ターが java、
javax、 または com.unify.nxjの下のパッケージに定義されない場合、 詳細データビュー
は、 非プリ ミテ ィ ブプロパテ ィにも関連付けることができます。

フォームのマスタ /詳細関係を設定する前に、 以下の点を確認します。

• マスタビュー
マスタ機能を持つフォームやデータビュー。

• マスタキー
マスタキーを構成するマスタビューのターゲッ ト テーブルにある列。 

• 詳細キー
詳細キーを構成する詳細データビューのターゲッ ト テーブルにある列。

フォームにマスタ /詳細関係を追加するには、 最初に 70 ページの 「ト ップレベルの

データビュー」 のステップに従い、 マスタデータビューを作成します。 マスタ /詳細オ
プシ ョ ンパネルで、 以下のように値を入力してマスタ /詳細関係を設定します。

マスタデータビュー

マスタキー
マスタキーと して使われるフ ィールド名。 必要に応じて、 コンテナ名を接頭句と し
て付けます。 複数のエン ト リがある場合はセミ コロンで区切ります

注 : NXJ プログラ ミ ング言語を使用して、 マスタキーの値を持
つパブリ ッ ク変数を宣言できます。 マスタキーの値は、 マ
スタ /詳細関係を定義するクラスからアクセス可能でなけ
ればなりません。 これは、 コンポーネン ト を使用するアプ
リケーシ ョ ンでは重要です。 なぜならば、 詳細データ
ビューはそれ自身のクラスに定義されており、 一方、 詳細
とマスタを一緒にまとめて保持し、 マスタ /詳細関係を定
義するコンテナは、 異なる Javaパッケージの別クラスに存
在するからです。
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詳細キー
詳細キーと して使われるフ ィールド名を入力します。 必要に応じて、 コンテナ名を
接頭句と して付けます。 複数エン ト リがある場合は、 セミ コロンで区切ります。

5.3.3 タブセッ トにデータビューを作成

タブセッ ト を使用して、 複数のデータビューを 1 つのフォームに表示することができま
す。 データビューを持つタブセッ ト を作成するには、 フォームにタブセッ ト を追加しま

す。 それから、 タブセッ トにタブを追加して、 そのタブにデータビューを追加するス

テップを、 必要なデータビュー毎に行います。

タブセッ トについての詳細は、 85 ページの 「コン ト ロール」 を参照して く ださい。 

データビューの追加についての詳細は、 70 ページの 「ト ップレベルのデータビュー」

と 74 ページの 「マスタ /詳細関係」 を参照して く ださい。 

5.3.4 該当データビューの指定

デフォルトでは、 レコードナビゲーシ ョ ンコマンドは、 フォーカスを持ったフォームあ

るいはデータビューに適用されます。 一部のアプリケーシ ョ ンでは、 ユーザがレコード

ナビゲーシ ョ ンコマンドを使えるようにするために、 フォームのデータビューをまずク

リ ッ クしなければなりません。 そこで、 レコードナビゲーシ ョ ンコマンドボタン （また

はリンク） をカスタマイズして、 データビューがフォーカスを持っているかどうかにか

かわらず適切なデータビューに適用されるようにします。 Command Context プロパ
テ ィについては、 88 ページの 「ボタン」 または 96 ページの 「リンク」 を参照して く だ

さい。 

5.4 エン ト リポイン ト フォーム

エン ト リポイン ト フォームは、 NXJ アプリケーシ ョ ンでユーザに最初に表示される
フォームです。 すべての NXJ アプリケーシ ョ ンには、 エン ト リポイン ト フォームが少
な く とも 1 つ必要です。 また、 ユーザは URL を指定して直接エン ト リポイン ト フォー
ムを表示することができます。 この点は、 他のフォームからしかアクセスできないエン

ト リポイン トのないフォームと異なる点です。

フォームにエン ト リポイン ト を追加するだけで、 どのフォームでもエン ト リポイン ト

フォームに指定することができます。 ブラウザパネル > プロジェク ト タブでフォーム名
を右クリ ッ クして、 エン ト リポイン ト を削除 を選択すると、 フォームからエン ト リポ
イン ト を外すことができます。

1. アプリケーシ ョ ンデザイナのブラウザパネル > プロジェク ト タブで、 エン ト リポイ
ン ト フォームに指定するフォーム名を右クリ ッ クして、 エン ト リポイン トの追加 を
選択します。
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エン ト リポイン トダイアログが表示されます。

2. プロパテ ィ タブで、 以下の内容を入力します。

説明 - （エン ト リポイン ト フォームに関するオプシ ョ ン情報）
デフォルト ラベル - （アプリケーシ ョ ンサーバが使用するフォームのメニューラベ
ル）
ポート レッ ト と して公開 - （オプシ ョ ン。 NXJ アプリケーシ ョ ンがポート レッ ト と
して実行されるかどうかを指定）

NXJ アプリケーシ ョ ンをポート レッ ト と して実行することについての詳細は、 40
ページの 「ポート レッ ト と して NXJ アプリケーシ ョ ンを実行」 を参照して く ださ
い。 

3. ロケール対応ラベルタブに、 NXJ アプリケーシ ョ ンのロケール毎のフォームオブ
ジェ ク ト ラベルを定義します。 ロケールの定義についての詳細は、 『NXJ アプリ
ケーシ ョ ンのローカライズ』 を参照して く ださい。

4. （オプシ ョ ン） エン ト リポイン ト名タブで、 エン ト リポイン ト名の上書きチェ ッ ク
ボッ クスをセッ ト して、 フ ィールドに新しいフォーム名を入力します。

5. 適用 をク リ ッ クしてから、 OK をク リ ッ クします。

アプリケーシ ョ ンデザイナは、 エン ト リポイン ト と してフォームをマークし、 その
アイコンを変更します。

5.5 次フォーム

NXJ アプリケーシ ョ ンの各フォームに、 次フォームの情報を設定することで、 NXJ ア
プリケーシ ョ ンの画面遷移を指定することができます。 NEXT_FORM コマンドが発行
されると、 例えば、 Next ボタンをク リ ッ クすることで、 NXJ インタラクシ ョ ンサーバ
は次フォームの情報に基づき正しいフォームを表示します。 以下の図は、 サンプル NXJ
アプリケーシ ョ ンの次フォームの関係を示したものです。

この例では、 ユーザはエン ト リポイン ト フォームから開始し、 実行するタスクに従って

次のフォームを選択します。 タスク Aの場合はフォーム A を、 タスク Bの場合は
フォーム B を、 タスク Cの最初のタスクの場合はフォーム C1 を選択します。 タスク C
にはさらに 2 つのフォームがあり、 フォーム C1の次はフォーム C2、 フォーム C2の次
はフォーム C3が用意されています。 フォーム C3の次のフォームは、 エン ト リポイン
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ト フォームです。 ユーザは、 このようにパスを移動してタスクの開始点に戻り、 フォー

ムを再び開始しな く ても繰り返し タスクをを実行できます。

NXJ インタラクシ ョ ンサーバは、 上記の例のように次フォームが複数ある場合には、
Choose Next Form ダイアログを表示します。 ユーザは、 ダイアログで、 必要なフォー
ムを選択します。

次フォームは、 設計時のみでな く実行時に指定することも可能で、 NXJ ア
プリケーシ ョ ンの特定の条件に基づいて、 適切な次フォームを決定するこ

とができます。 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。

Entry

A B C1

C2

C3
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5.5.1 フォームスタ ック

遷移したフォームはフォームスタ ッ クに追加されます。 フォームスタ ッ クにより、
PREVIOUS_FORM コマンドでどのフォームを表示するかが決まります。 その上、 ス
タ ッ ク内にあるフォーム間で NXJ プログラ ミ ング言語の変数のようなデータを共有で
きます。 以下は、 図示されたような画面遷移をしたときにできるフォームスタ ッ クを示

しています。

5.5.2 ト ランザクシ ョ ン

実行時に NXJ インタラクシ ョ ンサーバで実行されるアクシ ョ ンは、 総括して ト ランザ
クシ ョ ンと呼ばれます。 ト ランザクシ ョ ンにより並行処理制御が可能となり、 アプリ
ケーシ ョ ンの完全性を損なう ことな く 、 複数のアプリケーシ ョ ンのユーザがデータを共

有できます。

NXJ アプリケーシ ョ ンのエン ト リポイン ト フォームにアクセスすると、 ト ランザクシ ョ
ンが自動的に開始されます。 NXJ インタラクシ ョ ンサーバは、 以下の内容に基づいて ト
ランザクシ ョ ンの処理方法を決定します。

• 次フォームの Form > Auto Commit プロパティの値 （80 ページの 「ト ランザク
シ ョ ンの自動コ ミ ッ トの設定」 を参照して ください。）

• 次フォームに指定されている ト ランザクシ ョ ンモード

• 次フォームに指定されているデータ一貫性レベル

• 次フォームの NXJ プログラ ミ ング言語スクリプ トのト ランザクシ ョ ン処理文

Entry

Entry

A B C1

C2

C3

C1

C2

C3

path traversed form stack
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5.5.3 ト ランザクシ ョ ンモード

ト ランザクシ ョ ンモードが、 フォームスタ ッ ク上で次フォームに遷移するタイ ミ ングに
アプリケーシ ョ ンデータの制御を決定します。 次フォームを設定するときにト ランザク

シ ョ ンモードを指定します。 以下の 3 つのト ランザクシ ョ ンモードがあります。

• Start

• Continue

• Restart

各ト ランザクシ ョ ンモードが、 以下のセクシ ョ ンに説明しているように、 関連するデー

タベース ト ランザクシ ョ ンとそのロッ クに影響を与えます。

5.5.3.1 Start ト ランザクシ ョ ンモード

Start ト ランザクシ ョ ンモードは、 次フォームで新規タスクを開始します。 NXJ インタ
ラクシ ョ ンサーバでは、 以下のことを実行します。

• カレン ト ト ランザクシ ョ ンをコ ミ ッ トする

• カレン ト ト ランザクシ ョ ンが持つロッ クをすべて解除する （フォームスタ ッ ク
をエン ト リポイン ト フォームに戻す）

• 指定した次フォームをアクテ ィブにしてフォームスタ ッ クに追加する

• 指定した次フォームで新規ト ランザクシ ョ ンを開始する

• 指定した次フォームの実行を開始する

5.5.3.2 Continue ト ランザクシ ョ ンモード

Continue ト ランザクシ ョ ンモードは、 次フォームで現
在のタスクを継続します。 NXJ インタラクシ ョ ンサー
バにより、 以下が実行されます。

•指定した次フォームをアクテ ィブにしてフォームス
タ ッ クに追加する

•指定した次フォームの実行を開始する  

•指定した次フォームを実行するときに、 現在のト ラン
ザクシ ョ ンを継続する。 取得されたロックはすべて保
持されます。

フォームスタ ッ クの例では、 フォーム C2、 C3のト ラ
ンザクシ ョ ンモードは Continue に設定されています。
これらのフォームは同じ タスクの一部なので、 フォー

ムスタ ッ クは 4 つのフォームをすべて含んでいます。

Entry

C1

C2

C3

Continue

Continue

Form stack for this session
© Copyright 2008 Unify Corporation 79



フォーム
5.5.3.3 Restart ト ランザクシ ョ ンモード

Restart ト ランザクシ ョ ンモードは、 カレン ト フォー
ムスタ ッ ク上のフォームを非アクテ ィブにし、 指定し

たフォームに戻します。 NXJ インタラクシ ョ ンサーバ
により、 以下が実行されます。

•カレン ト ト ランザクシ ョ ンをコ ミ ッ トする

•カレン ト ト ランザクシ ョ ンが保持するロックをすべて
解除する

•フォームスタ ッ クのフォームを削除しながらエン ト リ
フォームではな く、 指定したフォームに戻す。 （この
例のアプリケーシ ョ ンでは、 指定したフォームはエン
ト リ フォームとなっています。） 指定したフォームが
現在のフォームスタ ッ クにない場合は、 ユーザは実行
時にエラーを受け取る

• 指定した次フォームで新規ト ランザクシ ョ ンを開始する

• 指定した次フォームの実行を再開する

Restart ト ランザクシ ョ ンモードがよ く使用されるのは、 ユーザがタスクを終了した後
に、 アプリケーシ ョ ンで開始フォームに戻る必要があるためです。 この例では、 C3
フォームの次フォームはエン ト リ フォームなので、 次フォームであるエン ト リ フォーム

のト ランザクシ ョ ンモードは、 Restart モードに設定されています。

5.5.4 ト ランザクシ ョ ンの自動コ ミ ッ トの設定

Form > Auto Commit プロパテ ィ を使用して、 ターゲッ トテーブルを持つフォームの
データベース操作 （追加、 更新、 削除） が問題な く終了した後にト ランザクシ ョ ンのコ

ミ ッ ト を実行するように指定できます。 デフォルトでは、 データベース操作は自動コ

ミ ッ ト されません。

NXJForm ファウンデーシ ョ ンクラスの autoCommit プロパテ ィ を使用して、
実行時にこのプロパテ ィ を指定できます。

5.5.5 データ一貫性レベル

データ一貫性レベルは、 選択セッ ト中にあるターゲッ ト テーブルの行のロックを管理す
る方法を指定します。 選択セッ ト とは、 検索 （FIND） コマン ドで検索されたターゲッ
トテーブルの行の集まりです。

すべてのアプリケーシ ョ ンにおいて、 データ一貫性レベルは None です。 これは、 選択
セッ トの行は、 共有ロッ クを持たないことを示します。 共有ロッ クでは、 複数のユーザ
が読み取り可能ですが、 どのユーザも変更はできません。 選択セッ トのカレン ト レコー

ドで更新や削除 操作を要求されると、 NXJ インタラクシ ョ ンサーバはデータベース行

Entry

C1

C2

C3Restart

Form stack for this session
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を再度読み取り、 ロッ クを要求して同時変更を検出します。 ロッ クの衝突が検出される

と、 ユーザにエラーが報告されます。

排他的ロッ クとは、 現在のユーザだけが読み込み /変更が可能なロックです。 NXJ イン
タラクシ ョ ンサーバは、 行が正常に更新 /削除されると、 排他的ロックが適用します。

5.5.6 次フォームを設定

1. アプリケーシ ョ ンデザイナで、 次フォームを追加するフォームを開きます。

2. ブラウザパネル > プロパテ ィ タブで、 Form > Next Form List プロパテ ィ をク リ ッ
クします。

次フォームの選択ダイアログが表示され、 除外の列に最初に表示することが可能な
フォームが一覧されています。 マスタプロジェク トからのフォームは、 アスタ リス
ク (*)が前についています。

3. 必要なフォームを選択し、 除外の列から含むの列に移動します。

除外の列には、 プロジェク トのすべてのフォームが一覧されています。 除外の列に
は、 次フォームの選択ダイアログに " アプリケーシ ョ ンを終了 "項目を追加する
<exit> オプシ ョ ンも含まれています。 この項目は、 Unify NXJ デフォルト ツール
バーで Exit App ボタンをク リ ッ クしたのと同様にアプリケーシ ョ ンを終了します。
queueNextForm メ ソ ッ ドで指定されるフォーム名は、 このダイアログには入力さ
れません。

フォームの Form > Menu Label プロパテ ィが設定されていなければ、含むの列に表
示されている名前が、 次フォームの選択ダイアログに表示されます。

4. （オプシ ョ ン） フォームが実行時に True であるという条件の時のみ次フォームにす
るかどうかを、 条件付チェ ッ クボッ クスにセッ ト します。

条件付チェ ッ クボッ クスをチェ ッ クすると、 Unify NXJは、
evaluateNextFormCondition メ ソ ッ ドを呼び出し、 Choose Next Form ダイアログ
にフォームを含めるかどうかを決定します。 このメ ソ ッ ドは、 フォームスクリプ ト
で NXJ プログラ ミ ング言語文を使って作成します。 詳細については、 『Unify NXJ
プログラ ミ ング言語ガイ ド』 を参照して く ださい。

5. （オプシ ョ ン） 含まれるフォームの順序は、 行を選択してダイアログの上下の矢印
をクリ ッ クすると変更できます。
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次フォームの選択ダイアログで指定する順序で、 実行時に Choose Next Form ダイ
アログに表示されます。

6. ト ランザクシ ョ ンモードのドロップダウンリス トから、 ト ランザクシ ョ ンモードを
指定します。

ト ランザクシ ョ ンモードについての詳細は、 79 ページの 「ト ランザクシ ョ ンモー
ド」 を参照して く ださい。 

7. OK をク リ ッ クします。

選択したフォームは、 Next Form List プロパテ ィにセミ コロンで区切られて表示さ
れます。

5.6 ズームフォーム

ズームフォームは、 フォームの 1 つあるいは複数の変数の有効なデータのリス ト を提供
する NXJ フォームです。 ズームフォームが関連付けられたフ ィールド コン ト ロールに
フォーカスを移して、 ZOOM コマンドを実行するとズームフォームにアクセスできま
す。 ズームフォームは別のブラウザウィ ンドウに表示されます。 そこで、 ズームフォー

ムから目的とするフ ィールド コン ト ロールのような変数に返したいデータを選択しま

す。 ユーザは、 有効なオプシ ョ ンが一覧される中から選択することができるので、 デー

タの一貫性が改善されると共に、 NXJ アプリケーシ ョ ンの効率も向上します。

例えば、 有効な従業員 ID の一覧を提供するズームフォームを作成します。 そのフォー
ムにアクセスするズームコマンドは、 従業員フォームの管理者フ ィールド、 請求フォー

ムの承認者フ ィールド、 問題報告フォームの報告者フ ィールドのような従業員 ID を入
力するフ ィールド コン ト ロールに使用されます。 これらのフ ィールドすべてが、 従業員

ID を取得するために同じズームフォームにアクセスします。

NXJ アプリケーシ ョ ンでズームフォームの機能を使用するには、 ズームフォームを作成
してズームフォームを呼ぶフ ィールド コン ト ロールのプロパテ ィに設定しなければなり

ません。 NXJ アプリケーシ ョ ンのズーム操作の実行については、 『NXJ プログラ ミ ング
言語ガイ ド』 を参照して く ださい。

注 : ポップアップブロックは、 ズームフォームが適切に機能することを
防げるかもしれません。 ポップアップブロックをインス トールして
いるユーザは、 ブロッカーに NXJ アプリケーシ ョ ンにポップアップ
を使用させるように設定する必要があります。 ポップアップブロッ
クの ドキュ メン ト を参照して ください。

5.6.1 ズームフォームとフォームモード

ズームフォームがアクセスされたときに有効なフォームモードは、 NXJ インタラクシ ョ
ンサーバが戻すデータをどのように解釈するかを決定します。
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AUD モードでは、 ズームフォームからのデータは、 適切な変数の value プロパテ ィに
戻されます。 変数がフ ィールド コン ト ロール名の場合、 値はフ ィールド コン ト ロールの

値と して表示されます。

Find モードでは、 ズームフォームからの値は、 適切な変数の searchRanges プロパ
テ ィに戻されます。 変数がフ ィールド コン ト ロール名の場合、 値はフ ィールド コン ト

ロールの値と して表示され、 そのフ ィールドの検索条件として使用されます。

SearchRanges プロパテ ィ を使って検索操作を行う方法については 『NXJ プログラ ミ ン
グ言語ガイ ド』 を参照して く ださい。

フォームモードの詳細については、 62 ページの 「フォームモード」 を参照して く ださ

い。 

5.6.2 ズームフォームの作成

ズームフォームを作成するには、 通常のフォームを作成してから、 Zoom > Zoom 
Return Expression プロパテ ィ を使用して、 呼び出し元のフ ィールド コン ト ロールに何
を戻すかを定義します。 フォームの作成については 48 ページの 「フォームの作成」 を

参照して く ださい。 Zoom Return Expression プロパテ ィが設定されていない場合は、
ズームフォームのターゲッ トテーブルのプライマリキーが代わりに使用されます。

Zoom Return Expression プロパテ ィに入力した値は、 呼び出し元のフ ィールド コン ト
ロールによってどのデータを取得してどの変数に戻すのかを決定するために使用されま

す。 このため、 Zoom Return Expression プロパテ ィの内容の順序、 数、 データ タイプ
は、 呼び出し元のフ ィールド コン ト ロールの Return Values Into プロパテ ィの内容の順
序、 数、 データ タイプと一致していなければなりません。 複数のエン ト リはセミ コロン

で区切られます。

例えば、 呼び出し元のフ ィールド コン ト ロールが、 EMP_ID、 EMPNAME、
EMPPHONE の値をズームフォームから取得したい場合、
EMP_ID;EMPNAME;EMPPHONE が、 ズームフォームの Zoom Return Expression プロ
パテ ィ と呼び出し元のフ ィールド コン ト ロールの Return Values Into プロパテ ィに設定
されていなければなりません。 Return Values Into プロパテ ィの設定についての詳細は、
83 ページの 「ズームフォームの呼び出し」 を参照して く ださい。

5.6.3 ズームフォームの呼び出し

フ ィールド コン ト ロールの Zoom プロパテ ィ を使用して、 フォーカスを持つコン ト ロー
ルから ZOOM コマンドを実行してズームフォームを呼び出します。

1. アプリケーシ ョ ンデザイナで、 ズームフォームを呼び出すフ ィールド コン ト ロール
を含んでいるフォームを開きます。

2. コンテン トパネル > デザインタブ で、 ズームフォームを呼び出すフ ィールド コン
ト ロールを選択します。

3. ブラウザパネル > プロパテ ィ タブの Zoom > Zoom Form プロパテ ィで、 コン ト
ロールが呼び出すズームフォーム名を選択します。
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4. （オプシ ョ ン） Zoom > Return Values Into プロパテ ィで、 ズームフォームから渡
されたデータを受け入れる変数、 フ ィールド コン ト ロール名を入力します。

このプロパティに入力した変数は、 呼び出し元のフ ィールド コン ト ロールがズーム
フォームからどのデータを取得してそのデータをどこに入れるのかを計算するのに
使用されます。 このため、 Zoom Return Expression プロパティの内容の順序、 数、
データタイプは、呼び出し元のフ ィールド コン ト ロールの Return Values Into プロパ
テ ィの内容の順序、 数、 データタイプと一致していなければなりません。 複数のエ
ン ト リはセミ コロンで区切られます。 Return Values Into プロパティに何も設定され
ていない場合、 戻された最初の値は、 ズームフォームを呼び出したフ ィールド コン
ト ロールの変数に入れられます。 続く値は、 フォームのフ ィールド順に従って入れ
られます。

5. Zoom > Zoom Active Mode プロパテ ィで、 フォームモードを選択します。

フォームモードについての詳細は、 62 ページの 「フォームモード」 を参照して く だ
さい。 以下のオプシ ョ ンがあります。

Find: 検索モードのみ
Add/Update: 追加 /更新 /削除モードのみ
Both: モード と追加 /更新 /削除モードの両方
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6 コン ト ロール

コントロールとは、 フォームに配置できるオブジェク トです。 ウィザードを使用して
フォームを生成する場合、 アプリケーシ ョ ンデザイナは自動的に必要なコン ト ロールを

追加します。 また、 手動でスクラ ッチから作成したフォームを変更したり、 生成した

フォームの機能をチューニングするためにコン ト ロールを追加できます。

6.1 コン ト ロールのカテゴリ

コン ト ロールは、 類似した機能と利用目的に基づいてカテゴリに分類されます。 以下の

表にコン ト ロールと、 コン ト ロールが属するカテゴリを示します。

カテゴリ コン ト ロール 説明

フ ィールド text field
text area
checkbox
date picker
dropdown list
listbox
radio group

情報を表示または受付ける。 ターゲッ ト フ ィー
ルド コン ト ロールは、 データベースの列にマッ
プされる。 非ターゲッ ト フ ィールド コン ト ロー
ルは、 NXJ ソースの変数にマップされる。

ボタン button
image button

ク リ ッ クすると、 NXJ で用意したコマンド、
JavaScript function と、 開発者が定義したコマ
ンドのどちらかが実行される。

静的テキスト label
styled text box

設計時に定義したテキストが表示される。

ダイナミ ッ クテキスト dynamic text field 実行時にプログラムロジックで生成したテキス

ト を表示する。
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6.2 NXJデータタイプ
NXJ データ タイプは、 フ ィールド コン ト ロールに入力されるデータの種類を定義しま
す。 データ タイプは、 ターゲッ ト フ ィールドにコン ト ロールを関連付けたときに自動的

に決定されるか、 マニュアルで指定します。 Unify NXJ には、 以下のコン ト ロールの
データ タイプがあります。

• Amount

• Bool

• Date

• DateTime

• Float

• Numeric

• RowID

• String

• Text

• Time

これらの Unify NXJデータベースタイプは、 各データベースベンダーのデフォルトデー
タ タイプに マッピングされます。 詳細については、 『Unify NXJ プログラ ミ ング言語ガ
イ ド』 の 「データ タイプマッピング」 を参照して く ださい。

このプロパテ ィは、 Nullable ファウンデーシ ョ ンクラスの dataType プロパ
テ ィ を使用して、 実行時に読み取りが可能です。

装飾 box
image
line

フォームのビジュアルを強化したり、 関連する

コン ト ロールをグループ化して使いやすくする。

リンク link
inline frame

URLや静的コンテン ト ファイルへのリンクを提
供する。

ファイル選択 file chooser ユーザがパスとファイル名を入力するか、

Browse ボタンを使用するいずれかでファイルの
指定を可能にする。

コンテナ repeating area
tab, tab set
table

その他のコン ト ロールをグループ化する。

ツールバー menu
tree

コマンドセッ ト を提供する。

カテゴリ コン ト ロール 説明
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6.3 コン ト ロールの追加

コン トロールパレッ ト を使用して、 フォームあるいはデータビューにコン ト ロールを追

加します。 フォームを開いて、 コン ト ロールパレッ トで必要なコン ト ロールのボタンを

ク リ ッ クしてから、 コンテン トパネル > デザインタブでコン ト ロールを配置するところ
でク リ ッ クします。 アプリケーシ ョ ンデザイナでは、 既存のコン ト ロールがボックスあ

るいはコンテナでない限り、 コン ト ロールを既存のコン ト ロールの上に置く こ とはでき

ません。 コン ト ロールを配置してサイズを変更するにはクリ ッ ク＆ド ラ ッグします。

チェ ッ クボッ クスのようなコン ト ロールはサイズを変えることはできません。

アプリケーシ ョ ンデザイナは、 配置したコン ト ロールの種類と同じコン ト ロールが

フォーム上に既にい くつあるかによって自動的に名前をつけます。 例えば、 アプリケー

シ ョ ンデザイナは、 フォームに置く 3番目のラベルには label3 という名前をつけま
す。 コン ト ロール名の変更に関しては 87 ページの 「コン ト ロールの編集」 を参照して

く ださい。 

コン ト ロールパレッ トの詳細については、 11 ページの 「コン ト ロールパレッ ト 」 を参

照して く ださい。 

6.4 コン ト ロールの編集

コンテン トパネル > デザインタブで GUI エディ タを使用して、 コン ト ロールの配置、
編集を行います。

以下は、 コン ト ロールを編集するために良く使用されるタスクの一覧です。

タスク 以下のことを行う

コン ト ロールの整列 整列する各コン ト ロールを選択して、 コン ト ロールを右ク

リ ッ クして、 整列 > （向き） を選択します。 アプリケーシ ョ
ンデザイナメニューで、 レイアウト  > 整列 > （向き） を選択
することもできます。

レイアウト  > 水平方向の間隔 と  レイアウト  > 垂直方向の間
隔を選択して、 選択されたコン ト ロール間の間隔を調整しま

す。

タイプの変更 コン ト ロールを右クリ ッ クして 変更 > （コン ト ロール） を選
択してコン ト ロールのタイプを変更します。 これはすべての

コン ト ロールに利用できるわけではありません。

コン ト ロールのコピー コン ト ロールを右クリ ッ クして、 コピー を選択します。
フォームの背景を右クリ ッ クして貼り付けを選択します。 新

しいコン ト ロールの名前は、 オリジナルのコン ト ロールと既

に何回コピーがされかによって決まります。 例えば、

textarea1 を 3回コピーと貼り付けをすると、 コピーの名前
は textarea11、 textarea12、 textarea13 になります。
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6.5 ボタン

ボタンコン ト ロールは、 コマンドに関連付けられています。 実行時に、 ユーザがボタン

をク リ ッ クするとコマンドが実行されます。 このコマンドは NXJ コマンドまたは NXJ
プログラ ミ ング言語で記述された開発者定義コマンドです。 詳細については、 123 ペー
ジの 「コマンド とコン ト ロール」 を参照して く ださい。 

コン ト ロールパレッ トの Button ( ) をク リ ッ クしてフォームにボタンを配置しま
す。 ボタンに表示されているテキス ト （デフォルトは Press） を変更する場合は、
Button > Title プロパテ ィ を使用します。 また、 Border、 Font、 Background プロパ
テ ィ を使用して、 ボタンをカスタマイズできます。

6.5.1 ロールオーバボタンの作成

ロールオーバボタンは、 ボタンがアクテ ィブでない状態であるイ メージ （Source） を表
示し、 マウスでボタンを指した時には他のイメージ （rollover source） を表示するもの
です。 コマンドがイ メージボタンに割り当てられていなかったり、 割り当てられたコマ

コン ト ロールの移動 コン ト ロールをクリ ッ ク＆ド ラ ッグして新しい位置に移動す

るか、 コン ト ロールの Visual > Top プロパテ ィ と  Visual > 
Left プロパテ ィ を使用して細かく指定します。 プロパテ ィの
値は、 囲っているコンテナの左上の角のピクセル （px） 単位
の相対的位置か、 コンテナの全体のパーセンテージ （%） を
指定します。

フォーム上のコン ト ロールの位置は、 フォームのフ ィールド

順に影響します。 詳細については 「フ ィールド順」 を参照し

て く ださい。 詳細については、 63 ページの 「フ ィールド順」

を参照して下さい。 

コン ト ロール名称の

変更

General > Name プロパテ ィ を使用して、 コン ト ロールの名
前をつけます。 アプリケーシ ョ ンデザイナは、 コン ト ロール

が作成されたときに名前を自動で割り当てます。 コン ト ロー

ルがターゲッ ト フ ィールドの場合、 アプリケーシ ョ ンデザイ

ナは、

コン ト ロールの名前がデフォルトの名前から変更されていな

ければ、 ターゲッ ト フ ィールドの名前を設定します。

コン ト ロールの名前の変更はコン ト ロールの参照を壊したり

して、 プロジェク ト全体に影響を与えることに注意して く だ

さい。

NullableVariable インタフ ェースの name プロパ
テ ィ を使用して、 実行時にこのプロパテ ィにア

クセスできます。 実行時に、 プロパテ ィ名は読

み込み専用であることに注意して く ださい。

タスク 以下のことを行う
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ンドが使用できない場合には、 イ メージはステ ィ ップル表示され、 ロールオーバイメー

ジは表示されません。

コン ト ロールパレッ トの Image (  ) をク リ ッ クして、 フォームにイ メージボタンを
配置します。 それから、 ボタンの Visual > Source プロパテ ィ と  Visual > Rollover 
Source プロパテ ィ を使用して、 ロールオーバの設定を行います。

project\sources\Static_Content フォルダへの相対ファイルパスか、 または相対ファイ
ル名と して評価されるダイナミ ッ ク式と して、 Source および Rollover Sourceの URL
を設定します。 ダイナミ ッ ク式についての詳細は、 126 ページの 「ダイナミ ッ ク式」 を
参照して く ださい。 フォームがローカライズされているときには、 Static_Contentの
ローカライズされたディ レク ト リを検索します。 Make プロセスでは、 イ メージをアプ
リケーシ ョ ンパッケージにコピーするので、 相対 URLはデザイン時に設定されます。

Source および Rollover Source プロパテ ィに指定された値は、 異なった構文を使ってバ
イナリデータを参照できます。 詳細については 『テキス ト とバイナリデータの使い方』

を参照して く ださい。

6.6 チェ ックボックス

チェ ックボッ クスコン ト ロールは、 オンとオフの機能を簡単に表現するのに使われま

す。 チェ ッ クボッ クスの内部の値はブール値 （Yes/No）、 整数 （0/1） あるいは文字列
（True/False） にすることができます。 フォーム上のほかのコン ト ロールと同様に、
チェ ッ クボッ クスのデータ タイプは、 ターゲッ ト フ ィールドあるいは対応する変数の形

に対応して決められます。 これらのどれともマップされていなければ、 アプリケーシ ョ

ンデザイナはチェ ッ クボッ クスを、 Stringデータ タイプ に割り当てます。

6.6.1 チェ ックボックスの作成

1. アプリケーシ ョ ンデザイナのコン ト ロールパレッ トで、 Checkbox ( ) をク
リ ッ クします。

2. コンテン トパネル > デザインタブで、 フォームにチェ ッ クボッ クスを配置します。

3. （オプシ ョ ン） チェ ッ クボッ クスをセッ トするための値を指定します。

デフォルトでは、 ユーザによりセッ ト されるまでク リアと して表示されます。
チェ ッ クボッ クスをセッ トの状態で表示する値を 1 つあるいは複数の値を指定でき
ます。 Boolean型のチェ ッ クボッ クスの場合、 trueの値は、 自動的にチェ ッ クボッ
クスをセッ トに、 そして falseの値はクリアに設定します。 その動作を明示的に指
定する必要はありません。 タイプに基づ く追加の値を指定することができます。
Data Binding > Db Type プロパテ ィに指定されたチェ ッ クボッ クスのデータ タイ
プに従って、 適切なフォーマッ トで値は指定されなければなりません。

a. ブラウザパネル > プロパテ ィ タブの Checkbox > On Values プロパテ ィで、選
択 ボタンをク リ ッ クします。

チェ ッ クボッ クス ONの値ダイアログが表示されます。
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b. 追加 をク リ ッ クします。

c. チェ ッ クボッ クス ONの値フ ィールドで、 チェ ッ クボッ クスをセッ トする値を
入力します。

d. 必要な値を追加したら、 OK をク リ ッ クします。

4. （オプシ ョ ン） チェ ッ クボッ クスの値の保存フォーマッ ト を指定します。

チェ ッ クボッ クスがターゲッ ト フ ィールドに割り当てられているか、 もし くはその
値がフォームスク リプ トの NXJ プログラ ミ ング言語変数で使用されていれば、
チェ ッ クボッ クスを表す値をデータベースに格納することができます。 また、 どち
らの場合でも、 チェ ッ クボッ クスの値を格納するために使用するフォーマッ ト を指
定することができます。 デフォルトでは、 チェ ッ クボッ クス値のフォーマッ トは、
true/false型の String セッ トです。 Data Binding > Db Type プロパテ ィに指定され
たチェ ッ クボッ クスのデータ タイプに従って、 適切なフォーマッ トで値は指定され
なければなりません。

a. まだフォーカスがあたって無ければ、 チェ ッ クボッ クスを選択します。

b. ブラウザパネルのプロパテ ィ タブの Checkbox > Store Format プロパテ ィで
選択 ボタンをク リ ッ クします。

チェ ッ クボッ クス保存フォーマッ ト  ダイアログが表示されます。

c. 保存するチェ ッ クボッ クス ONの値フ ィールドで、 チェ ッ クボッ クスにセッ ト
を表す値を入力します。

d. 保存するチェ ッ クボッ クス OFFの値フ ィールドで、 チェ ッ クボッ クスのク リア
を表す値を入力します。

e. OK をク リ ッ クします。

チェ ッ クボッ クスの名前を使用して、 実行時にはチェ ッ クボッ クスの値に

アクセスしたり、 設定することができます。 詳細については、 『Unify NXJ
プログラ ミ ング言語ガイ ド』 の 「NXJ プログラ ミ ング言語文でのフ ィール
ドへのアクセス例」 を参照して く ださい。

6.7 日付選択

日付選択コン ト ロールは日付の値を入力するときに便利なコン ト ロールでテキス ト

フ ィールドに似ており、 右側に矢印ボタンが付いています。 ボタンをク リ ッ クすると日

付選択画面が表示され、 日付を選択するとその値がフォームのフ ィールドに表示されま

す。 NXJ インタラクシ ョ ンサーバは、 Date データ タイプのカレン ト フォーマッ ト設定
を使って日付を表示します。 Dateデータ タイプのために入力フォーマッ トは、 日付の
値がどのようにコン ト ロールの中で見えるかを決定します。 詳細については、 120 ペー
ジの 「Date、 Time、 DateTime フォーマッ ト 」 を参照して く ださい。 

コン ト ロールパレッ トで、 Date Picker ( ) をク リ ッ クして、 コン ト ロールを配置し
ます。

Visual > Header Background と Visual > Header Foreground プロパテ ィ を使用し
て、 日付選択のヘッダをカスタマイズします。
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6.8 ダイアログフ ィールド

ダイアログフ ィールドは、 選択ボタンを伴うテキス ト フ ィールドです。 エンドユーザが

ボタンをク リ ッ クすると、 選択肢のリス ト を含んだダイアログが表示されます。 エンド

ユーザは、 必要なオプシ ョ ンを選択して、 OK をク リ ッ クします。 Unify NXJは、 選択
されたオプシ ョ ンをフ ィールドに表示します。

List > Allow Multiple Selections プロパテ ィ を使用して、 エンドユーザが必要とする
各オプシ ョ ンを Ctrl を押しながらク リ ッ クすることで、 ダイアログに 1 つ以上の項目を
選択することができます。 選択されたオプシ ョ ンは、 セミ コロンで区切られたリス ト と

して格納されます。

ダイアログフ ィールドのオプシ ョ ンは、 設計時に定義された静的な値かあるいは SQL
クエリから取ることができます。

6.8.1 静的リスト を使用したダイアログフ ィールド
の作成

1. アプリケーシ ョ ンデザイナコン ト ロールパレッ トで、 Dialog Field (  ) をク
リ ッ クします。

2. コンテン トパネル > デザインタブに、 ダイアログフ ィールドを配置します。

3. ブラウザパネル > プロパテ ィ タブの List > Title プロパテ ィで、 ダイアログボッ ク
スの名前を入力します。

4. List > Options プロパテ ィで、 選択ボタンをク リ ッ クします。

オプシ ョ ンダイアログが表示されます。

5. 追加をクリ ッ クします。

6. 名称フ ィールドで、 ダイアログフ ィールドに表示されるオプシ ョ ンの名前を入力し
ます。

7. （オプシ ョ ン） 値フ ィールドで、 このオプシ ョ ンに対応する値を入力します。

値を入力しない場合、 Unify NXJはその名前を使用します。

8. OK をク リ ッ クします。
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6.8.2 SQL クエリを使用したダイアログフ ィールド
の作成

NullableField インタフ ェースの refechOptions メ ソ ッ ドを使用して、 クエリ
を再実行し、 実行時のイベン トに基づいてダイアログフ ィールドを再設定

します。 さらに、 実行時にダイアログフ ィールドを再設定するために、 文

字列のリス トか NameValuePair オブジェ ク ト を作成して NullableField イン
タフ ェースの setOptions メ ソ ッ ドを使用することができます。

1. アプリケーシ ョ ンデザイナコン ト ロールパレッ トで、 Dialog Field (  ) をク
リ ッ クします。

2. コンテン トパネル > デザインタブに、 ダイアログフ ィールドを配置します。

3. ブラウザパネル > プロパテ ィ タブの List > Title プロパテ ィで、 ダイアログボッ ク
スの名前を入力します。

4. List > Query プロパテ ィで、 選択ボタンをク リ ッ クします。

問合せダイアログが表示されます。

5. ダイアログフ ィールドの項目リス ト を生成するために、 SELECT文を入力します。

例
select CAT_ID from ROFIDA.CATEGORY

実際には、 クエリはダイアログフ ィールドを含むデータビューか、 フォームのデー
タベース接続を使用します。 クエリは、 バイナリまたはテキス トデータを選択する
ことはできません。 SELECT文の終わりにセミ コロン （;） を含まないで く ださい。
セミ コロンは、 一部の JDBC ド ライバでエラーを引き起こします。

SELECT文が、 1行につき 1 つの列を選択する場合、 各列は、 オプシ ョ ンとそれら
が対応する値の両方のために使用されます。 1行につき 2 つの列が選択される場合、
最初の列はオプシ ョ ンのために使用され、 2 つ目の列は対応する値のために使用さ
れます。 クエリが行を返さない場合、 ダイアログボックスは項目を含みません。 ク
エリが行を返さない場合、 エラーメ ッセージが表示されない点に注意して く ださ
い。 たとえ NXJ アプリケーシ ョ ンがエラー無しでコンパイルされても、 クエリは実
行時に失敗することがあります。 クエリに関連した SQL例外が発生すると、 エ
ラーメ ッセージが表示され、 対応しているダイアログフ ィールドは項目を全く含み
ません。

6. OK をク リ ッ クします。

7. （オプシ ョ ン） ブラウザパネル > プロパテ ィ タブの List > Query Row Limit プロパ
テ ィ を設定します。

クエリの制限は、 クエリが返す行数を制限することで、 長いクエリがパフォーマン
スの悪化の原因となることを防ぎます。 デフォルトは、 200 です。

6.9 ダイナミ ックテキスト

ダイナミ ッ クテキス ト コン ト ロールは、 定数値またはダイナミ ッ ク式の結果のどちらか

によって実行時に設定される読み取り専用のテキス ト行です。 ダイナミ ッ クテキス ト コ
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ン ト ロールはラベルのように見えるので、 フォーム上で動的な、 または読み取り専用の

情報を提供するのに便利です。 例えば、 NXJ チュート リアルの従業員詳細フォームで従
業員の所属情報を読み取り専用で表示するために、 ダイナミ ッ クテキス ト を使用してい

ます。

コン ト ロールパレッ ト Dynamic Text ( ) をク リ ッ クして、 ダイナミ ッ クテキス ト
コン ト ロールを配置します。

Text > Expression プロパテ ィ を使用して、 ダイナミ ッ クテキス ト コン ト ロールが定数
またはダイナミ ッ ク式のどちらを使用するのかを指定します。 定数を指定すると、 その

値は静的にコン ト ロールに表示されます。 コン ト ロールをすべてのアプリケーシ ョ ンに

表示するとき、 一部を静的にして他を動的にしたい場合に便利です。

ダイナミ ッ ク式についての詳細は、 126 ページの 「ダイナミ ッ ク式」 を参照して く ださ

い。 

6.10 ファイル選択

ファイル選択コン ト ロールは、 ユーザがアプリケーシ ョ ンサーバホス トにアップロード

するために、 ローカルホス トのファイルをブラウズして選択することを可能にします。

ファイル選択コン ト ロールは、 テキス ト フ ィールド と Browse ボタンで構成されます。

コン ト ロールパレッ ト File Chooser ( ) をク リ ッ クして、 フォームにファイル選
択コン ト ロールを配置します。

一般的に、 ユーザがドキュ メン ト を編集したり、 アプリケーシ ョ ンの一部のイメージを

交換したりすることが可能なアプリケーシ ョ ンの場合、 フ ァイルのアップロードは必要

です。 ユーザは、 パスを入力するか、 ファイル選択ダイアログを表示するボタンを使用

します。 NXJ インタラクシ ョ ンサーバは、 その次の実行の合間にファイルのアップロー
ドを自動的に行います。 アップロード されたものは、 通常、 テキス トまたはバイナリ

データで表示されます。 テキス ト とバイナリデータの使い方についての詳細は、 『テキ

ス トデータ とバイナリデータの使い方』 を参照して く ださい。

6.11 イメージ

イメージコン ト ロールは、 イ メージを表示するための領域を指定します。 または NXJ
プログラ ミ ング言語を使って、 外部ファイルのイ メージを指定します。

コン ト ロールパレッ トの Image (  ) をク リ ッ クして、 フォームにイ メージコン ト
ロールを配置します。

Visual > Source プロパテ ィ を使用して、 イ メージの URL を指定します。 URLは、
project\sources\Static_Content ディ レク ト リへの相対ファイルパスか、 相対ファイル
名と して評価されるダイナミ ッ ク式のどちらかを指定します。 Make時には、 イ メージ
がアプリケーシ ョ ン パッケージにコピーされ、 相対 URLのパスが使用できるようにな
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ります。 ダイナミ ッ ク式についての詳細は、 126 ページの 「ダイナミ ッ ク式」 を参照し

て く ださい。 

Source プロパテ ィに対して指定する値は、 異なる構文を使ってバイナリデータを参照
することができます。 詳細については、 『テキス トデータ とバイナリデータの使い方』

を参照して く ださい。

6.12 インラインフレーム

インラインフレームコン ト ロールは、 NXJ フォーム内に DOC、 TXT、 PDF フ ァイル等
の別のドキュ メン ト を表示できるコン ト ロールです。 NXJ のフォームでは、 埋め込まれ
たドキュ メン トに関連するツールバーやその他のナビゲーシ ョ ン支援機能は利用でき

ず、 関連した情報へのアクセスを提供して、 単に表示するだけです。 ドキュ メン トは、

使用している Web ブラウザによって見ることができる必要があります。 使用する Web
ブラウザへのプラグインを必要とすることもあります。

コン ト ロールパレッ トの Inline Frame ( ) をク リ ッ クして、 フォームにインライン
フレームを配置します。

Visual > Source プロパテ ィ を使用して、 フレームに表示するドキュ メン ト を指定しま
す。 その値は、 Static_Content ファイルへの絶対 URL または相対 URL か、 あるいは、
ダイナミ ッ ク式になります。 ダイナミ ッ ク式についての詳細は、 126 ページの 「ダイナ

ミ ッ ク式」 を参照して く ださい。 Source プロパテ ィに対して指定する値は、 異なる構
文を使ってテキス ト、 またはバイナリデータを参照できます。 詳細については、 『テキ

ス トデータ とバイナリデータの使い方』 を参照して く ださい。

NXJSession フ ァウンデーシ ョ ンクラスの openURL プロパテ ィ を使用して、
実行時に URL を指定することができます。

6.13 ラベルとスタイルテキストボックス

ラベルコン ト ロールは、 他のコン ト ロールあるいは他の静的コンテン トの名前を表すの

に使われます。 コン ト ロールパレッ トの Label ( ) をク リ ッ クして、 ラベルコン ト
ロールを配置します。 コンテン トパネル > デザインタブでコン ト ロールをダブルクリ ッ
クして、 表示内容を入力するか、 Label > Title プロパテ ィ を使用します。

スタイルテキス トボッ クスコン ト ロールは、 静的コンテン ト を表示する長方形の領域で

す。 コン ト ロールパレッ トの Styled Text Box ( ) をク リ ッ クして、 スタイルテキ
ス トボッ クスコン ト ロールを配置します。 コンテン トパネル > デザインタブでコン ト
ロールをダブルク リ ッ クして、 表示内容を入力します。 長いテキス トは、 自動的に指定

の領域内で折れ曲がって表示されます。

NXJFontAwareControl インタフ ェースの bold、 italic、 underline、
strikethrough プロパテ ィ を使用して、 実行時にスタイルを割り当てたり、
ビジュアル特性を変更したりできます。
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6.14 ラインとボックス

ボックスとラインコン ト ロールは、 一般的に他のフ ィールド コン ト ロールを視覚的にグ

ループ化するために使用されます。 これは、 フォームを見やす く して、 より使いやす く

することになります。

コン ト ロールパレッ トの Box (　 ) をク リ ッ クして、 コン ト ロールを配置します。 そ
の後で、 このボッ クスの中に他のコン ト ロールを配置することができます。 中のコン ト

ロールの配置は、 ボックスに対する相対位置になります。 ボッ クスを動かすと、 中にあ

るコン ト ロールも一緒に移動します。 Visual > Title プロパテ ィ を使用して、 ボッ クス
の左上のラベルを定義します。

内部にコン ト ロールがあるボッ クスは、 スタンドアローンコン ト ロールと して作成する

ことができます。 136 ページの 「再利用」 を参照して く ださい。

コン ト ロールパレッ トの Horizontal Line (  ) をク リ ッ クして、 コン ト ロールを配
置します。 Visual > Size プロパテ ィが線の太さ、 Visual > Width プロパテ ィが線のピ
クセル単位の長さを指定します。

6.14.1 フォームの一部を動的に非表示にする

ボックスを使用して、 実行時に非表示にできるフォームの領域を作成します。 その親

フォームが読み取り専用モードか、 または更新モードのどちらかである場合、 ボックス

は非表示にすることができます。 フォームのレイアウトは、 ボッ クスが含まれているか

含まれていないかに適応するために自動的に調整します。 テーブル行のすべてのボック

スが非表示の場合、 Unify NXJは行を表示しません。

1. アプリケーシ ョ ンデザイナコン ト ロールパレッ トで、 Box (　 ) をク リ ッ クしま
す。

2. コンテン トパネル > デザインタブに、 ボッ クスを配置します。

ボッ クスに入るコン ト ロールのために、 十分な場所を残します。

3. ブラウザパネル > プロパテ ィ タブで、 以下の内の 1 つを設定します。

Visual > Hide When Read Only
Visual > Hide When Updateable

4. コンテン トパネル > デザインタブで、 ボッ クスコン ト ロールに動的に非表示にした
いコン ト ロールを配置します。

NXJContainerファウンデーシ ョ ンクラスのhideWhen()メ ソ ッ ドを使用して、
ボックスが実行時に非表示されるべきかどうかを決定します。
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6.15 リンク

リンクコン ト ロールは、 別の NXJ フォームあるいはWeb ページにジャンプさせます。
リンクは、 テキス ト、 イ メージ、 またはその両方で表示することができます。 コン ト

ロールパレッ トの Link ( ) をク リ ッ クして、 コン ト ロールを配置します。

Link > Href プロパテ ィ を使用して、 ターゲッ トページの URL を指定します。 この
URLは、 OpenPage.html のような相対指定でも、 http://www.rofida.comのよ
うな絶対指定でもどちらでも構いません。 この URLは大文字小文字を区別します。
Href または関連付けられたコマンド も持たないリンクは、 実行時にはステ ィ ップル表示
されます。

Link > Target プロパテ ィ を使用して、 ターゲッ トページを開く場所を指定します。 デ
フォルトでは、 ブランクになっており、 新しいウィ ンドウにページが表示されます。

ターゲッ トページは、 フレームの名前もし くはウィ ンドウを指定することでインライン

フレームあるいは既存のウィ ン ドウに表示することができます。

Link > Text プロパテ ィ を使用して、 テキス ト リンクを作成します。 入力したテキス ト
がリンクになります。

Visual > Source プロパテ ィ を使用して、 イ メージリンクを作成します。 指定したイ
メージがリンクになります。 Visual > Rollover Source プロパテ ィ を使用して、 リンク
のロールオーバイメージを指定できます。 リンクが Href あるいは関連付けられたコマ
ンドを持たない場合、 ロールオーバイメージは表示されません。 両方のプロパテ ィの値

は、 絶対あるいは相対 URL、 静的コンテン ト フ ァイル、 ダイナミ ッ ク式のいずれかの
形を取ります。 ダイナミ ッ ク式についての詳細は、 126 ページの 「ダイナミ ッ ク式」 を

参照して く ださい。 値は、 テキス トあるいは異なる構文を使ってバイナリデータを参照

することができます。 詳細については 『テキス トデータ とバイナリデータの使い方』 を

参照して く ださい。

リンクにコマンドを関連付けることができます。 コマンドについての詳細は、 123 ペー
ジの 「コマンド とコン ト ロール」 を参照して く ださい。 

6.16 リス トボックスと ドロップダウンリストボックス

リストボッ クスコン ト ロールと ドロップダウンリス トボッ クスコン ト ロールは、 ユーザ

が選択する読み取り専用の値の一覧を含んでいます。 リス トボッ クスが、 これらの値を

設定された領域に表示するのに対し、 ドロップダウンリス トボッ クスは選択肢を 1 つだ
け表示し矢印ボタンをク リ ッ クすると他の選択肢が表示されます。

リス トボッ クスに表示される選択肢は、 対応値とは別のものにできます。 この対応値と
は、 ターゲッ ト フ ィールドあるいはターゲッ ト変数に保存される値のことです。 例え

ば、 リス トボッ クスには、 Pass、 Fail、 Hold が表示されていても、 実際にはユーザ
の選択に従って 1、 2、 3 のどれかを保存することができます。 対応値は、 追加 /更新処
理で使われたり、 検索モードでは検索条件に使われます。
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List > Allow Multiple Selection プロパテ ィ を使用して、 エンドユーザが必要な一つ以
上の選択肢を Ctrl を押しならがクリ ッ クすることで選択することができます。 選択され
た選択肢は、 セミ コロンで区切られたリス トで格納されます。

List > Auto Resize Width プロパテ ィ を使う と リス ト内の一番長い項目をベースにリス
トボッ クスやドロップダウンリス トボッ クスの幅を実行環境が決める事を示します。 デ

フォルトでは、 幅は、 コンテン トパネル > デザインタブで設定され、 幅を上回る選択肢
を切り捨てます。 フォームが絶対位置を使用している場合、 隣接したフ ィールドは、 実

行時にリサイズされたリス トボッ クスによって、 部分的に重ね合わせられる可能性があ

るため、 フォームレイアウトに最も長い値のスペースがあることを確認して く ださい。

Visual > Height プロパテ ィ を使用して、 リス トボッ クスに表示する行数を指定します。

リス トボッ クスの値は、 設計時に定義された静的な値かあるいは SQL クエリから取る
ことができます。

6.16.1 静的選択肢を使用したリス トボックスの作成

1. アプリケーシ ョ ンデザイナのコン ト ロールパレッ ト で、 Listbox ( )か
Dropdown Listbox ( )のどちらかをク リ ッ クします。

2. コンテン トパネル > デザインタブで、 リス トボッ クスを配置します。

3. ブラウザパネル > プロパテ ィ タブで、 List > Options プロパテ ィの選択ボタンをク
リ ッ クします。

オプシ ョ ンダイアログが表示されます。

4. 追加 をク リ ッ クします。

5. 名称フ ィールドで、 リス トボッ クスに表示する選択肢を入力します。

6. （オプシ ョ ン） 値フ ィールドで、 このオプシ ョ ンの対応値を入力します。

値を入力しない場合は、 値と して名称が使用されます。

7. OK をク リ ッ クします。
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6.16.2 SQL クエリを使用したリス トボックスの作成
イベン トに基づいた実行時にクエリを再実行することで、 リス トボッ クス

を再設定することができます。 フォームが初期化されると、 クエリが最初

に実行されます。 NullableField インタフ ェースの refetchOptions メ ソ ッ ド
を参照して く ださい。 さらに、 実行時にダイアログフ ィールドを再設定す

るために、 文字列のリス トか NameValuePair オブジェ ク ト を作成して NullableField イ
ンタフ ェースの setOptions メ ソ ッ ドを使用することができます。

1. アプリケーシ ョ ンデザイナのコン ト ロールパレッ ト で、 Listbox ( )か
Dropdown Listbox ( )のどちらかをク リ ッ クします。

2. コンテン トパネル > デザインタブで、 リス トボッ クスを配置します。

3. ブラウザパネル > プロパテ ィ タブで、 List > Query プロパテ ィ タブの選択 ボタン
をク リ ッ クします。

問合せダイアログが表示されます。

4. ダイアログのテキス ト領域に SELECT文を入力します。

例 : select CAT_ID from ROFIDA.CATEGORY

クエリは、 リス トボッ クスを含むデータビューあるいはフォームの有効なデータ接
続を使用します。 クエリは、 バイナリまたはテキス トデータを選択することができ
ません。 SELECT文の終わりにセミ コロン (;) を含めないで下さい。 セミ コロン
は、 一部の JDBC ド ライバでエラーを引き起こすことがあります。

SELECT文が 1 つの行から 1 つの列を選択する場合、 その列が選択肢と対応値と し
て使用されます。 行ごとに 2 つの列が選択される場合、 最初の列は選択肢と して使
用され、 そして 2 つ目の列は対応値として使用されます。 クエリが全くデータを返
さなかった場合は、 リス トボッ クスはなにも値を持たな く なります。 クエリが一行
もデータを戻さない場合、 エラーメ ッセージは表示されず、 リス トボッ クスにも値
が含まれないので注意して く ださい。 NXJ アプリケーシ ョ ンのコンパイルはエラー
が無く終了しても、 クエリが実行時に失敗することがあります。 クエリによる SQL
例外が発生した場合、 エラーメ ッセージが表示されて対応するリス トボッ クスには
値が含まれません。

5. OK をク リ ッ クします。 

6. （オプシ ョ ン） コンテン トパネル > プロパテ ィ タブの List > Query Row Limit プロ
パテ ィ を設定します。

クエリの制限は、 クエリが返す行数を制限することで、 長いクエリがパフォーマン
スの悪化の原因となることを防ぎます。 デフォルトは、 200 です。

6.17 メニューおよびツリー

メニューコン ト ロールには、 コマンドのセッ トがメニュー形式で表示されます。 メ

ニューコン ト ロールは Internet Explorer だけに対応しています。 アプリケーシ ョ ンのエ
ンドユーザが Netscapeや Mozilla を Web ブラウザと して使用する場合は、 メニューコ
ン ト ロールが利用できません。 ツリーコン ト ロールにもコマンドのセッ トが表示されま

すが、 ツリーでは、 各ノードが広がったり、 閉じたりすることができます。
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メニューあるいはツリーを作成する前に、 コン ト ロールに含めるコマンド群を明確にし

ておきます。 FINDや DELETEのような NXJが用意しているコマンドだけでな く開発
者定義のコマンド も使う ことができます。

注 : メニューまたはツリーによってユーザにコマンドを提供する場合は、
NXJ に用意されているツールバーを取り外すことができます。 156
ページの 「ツールバーの選択または削除」 を参照して ください。

ツリーおよびメニューコン ト ロールは、 NXJMenuControl フ ァウンデーシ ョ
ン クラスおよび NXJTreeControl ファウンデーシ ョ ン クラスのメ ソ ッ ドを
利用して、 動的に作成することもできます。

6.17.1 メニューの作成

1. アプリケーシ ョ ンデザイナのコン ト ロールパレッ トで、 Menubar ( ) をク リ ッ
クします。

2. コンテン トパネル > デザインタブで、 メニューを配置します。

3. ブラウザパネル > プロパテ ィ タブで、 Menu > Menu Items プロパテ ィ をク リ ッ ク
します。

Menu Items ダイアログが表示されます。

4. 追加 をク リ ッ クします。

5. ノードを入力します。

タイ トル 
コマンド
コマンド実行対象
コマンドパラ メータ
アイコン - （オプシ ョ ン、 ラベルの左にイ メージを表示）
ツールチップ （オプシ ョ ン）

コマンドについての詳細は、 123 ページの 「コマンド とコン ト ロール」 を参照して
く ださい。 

6. 必要とする各メニュー項目で前の 2 ステップを繰り返します。

左右、 上下ボタンを使用して、 選択されたメニュー項目の階層レベルと順序を変更
します。

7. OK をク リ ッ クします。

8. （オプシ ョ ン） コンテン トパネル > プロパテ ィ タブで、Menu > Show Hot Keys on 
Menue プロパテ ィ をセッ ト して、 ホッ トキーを表示します。

6.17.2 ツリーの作成

1. アプリケーシ ョ ンデザイナのコン ト ロールパレッ トで、 Tree (  ) をク リ ッ クし
ます。
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2. コンテン トパネル > デザインタブで、 ツリーを配置します。

3. ブラウザパネル > プロパテ ィ タブで、 Tree > Tree Nodes プロパテ ィ をク リ ッ クし
ます。

4. 追加 をク リ ッ クします。

5. ノードを入力します。

タイ トル 
コマンド
コマンド実行対象
コマンドパラ メータ
アイコン - （オプシ ョ ン、 ラベルの左にイ メージを表示）
ツールチップ （オプシ ョ ン）

コマンドについての詳細は、 123 ページの 「コマンド とコン ト ロール」 を参照して
く ださい。 

6. 必要とする各ノードで前の 2 ステップを繰り返します。

左右、 上下ボタンを使って選択されたノードの階層レベルと順序を変更します。

7. OK をク リ ッ クします。

8. （オプシ ョ ン） ブラウザパネル > プロパテ ィ タブで、 以下を入力します。

Tree > Show Tree Selection （チェ ッ クを外すと選択されたノードがハイライ ト表
示されません）
Tree > Hide Root Node （ルートの表示を隠す設定）

6.18 ラジオボタン

ラジオグループは、 相互に排他的な選択項目のグループを表示します。 ユーザは、 ボタ

ンをク リ ッ クすることで選択項目の 1 つを選択します。

1. アプリケーシ ョ ンデザイナのコン ト ロールパレッ トで Radio Group ( ) をク
リ ッ クします。

2. コンテン トパネル > デザインタブで、 ラジオグループを配置します。

3. ブラウザパネル > プロパテ ィ タブの Visual > Title プロパテ ィで、 ラジオグループ
のラベルを入力します。

4. Radio Group > Buttons プロパテ ィで、 選択 ボタンをク リ ッ クします。

ラジオグループボタンダイアログが表示されます。

5. 追加 をク リ ッ クします。

6. 名称フ ィールドで、 このボタンの名前を入力します。

ローカライズされたフォームでは、 アプリケーシ ョ ンデザイナの現在のロケールに
よって、 Name プロパテ ィの値が決められます。 ラジオグループのレイアウトは、
ブラウザのロケールに基づいて実行時に改めて構成されることはありません。

7. 値フ ィールドで、 ボタンの値を入力します。
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8. 前のステップを繰り返して、 それぞれのボタンを追加します。

9. 必要に応じてボタンの調整を行います。

ボタンがダイアログに表示されている順序が、 以下のようにラジオグループに表示
される順序を決定します。

• 最初のボタンは、 ラジオグループの左上の角に配置される

• 次のボタンは、 ボタンがラジオグループの幅に収まる間は一番上の行の右側に設
定される

• ボタンが行に収まらな く なった場合、 別の行が始まる

• すべてのボタンが配置されるまで、 残りのボタンは同様に配置される

上下ボタンを使用して、 選択されたボタンの位置を変更します。

10. OK をク リ ッ クします。

6.19 繰り返し領域

繰り返し領域コン ト ロールは、 複数のレコードを表示するマルチオカレンス ・ フォーム

上の領域です。 コン ト ロールパレッ トで、 Repeating Area ( ) をク リ ッ クして、 繰
り返し領域を配置します。 繰り返し領域には、 リス トボッ クス、 フ ィールド、 グリ ッ ド

の 3 つのタイプがあります。

リス トボッ クスタイプの繰り返し領域は、 リス トボッ クスにレコードを表示して、 現在

のレコードを編集するために 1組のコン ト ロールを含んでいます。 コン ト ロールは、 リ
ス トボッ クスのカレン ト行を表します。 ユーザは、 コン ト ロールの値を編集して更新す

ることができます。 リス トボッ クスタイプの繰り返し領域は、 フ ァイル選択以外のすべ

ての非コンテナタイプのコン ト ロールを含むことができます。

フ ィールド タイプの繰り返し領域は、 各レコードに一行のフ ィールドを表示します。

ユーザは、 どの行でもフ ィールドに入力して更新できます。 フ ィールド タイプの繰り返

読み込み専用

リス トボックス

カレン ト レコード編集

用フ ィールド

読み込み専用ヘッダ
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し領域は、 ファイル選択以外のすべての非コンテナタイプのコン ト ロールを含むことが

できます。

グリ ッ ド タイプの繰り返し領域は、 スプレッ ドシート状のフォーマッ ト を使ってフ ィー

ルドを表示します。 ユーザは、 どの行でもフ ィールドに入力して更新できます。 その

上、 列のヘッダをク リ ッ クして列のソート順を変えることができます。 また、 列のヘッ

ダをド ラ ッグして列の配置を変更することができます。 グリ ッ ド タイプの繰り返し領域

は、 次のタイプのコン ト ロールのみ持つことができます。 テキス ト フ ィールド、 チェ ッ

クボッ クス、 日付選択、 ラベル、 イ メージ、 リス トボッ クス、 ドロップダウンリス ト

ボッ クスと リンクコン ト ロールです。

ビュー繰り返し領域は、 列のソート、 リサイズとグリ ッ ド範囲内の周りを移動すること

ができる読取り専用グリ ッ ドです。 エンドユーザは、 列のヘッダをダブルクリ ッ クし

て、 降順、 昇順あるいは階層的な順でヘッダをソート します。 階層的な順番は、 データ

ベースのグリ ッ ド、 または親 /子関係のために定義されるどちらのカテゴリにも基づき
ます。

エンドユーザは、 また、 グリ ッ ドを検索するために Ctrl+F を押下することができます。
他の繰り返し領域と違って、 ビューは、 ナビゲーシ ョ ンバーを持たず、 またテキス ト

フ ィールドのみ含めることができます。

6.19.1 Navigation Bars

繰り返し領域には、 アクセス可能なグループ以上のレコードグループへのリンクを提供

するリンクコン ト ロールの形態をしたナビゲーシ ョ ンバーが一般的に必要です。 これ

は、 Next Setや Next Recordのようなレコードナビゲーシ ョ ンコマンドを使う ことな
く 、 セッ トの中を素早く移動することができます。

ナビゲーシ ョ ンバーは、 フォームが AUD モード （62 ページの 「フォームモード」 参

照） で表示より多 くのレコードが選択セッ トにある時にのみ表示されます。 ナビゲー

シ ョ ンバーに表示されるリンクの数は、 選択セッ トのサイズが大き く なるにつれて増加

レコード編集用

フ ィールド

読み込み専用ヘッダ

レコード編集用

フ ィールド

読み込み専用ヘッダ
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します。 フォームレイアウト を設計するときには、 ナビゲーシ ョ ンバーの横幅が増加す

ることも考慮しなければなりません。

ナビゲーシ ョ ンバーには、 ページ番号スタイルと行番号スタイルの 2 つのスタイルがあ
ります。

Row > Navigation Type プロパテ ィ を使用して、 ナビゲーシ ョ ンバーのスタイルを変更
します。 デフォルトでは、 どちらのスタイルも Previous リンクと Next リンクを持って
います。 これらのリンクのテキス トは、 application.properties ファイルの
_NXJNavigationNext と _NXJNavigationPrevious プロパテ ィ を設定することで変更す
ることができます。 このファイルについての詳細は、 31 ページの
「application.properties ファイル」 を参照して く ださい。 Next と Previous リンクのテキ
ス トは、 イ メージとロールオーバイメージに置き換えることもできます。 それには、

Next Source、Next Rollover Source、 Previous Source、 Previous Rollover Source 
プロパテ ィ を使用します。

6.19.2 繰り返し領域の処理

ON NEXT RECORD、 ON PREVIOUS RECORD、 あるいは BEFORE 
RECORD イベン トセクシ ョ ンを使用して、 繰り返し領域のレコードの処理
を行います。 大きな繰り返し領域あるいは大きな選択セッ トの場合、 Batch 
Record Changes プロパテ ィ を設定してパフォーマンスを改善できます。

68 ページの 「バッチレコード更新」 を参照して く ださい。

クエリ文を使ってどのように繰り返し領域を生成するかについては、 『NXJ プログラ ミ
ング言語ガイ ド』 の 「レコード検索」 を参照して く ださい。

6.20 リ ッチテキスト フ ィールド

リッチテキス ト コン ト ロールは、 リ ッチ （スタイル） テキス ト を作成するためのエディ

タです。 コン ト ロールは、 フォン トセッ ト と色、 イ メージの挿入、 リンク作成とテキス

ト領域へ添付を追加することができるテキス ト領域とツールバーで構成されます。

行 （レコード） 番号 ページ番号
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コン ト ロールパレッ トの Richi Text Field (  ) をク リ ッ クして、 リ ッチテキス ト
フ ィールドを配置します。

リ ッチテキス ト フ ィールドのツールバーは、 以下を含みます。

ボタン 名称 シ ョート カ ッ ト 説明

添付 Ctrl+A フ ィールドに添付を追加します。 添付は、

データベースに選択されたファイルを

アップロード し、 テキスト領域にリンク

を挿入します。

更新 Ctrl+Shift+A 既存の添付を更新します。

切り取り Ctrl+X 選択したものをクリ ップボードに移動し

ます。

コピー Ctrl+C 選択したものをクリ ップボードにコピー

します。

貼り付け Ctrl+V 挿入ポイン トまたは選択した箇所でク

リ ップボードの内容を貼り付けます。

取り消し Ctrl+Z 最後のアクシ ョ ンを取り消します。

やり直し Ctrl+Shift+Z 最後のアクシ ョ ンをやり直します。

太字 Ctrl+B 挿入ポイン トまたは選択した文字にボー

ルド フォン ト を適用します。

斜体 Ctrl+I 挿入ポイン トまたは選択した文字に斜体

を適用します。

下線 Ctrl+U 挿入ポイン トまたは選択した文字に下線

を適用します。

左寄せ Ctrl+L 段落または選択した文字を左に寄せます。

中央寄せ Ctrl+M 段落または選択した文字を中央に寄せま

す。

右寄せ Ctrl+R 段落または選択した文字を右に寄せます。
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6.21 タブセッ ト

タブセッ ト コン ト ロールは、 1 セッ ト以上の個別のタブを含んでいます。 各タブは、 他
のコン ト ロールのコンテナと して動作します。 一般に、 タブセッ ト コン ト ロールを使う

と、 数多くの表示項目を表示グループにまとめて、 必要なフォームのスクリーンサイズ

を最小限にすることができます。 タブセッ ト コン ト ロールは、 複数のターゲッ トテーブ

ルのデータをグループ化して表示するのに有効な手段で、 ユーザは別のフォームに移動

する必要がな く なります。 各タブには、 個別のデータビューを配置することができま

す。 コン ト ロールパレッ トの Tab Set ( ) をク リ ッ クして、 タブセッ ト を配置して
から、 Tab ( ) をク リ ッ クしてタブセッ トの中にタブを配置します。

コマンド と タブを関連付けることができます。 タブをク リ ッ クすると、 NXJ インタラク
シ ョ ンサーバがコマンドを実行します。 例えば、 タブをク リ ッ クすると FIND コマンド
を実行するようなタブを作成することができます。 選択セッ トはタブの上で表示されま

す。 コマンドについての詳細は、 123 ページの 「コマンド とコン ト ロール」 を参照して

く ださい。 

タブセッ ト コン ト ロールの既存のタブの順序を変更するには、 デザインパネルのタブを

右クリ ッ クして、 タブを左へ またはタブを右へを選択します。

NXJTabset クラスの setCurrentPage と setTabPage メ ソ ッ ドを使用して、
実行時に、 動的にタブセッ ト を生成することができます。

6.21.1 エレベータ

多くの .NetやWeb アプリケーシ ョ ンは、 タブセッ ト と同じような機能を提供するエレ
ベータを使用していますが、 見た目は、 非常に異なります。 タブを選択すると、 そのコ

ン ト ロールの部分がエレベータのように上下します。 タブセッ トの Visual > Elevator 

フォン ト 挿入ポイン トまたは選択した文字のフォ

ン ト を示します。

挿入ポイン トまたは選択した文字のフォ

ン トサイズを示します。

リンク ク リ ッ クして、 リンク先に移動します。

ボタン 名称 シ ョート カ ッ ト 説明
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プロパテ ィ を使用して、 エレベータコン ト ロールを設定します。 以下の図は、 通常のタ

ブセッ ト とエレベータを使ったタブセッ トの差を示しています。

エレベータは、 コン ト ロールの異なる部分を区別するために丸みのある立体的な背景を

持つい くつかのアイコンを使用しています。 これら標準のアイコンは、 以下のスタイル

の background-image プロパテ ィ を設定することにより変更することができます。

• .SELECTED_ELEVATOR_TAB
選択されているタブに使用されるボタンの背景

• .UNSELECTED_ELEVATOR_TAB
選択されていないタブに使用されるボタンの背景

• .ROLLOVER_ELEVATOR_TAB
マウスポインタが置かれているタブに使用されるボタンの背景

6.22 テーブル

テーブルコン ト ロールを使う と、 テーブル形式でデータあるいはフォーム全体を使いや

す く整理することができます。 テーブルを編集するときに、 複数のセル、 行、 列を選択

することができます。 選択されたセルは赤い線で囲まれます。

テーブルの各セルは、 コン ト ロールを配置することも、 ブランクのままにしてお く こ と

もできます。 すでにセルにコン ト ロールが配置されている場合は、 その右側に新しいコ

ン ト ロールを追加できます。 コン ト ロールの位置はそのセルの属性に依存します。

セルを右クリ ッ クして、 対象のセル、 そのセルを含む行、 またはそのセルを含む列を編

集します。

挿入オプシ ョ ンを使用して、 セルの前に新しい行あるいは列を配置します。 追加オプ

シ ョ ンを使用して、 セルの後に新しい行あるいは新しい列を配置します。 新しい行ある

いは列は、 オリジナルの Visual プロパテ ィ を持っています。 また、 列あるいは行を削
除することもできます。

タブセッ ト コン ト ロール エレベータコン ト ロールを
使用するタブセッ ト
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Split Cell Horizontally プロパテ ィ を使用して、 セルを 2行に分けることができます。
Split Cell Vertically プロパテ ィ を使用して、 セルと 2列に分けることができます。 複
数のセルを選択し、 Merge Cells を使用してセルを統合することができます。 Insert 
Component オプシ ョ ンを使用して、 セルにファウンデーシ ョ ンあるいはライブラ リ コ
ンポーネン ト を配置できます。

配列を作成して、 実行時にセルを生成するために配列の値に各セルをマッ

プします。

6.22.1 テーブルの作成

1. アプリケーシ ョ ンデザイナのコン ト ロールパレッ トで Table ( ) をク リ ッ クし
ます。

2. コンテン トパネル > デザインタブで、 テーブルを配置します。

Table Size ダイアログが表示されます。

3. 行フ ィールドにテーブルの行数 （2から 200 まで） を入力します。

4. 列フ ィールドにテーブルの列数 （2から 200 まで） を入力します。

5. 必要に応じて、 コン ト ロールをテーブルに追加します。

6.23 テキスト フ ィールド とテキストエリア

テキスト フ ィールド コン ト ロールは、 1行のテキス ト を入力する手段を提供します。
フォームに配置する最もよ く使われるコン ト ロールです。 コン ト ロールパレッ トの

Text Field ( ) をク リ ッ クして、 テキス ト フ ィールドを配置して、 Text Area 
( ) をク リ ッ クして、 テキス ト領域を配置します。

テキス トエリアコン ト ロールは、 テキス ト フ ィールド コン ト ロールが複数行になったも

ので、 スクロールバー付きで表示されます。 テキス トエリアコン ト ロールは、

Character Large Objects （CLOB） のよ うな Text データ タイプのターゲッ ト フ ィールド
に関連させることもできます。 テキス トデータの使い方についての詳細は、 『テキス ト

データ とバイナリデータの使い方』 を参照して く ださい。

フ ィールド名を使用することで、 実行時にアクセスしてフ ィールド コン ト

ロールの値を設定することができます。 詳細については、 『Unify NXJ プロ
グラ ミ ング言語ガイ ド』 の 「NXJ プログラ ミ ング言語文によるフ ィールド
へのアクセス例」 を参照して く ださい。

6.23.1 Input Method Editor （IME） の起動
Text > IME Mode プロパテ ィ を使用して、 テキス ト フ ィールドあるいはテキス トエリア
コン ト ロールがフォーカスを受け取った場合、 Input Method Editor （IME） を呼び出す
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かどうかを指定します。 IMEは、 標準のキーボードを使用して、 ユーザが日本語のよう
な複雑な文字やシンボルを入力することを可能にするプログラムです。 Microsoftは、
Internet Explorer で動作する Global IME製品を提供しています。 IME にアクセスする
前に、 この製品をインス トールする必要があります。 （日本語Windows を使用している
場合は、 インス トールをする必要はありません。）

IME モードでは以下のオプシ ョ ンが利用可能です。

• Active
フ ィールド コン ト ロールがフォーカスを持ったとき、 IMEは呼び出されます。

• Auto
IMEの利用可否は、 このプロパテ ィによって影響されません。 これは、 デフォ
ルトです。

• Disabled
フ ィールド コン ト ロールで、 IMEは呼び出されません。 ユーザは、 IME を呼び
出すことはできません。

• Inactive
フ ィールド コン ト ロールで、 IMEは呼び出されませんが、 ユーザは IME を呼び
出すことができます。

6.24 コン ト ロールの外観

選択されたコン ト ロールの外観をカスタマイズするには、 Visual グループのプロパテ ィ
を使用します。 すべてのコン ト ロールの外観を同じように一度にカスタマイズしたい場

合は、 158 ページの 「スタイルシート」 に説明されているようにデフォルトのスタイル

シート をカスタマイズする必要があります。 個別のコン ト ロールの代わりにスタイル

シート をカスタマイズすれば開発の時間を短縮でき、 間違いな くすべてのコン ト ロール

が同様の外観になり、 将来変更を行う ときにも簡単になります。

注 : カスタマイズされたスタイルシート を使用している場合、 そのスタ
イルシート を変更することでコン ト ロール固有の変更もできます。

以下に主要な Visual プロパテ ィの簡単な説明をします。 色は、 W3C でサポート されて
いる 16色 （aqua、 black、 blue、 fuchsia、 gray、 green、 lime、 maroon、 navy、 olive、 
purple、 red、 silver、 teal、 white、 yellow） から 1 つ選択するか、 サンプルから Web で
取り扱える色を選択するか、 RGB値を指定します。
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ブラウザは、 境界線のレンダリングやパディ ングと余白が計算される方法等、 Web
ページの表示方法に微妙に差があります。 このような差があるため、 アプリケーシ ョ ン

をプレビューして、 各コン ト ロールの外観ができる限り同じように見えるように調整を

する必要があります。

6.24.1 コン ト ロールのスタイル設定

スタイルシートは、 ブラウザでアプリケーシ ョ ンがどのように表示されるかを決定する

ルールを含んでいます。 コン ト ロールを作成したときに、 アプリケーシ ョ ンデザイナは

領域 説明

Height と Width ほとんどのコン ト ロールのサイズの設定— ピクセル （px） 指
定あるいはコン ト ロールが置かれているコンテナに対する

パーセン ト （%） 値。 コン ト ロールには、 テキスト フ ィール
ド コン ト ロール等のように高さが指定できないオブジェク ト

もあります。 テキストオブジェク トの高さを調整するには、

フォン トサイズを使用します。 テーブルのセルにはパーセン

ト値は使えません。

アプリケーシ ョ ンデザイナは、 サイズ変更の後にコン ト ロー

ルのサイズを微調整することがあります。 これは、 コン ト

ロールのサイズがテキスト領域の行属性のような HTMLの属
性で定義されている場合に、 フォン トサイズに基づいて同じ

行数を配置しよう と して起きます。

borders Border Widthは、 0から 10 ピクセルの範囲の値。 Border 
Style （Dashed、 Dotted、 Groove、 Inset、 None、 Outset、
Ridge、 Solid）、 コン ト ロールの Border Color （デフォルト
は黒）。 境界線に関連するプロパテ ィが設定されていない場

合、 コン ト ロールはそのコンテナの設定を継承します。

Background テキスト フ ィールドの領域のようなコン ト ロールの背景色。

Background プロパテ ィが設定されていない場合、 コン ト ロー
ルはそのコンテナの設定を継承します。

ほとんどのコン ト ロールでは、

NXJFontAwareControl クラスの
BackgroundColor プロパテ ィ を使用して、 実行
時にプロパテ ィの設定ができます。

Font プロパテ ィ と  
Foreground

コン ト ロールのデフォルトの Font Family と Font Size。 マ
シンにインス トールされているフォン トだけが利用可能です。

Foreground はフォン トの色を決定します。 フォン トに関連
するプロパテ ィが設定されていない場合、 コン ト ロールはそ

のコンテナの値を継承します。

ほとんどのコン ト ロールでは、

NXJFontAwareControl クラスの fontFamily と
fontSize と  ForegroundColor プロパテ ィ を使用
して、 実行時にこのプロパテ ィの設定ができま

す。
109© Copyright 2008 Unify Corporation



コン ト ロール
自動的にそのコン ト ロールにスタイルクラスを割り当てます。 これらのスタイルは、 プ

ロジェク トの look & feel定義 の一部としてデフォルトスタイルシートに定義されてい
ます。

Visual > Style Class を使用して、 コン ト ロールに異なるスタイルクラスを割り当てま
す。 利用可能なスタイルは、 フォームに関連付けられたスタイルシートに依存します。

プロパテ ィはスタイルシートのすべてのスタイルを一覧していますが、 その中の一部は

コン ト ロールに適切ではないものがあることに注意して く ださい。 スタイルシートにつ

いての詳細は、 158 ページの 「スタイルシート」 を参照して く ださい。

また、 スタイルバーの Class のドロップダウンリス ト を使用して、 選択されたコン ト
ロールにスタイルを割り当てることができます。

一部のコン ト ロールは、 例えばテキス ト フ ィールドがフォーカスを持っているといった

特有の状態の時には、 割り当てられているスタイルとは違うスタイルを使用します。 こ

れらのスタイルについての詳細は、 159 ページの 「自動割り当てスタイルルール」 を参

照して く ださい。

ほとんどのコン ト ロールで、 NXJFontAwareControl クラスの styleClass プ
ロパテ ィ を使用して、 実行時にプロパテ ィの設定ができます。

6.24.2 表示 /非表示の設定
Visual > Visible プロパテ ィ を使用して、 コン ト ロールが実行時に目視できる状態にす
るかどうかを定義します。 デフォルトで、 すべてのコン ト ロールは目視できます。 NXJ
プログラ ミ ングロジックと組み合わせてこのプロパテ ィ を使用して、 定義する条件でコ

ン ト ロールを見えるようにすることができます。 例えば、 失敗というチェ ッ クボッ クス

とその理由というテキス トエリアを作成した場合にスクリプ ト を記述して、 失敗チェ ッ

クボッ クスをセッ ト した場合だけテキス トエリアを表示するようにできます。

ほとんどのコン ト ロールで、 NXJControl クラスの visible プロパテ ィ を使用
して、 実行時にプロパテ ィの設定ができます。

6.24.3 表示する値の位置調整

Text > Display Justify プロパテ ィ を使用して、 Unify NXJはコン ト ロールに表示される
値の位置調整の方法を指定します。 Left （デフォルト）、 Right、 Centerから選択しま
す。

このプロパテ ィは、 NullableField インタフ ェースの displayJustify プロパ
テ ィ を使用して、 実行時に設定できます。
110 © Copyright 2008 Unify Corporation



コン トロール
6.24.4 フ ィールド長の設定

Text > Field Length プロパテ ィ を使用して、 フ ィールド コン ト ロールが入力時に受け
付ける文字数を指定します。 ユーザが Field Length で示される文字数を超えて入力しよ
う とすると、 エラーメ ッセージが表示されます。 デフォルトでは、 非ターゲッ ト フ ィー

ルド コン ト ロールの長さは 100 です。

フ ィールド コン ト ロールがターゲッ ト フ ィールドの場合、 アプリケーシ ョ ンデザイナは

自動的にターゲッ ト フ ィールドの Db Length プロパテ ィに基づ く Field Length に設定さ
れます。 Db Length より大きい Field Length を作成することはできますが、 ターゲッ ト
フ ィールドに収まらない値を入力した場合、 実行時にエラーが表示されます。

NXJ NullableField インタフ ェースの fieldLength プロパテ ィ を使う と、 NXJ
プログラ ミ ング言語でこのプロパテ ィにアクセスできます。 このプロパ

テ ィは、 実行時では読み取り専用です。

6.25 入力フォーマッ ト

Text > Format プロパテ ィ を使用して、 NXJ データ タイプに従ったフ ィールド コン ト
ロールへの入力フォーマッ ト を設定します。 フォーマッ トは、 NXJ インタラクシ ョ ン
サーバが解釈できる特別な文字セッ ト を含むフォーマッ トパターンを使用します。 例え
ば、 Amount データ タイプのフ ィールド コン ト ロールは、 以下のようにフォーマッ ト さ
れます。

内部データ値 ---------------------> 12345.67
フォーマッ トパターン  ---------> $##,##&.&&
フォーマッ ト された値 ---------> $12,345.67

Format は、 フ ィールド コン ト ロールに表示されるときのビジュアル設定と特定の場合
には入力時のデータ値の分析の両方に影響を与えます。 Formatは、 ターゲッ ト テーブ
ルやターゲッ ト変数の実データの値には影響しません

注 : フ ィールド コン ト ロールの値の表示は、 フ ィールド コン ト ロールの
Size プロパティの影響を受けることもあります。 Size プロパティ
は、 フォーマッ ト されたデータ値を表示するために、 十分な幅を指
定する必要があります。

Format プロパテ ィは、 フ ィールド コン ト ロールの NullableField インタフ ェー
スの format プロパテ ィ を使用して、 実行時に設定することができます。 さ
らに、 NXJSession ファウンデーシ ョ ンクラスは、 すべての Amount変数の
amountFormat プロパテ ィ といった特定のデータ タイプに、 デフォルト
フォーマッ ト を設定できるプロパテ ィ を提供しています。

フォーマッ トパターンは、 データ タイプ特有のもので、 Amount、 Float、 Numeric、
String、 Date、 Time、 DateTime値で利用されます。 
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6.25.1 Amount値
Amount値のフォーマッ トパターンを指定する場合、 通常は小数点 （ピリオド） とグ

ループ区切り文字 （カンマ） の場所を指定します。 小数点に使用される実際の文字、 お

よびフォーマッ トするために使用されるグループ区切り文字は、 ロケールに依存しま

す。

以下の表は、 Amount値のフォーマッ トパターンで指定できる文字について説明してい
ます。

文字 表示結果

# この位置に数字がある場合は、 その数字が出力されます。 それ以外の場合は、 ブラン

クが出力されます。 この記号がピリオドよりも左にある場合には、 フォーマッ ト され

た文字の左部分は、 ブランクがパディ ングされます。 この記号がピリオドより右にあ

る場合には、 0 （ゼロ） でパディングされます。
& この位置に数字がある場合は、 その数字が出力されます。 それ以外の場合は 0 （ゼ

ロ） が出力されます。 この場合、 フォーマッ ト された値は、 右か左が 0 （ゼロ） でパ
ディ ングされます。

* この位置に数字がある場合は、 その数字が出力されます。 それ以外の場合は * （アス
タ リスク） が出力されます。 フォーマッ ト された値の左側を * （アスタ リスク） でパ
ディ ングする場合に使用できます。

+ この位置に数字がある場合はその数字を出力し、 数字が無ければ正の値であればプラ

ス記号、 負の値であればマイナス記号を出力します。 すでにプラスあるいはマイナス
記号が出力されている場合は、 ブランクが出力されます。 この記号は、 パターンの左

端か右端のどちらかに表示されます。 両方に表示されることはありません。

- この位置に数字がある場合はその数字を出力し、 数字が無ければ負の値であればマイ

ナス記号を出力します。 すでにマイナス記号が出力されていたり、 正の値である場合

は、 ブランクが出力されます。 この記号は、 パターンの左端か右端のどちらかに表示

されます。 両方に表示されることはありません。

( この位置に数字がある場合は、 その数字が出力されます。 数字が負の値であれば、 左

括弧を出力します。 すでに左括弧が出力されている場合は、 ブランクが出力されま

す。 右括弧 ( ) )が必ず同じフォーマッ トパターンで、 使われなければなりません。

) 数字が負の値の場合、 この位置に右括弧が出力されます。 左括弧 ( ( ) が必ず同じ
フォーマッ トパターンで、 使われなければなりません

$12,345.67

$12.345,67

localeが en_USの場合の小数点

localeが en_USの場合のグループ区切り

localeが de （ド イツ） の場合の小数点

localeが de （ド イツ） の場合のグループ区切り
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値が負の可能性がある場合、 フォーマッ トパターンは、 負の値をフォーマッ トする以下

の中のいずれかの処理方法を含んでいなければなりません。

• -

• +

• ( )

+, -, (, $文字は、 “+++,++&.&&”のようにパディ ングすることを指定するために使用する
ことができます。 これは、 11.00の値に対して _ _ _ _+11.00 を出力します。

フォーマッ ト される値が、 フォーマッ トパターンで指定されているよりも多い小数点以

下有効桁数を持っていた場合には、 値は丸められて表示されます。 例えば、 $###.##
のフォーマッ トパターンを使用する 123.456の値は、 $123.46 とフォーマッ ト されます。

以下の表は、 様々なフォーマッ トパターンが異なる Amount 値のフォーマッ トにどのよ
うに作用するかを示しています。 

. この位置にローカライズされた小数点を出力します。 小数点の後の数字桁数は、 この

プロジェク トで有効な 通貨のスケール プロパテ ィ設定に対応している必要がありま
す。 30 ページの 「通貨フォーマッ トの設定」 を参照して く ださい。 

, 数字がこの位置より左にある場合には、 この位置にローカライズされたグループ区切

り文字を出力します。 それ以外の場合は、 パターンに効力のある補填文字のアスタ リ

スク  (*) かブランク  (_)が出力されます。

$ フォーマッ トパターンの左側に配置されるとき、 この位置に数字がある場合は、 その

数字を出力します。 数字が無ければ、 ローカライズされた通貨記号を出力します。 す

でに通貨記号が出力されている場合は、 ブランクが出力されます。 フォーマッ トパ

ターンの右側に配置されるとき、 通貨シンボルはその位置で出力されます。

通貨記号は、 このプロジェク トで有効な Currency Symbol プロパテ ィ設定で定義さ
れています。 30 ページの 「通貨フォーマッ トの設定」 を参照して く ださい。

表示フォーマッ ト 桁数 入力値 表示

なし 1 2 1246.75 $1,246.75

(&&&&&&.&&) 2 1246.75 _001246.75_

($$,$$$.&&) 2 1246.75 _$1,246.75_

($$$,$$$.&&) 2 1246.75 _ _ $1,246.75 _

(***,***.&&) 2 1246.75 _ **1,246.75 _

(##,###.&&) 2 1246.75 _ _1,246.75_

+##,###.&& 2 1246.75 +_1,246.75

$###,##&.&&+ 2 1246.75 $_ _1,246.75+

(***,*##.&&) 2 234 _ ****234.00 _

注 : “_”は、 ブランクを表しています。
1 デフォルトのフォーマッ トパターンは、 空の文字列 (““) です。 これは、 パディ ングは加えず、
必要な同数の数字で値をフォーマッ ト します。 プロジェク トに有効な通貨記号と小数点以下の
桁数が適用されます。 ロケール依存の特定のグループ区切り と小数点が適用されます。 値が負

の場合、 先頭のマイナス記号が左側に置かれます。

文字 表示結果
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ユーザが実行時にフ ィールド コン ト ロールに、 Amount値を入力すると、 その値は、
NXJ インタラクシ ョ ンサーバによって以下のように解釈されます。

• 小数点は 1 つだけ許可され、 値の内部スト レージに保存されます。

• グループ区切りは無視されます。

• 小数点以下桁数が、 アプリケーシ ョ ンの有効桁数より多い場合には、 値は丸め
られます。

• 値が、 括弧で囲まれているか、 マイナス記号 (-)がついている場合には、 負の値
と して保存されます。

• 括弧は左右均等になる必要があり、 （12） のよ うに数値の最初と最後に配置され
ていなければなりません。

• 値に括弧が含まれている場合は、 プラス (+) あるいはマイナス記号 (-) を併用で
きません。

入力値のフォーマッ トが、 Format プロパテ ィで指定されるものと異なる場合、 入力値
のフォーマッ トが適用されます。

6.25.2 Float と Numeric値
Numeric または Float値のフォーマッ ト を指定する場合、 一般的にグループ区切りの場
所の指定が必要です。 Float値の場合、 小数点の場所の指定も必要となります。 Amount

(**#,###.&&) 2 234 _ **_ _234.00 _

(***,###.&&) 2 234 _ ***_234.00 _

+##,###.&& 2 234 +_ _ _234.00

$###,##&.&&+ 2 234 $_ _ _ _234.00+

(****.&&) 2 0 _ ***0.00 _

(#.##) 2 0 _ _ _ _ _ _

(**.&) 2 0 _ *0.0 _

(&) 2 0 _ 0 _

(###) 2 - 234 (234)

-##& 2 - 234 -234

-###&.&& 2 - 1246.75 - 1246.75

(###&.&&) 2 - 1246.75 (1246.75)

($##,###.&&) 2 - 1246.75 ($_1,246.75)

表示フォーマッ ト 桁数 入力値 表示

注 : “_”は、 ブランクを表しています。
1 デフォルトのフォーマッ トパターンは、 空の文字列 (““) です。 これは、 パディ ングは加えず、
必要な同数の数字で値をフォーマッ ト します。 プロジェク トに有効な通貨記号と小数点以下の
桁数が適用されます。 ロケール依存の特定のグループ区切り と小数点が適用されます。 値が負

の場合、 先頭のマイナス記号が左側に置かれます。
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値と同じように、 小数点で使用される実際の文字とフォーマッ トに使用されるグループ

区切り文字は、 ロケールに依存します。

フォーマッ トパタンは、 正の値のパターンと負の値のパターンをセミ コロンによって区

切られた組み合わせを含むことができます。 例 :

###,###,##0.###;-###,###,##0.##

この Formatパターンは、 以下の内部データ値に対して次の様に出力します。

1234.567 -------> 1,234.567

-9876.543 ------> -9,876.54

以下の表は、 Float と Numeric値のフォーマッ トパターンで指定できる文字を説明して
います。

文字
結合した

パターンの使用 表示結果

# 正数と負数 この位置に数字があれば、 その数字を出力します。 それ以外の

場合は、 ブランクが出力されます。

& or 0 正数と負数 この位置に数字があれば、 その数字を出力します。 それ以外の

場合は、 0 （ゼロ） を出力します。 ピリオドがパターンに指定
されているならば、 フォーマッ ト された値の左右に 0 をパディ
ングします。 

+ 正数 プラス記号を出力します。 

- 負数 マイナス記号を出力します。

( 負数 この位置に数字があれば、 その数字を出力します。 それ以外の

場合は、 左括弧を出力します。 すでに左括弧が出力されている

場合は、 ブランクを出力します。 右括弧 ( ) )が必ず同じフォー
マッ トパターンで使われなければなりません。

) 負数 この位置に右括弧を出力します。 左括弧 ( ( )が必ず同じフォー
マッ トパターンで使われなければなりません。
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注 : Amount値とは違って、 Float値または Numeric値のフォーマッ ト
パターンは、 負の値をフォーマッ トするための指定が必ずしも必要
ではありません。 表示する Float値または Numeric値が負の値の可
能性がある場合は、 マイナス記号のような負の値を識別できるよう
なフォーマッ ト を指定するようにします。 それ以外の場合では、 値
は正数でフォーマッ ト されます。

, 正数と負数 数値がこの位置より左にあれば、 この位置にローカライズされ

たグループ区切り文字を出力します。 それ以外の場合は、 パ

ターンに有効な文字をパディ ングして出力します。 カンマ文字

は、 パターンの自由な位置に配置できますが、 カンマ間の桁数

は、 パターン内で一定でなければなりません。 グループ区切り

は一般的には 3桁ごとですが、 2桁ごとに入れる国もあります。
例 :

#,####.## 4桁によるグループ
#,##.## 2桁によるグループ
#,###.## 3桁によるグループ

グループ区切り と して使われる文字は、 カレン ト ロケールに

よって定義されます。 

. 正数と負数 （Float値のみ） この位置にローカライズされた小数点を出力し
ます。 値が小数点の右側にフォーマッ トパターンでサポート さ
れるよりも多くの有効桁数を持っていた場合には、 値は丸めら

れます。

; セパレータ

（サブパターンの

どちらか一方では

使用できません）

2種類のフォーマッ ト を分離します。 最初のものは正の値向け、
2番目が負の値向けのフォーマッ トです。 負の値のパターンは、
オプシ ョ ンです。 セミ コロンを指定する場合は、 負数のパター
ンも指定する必要があります。

フォーマッ トは、 サインに関連した文字以外は、 同一である必

要があります。 そのため、 '+' を除いた正数用パターンと
'-'、 '(' , あるいは ')' を除いた負数用パターンは同じになります。

負の値用フォーマッ トでは、 以下の略字を指定できます。

-#前につけるマイナス記号以外は、 正の値用のパターンと同じ
#- 後ろにつけるマイナス記号以外は、 正の値用のパターンと同
じ

(#)負の値を囲む括弧以外は、 正の値用のパターンと同じ

正数のパターンのみが与えられている場合、 負数のパターンは

デフォルトの “-#” になります。 

文字
結合した

パターンの使用 表示結果
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以下の表は、 各種フォーマッ トパターンが、 どのように異なる入力値に作用するかを示

しています。

フォーマッ トパターン 値 フォーマッ ト内容

なし 1 123456 123456

###,###.######;-###,###.###### 123.7236 _ _ _ 123.7236

-123.7236 -_ _ _ 123.7236

123,456.789 _ _ _ 123,456.789

000.00; -000.00 123.7263 123.73

-123.7263 -123.73

000.00;(000.00) 123.7236 123.72

-123.7236 (123.72)

000,000.0000000;(000,000.0000000) 123.7236 000,123.7236000

-123.7236 (000,123.7236000)

123,456.789 123,456.7890000

#,###.###;(#,###.###) 123.7236 _ _ 123.724

-123.7236 ( _ _ 123.724)

###;(###) 12 _ 12

-12 (_ 12)

000.00+;000.00- 123.72 123.72+

-123.72 123.72-

+000.00;-000.00 123.72 +123.72

-123.72 -123.72

#,##0.0;-# 123.7  _ _ 123.7

-123.7 - _ _ 123.7

#,##0.;-# 123.7236 _ _124.

-123.7236 - _ _ 124.

#,##0;-#,##0 123.7236 _ _124

###,###,###,###;(###,###,###,###) 123456789 _ _ _ _ 123,456,789

-123723689 (_ _ _ _ 123,723,689)

+###,###,###;###,###,###- 123456789 +123,456,789

-123456789 123,456,789-

00,000;-00,000 123 00,123

-123 -00,123

注 : “_”は、 ブランクを表しています。 
1 Numericのデフォルトのフォーマッ トパターンは、 空の文字列 (““) です。 これは、 パディング
は加えず、 必要な同数の数字で値をフォーマッ ト します。 値が負数であるならば、 主にマイナス

記号が使用されます。 Floatのデフォルトのフォーマッ トパターンは、
###,###,##0.###;-###,###,##0.### です。
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ユーザが実行時にフ ィールド コン ト ロールに値を入力して、 Float または Numeric値が
入力されると、 その値は NXJ インタラクシ ョ ンサーバによって以下のように解釈され
ます。

• グループ区切りは無視されます。

• Float値の場合、 小数点は 1 つだけ許可され、 値の内部ス ト レージに保存されま
す。

• 値が括弧で囲まれているか、 マイナス記号 (-)がついている場合には、 負の値と
して保存されます。

• 括弧は左右均等になる必要があり、 （12） のよ うに値の最初と最後に配置されて
いなければなりません。

• 値に括弧が含まれている場合は、 プラス (+) あるいはマイナス (-)記号を併用で
きません。

入力値のフォーマッ トが、 Format プロパテ ィで指定されるものと異なる場合、 入力値
のフォーマッ トはデータ値が適用されます。

6.25.3 String値
String値のフォーマッ ト を指定する場合、 パディ ングを行う ト リム文字を指定すること
ができます。 ト リム文字は、 数値を文字列に変化するようなフォーマッ トパターン文字

以外の文字です。 例えば、 フォーマッ トパターンが、

(%%%)-%%%-%%%%

は、 以下のように電話番号と してフォーマッ トすることができます。

内部データ値 ----------------> 9169286400
フォーマッ ト された値 -----> (916)-928-6400

#,###+;-#,### 1234 1,234+

-1234 -1,234

###,###;###,###- 123 _ _ _ _123

-123 _ _ _ _123-

1234 _ _1,234

000,000;(000,000) 123 000,123

-123 (000,123)

123456 123,456

フォーマッ トパターン 値 フォーマッ ト内容

注 : “_”は、 ブランクを表しています。 
1 Numericのデフォルトのフォーマッ トパターンは、 空の文字列 (““) です。 これは、 パディング
は加えず、 必要な同数の数字で値をフォーマッ ト します。 値が負数であるならば、 主にマイナス

記号が使用されます。 Floatのデフォルトのフォーマッ トパターンは、
###,###,##0.###;-###,###,##0.### です。
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String値のフォーマッ トパターンを指定するために使用する文字は、 以下の表を参照し
て く ださい。 フォーマッ トパターンは、 少な く とも 1 つ以上の % 文字または ^ 文字を
含まなければなりません。

以下は、 String値のフォーマッ トパターンの例を示しています。

ユーザが実行時にフ ィールド コン ト ロールに値を入力して、 String値が入力された後、
その値は、 NXJ インタラクシ ョ ンサーバによって以下のように解釈されます。 

• フォーマッ トパターンで使用されるすべてのト リム文字は、 フォーマッ ト され
た値 （それらが、 入力値でエスケープされなかった場合） から除かれます。 入
力文字は、 入力値のどこにフォーマッ ト されていない文字が入っていても除外
されます。 値は、 フォーマッ トに厳密に従う必要はありません。

• フォーマッ トパターンで指定されるよりも多 くの文字が入力された場合、 オー
バフローエラーが発生します。

• null表示文字が、 String フ ィールド コン ト ロールにユーザによって入力される
と、 対応する String変数が null と してセッ ト されます。 デフォルト null表示文
字は、 ブランク （スペース） です。 

NXJSession ファウンデーシ ョ ンクラスの nullDisplay Character プロパ
テ ィ を使用して、 null表示文字を変更することができます。

文字 フォーマッ ト結果

% この位置の String値から 1文字を出力します。 この位置に文字がなければ、
ブランクを出力します。

また、 パターンが ^文字を指定しなければ、 パターンは String値をサポート
するために十分な %文字を指定しなければなりません。 それ以外の場合は、
オーバフローエラーが発生します。

^ 出力されていない String値からすべての文字を出力します。 これは、 まだ一
文字も % フォーマッ ト文字を使って Stringから出力されていない場合、 すべ
ての Stringが出力されます。 ノン - エスケープフォーマッ ト文字は、 ^文字に
続く ことはできません。 

\ フォーマッ ト されている文字 （%、 ^、 \） を出力可能にするためにエスケー

プ文字として使用します。

その他

すべての文字

その他のすべての文字は、 ト リムと して解釈されてこの位置で出力されます。

フォーマッ トパターン 値 フォーマッ ト内容

なし 1 9169286400 9169286400

^ 9169286400 9169286400

(%%%) %%%-%%%% 9169286400 (916) 928-6400

^\% 90 90%

Error-^ Unknown Name Error-Unknown Name

%%%-%%-%%%% 555123456 555-12-3456

1String値のデフォルト フォーマッ トパターンは ＾ です。
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値を入力する場合、 ユーザはフォーマッ ト されている文字をエスケープすることができ

ますが、 ユーザが次に値を編集するときにフォーマッ ト されている文字は除かれるとい

う点に注意する必要があります。 その結果、 ユーザがト リム文字を実際の値として入力

するために、 フォーマッ ト されている値をユーザによって編集可能にすることは実用的

ではありません。

例えば、 以下の String値のフォーマッ トパターンを考えてみまし ょ う。

Error - ^

この場合、 Invalid Inputの値が入力されたとき、 フォーマッ ト された結果は以下のよう
になります。

Error – Invalid Input

ユーザがこの値を編集でき、 Unknown Error にメ ッセージを変更した場合、 文字の E、
r、 o、 - とすべてのスペースは値から除外されます。

6.25.4 Date、 Time、 DateTime フォーマッ ト
日付、 時刻、 日時の値をフォーマッ トするには、 全体をどのように分割して表示するか

を指定する特殊文字を使ってフォーマッ トパターンを指定します。 以下の表は、 日付、

時刻、 日時の値のフォーマッ トパターンで使用される文字を説明しています。 日付デー
タあるいは日時データの日付部分のフォーマッ トには、 Date文字が使用され、 時刻
データには、 Time文字が使用されます。

データ
タイプ 文字 フォーマッ ト結果 例

Date y 年、 2桁あるいは 4桁表示 2桁年 :　 96
4桁年 :1996

M 月、 テキストあるいは数値 数値、 シ ョート表示 : 7
数値、 ロング表示 : 07
テキスト、 シ ョート表示 : Sep
テキスト、 ロング表示 : September

E 曜日をテキス トで表示 シ ョート表示 : Wed
ロング表示 : Wednesday

d 日にちを数値で表示 シ ョート表示 : 9
ロング表示 : 09
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注 : フォーマッ トパターンに使われる文字で、 ［aから z］ および ［Aか
ら Z］ の範囲に入っていない文字は引用文字として扱われます。 例
えば、 : （コロン）、 . （ピリオド）、 / （スラ ッシュ） 等は、 それら
がたとえシングル引用符で囲まれていな く ても、 フォーマッ ト テキ
ス ト と して表示されます。

パターンで指定する特殊文字は、 文字列の異なったパートで繰り返すことはできませ

ん。 分キャラクタは、 例えば hh:mm:ss a mmのように繰り返すことはできません。 そ
の上に、 以下の矛盾するフォーマッ トオプシ ョ ンは、 同じフォーマッ ト文字列に許され

ません。

H と  h
H と  a

すべての日付と時刻の値のフォーマッ トは、 カレン ト ロケールによって決定されます。

以下の例は en_USのロケールを使用しています。

Time h 1から 12 で表される時間 シ ョート表示 : 2
ロング表示 : 02

H 0から 23 で表される時間 シ ョート表示 : 2
ロング表示 : 02

m 数値で表される分 シ ョート表示 : 3
ロング表示 : 03

s 数値で表される秒 シ ョート表示 : 5
ロング表示 : 05

S 数値で表される ミ リ秒 シ ョート表示 : 9
ロング表示 : 90, 978

a テキストで表す AM/PM マーク AM
PM

Time z テキストで表すタイムゾーン シ ョート表示 : PST
ロング表示 : Pacific Standard Time

Date
または
Time

‘text’ シングル引用符内のテキス トは、 出

力時にそのまま文字でフォーマッ ト

される。 引用符を出力に含めたい場

合は、 シングル引用符を 2 つ使いま
す。

‘Start Time is : ’
‘Winner’’s Time is : ’

@ 将来、 利用するために予約

フォーマッ ト 値 フォーマッ ト内容

MM/dd/yyyy
（日付のデフォルト）

July 10 1996 07/10/1996

HH:mm
（時刻のデフォルト）

15:08 15:08

MM/dd/yyyy HH:mm:ss.S
（日時のデフォルト）

July 10 1996 15:08:56 
と  9 ミ リ秒 
入力される選択肢: July, 
Jul, 7, 07

07/10/1996 
15:08:56.9

データ
タイプ 文字 フォーマッ ト結果 例
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6.25.4.1 ロングおよびシ ョート表示の設定

パターン内の記号文字の文字数が、 情報をシ ョート表示にするか、 ロング表示にするか
を決定します。 シ ョート表示では、 年を 2桁表示したり、 月を 3桁で表したり と、 省略
した表示なります。 ロング表示では、 4桁年や月がフル桁というように完全に表示しま
す。

以下に、 その動作を説明します。

• テキス ト表示の場合には 3文字までで指定した場合、 省略形のシ ョート表示に
なり、 4文字以上を指定した場合はフルのロング表示になります。

• 数値の場合には、 表示される最小の桁数を表示します。 それより桁が短い場合
は、 ゼロでパディ ングします （年の場合は、 y を 2個指定すると、 2桁に切ら
れて表示されます）。

• 月を指定する Mの場合は、 シ ョート数値表示の場合は 1文字で、 ロング数値表
示は 2文字で、 シ ョート テキス ト表示は 3文字で、 ロングテキス ト表示は 4文
字で指定します。 シ ョートテキス ト表示では、 ロングテキス ト表示の最初の 3
文字になります。 例えば、 ロング表示 November のシ ョート表示は Nov になり
ます。 

6.25.4.2 100年 （世紀） 範囲の設定

年のシ ョート表示を使ったフォーマッ トパターンを適用する場合には、 どのように世紀

を計算して、 どのようにシ ョート表示を適用するかを考慮しなければなりません。 デ

フォルトでは、 2桁の年は、 1970年から 2069年の 100年間に入っているものと仮定さ
れています。 従って、 60は 2060年とみなされ、 70は 1970年とみなされます。

この範囲が、 該当のアプリケーシ ョ ンにとって適切でない場合には、 4桁年を使用する
か、 世紀を計算するために使用する 100年の範囲を変更します。 100 年の範囲の変更
は、 フォームスク リプ トに以下を追加します。 例えば、

BEFORE APPLICATION
{

session.centuryCutoff = "YYYY"; 
}

yyyy.MM.dd 'at' HH:mm:ss.SS z 1996 July 10 15:08:56 
と  9 ミ リ秒

1996.07.10 at 
15:08:56.09 PDT

EEE, MMM d, ’’yy Wed July 10 1996 Wed, Jul 10, '96

h:mm a 15:08 3:08 PM

hh ’o’’clock’ a, zzzz 15:00 03 o'clock PM, 
Pacific Daylight Time

h:mm a, z 15:08 3:08 PM, PST

yyyyy.MMMMM.dd hh:mm aaa July 10, 1996 15:08 1996.July.10 03:08 
PM

フォーマッ ト 値 フォーマッ ト内容
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YYYYは、すべての2桁年が含まれると解釈される 100年間の開始を示す4桁年を指定しま
す。 例えば、 1950 と指定をすれば、 入力された 2桁年は、 1950-2049の範囲に入ってい
るものとみなされます。

6.26 コマンド とコン ト ロール

ユーザがコン ト ロールをクリ ッ クすると、 コマンドを実行することができます。 例え

ば、 イ メージがク リ ッ クされた時にズームフォームが開く ように設定できます。 コマン

ドは、 タブを含めてどんなコン ト ロールにも関連付けできますが、 ボタンと リンクに一

般的に関連付けられます。

以下の Interactive プロパテ ィ を使用して、 ボタンのクリ ッ ク時の振る舞いを設定しま
す。

Command、 Command Context、 Command Parameter

以下の Interactive プロパテ ィ を使用して、 タブ選択時の振る舞いを設定します。
Tab Select Command、 Tab Select Context、 Tab Select Parameter

以下の Interactive プロパテ ィ を使用して、 その他のコン ト ロールのダブルクリ ッ ク時
の振る舞いを設定します。

Double Click Command、 Double Click Context、 Double Click Parameter

これらのプロパテ ィは実行時には設定できません。 しかしながら、 例えば

フ ィールド コン ト ロールを終了するときのような、 コン ト ロールに関連し

た実行時のイベン トに基づいてコマンドを呼び出すことはできます。 『NXJ
プログラ ミ ング言語ガイ ド』 の 「FIELD セクシ ョ ン」 を参照して く ださい。

6.26.1 コマンドプロパテ ィ

Command、 Tab Select Command、 Double Click Command プロパテ ィは、 ク リ ッ
クあるいはダブルクリ ッ クされたときに実行されるコマンドを指定します。 ドロップダ

ウンリス トからコマンドを選択するか、 Login.ValidateUser のようにコマンド名と
コンテナ名をピリオドで区切った修飾コマンドを入力することができます。

ドロップダウンリス トに表示されるコマンドは、 そのコンテキス トによって決定されま

す。 コンテキス トが form あるいは current であれば、 フォームおよびフォーム上の
コン ト ロールの開発者定義コマンドがリス トに表示されます。 コンテキス トが parent
の場合は、 parent および parent上のコン ト ロールの開発者定義コマンドがリス トに表
示されます。 コンテキス トについての詳細は、 124 ページの 「コンテキス ト プロパ

テ ィ」 を参照して く ださい。

有効なコマンドを入力する前にコンテキス ト を指定する場合、 どのようにコマンドを有

効にするのかを知ることを推奨します。
123© Copyright 2008 Unify Corporation



コン ト ロール
6.26.2 コンテキストプロパテ ィ

Command Context、 Tab Select Context、 Double Click Context プロパテ ィは、 実
行時にコマンドを指定するための Command および Double Click Command プロパテ ィ
によって使用される運用方式を指定します。 Unify NXJは、 コマンドを実行する、
current、 form、 parent の 3 つの運用方式を持っています。

6.26.2.1 Current

current コンテキス ト を使用して、 コマンドが実行され
るときにフォーカスを持っているコン ト ロールのコンテ

ナからコマンドの検索を始めます。 コマンドが定義され

ていない場合は、 フォームが見つかるまで親コンテナが

次々と検索されます。

右の図では、 3層にネス ト されたコンテナ内でのコマン
ドの検索順序を示しています。

修飾されたコマンド名の場合、 コマンド実行時にフォー

カスがあるフ ィールド コン ト ロールのコンテナが検索さ

れます。

6.26.2.2 Form

form コンテキス ト を使用して、 カレン ト フォームでの
みコマンドを検索します。

右の図では、 フォームコンテナ内だけで検索が実行され

ることを示しています。

修飾されたコマンド名の場合、 コマンドはフォームのサ

ブコンテナで見つからなければなりません。 例えば、

box1 で修飾されたコマンド名 myCommandが与えられ
る場合、 修飾されたコマンド名は

form.dataview2.box1.myCommand でなければなりませ
ん。

6.26.2.3 Parent

parent コンテキス ト を使用して、 コン ト ロールが配置
されたコンテナからコマンドの検索を始めます。 コン

ポーネン トでコマンドを定義している場合はフォームの

相対コマンド名がわからないので、 このオプシ ョ ンがあ

ると便利です。

右の図では、 コマンドは最初にそのコンテナで検索さ

れ、 さらにカレン ト コンテキス トの場合のように次々と

検索されてい く様子を示しています。

form

dataview2

box1

1

2

3

クリックされた
コントロール

form

dataview2

box1

1

クリックされた

コントロール

form

dataview2

box1

1

2

3

クリックされた

コントロール
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修飾されたコマンド名の場合、 コマンドは指定した修飾子の名前のサブコンテナで見つ

からなければなりません。

6.26.2.4 コンテキスト と
修飾されたコマンド名

修飾されたコマンド名の場合、 NXJ インタラクシ ョ ン
サーバは、 名前とコンテキス ト を使用してコマンドの位

置決めをします。 例えば、 修飾されたコマンド名と

Command Contextは、 コマンドの位置決めをするため
に相互に作用します。 修飾されたコマンド名が

"box1.myCommand" だと想定します。 Command 
Context プロパテ ィが Current を指定し、 実行時に解釈
されたコンテナ名が "dataview2" であれば、 NXJ インタ
ラクシ ョ ンサーバはコマンド

"dataview2.box1.myCommand" を探します。 この
フォームの場合、 コマンドがそこで見つからなければ、

NXJ インタラクシ ョ ンサーバは "dataview2" が置かれているコンテナであるフォームに
移動します。 その結果、 NXJ インタラクシ ョ ンサーバは form で "box1.myCommand" 
を探します。

6.26.3 Parameter プロパティ
Command Parameter、 Tab Select Parameter、 Double Click Parameter プロパテ ィ
は、 開発者定義コマンドが必要とするパラ メータを指定します。 パラ メータは固定値で

もダイナミ ッ ク式でもどちらでも構いません。 パラ メータの値は、 コマンド定義でオブ

ジェ ク ト と して宣言されていても文字列と してコマンドに渡されます。

パラ メータは、 実行時にクリ ッ クされたコン ト ロールについての情報を NXJ ソースス
クリプ トに提供することができます。 次の例では、 それぞれに doActionA、 doActionB、
doActionC というパラ メータが割り当てられた 3 つのボタンを持っています。 コマンド
には、 パラ メータの値に基づいてアクシ ョ ンを実行するスクリプ トが記述されていま

す。

COMMAND executeCommand(whichAction)
{

switch (whichAction)
{

case doActionA;
...
case doActionB;
...
case doActionC;
...

}
}

ダイナミ ッ クプロパテ ィについては、 126 ページの 「ダイナミ ッ ク式」 を参照して く だ

さい。 開発者定義コマンドについては、 『Unify NXJ プログラ ミ ング言語ガイ ド』 を参
照して く ださい。

form

dataview2

box1

クリックされた

コントロール
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6.27 ダイナミ ック式

コン トロールにダイナミ ッ ク式を指定するには、 Text > Expression プロパテ ィに = を
入力してその後に、 必要に応じてコンテナ名で修飾されたフォームの public 変数の参照
を入力します。 NXJ インタラクシ ョ ンサーバは、 フ ィールド コン ト ロールを持つコンテ
ナ （ フォーム、 データビュー、 ボッ クス、 タブセッ ト） から変数の値を検索し、 引き続
きその親のコンテナに移動していきます。

例えば、 Expression プロパテ ィに =REPORT_ID と入力すると、 ダイナミ ッ クテキス ト
コン ト ロールと同じコンテナにある REPORT_ID フ ィールド コン ト ロールの値を参照
します。 ダイナミ ッ クテキス ト コン ト ロールが BOX1 にあり、 REPORT_ID フ ィールド
コン ト ロールが BOX2 にある場合は、　 =../BOX2/REPORT_ID と入力します。

参照先がフォーム上に対応するフ ィールド コン ト ロールを持たない変数の場合、 変数を

宣言してターゲッ ト フ ィールドに関連づける必要があります。 例えば、 前の例の

REPORT_ID フ ィールド コン ト ロールがフォームにない場合は、 NXJ ソースで以下のよ
うにダイナミ ッ クテキス ト コン ト ロールの参照を有効にします。

public multi_valued NullableNumericVariable REPORT_ID;

変数の宣言についての詳細は、 『Unify NXJ プログラ ミ ング言語ガイ ド』 の 「NXJ変数」
を参照して く ださい。

6.28 コン ト ロールの動作

多くのコン ト ロールプロパテ ィによりユーザがコン ト ロールを使用したときの動作が決

定されます。 以下セクシ ョ ンでは、 これらの動作とその設定方法を説明します。

6.28.1 イベン トセクシ ョ ンの即時実行

デフォルトでは、 NXJ インタラクシ ョ ンサーバは一度に 1 つのフ ィールドではな く、
一括でフ ィールドレベル イベン トセクシ ョ ンを実行します。 この一括処理は、 実行時、 
ブラウザと NXJ インタラクシ ョ ンサーバ間の各通信を減らすことができるので大変有
効です。 しかしながら、 一括処理すると、 異なる順序でフ ィールドイベン トセクシ ョ ン

が実行されたり、 フ ィールドの中間の値がフ ィールドに割り当てられないなどの問題が

発生する場合があります。 アプリケーシ ョ ンの動作が、 フ ィールド値に割り当てられる

順序や、 一時的な中間の値の割り当てなどに依存しない場合、 一括処理はパフォーマン

ス面で優れています。

Interactive > Immediate プロパテ ィが設定されている場合、 一括処理は無効となり
フ ィールド コン ト ロールにアクセスしたり コン ト ロールの値が変更されたりすると

フ ィールドレベルイベン トセクシ ョ ンが実行されます。 ユーザがフォーカスを他のコン
ト ロールに移動させると、 WHEN VALUE CHANGES イベン トセクシ ョ ンと ON DATA 
ACCEPT イベン トセクシ ョ ンがすぐに実行されます。
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フ ィールドレベルイベン トセクシ ョ ンの実行フローについての詳細は、 『Unify NXJ プ
ログラ ミ ング言語ガイ ド』 の 「アプリケーシ ョ ンの実行」 を参照して く ださい。

6.28.2 フ ィールド コン ト ロールでの必須入力

Interactive > Required プロパテ ィ を使用して、 ユーザがフ ィールド コン ト ロールに値
を入力しなければならにことを指定します。 通常、 必須入力フ ィールド コン ト ロール

は、 ターゲッ トテーブルを更新するために必要なデータを確実に収集するために使用さ

れます。 行がターゲッ ト テーブルに追加あるいは更新される前にデータは入力されてい

なければなりません。

NXJ アプリケーシ ョ ンの操作性を良くするために、 フ ィールド コン ト ロールに入力され
るべきデータ内容の説明をするヘルプ情報を含めることができます。 ヘルプ情報を含め

ることについての詳細は、 130 ページの 「オンラインドキュ メン ト 」 を参照して く ださ

い。 

このプロパテ ィは、 NullableField インタフ ェースの Required プロパテ ィ を
使用して、 実行時に設定できます。

6.28.3 入力のために停止

Interactive > Stop For Input プロパテ ィ を使用して、 実行時にコン ト ロールでカーソ
ルが止めることができます。 この機能により、 更新や追加に必要なフ ィールド コン ト

ロールだけを Tab で移動できるので、 ユーザはフォームに素速くデータを入力できま
す。

フォームにおいて、 Stop For Input プロパテ ィがチェ ッ クされたフ ィールド コン ト ロー
ルを 1 つも持たない場合の NXJ インタラクシ ョ ンサーバのデフォルトの動作は、 自動
的に次フォーム操作を行う ことです。 フォームで止めるためには、 フォームにおける少

な く とも 1 つのフ ィールド コン ト ロールに Stop For Input プロパテ ィが設定されてい
るか、 フォームの Form > Stop Without Fields プロパテ ィ を設定するかのどちらかが
必要です。 詳細については、 69 ページの 「フォーカスできるフ ィールドが 無いフォー
ムで止める」 を参照して く ださい。 

このプロパテ ィは、NullableField インタフ ェースの stopForInput プロパテ ィ
を使用して、 実行時に設定できます。

6.28.4 更新の許可

Interactive > Updateable プロパテ ィ を使用して、 ユーザはフ ィールド コン ト ロールの
値を編集して更新できるかどうかを指定します。 このプロパテ ィのチェ ッ クボッ クスが

クリアの場合、 フ ィールド コン ト ロールは表示専用になります。 このチェ ッ クボッ クス

がクリアで、 Stop for Input チェ ッ クボッ クスがセッ ト されている場合、 フ ィールド コ
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ン ト ロールで停止し、 フ ィールド コン ト ロールの内容をスクロールや他のフォームに

ズームできますが、 フ ィールド コン ト ロールの内容は変更できません。

このプロパテ ィは、 ユーザがターゲッ トテーブルを更新できるかどうかには影響しませ

ん。 この動作は、 フォームの Access Control プロパテ ィで管理されます。 64 ページの
「データベース操作を許可しない」 を参照して く ださい。

このプロパテ ィは、 NullableField インタフ ェースの Updateable プロパテ ィ
を使用して、 実行時に設定できます。

6.28.5 入力の自動受付

Interactive > Auto Accept プロパテ ィ を使用して、 データがフ ィールド コン ト ロール
に入力されると、 NXJ インタラクシ ョ ンサーバが自動的にフォームの次のフ ィールドに
カーソルを移動するかどうかを指定します。 Auto Acceptがチェ ッ クされることで、
フォーム内の次のフ ィールドに移動するために、 Tabキーや Next Field コマンドを使う
必要はありません。 フォームが検索モードの場合、 NXJ インタラクシ ョ ンサーバはこの
プロパテ ィ を無視します。

このプロパテ ィは、 NullableField インタフ ェースの autoAccept プロパテ ィ
を使用して、 実行時に設定できます。

6.28.6 大文字小文字変換

Text > Case Conversion プロパテ ィ を使用して、 フ ィールド コン ト ロールのテキス ト
を、 すべて大文字またはすべて小文字に変換するか、 入力状態のままにするかを指定し

ます。 このプロパテ ィは、 単に、 フ ィールド コン ト ロールでデータがどのように表示す

るかを指定します。 このプロパテ ィは、 ターゲッ ト テーブルへのデータ保存方法には影

響を与えません。

このプロパテ ィは、 NullableField インタフ ェースの caseConversion プロパ
テ ィ を使用して、 実行時に設定できます。

6.28.7 ターゲッ ト フ ィールドの設定

Data Binding > Target Field プロパテ ィ を使用して、 フォームのターゲッ ト テーブルの
列にフ ィールド コン ト ロールをマップします。

このプロパテ ィは、 NullableField インタフ ェースの targtField プロパテ ィ を
使用して、 実行時に設定できます。 このプロパテ ィは、 読み取り専用です。
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6.28.8 検索モードの設定

Data Binding > Explicit Search Mode プロパテ ィ を使用して、 String または Text デー
タ タイプのターゲッ ト フ ィールドにマップされるフ ィールド コン ト ロールの検索モード

を指定します。 以下のオプシ ョ ンが利用できます。

• Exact
検索条件は、 完全一致で使用されます。 検索条件は NXJ ソースでプログラム的
に指定されるかあるいはユーザによって入力されます。

• Fuzzy
検索条件の最後に、 曖昧検索用のメ タキャラクタが追加されます。 検索を実行
するとき、 1 つ以上のメ タキャラクタが検索条件に含まれていれば、 NXJ イン
タラクシ ョ ンサーバは、 “=” 演算子の代わりにデータベースの LIKE演算子を使
用します。 このメ タキャラクタは、 データベースにより変わります。 ほとんど
のデータベースでは、 パーセン ト記号 （%） です。

• Default
ターゲッ ト列がプライマリキーの一部でない場合は、 検索条件の最後に曖昧検
索用のメ タキャラクタが追加されます。 プライマリキーの場合は、 完全一致が
実行されます。

デフォルトでは、 アプリケーシ ョ ンが使用する  Explicit Search Modeが使用されます。
これは、 application.properties内の _NXJExplicitSearchMode によって指定され、 最初
に Defaultが設定されています。

検索条件でメ タキャラクタが指定される場合、 “完全一致 ”の Explicit Search Mode設定
がオーバライ ド されます。 以下の表は、 検索結果が、 曖昧検索と完全一致検索の両方に

よって、 どのように影響されるかを示しています。

このプロパテ ィは、 NullableVariable インタフ ェースの explicitSearchMode
プロパテ ィ を使用して、 実行時に設定できます。

注 : エンドユーザのために、 アプリケーシ ョ ンを ドキュ メン ト化する場
合、 どのように検索条件を入力するかを明記して下さい。 例えば、
Explicit Search Mode プロパテ ィ を Fuzzy に設定した場合、 エンド
ユーザはインタラクテ ィ ブに入力する検索条件に、 メ タキャラクタ
を追加する必要はありません。 ドキュ メン トの提供についての詳細
は、 130 ページの 「オンラインドキュ メン ト」 を参照して く ださ
い。 

Explicit Search Mode プロパテ ィ設定

検索条件 Fuzzy Exact 

Smith Smith
Smithe
Smithsonian

Smith

Smith% Smith
Smithe
Smithsonian

Smith
Smithe
Smithsonian
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検索操作についての詳細は、 64 ページの 「検索操作の条件設定」 を参照して く ださい。

検索条件を入力する方法についての詳細は、 『Unify NXJ エンドユーザーズガイ ド』 の
「検索条件を入力する」 を参照して く ださい。 検索条件をプログラムによって定義する

方法については、 『Unify NXJ プログラ ミ ング言語ガイ ド』 の 「レコードの検索」 で

「SQL Select文の構成」 を参照して く ださい。

6.28.9 複数値の表示設定

General > Multi Valued プロパテ ィ を使用して、 フ ィールド コン ト ロールが選択セッ ト
の各レコードに対して個別の値を持つかどうかを示します。 Multi Valued がセッ ト され
ている場合は、 実行時に選択セッ トの各レコード毎に個別の値が表示されます。

ターゲッ ト フ ィールドは常に複数値であるため、 ターゲッ ト フ ィールドを定義している

場合は、 Multi Valued プロパテ ィは自動的にセッ ト されており、 変更はできません。

非ターゲッ ト フ ィールドは、 通常、 計算結果やデータベースルッ クアップの結果を表示

するために使用されます。 Multi Valued プロパテ ィ を設定することによって、 一度だけ
計算や検査を実行し、 その結果を選択セッ トに保存することができます。 Multi Valued
プロパテ ィ をク リアにすると、 フ ィールドの値はフォームに関連付けられ、 選択セッ ト

のカレン トの行にかかわりな く常に同じ値が表示されます。 例えば、 選択セッ トが注文
書の項目一覧の場合、 注文合計はどの詳細が選択されているかにかかわらず同じ値のな

ので、 複数の値になりません。 非ターゲッ ト フ ィールドは、 デフォルトでチェ ッ クボッ

クスはクリアです。

このプロパティは、 NullableVariable インタフ ェースの MultiValued プロパ
テ ィ を使用して、 実行時に利用できます。 このプロパテ ィは、 読み取り専

用です。

6.28.10 コン ト ロールの内容を隠す
Text > Password プロパテ ィ を使用して、 NXJ インタラクシ ョ ンサーバがフ ィールド
コン ト ロールに入力された内容を表示するかどうかを指定します。 これは、 ユーザがパ

スワードのような機密データを入力するフ ィールド コン ト ロールに使用します。

このプロパテ ィは、NullableField インタフ ェースの Password プロパテ ィ を
使用して、 実行時に設定できます。

6.29 オンラインドキュ メン ト

アプリケーシ ョ ンデザイナは、 NXJ アプリケーシ ョ ンに関する情報をツールチップ、
FYI メ ッセージ、 フ ィールドレベルヘルプといった複数の方法でユーザに提供していま
す。
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6.29.1 ツールチップの追加

Visual > Tooltip プロパテ ィ を使用して、 コン ト ロールのツールチップを定義します。
ツールチップとは、 実行時にカーソルをコン ト ロールに 1秒置く と表示される小さな
ポップアップウィ ンドウのテキス トです。 シ ョート カ ッ トキーや簡単な説明のようなコ

ン ト ロールの補足情報を表示するために使用されます。 ツールチップはアクテ ィブな
ウィ ンドウにだけ表示されます。 NXJ アプリケーシ ョ ンが一度ツールチップを表示した
後は、 次からのツールチップは 1秒と待たずに即表示されます。 ツールチップは、 コン
ト ロール領域の外にカーソルを移動するか 5秒経つと表示が消えます。

6.29.2 FYI メ ッセージの追加
Interactive > FYI Message プロパテ ィ を使用して、 フ ィールド コン ト ロールにフォー
カスが移ると表示されるメ ッセージを定義します。 メ ッセージテキス トの最大長は、 テ

キス ト内の文字に依存しますが、 およそ 80 キャラクタです。

メ ッセージは、 NXJ インタラクシ ョ ンサーバによって自動的に作成されて、
fyi_message アプリケーシ ョ ン情報フ ィールドに表示されます。 Unify NXJ によって提
供されるデフォルトの look & feel定義で、 fyi_message アプリケーシ ョ ン情報フ ィール
ドは、 Unify NXJ フ ッ タフレームセッ トの左端と Web ブラウザのステータスバーに表
示されます。 カスタムフ ッ タや、 ヘッダフレームセッ ト、 またはフォーム上の別の場所

に fyi_message アプリケーシ ョ ン情報フ ィールドを配置することもできます。

NXJ フォームのすべてのテキス ト同様に、 fyi_message アプリケーシ ョ ン情報フ ィール
ドのテキス トは、 ローカライズ可能です。 『NXJ アプリケーシ ョ ンのローカライズ』 を
参照して く ださい。

このプロパテ ィは、 NullableField インタフ ェースの fyiMessage プロパテ ィ
を使用して、 実行時に設定することができます。

6.29.3 フ ィールドレベルヘルプの追加

フ ィールドレベルヘルプは、 現在フォーカスを持つフ ィールド コン ト ロールのユーザ支
援の手段を提供します。 フ ィールドレベルヘルプは、 NXJデフォルト ツールバーのヘル
プボタンからか自分で作成してフォームに配置したヘルプボタンからアクセスできま

す。 デフォルトでは、 ヘルプは新しいブラウザウィ ンドウに表示されますが、 フォーム

の中のインラインフレームに表示するように指定することもできます。

アプリケーシ ョ ンデザイナあるいはその他のエディ タを使用して、 HTML フ ァイル形式
のヘルプの内容を作成します。 表示しよう と している情報の複雑さによっては、 各

フ ィールド コン ト ロール毎にあるいはフ ィールド コン ト ロールのグループ毎に個別の

HTML ファイルを作成しても構いません。

ヘルプを使用するフ ィールド コン ト ロールの Interactive > Help URL プロパテ ィ を使用
して、 HTML ファイルを指定します。 アプリケーシ ョ ンデザイナは、 指定された HTML 
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ファイルが、 カレン ト プロジェク トの Static Content フォルダに存在しない場合、 その
フォルダに追加されます。

このプロパテ ィは、 実行時に設定することはできませんが、 NXJSession 
ファウンデーシ ョ ンクラスの openURL メ ソ ッ ドを使用して、 実行時に
URL を動的に開く こ とができます。

6.29.3.1 ヘルプボタンの作成

各フォームには 1 つのヘルプボタンが必要です。 アプリケーシ ョ ンが NXJのデフォル
ト ツールバーを使用する場合は、 ヘルプボタンを作成する必要はありません。 以下にヘ

ルプボタンの設定方法を説明しますが、 コマンドを実行できる他のコン ト ロールを利用

しても構いません。

1. アプリケーシ ョ ンデザイナで、 ヘルプボタンを配置するフォームを開きます。

2. コン ト ロールパレッ ト で、 Button (   ) をク リ ッ クします。

3. コンテン トパネル > デザインタブで、 フォームにボタンを配置します。

4. ブウラウザパネル > プロパテ ィ タブで、 以下を設定します。

Button > Title - ヘルプ （その他自由に設定）
General > Name - （オプシ ョ ン） help
Interactive > Command - Help

5. （オプシ ョ ン） ボタンの Visual プロパテ ィ を設定します。

6.29.3.2 他のウィンドウに表示するヘルプの作成

1. ヘルプの内容を HTML ファイルに作成します。

2. アプリケーシ ョ ンデザイナで、 必要とするフォームを開きます。

3. コンテン トパネル > デザインタブで、 フォームにヘルプボタンが無い場合はボタン
を作成します。

132 ページの 「ヘルプボタンの作成」 を参照して く ださい。 

4. ヘルプを追加するフ ィールド コン ト ロールを選択します。

5. ブラウザパネル > プロパテ ィ タブの Interactive > Help URL プロパテ ィで、 HTML
ファイルの名前を入力します。 

6.29.3.3 インラインフレームに表示するヘルプの作成

1. ヘルプの内容を HTML ファイルに作成します。

2. アプリケーシ ョ ンデザイナで、 必要とするフォームを開きます。

3. コンテン トパネル > デザインタブで、 フォームにヘルプボタンが無い場合はボタン
を作成します。

132 ページの 「ヘルプボタンの作成」 を参照して く ださい。 

4. ヘルプを表示するインラインフレームが無い場合は追加します。
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a. コン ト ロールパレッ ト で Inline Frame ( ) をク リ ッ クして、 フォームにフ
レームを配置します。

b. ブラウザパネル > プロパテ ィ タブの General > Name プロパテ ィで、
unifyHelp を入力します。

5. ヘルプを追加するフ ィールド コン ト ロールを選択します。

6. ブラウザパネル > プロパテ ィ タブの Interactive > Help URL プロパテ ィで、 HTML
ファイルの名前を入力します。

6.30 アプリケーシ ョ ン情報フ ィールド

アプリケーシ ョ ン情報フ ィールドには、 アプリケーシ ョ ンの状態に関する情報を表示し

ます。 NXJ インタラクシ ョ ンサーバは、 アプリケーシ ョ ンの実行中にこれらのフ ィール
ドのデータを自動的に更新します。

アプリケーシ ョ ン情報フ ィールドは、 デフォルトの NXJ ツールバー、 フ ッ タ、 ヘッダ
に表示されます。 これらのコンポーネン ト を含まない NXJ アプリケーシ ョ ンの場合、
ダイナミ ッ クテキス ト フ ィールド コン ト ロールまたはテキス ト フ ィールド コン ト ロール

を使用して、 アプリケーシ ョ ン情報フ ィールドを追加することができます。 コン ト ロー

ルの General > Name プロパテ ィで表示したいアプリケーシ ョ ン情報フ ィールドの名前
を設定して く ださい。

以下は、 利用可能な各アプリケーシ ョ ン情報フ ィールドの説明です。

アプリケーシ ョ ン
情報フ ィールド名 表示内容

form_mode カレン ト フォームまたはデータビューのフォームモード。 フォーム

モードについての詳細は、 62 ページの 「フォームモード」 を参照して

く ださい。 

fyi_message カレン ト フ ィールド コン ト ロールの fyiMessage プロパテ ィの値。 FYI
メ ッセージについての詳細は、 131 ページの 「FYI メ ッセージの追加」
を参照して く ださい。 
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record_action カレン トまたは、 最新のデータベース操作の状態。

“追加中 ” は、 NXJ インタラクシ ョ ンサーバが、 データベースの行にカ
レン ト レコードを追加処理中であることを示しています。

“追加済 ” は、 NXJ インタラクシ ョ ンサーバが、 データベースの行にカ
レン ト レコードの追加に成功したことを示しています。 record_state
アプリケーシ ョ ン情報フ ィールドには、 stored と表示されます。

“更新中 ”は、 NXJ インタラクシ ョ ンサーバがカレン ト レコード とデー
タベース行を関連付け、 更新処理中であることを示しています。 

“更新済 ”は、 NXJ インタラクシ ョ ンサーバがカレン ト レコードに関連
するデータベース行の更新に成功したことを示しています。

record_state フ ィールドには、 stored と表示されます。

“削除中 ”は、 NXJ インタラクシ ョ ンサーバがデータベースからカレン
ト レコードを削除処理中であることを示しています。

“削除済 ”は、 NXJ インタラクシ ョ ンサーバがデータベースからカレン
ト レコードの削除に成功したことを示しています。

record_count フォームに関連付けられたカレン ト選択セッ トのレコード数です。 実

行時にフ ィールドには、 “of x” と表示されます。 xは選択セッ トのレ
コード数です。 例えば、 選択セッ トにレコードが 7件ある場合、 
record_count は、 “of 7” を表示します。

アプリケーシ ョ ンが Data Binding > Find Count プロパテ ィ を使用し
て検索するレコード数を制限している場合には、 “record_count” アプリ
ケーシ ョ ン情報フ ィールドは検索の結果となる全体件数ではな く、

フォームに実際に返されたレコードの件数になります。

record_number 選択セッ ト内のカレン ト レコードの番号です。 番号は、 選択セッ ト内

のレコードの相対位置を示しています。

record_state フォームのフ ィールド コン ト ロールの現在表示されているデータの状

態。 

“未格納 ” は、 データがデータベースに格納されていないことを示して
います。

“格納済 ” は、 データベース行にあるデータが表示されていることを示
しています。

“格納済 /更新済 ” は、データがデータベース行にあり、このフォームで
変更されていることを示しています。 変更情報は、 まだ保存されてい

ません。 

“未格納 /更新済 ” は、 clear-to-add操作後のデータがユーザにより変更
されていますが、 データベースに格納されていないことを示していま

す

アプリケーシ ョ ン
情報フ ィールド名 表示内容
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zoom_indicator カレン ト フ ィールドから、 ズーム可能どうかを示します。

“zoom” は、 Zoom コマンドによってカレン ト フ ィールドからズーム
フォームに移動できることを示しています。

このフ ィールドがブランクの場合、 カレン ト フ ィールドでズーム

フォームは使用不可になっています

アプリケーシ ョ ン
情報フ ィールド名 表示内容
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再利用は、 い くつかのプロジェク トで何度も利用できるフォームやコン ト ロールを作成
する技法です。 そのようなフォームやコン ト ロールは、 テンプレートのようなもので、

そこから作成されたフォームやコン ト ロールにフォーマッ トや機能を継承させることが

できます。 例えば、 電話番号用のテキス ト フ ィールドを作成して、 このテキス ト フ ィー

ルドを従業員フォーム、 顧客フォーム、 パートナーフォーム等で再利用することができ

ます。 それぞれのテキス ト フ ィールドは元になったテンプレート と同じプロパテ ィ と

ソースプログラ ミ ングを持っており、 その内容を固有の目的でカスタマイズすることが

できます。

再利用目的で作成されたフォームは、 再利用可能なフォームと呼ばれます。 再利用可能
なフォームを活用することで、 プロジェク トで統一されたデザインを実現したり、 すべ

てのフォームに共通の機能を持たせたりできます。

再利用目的で作成されたコン ト ロールは、 コンポーネン ト と呼ばれます。 コンポーネン
トは、 独立したコン ト ロールか JavaScript ベースのコン ト ロールから作成されます。
タブ、 繰り返し領域、 テーブルコン ト ロールは、 コンポーネン ト と して使用することは

できません。 コンポーネン ト を活用して、 フォーム開発の生産性を上げることができま

す。

7.1 プロジェク ト と再利用

新しいプロジェク ト を作成したとき、 デフォルトで再利用は利用可能です。 しかしなが

ら、 古いプロジェク トでは利用できないかもしれません。 古いプロジェク トで再利用可

能なフォームやコンポーネン ト を作成する前に、 プロジェク トが再利用を使用できるか

どうかを確認して く ださい。 アプリケーシ ョ ンデザイナメニューで、 プロジェク ト  > プ
ロパテ ィ  を選択します。 "再利用機能は有効です。 "のメ ッセージが全般タブの下のほ
うに表示されます。
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フォームを作成しているプロジェク トが再利用が使えない場合は、 プロジェク ト  > 再利
用機能を有効にする を選択します。 一旦、 再利用を有効にすると、 無効にすることは
できません。 プロジェク トのソースプログラ ミ ングにも若干変更が必要です。 『NXJ イ
ンス トールガイ ド』 の 「インス トール後のタスク」 の章を参照して く ださい。

7.2 クラス

クラスは、 再利用可能なフォームやコンポーネン ト を含む NXJ アプリケーシ ョ ンの部
品を作成するときに使われる一連のプロパテ ィやソースのセッ トです。 Unify NXJは、
フォーム、 ビジネスサービス、 日付選択コン ト ロール、 ツリーコン ト ロールといったビ

ルト インクラスを持っています。

サブクラスは、 他のクラスから導かれたクラスです。 サブクラスは、 元になったクラス
からの継承が保持されており、 その目的を変えたり特定したりするためにカスタマイズ

できます。 サブクラスもまたサブクラス化することができ、 更に動作をカスタマイズす

ることができます。

NXJ のビルト インクラスや他のサブクラスを更にサブクラス化して、 再利用可能な
フォームやコンポーネン ト を作成することができます。

7.2.1 インスタンス

NXJ アプリケーシ ョ ンで再利用可能なフォームやコンポーネン ト を使用するとき、 その
クラスのインスタンスを作成します。 例えば、 プロジェク トに再利用可能なフォームの
企業テンプレート を置くには企業テンプレート クラスのインスタンスを作成します。

フォームに日付選択コンポーネン ト を置くには、 日付選択コンポーネン ト クラスのイン

スタンスを作成します。 インスタンスを作成するプロセスをインスタンシエート と呼び
ます。

7.2.2 クラス階層と継承

サブクラス化あるいはインスタンシエートは、 クラスとそのサブクラスあるいはインス

タンス間の参照を保持します。 これらの参照は、 プロパテ ィやソースプログラ ミ ングが

親子の間でどのように受け渡されるかを決める論理的親子関係のクラス階層を確立しま
す。

クラス階層の中では、 親の変更は、 すべての子供、 孫、 その他に影響します。 一方、 子

供の変更はその親には影響を与えません。 もし、 親から継承された子供の機能を変更す

ると、 その機能に関してはもはや親の変更は影響を与えません。 アプリケーシ ョ ンデザ

イナは、 NXJ ソースで extends句を使用して親のクラスを指定します。

以下の例では、 Address オブジェク トの境界線の幅の変更が、 Personnel、 Customer、
Associateの線幅を変更します。 Personnelの線幅の追加の変更は、 Addressから継承
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された線幅をオーバライ ド します。 新しい値が、 Employee と  Benefits に渡されます。
しかしながら、 Addressの線幅が再度変更されても、 Personnel、 Employee、 Benefits
には影響しません。

子供の多くあるいはすべてに同じ変更を加える場合には、 親クラスを変更するように注

意して く ださい。 例えば、 Catalog、 Warranties、 Customer Service のフォン トサイズ
を 12 に変更する場合は、 代わりに Customer を変更して、 その変更を子供に継承させ
るべきです。

7.2.2.1 ベースクラス

ベースクラスは、 NXJ ビルト インクラスを含むサブクラスやインスタンスの直接の親で
す。 アプリケーシ ョ ンデザイナは、 General > Base Class プロパテ ィにベースクラス
を表示します。 また、 コンテン トパネル > デザインタブで、 サブクラスクラスやインス
タンスを右クリ ッ クして、 ベースクラスを編集するためにベースクラスを開く  選択し
ます。

7.2.2.2 プロパティ

アプリケーシ ョ ンデザイナは、 親クラスから継承されてきたようなプロパテ ィはグレー

テキス トで表示します。 黒のイタ リ ッ クテキス トは、 カレン ト クラスあるいはインスタ

ンスで設定されていることを示します。

7.2.2.3 ソースプログラ ミング

親クラスがソースプログラ ミ ングを持っていると、 サブクラスあるいはインスタンスの

スクリプ トセクシ ョ ンは、 extends 句でこれを示します。 例えば、 以下のスクリプ トエ
ン ト リは、 その親クラス （SSNField） で定義されるソースプラ ミ ングを持つ
employeeSSN フ ィールドを示します。
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FIELD employeeSSN extends com.rofida.SSNField

コンポーネン トのスクリプ トは、 ベースクラスから継承されたコードセクシ ョ ンを表示

しません。

Extends句の行を右クリ ッ クして、 定義へ移動 を選択すると親クラスに簡単にアクセス
できます。 サブクラスあるいはインスタンスに戻るには、 親クラスのスクリプ ト文を右

クリ ッ クして、 元の位置へ戻る を選択します。

7.2.2.4 メ ソ ッ ド とイベン トセクシ ョ ンのオーバライ ド

親クラスから継承されたメ ソ ッ ドやイベン トセクシ ョ ンは、 サブクラスやインスタンス

内で再定義することでオーバライ ドすることができます。 メ ソ ッ ドやイベン トセクシ ョ

ンを空にしてお く と、 結果的にカレン トのサブクラスとその子供のサブクラスおよびイ

ンスタンスのそれらを無効にできます。

親クラスからの変数にアクセスするには、 親クラス名による変数名と

XReport.box1.employee_IDのように、 変数が定義されたコンテナを前につける必
要があります。

7.2.3 サブクラス、 インスタンスと複製

サブクラスの作成は、 フォームやコン ト ロールをコピーすること と同じではありませ

ん。 インスタンスを作成するのは、 コン ト ロールパレッ トからコン ト ロールを追加する

こと と同じではありません。 サブクラスとインスタンスは、 それらの親クラスへの参照

を保持しており、 親クラスの変更が子供に影響を与えます。 コピーやコン ト ロールパ

レッ ト を使うのはフォームやコン ト ロールのスナップシ ョ ッ ト を取るだけで、 そのよう

な参照は保持されません。 従って、 そのオブジェク トはオリジナルとは無関係になりま

す。

7.3 コンポーネン ト

コンポーネン トはサブクラス化されて再利用に活用されるスタンドアローンのコン ト

ロール （フォームの一部ではありません） です。 コンポーネン トは他のコン ト ロールに

大変似ていますが、 コンテナ、 ターゲッ ト フ ィールド、 データ タイプ、 複数値の時の動

作にどのように関連するかといった違いがあります。

7.3.1 コンテナコンポーネン ト

コンテナコンポーネン ト内のコン ト ロールは、 それをサブクラスクラスやインスタンス

にしたときにコン ト ロールを削除したりサイズ変更をしたりはできません。 このため、

そのサブクラスやインスタンスにコン ト ロールを追加したいのであれば、 コンテナコン

ポーネン トで空き領域を残してお く こ とが重要です。
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コンテナコンポーネン ト内のコン ト ロールは、Visual > Horizontal Anchor と  Visual > 
Vertical Anchor プロパテ ィ を使用して、 コンテナ内での相対位置を維持します。

各コンテナは、 独自のセッシ ョ ンプロパテ ィ を持ち、 実行時にフォームと同じ

NXJSession オブジェク ト を参照します。 つまり、 コンテナコンポーネン トにて
session.displayToMessageBoxのような文を使用することができて、 参照はコン
ポーネン トのすべてのインスタンスで有効なままです。

7.3.2 複数値をとる変数

Unify NXJは、 ターゲッ ト列に複数値をとる変数を二通りの方法でバインド します。

最初に、 コンパイラは、 ターゲッ ト列と名前が一致する複数値が取れる Nullable変数イ
ンスタンスをデータビュー内で探します。 これは、 単純な状況での余分な混乱を避け

て、 古いスクリプ トの移行を簡単にするのに役立ちます。

次に、 ターゲッ トバインディ ング宣言を、 DATA VIEW宣言内に含めることができます。
これで、 データビューサブクラスはその親クラスのバインディ ングをオーバライ ド しま

す。 ターゲッ トバインディ ング宣言は次のようなものです。

NXJ BINDING <column> <targetVariable>;

<column> は、 列名 （識別子か文字列） あるいは Nullが入ります。 変数に Null を関連付
けるとその変数から継承された関連付けは外されます。 <targetVariable> は、 データ
ビューから相対的なターゲッ ト変数への参照です。 この参照は、 グループボッ クスのよ

うな他のコンテナ内のターゲッ ト変数を特定するために修飾されることがあります。

実行時に対応する列が見つかった場合だけ、 フ ィールドあるいは複数値の変数は、 列に

関連付けられます。 そのような列が見つからなければ、 フ ィールド （あるいは変数） は

単に複数値をとれるノンターゲッ トのフ ィールド （あるいは変数） と して動作します。

7.3.3 ターゲッ ト フ ィールド とデータタイプ

Data Binding > Target Field プロパテ ィは、 実行時にターゲッ ト列にコン ト ロールを関
連付けます。 ターゲッ ト フ ィールドは、 コン ト ロールがターゲッ トテーブルを持つデー

タビューかフォーム内にあるときだけ設定されます。

例えば、 グループボックスはターゲッ トテーブルを持てないので、 グループボックス内

のフ ィールドは Target Field プロパテ ィ を設定できません。 しかしながら、 ボッ クスが
データビューやフォームに追加されれば、 ボックス内の各フ ィールドはデータビューや

フォームに関連付けられたターゲッ ト テーブルの列を Target Field プロパテ ィに設定で
きます。

General > Data Type プロパテ ィは、 サブクラスやインスタンスでは読み取り専用なの
で、 親クラスで正し く設定されていることを確認して く ださい。 親クラスのデータ タイ

プに合致する列だけが、 子供の Target Field プロパテ ィに利用できます。 このため、 利
用されるであろう、 それぞれのデータ タイプのクラスを作成する必要があります。
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7.3.4 例 ： SSN テキスト フ ィールド
この例では、 従業員の社会保障番号 （SSN） を使用して、 従業員データを探すのに使用
されるフ ィールドについて見てみます。 SSNは EMPLOYEES テーブルの 2 つのフ ィー
ルドに保存されています。 EMP_IDは、 従業員レコードをユニークに識別するもので、
MANAGERは、 従業員の上司を示す外部キーです。 これら複数の使用のため、 このア
プリケーシ ョ ン例では、 SSN用のテキス ト フ ィールド コンポーネン ト を使用します。

7.3.4.1 プロパティ

テキス ト フ ィールド コン ト ロールは、 TextField ビルト インクラスのインスタンスです。
SSN コンポーネン ト を作成するために、 アプリケーシ ョ ンでは TextFieldの SSNField
サブクラスを定義して、 この SSNFieldのインスタンスをアプリケーシ ョ ンフォームに
おける従業員と上司を識別することに使用しています。 SSNFieldは TextFieldのプロパ
テ ィ を継承しています。

下図は、 どのようにプロパテ ィが継承され、 コンポーネン ト とそのインスタンスで変更

されたかを示しています。

7.3.4.2 NXJ ソース

SSNField コンポーネン トには、 プロパテ ィ設定の他にソースプログラ ミ ングがありま
す。 String フ ィールドの TextField クラスは、 ソースでは NullableStringField ファウン
デーシ ョ ンクラスと して表現されます。 SSNField はこのファウンデーシ ョ ンクラスか
ら （ 空の） FIELD セクシ ョ ンを継承し、 以下のように社会保障番号のデータ検証を実装
します。
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SSNField インスタンスではさらにデータ検証を行い、 入力値がターゲッ ト テーブルに
存在するかどうかをチェ ッ クします。 ソースプログラ ミ ングのスクリプ トで、 インスタ

ンスとサブクラスのコンポーネン トは、 従来の Java の "extends" 句でそれらの親クラ
スを識別します。 extends 句は、 スーパークラスと して機能する Java クラスの名前を
識別します。

Subclass (named SSNField)Source

NullableStringField Foundation Class Source

package com.rofida;

FIELD SSNField
{

ON DATA ACCEPT
{

// Accept the SSN with or without the dashes.  If the
//dashes are entered they must be in the correct location.

String newSSN = SSNField.toString();
if ( newSSN.matches("^\\d{3}-\\d{2}-\\d{4}$") )
{

SSNField = newSSN.replaceAll("-", "");
}

...

FIELD TextField1
{
}
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ソースプログラ ミ ングに Java 継承を使用することで、 い くつかの Java 機能が自動的
にサポート されます。 以下ができるようになります。

• サブクラス （"instance"） にメ ソ ッ ドやフ ィールドをさらに追加できる

• 継承されたメソ ッ ド とフ ィールドはオーバライ ドできる （多様性－ "final" のよ
うなスコープフラグで制御）

• フ ィールド参照の Java サポート構文とスーパークラスのメソ ッ ドを使用する

7.3.5 例 : アドレスボックス
この例では、 住所のテキス ト フ ィールドのセッ トがボックスコンポーネン トにグループ

化されています。 ボッ クスは、 ターゲッ ト テーブルを持たないし、 そのフ ィールドは

ターゲッ ト フ ィールドを持ちません。 ボックスが置かれるコンテナのターゲッ トテーブ

ルコンテキス ト を使用します。 ボッ クスコンポーネン トは、 従業員、 顧客、 仕入先の

メーリング情報を記録するために使用することができます。注文書は、”請求先 ” と ”出荷
先 ”の 2 つの住所情報のインスタンスを持つことになります。

Instance Source 
FORM EmployeeForm
{

FIELD employeeSSN extends com.rofida.SSNField
{

ON DATA ACCEPT
{
super.onDataAccept();
// Check to see if the SSN is already entered.
int countSSN = -1;
EXEC SQL SELECT COUNT(*) FROM ROFIDA.EMPLOYEE
WHERE SSN = :employeeSSN
INTO countSSN;
if ( countSSN != 0 )
{

session.displayToMessageBox("SSN already exists.");
rejectOperation();
return;

...

Subclass (named SSNField)Source

NullableStringField Foundation Class Source
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7.3.6 例 : 電話番号テキスト フ ィールド
この例では、 テキス ト フ ィールド コン ト ロールは電

話番号コンポーネン ト を作成するために使用されて

います。 このコンポーネン トは、 入力フォーマッ ト

と検証を含んでいます。 このコンポーネン トは、 従

業員記録、 出荷情報、 請求情報、 顧客サービス記録、

その他電話番号が必要なところはどこでも使用でき

ます。

7.3.7 例 : サイ トナビゲーシ ョ ン
この例では、 ナビゲーシ ョ ンコン ト ロールが、 アプ

リケーシ ョ ンの各フォーム、 アプリケーシ ョ ン終

了、 アプリケーシ ョ ンのキーポイン トへのジャンプ

等、 リンクを持つナビゲーシ ョ ンコンポーネン トの

作成に使用されます。 このコンポーネン トは、 147
ページの 7.4.1 セクシ ョ ン 「例 : テンプレート
フォーム」 で説明されるテンプレートの一部と し

て、 アプリケーシ ョ ンのすべてのフォームで表示さ

れます。

7.3.8 スクラッチからのコンポーネン トの作成

1. アプリケーシ ョ ンデザイナで、 コンポーネン ト を作成するプロジェク ト を開きま
す。

2. ブラウザパネル > プロジェク ト タブで、 Classes を右ク リ ッ クして必要なコン ト
ロールを選択します。

新しいコンポーネン トが Classesの下に表示されます。

3. （オプシ ョ ン） コン ト ロールの名前を変更します。
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これがコンポーネン トであることが分かるような名前を使用することを推奨しま
す。

4. コンポーネン トのレイアウト と機能を開発します。

NXJ ソースの extend句で親クラスを識別します。 このコンポーネン トの子供にコ
ン ト ロールを追加するのであれば、 レイアウト上のその領域を空けてお く必要があ
ります。

5. 保存 をク リ ッ クします。

7.3.9 サブクラス化でコンポーネン ト を作成

1. アプリケーシ ョ ンデザイナで、 コンポーネン ト を作成するプロジェク ト を開きま
す。

2. ブラウザパネル > プロジェク ト タブで、 必要なクラスあるいはサブクラスがプロ
ジェク トあるいはライブラリにあることを確認します。

プロジェク トに関連付けるライブラリの詳細は、 37 ページの 「ライブラ リを参照」
を参照して く ださい。 

3. ファイル > サブクラスの作成 を選択します。

サブクラスの作成ダイアログが表示されます。

4. サブクラスに必要なコン ト ロールを選択します。

再利用可能なフォームであることが分かる名前を使用することを推奨します。

5. （オプシ ョ ン） サブクラスフ ィールドで、 フォームの名前を変更します。

6. OK をク リ ッ クします。

Classes フォルダにコンポーネン トが表示されます。

7. コンポーネン トのレイアウト と機能を開発します。

NXJ ソースの extend句で親クラスを識別します。 このコンポーネン トの子供にコ
ン ト ロールを追加するのであれば、 レイアウト上のその領域を空けてお く必要があ
ります。

8. 保存 をク リ ッ クします。

7.3.10 コンポーネン トの使用

1. アプリケーシ ョ ンデザイナで、 コンポーネン ト を使用するプロジェク ト を開きま
す。

2. コンポーネン トがプロジェク トあるいはライブラリにあることを確認します。

コンポーネン トが無い場合、 作成しなければなりません。 スクラ ッチからコンポー
ネン トの作成を行うか （144 ページの 「スクラ ッチからのコンポーネン トの作成」
を参照）、 カレン トのプロジェク トにあるコンポーネン ト をサブクラス化するか
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（145 ページの 「サブクラス化でコンポーネン ト を作成」 を参照）、 コンポーネン ト
を持つライブラリから参照するか （37 ページの 「ライブラ リを参照」 を参照） で作
成します。

3. コンポーネン ト を使用するフォームあるいはコンテナを開きます。

4. コン ト ロールパレッ ト で、 コンポーネン トのドロップダウンリス トからコンポーネ
ン ト を選択します。

このリス トには、 カレン トプロジェク ト （およびライブラ リ） のすべてのコンポー
ネン トが表示されます。

5. コンテン トパネル > デザインタブで、 フォームにコンポーネン ト を配置します。

コンポーネン トのインスタンスがフォームに追加されます。 NXJ ソースの extend
句で親クラスを識別します。

6. 必要に応じてインスタンスをカスタマイズします。

インスタンスをカスタマイズする場合は、 インスタンスを個別にカスタマイズする
代わりにインスタンスを作成したコンポーネン トに適用する必要があるかを検討
し、 すべてのインスタンスを同時にカスタマイズします。

7.4 再利用可能なフォーム

再利用可能なフォームとは、 再利用を目的と してサブクラス化、 設計されたフォームの

ことです。 通常のフォームと同様に再利用可能なフォームを開発します。 コン ト ロール

およびコンテナのレイアウトは、 親クラスから継承されており変更することはできませ

ん。 従って、 サブクラスやインスタンスに必要なコン ト ロールを追加できるように、 空

き領域を作ってお く必要があります。
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7.4.1 例 : テンプレート フォーム
この例では、 アプリケーシ ョ ンのすべてのフォームのテンプレート と して使用される

フォームに関して考えてみます。 それには、 フォームタイ トル、 ヘルプ情報の領域、 コ

ン ト ロールを追加するための空き領域を含みます。

このテンプレートは、 この会社の各部門の追加のテンプレート （再利用可能なフォー

ム） 作成に使われます。 これらのテンプレートが順じ以下のような固有のフォームを作

成するのに使用されます。
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各フォームは、 そのベースクラスと NXJ ビルト インクラスからプロパテ ィおよびソー
スプログラ ミ ングを継承します。 また、 フォームは固有の目的にあわせてカスタマイズ

できます。 経費請求フォームは以下のようなものになるでし ょ う。

7.4.2 スクラッチから再利用可能なフォームを作成

他のフォームを作成するのと同様に、 再利用可能なフォームを作成します。 再利用可能

なフォームは、 それを使用するプロジェク トかあるいはプロジェク ト ライブラ リに配置

されます。 再利用可能なフォーム開発のヒン トは、 147 ページの 「例 : テンプレート
フォーム」 を参照して く ださい。

7.4.3 サブクラス化で再利用可能なフォームを作成

1. アプリケーシ ョ ンデザイナで、 再利用可能なフォームを作成するプロジェク ト を開
きます。

2. ブラウザパネル > プロジェク ト タブで、 プロジェク トあるいはライブラリに必要な
クラスまたはサブクラスがあることを確認します。

ライブラリのプロジェク トへの関連付けについては、 37 ページの 「ライブラ リを参
照」 を参照して く ださい。 

3. ファイル > サブクラスの作成 を選択します。

サブクラスの作成ダイアログが表示されます。

4. 再利用可能なフォームに必要なフォームを選択します。

5. （オプシ ョ ン） サブクラスフ ィールドで、 コン ト ロールの名前を変更します。

再利用可能なフォームであることが分かる名前を使用することを推奨します。

6. OK をク リ ッ クします。
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Classes フォルダにサブクラスが表示されます。 

7. フォームのレイアウト と機能を開発します。

開発のヒン トに関しては、 147 ページの 「例 : テンプレート フォーム」 を参照して
く ださい。 NXJ ソースの extend句で親クラスは識別され、 そのクラスからすべて
のソースプラ ミ ングが含まれます。

8. 保存 をク リ ッ クします。

7.4.4 再利用可能なフォームの使用 
再利用可能なフォームをサブクラス化して、 プロジェク トにて使用します。 ブラウザパ

ネル > プロジェク ト タブで、 フォームをブラウズして、 それを右ク リ ッ クして、 サブク
ラスを選択します。 そして、 以下のいずれかの１つを行わなければなりません。

• エン ト リポイン ト を追加 （75 ページの 「エン ト リポイン ト フォーム」 を参照） 

• 次フォームとしてフォームを指定 （76 ページの 「次フォーム」 を参照）

• ズームフォームとしてフォームを作成 （82 ページの 「ズームフォーム」 を参
照） 

• 実行時に session.queueNextForm を使ってフォームを呼び出す
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Look and Feelは、 NXJ アプリケーシ ョ ンの実行時の統一された外観を定義していま
す。 Look and Feel には、 以下のような情報があります。

• すべてのフォームのヘッダ、 フ ッ タ、 ツールバー

• 背景イメージ （壁紙）

• コマンドキーマッピング

• スタイルシート

アプリケーシ ョ ンデザイナには、 default、 flat、 silverの 3 つの look & feel 定義が用意
されています。 ブラウザパネル > プロジェク ト タブにある  Look and Feels フォルダに
ある 3 つの定義を見て、 編集することもできます。 また、 独自の look & feel 定義を作
成することもできます。

8.1 カレン ト look ＆ Feelの設定
カレン ト look and feel とは、 プロジェク トで有効な定義のことです。 プロジェク トに関
連付けられている look & feel 定義の数とは関係な く、 一度に有効なのはただ１つだけで
す。 プロジェク トが使う look and feel を設定するには、 ブラウザパネル > プロジェク
ト タブにある Look and Feels フォルダをブラウズして、 カレン トにする look and feel
を右クリ ッ クして、 カレン ト Look and Feel を設定を選択します。 アプリケーシ ョ ン
デザイナはアイコンを変更します。

カレン ト  look & feel定義は、 プロジェク トのプロパテ ィに記録され、 また、 プロジェク
ト プロパテ ィダイアログ （33 ページの 「環境変数」 を参照） によって変更され、 配備

中に設定することができます。
150 © Copyright 2008 Unify Corporation



Look and Feel
8.2 Look ＆ Feel定義の作成
1. アプリケーシ ョ ンデザイナメニューで、 ファイル > 新規 を選択します。

新規オブジェク トダイアログが表示されます。

2. Objects タブで、 Look and Feel をク リ ッ クします。

3. （オプシ ョ ン） 名称フ ィールドで、 定義名を変更します。

4. OK をク リ ッ クします。

Look And Feel エディ タダイアログが表示されます。

5. （オプシ ョ ン） フォーマッ ト タブで、 メ インフォームフォーマッ ト、 ズームフォー
ムフォーマッ ト、 その他のフォーマッ ト を指定します。

ヘッダについては、 152 ページの 「ヘッダ」 を参照して く ださい。 
フ ッ タについては、 153 ページの 「フ ッ タ」 を参照して く ださい。 
ツールバーについては、 154 ページの 「ツールバー」」 を参照して く ださい。 
壁紙については、 156 ページの 「壁紙」 を参照して く ださい。 
スタイルシートについては、 158 ページの 「スタイルシート」 を参照して く ださ
い。 

6. （オプシ ョ ン） キーマッピングタブで、 利用可能なホッ トキーを指定します。

キーマッピングについての詳細は、 157 ページの 「コマンドキーマッピング」 を参
照して く ださい。 

7. OK をク リ ッ クします。

アプリケーシ ョ ンデザイナは、 Look and Feels フォルダの下に新しい look & feel 
定義を追加します。

8.3 複数の look ＆ Feel定義を配備
アプリケーシ ョ ンは一度に 1 つの look and feel しか使いませんが、 複数の look & feel
定義を作成して、 プロジェク ト を作るときにアプリケーシ ョ ンパッケージにそれぞれの

1 つを含めることは可能です。 配備担当者と管理者は、 どの look & feel定義を使用する
か選択します。 NXJ アプリケーシ ョ ンが複数のサイ トに配備されて、 それぞれのサイ ト
で異なるレイアウト、 イ メージ、 その他フォーマッ トが必要な場合には、 これが理想的

です。

例えば、 CustServ と  R&D の look & feel定義を作成します。 NXJ配備担当者は、 カス
タマサービス部門の従業員向けには CustServ look and feel を使用し、 R&D部門の従業
員向けには R&D look and feel を使用して、 アプリケーシ ョ ンを設定します。 配備と配
備ルールの設定についての詳細は、 『管理者ガイ ド』 を参照して く ださい。

配備担当者はまた、 アプリケーシ ョ ンサーバの配備ツールを使用して、 使用する look & 
feel定義の名前をプロパテ ィに設定することによって、 配備中に
unify.lookAndFeel 環境プロパテ ィ を設定することができます。 Web アプリケー
シ ョ ン環境プロパテ ィの設定に関しては、 お使いのアプリケーシ ョ ンサーバのドキュ メ

ン ト を参照して く ださい。
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複数の定義を配備するには、 必要とする各 look & feel定義の静的コンテ ト フォルダが作
成されなければなりません。 各フォルダは、 スタイルシートやイ メージのような適切な

定義をサポートするファイルを持っています。 それから、 各 look & feel定義を編集する
と、 Static Content フォルダドロップダウンリス トが適切なフォルダに設定されれま
す。

8.4 ヘッダ

すべての NXJ アプリケーシ ョ ンはデフォルトで、 ヘッダを使用します。 ヘッダは、 す
べてのフォームに表示する必要のある会社のロゴやその他の情報を表示する 1 つの手法
です。 また、 アプリケーシ ョ ン情報フ ィールドを使用して、 動的に情報を表示すること

もできます。 アプリケーシ ョ ン情報フ ィールドについての詳細は、 133 ページの 「アプ

リケーシ ョ ン情報フ ィールド」 を参照して く ださい。

デフォルトヘッダや独自のヘッダを使用したり、 ヘッダを表示しないようにできます。

カレン ト look & feel定義を編集して、 アプリケーシ ョ ンのズームフォームを含むすべて
のフォームのヘッダを設定できます。 ブラウザパネル > プロジェク ト タブで、 Look 
and Feels の下の編集したい look and feel をク リ ッ クします。 それから、 NXJ フォー
ムのメインフォームフォーマッ トあるいはズームフォームのズームフォームフォーマッ

トの ヘッダードロップダウンリス トから異なるヘッダを選択します。

ブラウザパネル > プロパテ ィ タブの Form > Header プロパテ ィ を使用して、 選択され
たフォームのヘッダを設定します。 この設定は、 look & feel定義を上書きします。

8.4.1 カスタムヘッダの作成

1. アプリケーシ ョ ンデザイナメニュで、 フ ァイル > 新規 を選択します。

新規オブジェク トダイアログが表示されます。

2. Object タブで、 Toolbar をク リ ッ クします。

注 : ツールバーオブジェク トは、 ヘッダ、 フ ッ タ、 ツールバーを作
成するために使用します。

3. （オプシ ョ ン） 名称フ ィールドで、 ツールバーオブジェク トの名前を変更します。

4. OK をク リ ッ クします。

アプリケーシ ョ ンデザイナは、 Static Content フォルダにヘッダを追加して、 コン
テン トパネル > デザインタブにそれを表示します。

5. ヘッダを自由にレイアウト します。

ヘッダのデザインは、 フォームのデザインとほぼ同じです。 コン ト ロールパレッ ト
からコン ト ロールをド ラ ッグ＆ドロップして、 コンポーネン ト を追加し、 NXJ ソー
スを記述します。 コン ト ロールについての詳細は、 85 ページの 「コン ト ロール」 を
参照して く ださい。
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注 : ツールバーおよびフッ タ と合わせてヘッダは、 スクリーンの領
域を使ってしまい、 ユーザがフォームを使用するためにスク
ロールをしなければなりません。 このため、 ヘッダはできるだ
け狭くする必要があります。

6. アプリケーシ ョ ンデザイナメニューで、 ファイル > 保存 を選択します。

8.5 フ ッ タ

デフォルトで、 すべての NXJ アプリケーシ ョ ンはフ ッ タを使用します。 フ ッ タは、 す
べてのフォームに表示する必要のある注意事項、 知的所有権、 コンタク ト情報を表示す

る 1 つの手法です。 また、 アプリケーシ ョ ン情報フ ィールドを使用して、 動的に情報を
表示することもできます。 アプリケーシ ョ ン情報フ ィールドについての詳細は、 133
ページの 「アプリケーシ ョ ン情報フ ィールド」 を参照して く ださい。 

デフォルト フ ッ タや独自のフッ タを使用したり、 フ ッ タを表示しないようにできます。

カレン ト look & feel定義を編集して、 アプリケーシ ョ ンのズームフォームを含むすべて
のフォームのフ ッ タを設定できます。 ブラウザパネル > プロセスタブで、 Look and 
Feels の下の編集したい look and feel をク リ ッ クします。 それから、 NXJ フォームのメ
インフォームフォーマッ ト  あるいはズームフォームのズームフォームフォーマッ ト  の 
フ ッ タードロップダウンリス トから異なるフ ッ タを選択します。

ブラウザパネル > プロパテ ィ タブの Form > Footer を使用して、 選択されたフォーム
のフ ッ タを設定します。 この設定は、 look & feel定義をオーバライ ド します。

8.5.1 カスタムフッ タの作成

1. アプリケーシ ョ ンデザイナメニューで、 ファイル > 新規 を選択します。

新規オブジェク トダイアログが表示されます。

2. Object タブで、 Toolbar をク リ ッ クします。

注 : ツールバーオブジェク トは、 フ ッ タ、 ヘッダ、 ツールバーを作
成するために使用します。

3. （オプシ ョ ン） 名称フ ィールドで、 ツールバーオブジェク トの名前を変更します。

アプリケーシ ョ ンデザイナは、 Static Content フォルダにフ ッ タを追加して、 コン
テン トパネル > デザインタブにそれを表示します。

4. フ ッ タを自由にレイアウト します。

フ ッ タのデザインは、 フォームのデザインとほぼ同じです。 コン ト ロールパレッ ト
からコン ト ロールをド ラ ッグ＆ドロップして、 コンポーネン ト を追加し、 NXJ ソー
スを記述します。 コン ト ロールについての詳細は、 85 ページの 「コン ト ロール」 を
参照して く ださい。

注 : ツールバーおよびヘッダと合わせてフッ タは、 スクリーンの領
域を使ってしまい、 ユーザがフォームを使用するためにスク
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ロールをしなければなりません。 このため、 フ ッ タはできるだ
け狭くする必要があります。

5. アプリケーシ ョ ンデザイナメニューで、 ファイル > 保存 を選択します。

8.6 ツールバー

デフォルトでは、 アプリケーシ ョ ンのすべての NXJ フォームはツールバーを使用して、
更新や次フォームのようなフォームコマンドおよびナビゲーシ ョ ンコマンドを実行しま

す。

Unify NXJは、 NXJ フォームに以下のようなツールバーを提供します。

• グラフ ィ クベースの横方向 （ヘッダの直下）

• テキストベースの横方向

• グラフ ィ ッ クベースの縦方向 （フォームの左側）

• テキストベースの縦方向

グラフ ィ ッ クベースの横方向のツールバーが、 NXJ アプリケーシ ョ ンのデフォルトで
す。 以下は、 グラフ ィ ッ クベースの横方向のツールバーを使用したフォームの例です。

Unify NXJは、 ズームフォームのためにこれら 4 つの小さめのツールバーを提供してい
ます。 ズームフォーム用の小さめのツールバーは、 上記のものと同じ内容とスタイルで
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すが、 フレームの横幅は狭く なっています。 以下は、 テキス トベースの縦方向のツール

バーを使用したズームフォームの例です。

8.6.1 カスタムツールバーの作成

1. アプリケーシ ョ ンデザイナメニューで、 ファイル > 新規 を選択します。

新規オブジェク トダイアログが表示されます。

2. Object タブで、 Toolbar をク リ ッ クします。

注 : ツールバーオブジェク トは、 ツールバー、 ヘッダ、 フ ッ タを作
成するために使用します。

3. （オプシ ョ ン） 名称フ ィールドで、 ツールバーオブジェク トの名前を変更します。

アプリケーシ ョ ンデザイナは、 Static Content フォルダに新しいツールバーを追加
して、 コンテン トパネル > デザインタブにそれを表示します。

4. ツールバーを自由にレイアウト します。

ツールバーのデザインは、 フォームのデザインとほぼ同じです。 コン ト ロールパ
レッ トからコン ト ロールをド ラ ッグ＆ドロップして、 コンポーネン ト を追加し、
NXJ ソースを記述します。 ツールバーの場合、 一般的にフォーム間の移動、 あるい
は、 フォーム内のレコードを移動するためにナビゲーシ ョ ンの項目が必要となりま
す。 コン ト ロールについての詳細は、 85 ページの 「コン ト ロール」 を参照して く だ
さい。

注 : 前もって、 ツールバーを横方向あるいは縦方向のどちらで使用
するのかを決めて く ださい。 横方向のツールバーの高さ、 縦方
向のツールバーの幅が、 どれだけスクリーンの領域を使うかを
考慮して ください。 ヘッダおよびフッ タ と合わせてツールバー
は、 スクリーンの領域を使ってしまい、 ユーザがフォームを利
用するためにスクロールをしなければならな く なるかもしれま
せん。 このため、 ツールバーはできるだけ狭くする必要があり
ます。

5. アプリケーシ ョ ンデザイナメニューで、 ファイル > 保存 を選択します。

6. （オプシ ョ ン） 横方向のツールバーの代わりに縦方向のツールバーを使用する場合、
デフォルトの look & feel定義を縦方向のツールバーにして く ださい。 詳細について
は、 156 ページの 「横方向および縦方向の配置設定」 を参照して く ださい。
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8.6.2 横方向および縦方向の配置設定

look & feel定義を編集して、 NXJ アプリケーシ ョ ンが横方向あるいは縦方向のツール
バーのどちらを使用するかを指定します。 ブラウザパネル > プロジェク ト タブで、
Look and Feels の下の編集したい look and feel をク リ ッ クします。 NXJ アプリケー
シ ョ ンのメインフォームフォーマッ ト  > フォーマッ ト、 あるいはズームフォームのズー
ムフォームフォーマッ ト  > フォーマッ ト  を使用して、 ツールバーの設定をします。 ツー
ルバードロップダウンリス トのツールバーが選択されていなければ、 Unify NXJはグラ
フ ィ ッ クベースのデフォルト ツールバーを使用します。

Horizontal text only menuあるいはVertical text only menuのどちらかが選
択されている場合、 Unify NXJはテキス トベースのデフォルト ツールバーを使用しま
す。 独自のツールバーを作成された場合は、 このオプシ ョ ンは使用できません。

8.6.3 ツールバーの選択または削除

デフォルトで、 すべての NXJ アプリケーシ ョ ンはデータベースグラフ ィ ッ クベースの
ツールバーを使用します。 異なるツールバーに変えたり、 ツールバーを使用しないよう

に指定することができます。 ツールバーの作成についての詳細は、 155 ページの 「カス

タムツールバーの作成」 を参照して く ださい。 

Look & feel定義を編集して、 アプリケーシ ョ ンのズームフォームを含むすべての
フォームのツールバーの設定をします。 ブラウザパネル > プロジェク ト タブで、 Look 
and Feels の下の編集したい look and feel をク リ ッ クします。 NXJ フォームのメイン
フォームフォーマッ トあるいはズームフォームのズームフォームフォーマッ ト  の ツー
ルバードロップダウンリス トから異なるツールバーを選択します。

ブラウザパネル > プロパテ ィ タブの Form > Toolbar を使用して、 選択されたフォーム
のツールバーを設定します。 この設定は、 look & feel定義をオーバライ ド します。

縦方向のツールバーを作成する場合、 Look And Feel エディ タダイアログのフォーマッ
ト を設定しなければなりません。 詳細については、 156 ページの 「横方向および縦方向

の配置設定」 を参照して く ださい。 

8.7 壁紙

壁紙は、 フォームの背景に表示されるイ メージのことです。 よ くデザインされた壁紙は
フォームのコン ト ロールを使いづら くはせずにフォームの見栄えを良く します。

Look & feel定義を編集して、 アプリケーシ ョ ンのフォームおよびズームフォームの壁
紙を設定します。 壁紙 ドロップダウンリス トからイ メージを選択して く ださい。
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8.8 コマンドキーマッピング

コマンドキーマッピングは、 キーボード と NXJ およびユーザ定義のコマンドを関連付
ける定義です。 アプリケーシ ョ ンデザイナは、 新しいプロジェク ト を作成したときに、

更新、 削除、 最後のレコード、 前のフ ィールド、 ズームといった良く使われるコマンド

を自動的に割り当てます。 追加のコマンドキーも割り当てることができます。

8.8.1 コマンドキーのマッピング

1. アプリケーシ ョ ンデザイナのブラウザパネル > プロジェク ト タブで、 Look and 
Feels をブラウズし、 変更する look and feel を選択します。

Look And Feel エディ タダイアログが表示されます。

2. キーマッピングタブのキースト ロークの下で、 割り当てるコマンドを選択します。

3. コマンドを実行させるキーあるいはキーの組み合わせを押下します。

キース ト ロークは、 ファンクシ ョ ンキーでなければならないか、 または、 修飾子と
して Ctrl、 Alt、 または、 Shift を含まなければなりません。 Esc キーと BackSpace
キーは使用できません。 BackSpaceキーは、 キース ト ロークを削除することに使用
します。 Enter キーは、 割当てられたコマンドに関係な く 、 ボタンに関連させたコ
マンドを常に実行します。 Web ブラウザのタブ機能の動作が、 実行時にこれらの
キーに割り当てられるため、 Tab と Shift+Tabキーは、 コマンドに割り当てられま
せん。

入力する組み合わせは、 フ ィールドに表示されます。 例えば、 Ctrl キーと  "g" を同
時に押下すると、 キース ト ロークの列には Ctrl-G と表示されます。

4. 適用 をク リ ッ クしてから、 OK をク リ ッ クします。

入力したキーの組み合わせが既に存在している場合は、 アプリケーシ ョ ンデザイナ
が違う組み合わせを入力するように指示します。

8.8.2 コマンドキーの追加

1. アプリケーシ ョ ンデザイナのブラウザパネル > プロジェク ト タブで、 Look and 
Feels をブラウズして、 変更したい look and feel を選択します。

Look And Feel エディ タダイアログが表示されます。

2. キーマッピングタブで、 追加 をク リ ッ クします。

3. コマンド フ ィールドで、 コマンドの名称を入力します。

4. キース ト ロークフ ィールドで、 コマンドを実行するキーあるいはキーの組み合わせ
を押下します。

5. 適用 をク リ ッ クしてから、 OK をク リ ッ クします。

入力したキーの組み合わせが既に存在している場合は、 アプリケーシ ョ ンデザイナ
が違う組み合わせを入力するように指示します。
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8.8.3 デフォルト コマンドキーの定義

デフォルト コマンドキーは、 フォームあるいはデータビューで指定されているデ
フォルト コマンドを実行します。 例えば、 デフォルト コマンドキーを Enterキーに
割り当て、 フォームのデフォルト コマンドを更新に設定しておきます。 その結果、
フォームで Enter キーを押下すると更新コマンドが実行されます。 フォームあるい
はデータビューのデフォルト コマンドの設定については、 64 ページの 「デフォルト
コマンド」 を参照して く ださい。 

1. アプリケーシ ョ ンデザイナのブラウザパネル > プロジェク ト タブで、 Look and 
Feels をブラウズして、 変更したい look and feel を選択します。

Look And Feel エディ タダイアログが表示されます。

2. キーマッピングタブで、 追加 をク リ ッ クします。

3. コマンド フ ィールドで、 Default Command を入力します。

4. キース ト ロークフ ィールドで、 デフォルト コマンドを実行するキーあるいはキーの
組み合わせを押下します。

5. 適用 をク リ ッ クしてから、 OK をク リ ッ クします。

入力したキーの組み合わせが既に存在している場合は、 アプリケーシ ョ ンデザイナ
が違う組み合わせを入力するように指示します。

8.9 スタイルシート

プロジェク トのすべてのオブジェク ト を手動でフォーマッ トすることはできますが、 ス

タイルシート を使用する方がより効率的です。 スタイルシートは、 一箇所で各種フォー

マッ ト を定義するものです。 これらのフォーマッ トは、 プロジェク トのフォーム、 イ

メージ、 データビュー、 リス トボッ クス等のオブジェク トに割り当てられます。 スタイ

ルシートは、 アプリケーシ ョ ン内の統一された外観を確実にし、 開発時間を短縮し、

ネッ トワークの負荷を軽減して、 統一フォーマッ ト変更等のアプリケーシ ョ ン全体の変

更を容易にします。

Unify NXJは、 カスケードスタイルシート （CSS） を使用します。 CSSは、 World 
Wide Web Consortium （W3C） により制定された Web標準で、 World Wide Web 
Consortium （W3C） のWebサイ ト http://www.w3.org/Style/CSS に説明されています。
現在 CSS1 と CSS2の 2 つのバージ ョ ンがあります。 スタイルシートは、 .css 拡張子
をつけたファイルで保存されます。

8.9.1 標準スタイルシート

標準スタイルシートは、 カレン ト look & feel定義で使用されるスタイルシートです。 デ
フォルトスタイルシートに定義されたスタイルルールは、 プロジェク ト全体に適用され

ます。 すべての新規プロジェク トでは、 標準スタイルシートは、 default.css です。 NXJ
アプリケーシ ョ ン用に開発したものや、 会社から標準と して提供されたもの等、 異なる
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スタイルシート を使用することができます。 各 look & feel定義は、 ただ 1 つの標準ス
タイルシート しかもてないことに注意して く ださい。

1. アプリケーシ ョ ンデザイナのブラウザパネル > プロジェク ト タブで、 Look and 
Feels フォルダをブラウズします。

2. カレン ト look and feel をク リ ッ クします。

3. 標準スタイルシート フ ィールドで、 スタイルシート を選択します。

スタイルシートはローカルに置く こ とも、 URL で参照することもできます。

4. OK をク リ ッ クします。

スタイルシートは、 これで look & feel定義の一部と して、 プロジェク トの標準スタ
イルシートになります。 スタイルシートは、 アプリケーシ ョ ンパッケージにも含ま
れ、 アプリケーシ ョ ンが配備されたときには Static Content フォルダに置かれます。
URL で参照されるスタイルシートは、 パッケージに含まれません。

8.9.2 スタイルルール

スタイルシートは、 フォーマッ トの定義にスタイルルールを使用します。 スタイルルー
ルは、 セレクタ （スタイルルールの名前）、 プロパテ ィ、 そしてスタイルルールを設定
する値から構成されます。 例えば、 境界線幅が 2 ピクセルで、 実線で、 色は赤の 
.border というセレクタのスタイルルールを作成したと します。 .border スタイル
ルールを使ったオブジェク トは、 ブラウザ上で 2 ピクセル幅の赤の実線で表示されま
す。

アプリケーシ ョ ンデザイナは、 以下の 2 つのタイプのセレクタを使用します。

• エレメン ト タイプ
HTML エレメン トのスタイルルールを定義します。 スタイルルールの名前は、 適
用される HTML エレメン トの名前でなければなりません。 例えば、 すべての
<p> エレメン トのエレメン ト タイプセレクタを定義したければ、 P という名前の
スタイルルールを作成します。 これらのスタイルルールは、 オブジェク トの
Style Class プロパティでもスタイルバーのドロップダウンリストでも利用でき
ません。

• クラス
アプリケーシ ョ ンのオブジェク トに適用することができるスタイルルールを定義
します。 スタイルルールの名前は、 ".border" のように先頭に "." をつける必
要があります。 または、 CSS1 仕様で記述されているように、 コンテキストの前
にスタイル名をつけることができます。

8.9.3 自動割り当てスタイルルール

実行時、 NXJ アプリケーシ ョ ンはテキス ト フ ィールドがフォーカスを持つ等、 そのコン
ト ロールの状態によって、 コン ト ロールにい くつかのスタイルルールを自動的に割り当
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てます。 以下は、 NXJが自動で割り当てるスタイルルールを一覧しています。 これら
は、 default.css に定義されています。

8.9.4 継承

実行時のオブジェク トの最終的な外見は、 オブジェク トがどのようにスタイルルールを

継承しているかによります。 スタイルルールは、 標準スタイルシートから特定のフォー

ムに関連付けられたスタイルシートに、 そして、 コン ト ロールの特定のプロパテ ィへと

伝えられます。 より下層レベルで設定されたプロパテ ィは、 上位レベルからの設定を

オーバライ ド します。 例えば、 特定のテキス トボッ クスの境界線プロパテ ィの設定は、

標準スタイルシートから継承されている .border スタイルをオーバライ ド します。 こ
れにより、 プロジェク ト全体への設定と個別オブジェク トへの設定が可能になります。

8.9.5 スタイルシートの作成と編集

CSS1仕様に一致するスタイルシートのみが、 アプリケーシ ョ ンデザイナで作成、 およ
び編集ができます。 CSS2仕様に適合するスタイルシート を作業するには、 アプリケー
シ ョ ンデザイナ以外で編集を行って く ださい。

新規のスタイルシート を作成するには、 ブラウザパネル > プロジェク ト タブにある
Static Content を右クリ ッ クして、 新規作成 > Style Sheet を選択します。 スタイル
シートダイアログが表示されます。 ここで、 スタイルシートの追加 （161 ページの 「ス

タイルルールをスタイルシートに追加」 を参照）、 編集 （161 ページの 「スタイルルー

ルの編集」 を参照）、 削除が行え、 スタイルルールを削除することができ、 また、 その

他のスタイルシート をカレン トスタイルシートに関連付け （161 ページの 「スタイル

シート を互いに関連付ける」 を参照） られます。 完了したら、 OK をク リ ッ クします。

アプリケーシ ョ ンデザイナが、 スタイルシート を作成します。 このスタイルシート を有

効にするために、 これをプロジェク トに関連付けます。 158 ページの 「標準スタイル

シート」 を参照して く ださい。

Style Class 説明

.alternate_row テーブルまたは、 リス トボッ クス繰り返し領域の偶数行。

.default_button 現在のデフォルト コマンド と同じコマンドを割り当てられるボタン、

あるいはイメージボタン。 デフォルト コマンドについての詳細は、 64
ページの 「デフォルト コマンド」 を参照して く ださい。 

.focus_text フォーカスを持つテキスト フ ィールド。

.frameset 縦方向のツールバーと次フォーム選択ダイアログが使用される場合表

示される HTML ページのコーナー。

.row リス トボッ クス繰り返し領域の奇数行。

.selected_tab フォーカスを持つタブのタブ領域。

.selected_row テーブル、 あるいはリス トボックス繰り返し領域で選択された行。

.unselected_tab フォーカスを持たないタブのタブ領域。
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8.9.6 スタイルルールをスタイルシートに追加

1. アプリケーシ ョ ンデザイナのブラウザパネル > プロジェク ト タブで、 Static 
Content フォルダをブラウズします。

2. 該当のスタイルシート をク リ ッ クします。

3. スタイルタブで、 追加 をク リ ッ クします。

4. セレクタの下で、 スタイルルールの名前を入力します。

5. このスタイルルールのプロパテ ィ を設定します。

CSS1のプロパテ ィのみが利用可能です。 アプリケーシ ョ ンデザイナは、 入力した
プロパテ ィ設定を確認します。 Fontや Borderのような簡単な属性は、 スタイル
シートダイアログでは利用できません。 選択されたプロパテ ィの値の列をクリアに
するには、 ク リア をク リ ッ クします。

6. スタイルの追加が完了したら、 OK をク リ ッ クします。

8.9.7 スタイルルールの編集

1. アプリケーシ ョ ンデザイナのブラウザパネル > プロジェク ト タブで、 Static 
Content フォルダをブラウズします。

2. 該当のスタイルシート をク リ ッ クします。

3. スタイルタブで、 セレクタにある該当のスタイルルールを選択します。

4. このスタイルルールのプロパテ ィ を設定します。

CSS1のプロパテ ィのみが利用可能です。 アプリケーシ ョ ンデザイナは、 入力した
プロパテ ィ設定を確認します。 Fontや Borderのような簡単な属性は、 スタイル
シートダイアログでは利用できません。 選択されたプロパテ ィの値の列をクリアに
するには、 ク リア をク リ ッ クします。

5. OK をク リ ッ クします。

8.9.8 スタイルシート を互いに関連付ける

スタイルシートは、 互いを関連付けることができます。 これにより、 他のスタイルシー

トからの継承、 これらのルールの拡張、 スタイルシートの一部であるかのごと く その

ルールの適用を実現できます。 関連付けられたスタイルシートは、 追加スタイルの継承

を実現します。 継承されたスタイルルールは、 カレン トスタイルシートに "@import"の
表示で置かれます。

1. アプリケーシ ョ ンデザイナのブラウザパネル > プロジェク ト タブで、 Static 
Content フォルダをブラウズします。

2. スタイルルールを継承するスタイルシート をク リ ッ クします。

3. インポート タブで、 追加 をク リ ッ クします。
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4. スタイルシートの下で、 カレン トスタイルシートがスタイルルールを継承する元の
スタイルシート を選択します。

この一覧には、 プロジェク トで利用可能なスタイルシートが表示されます。 ライブ
ラリからのスタイルシートは、 アスタ リスク (*)が名前の前に付いています。 スタ
イルシートの URL を入力することもできます。 URLは、 http://orders/
company.css のように、 http:// で始まり、 .css で終わらなければなりません。

5. （オプシ ョ ン） 複数のスタイルシート を関連付ける場合は、 その順番を上下 ボタン
で変更できます。

この順序が、 スタイルルールが継承される方法に影響します。

6. OK をク リ ッ クします。
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9 テスト、 パッケージングと配備

アプリケーシ ョ ン開発工程のどの段階においても、 NXJ アプリケーシ ョ ンのテス トが実
行できます。 テス トでは、 NXJ アプリケーシ ョ ンのデバッグと実行をして、 アプリケー
シ ョ ン開発が正しい方向にあるかどうかを確認できます。 一旦、 NXJ アプリケーシ ョ ン
が完了したら、 それをパッケージしてアプリケーシ ョ ンサーバに配備できるようにしま

す。

9.1 テスト

アプリケーシ ョ ンデザイナメニューのプロジェク ト  > 実行 を使用して、 NXJ アプリ
ケーシ ョ ンのテス ト と事前確認をします。 Unify NXJは、 アプリケーシ ョ ンをコンパイ
ルして、 アプリケーシ ョ ンパッケージを作り、 バンドルされた jboss アプリケーシ ョ ン
サーバに配備をして、 アプリケーシ ョ ンを起動します。 NXJ インタラクシ ョ ンサーバが
アプリケーシ ョ ンを管理します。

データソースがまだアプリケーシ ョ ンサーバで定義されていなければ、 プロジェク トで

定義されているコネクシ ョ ンを基にデータソースを作成する必要があるかもしれませ

ん。 データベースコネクシ ョ ンダイアログの "実行時に使用するデータソース " で接続
データ と異なるが存在するデータソースを指定すると、 "実行時データソースの注意 "
ダイアログが表示されます。 この時、 Connections と一致するように実行時データソー
スを更新するか、 実行時データソースに一致するように Connections を更新するかのど
ちらかを選択することができます。 一致しない組み合わせをそのままにして継続 ボタ
ンをク リ ッ クすることもできます。

アプリケーシ ョ ンがパッケージ化されるときに起こることについての詳細は、 165 ペー
ジの 「アプリケーシ ョ ンのパッケージング」 を参照して く ださい。 
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9.1.1 コンパイルエラー

コンパイルを実行すると、 プロジェク トのフォームスクリプ ト と Java フ ァイルが、 ま
ず NXJ プログラ ミ ング言語コンパイラでコンパイルされてから JDK Java コンパイラで
コンパイルされます。 アプリケーシ ョ ンデザイナは、 コンパイルエラーと警告をメ ッ

セージパネルのコンパイラタブとブラウザパネルのアウト ラインタブの Errorsの下に
表示します。

コンテン トパネル > ソースタブに、 エラーは点線の下線の付いた赤で表示されます。 警
告は黒で表示されます。 スク リプ トエディ タでエラーメ ッセージや警告が発生した行を

確認するには、 メ ッセージパネルのエラーメ ッセージや警告をク リ ッ クします。

アプリケーシ ョ ンデザイナのコンテン トパネル > EJB タブを使用して、 生成されたア
プリケーシ ョ ンの Java コードを見ることができます。

コンパイラが出したエラーはデバッグしなければなりません。 デバッグについての詳細

は、 『NXJ プログラ ミ ング言語ガイ ド』 の 「フォームスク リプ トのデバック」 の章を参

照して く ださい。

9.1.2 テストのヒン ト

アプリケーシ ョ ンをテス トする前に、 以下のことを行います。

• 正しいアプリケーシ ョ ンオブジェク トが含まれていることを検証。
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ブラウザパネル > プロジェク ト タブで、 アプリケーシ ョ ンにすべてのフォーム
と静的コンテン ト フ ァイルが含まれていることを確認します。 不要なオブジェ
ク ト を削除して、 アプリケーシ ョ ンパッケージのサイズを小さ く します。

• クラスパスがすべての必要な JAR ファイルを含んでいることを検証。

プロジェク ト プロパテ ィダイアログのクラスパスタブを使用して、 プロジェク
トのクラスパスを表示します。 不要な JAR ファイルを削除して、 アプリケー
シ ョ ンパッケージのサイズを小さ く します。

• アアプリケーシ ョ ンがエン ト リポイン ト を含むことを確認。

アプリケーシ ョ ン実行中に、 以下を行います。

• ユーザのようにフォームを使用。

ユーザが使用するであろ うすべてのブラウザでアプリケーシ ョ ンを実行して く
ださい。 ブラウザによって Web ページをいかに表示するか、 いかにスク リプ ト
を実行するかは若干異なります。 よ く使用されるブラウザは、 Internet 
Explorer、 Netscape、 Mozilla/Firefox、 Opera です。

• ポップアップブロッカーがアプリケーシ ョ ンに影響しないことを検証。

本番に移行してアプリケーシ ョ ンにアクセスする各マシンのポップアップブ
ロッ クを無効にする必要があるかもしれません。

• テキストがフォーム上で他のオブジェク トに重なっていないことを検証。

異なるサイズのビューテキス トに、 Web ブラウザのテキス ト リサイズ （または
テキス トズーム） 機能を使用します。

• 不正な値を入力、 禁止操作の実行や無効なファンクシ ョ ンキーを使用することを
試す。

• エラーメ ッセージがエラーから回復するために適切な情報を提供することを検
証。

• エンドユーザにアプリケーシ ョ ンを説明。

ユーザの要望を聞く こ とができます。 また、 ユーザに使い勝手を試してもら う
のもいいでし ょ う。

テス トの結果に基づいて、 必要なフォーム、 エラーメ ッセージ、 マニュアル等を変更し

て下さい。 アプリケーシ ョ ンで予期しない結果が発生した場合は、 NXJ デバッガで実行
内容を確認します。 NXJ デバッガについての詳細は、 『NXJ プログラ ミ ング言語ガイ
ド』 の 「フォームスクリプ トのデバッグ」 を参照して く ださい。

9.2 アプリケーシ ョ ンのパッケージング

アプリケーシ ョ ンパッケージは、 NXJ アプリケーシ ョ ンを実行するために必要なすべて
のファイルを含む EAR ファイルです。 配備担当者と管理者は、 アプリケーシ ョ ンパッ
ケージを使用して、 アプリケーシ ョ ンをアプリケーシ ョ ンサーバに配備します。

アプリケーシ ョ ンデザイナメニューから以下の Make コマンドの 1 つを使用して、 アプ
リケーシ ョ ンパッケージを作成します。 Unify NXJは、 アプリケーシ ョ ンをコンパイル
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して、 アプリケーシ ョ ンパッケージを作りますが、 アプリケーシ ョ ン配備したり、 起動

したりはしません。

Unify NXJは、 アプリケーシ ョ ンをパッケージするときに以下のタスクを実行します。

• プロジェク トの次フォームリス トのすべてのフォームが Classes フォルダに存
在することを確認します。

• Static Content フォルダのすべての静的コンテン ト ファイルをプロジェク トの出
力ディ レク ト リの適切な場所にコピーします。

• フォームを Java に変換してそれをコンパイルし、 その結果のファイルを出力
ディ レク ト リの適切な場所に置きます。

• プロジェク トのすべてのコネクシ ョ ンのデータソース参照を含むデプロイメン ト
ディスクリプタを作成します。

• アプリケーシ ョ ンパッケージを作成します。

• プロジェク トがライブラリを持っている場合、 マスタから参照されているすべて
のオブジェク トはアプリケーシ ョ ンパッケージファイルにコピーされます。 ライ
ブラリのオブジェク ト名がカレン トプロジェク トのオブジェク ト名と重複してい
る場合は、 カレン トプロジェク トからのオブジェク トが使用されます。 クラスパ
スは、 ライブラリのクラスパスをカレン トプロジェク トのクラスパスに追加する
ことで構成されます。 ライブラリについての詳細は、 36 ページの 「プロジェク
ト ライブラ リ」 を参照して ください。

• プロジェク トがWebサービスを持っている場合は、 NXJは各サービスをコンパ
イルして出力ディ レク ト リに適切な WSDL ファイルを生成します。 Webサービ
スについての詳細は、 42 ページの 「Webサービス」 を参照して ください。

9.3 アプリケーシ ョ ンの配備

アプリケーシ ョ ンデザイナメニューのプロジェク ト  > 配備 を使用して、 NXJ アプリ
ケーシ ョ ンをバンドルされた jboss アプリケーシ ョ ンサーバに配備します。 Unify NXJ
の標準インス トールでは、 アプリケーシ ョ ンサーバは JBoss アプリケーシ ョ ンサーバ
になります。 配備の時に、 Unify NXJ はアプリケーシ ョ ンをコンパイルして、 アプリ
ケーシ ョ ンパッケージを作成して、 アプリケーシ ョ ンを配備しますが、 それを起動はし

ません。

アプリケーシ ョ ンがパッケージ化されるときに起こることについての詳細は、 165 ペー
ジの 「アプリケーシ ョ ンのパッケージング」 を参照して く ださい。 

アプリケーシ ョ ンを稼動する準備ができている場合、 アプリケーシ ョ ンの配備の詳細に

ついて、 『管理者ガイ ド』 を参照して く ださい。

Make コマンド 目的

プロジェク ト  > すべて Make 前回の Make以降、 変更を行っているかどうか
に関わらず、 すべてのファイルを作成します。

プロジェク ト  > 変更分のみ Make 前回の Make以降、 変更されたプロジェク トの
すべてのファイルを作成します。

プロジェク ト  > Make < フォーム名 > 指定したファイルのみを作成します。 
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付録 : プロパティの概要

以下の表には、 NXJ アプリケーシ ョ ンデザイナのプロパテ ィグループと関連する NXJ
プログラ ミ ング言語プロパテ ィのフォームとコン ト ロールの概要が示されています。

アプリケーシ ョ ン
デザイナ 
エレメン ト グループ名とプロパテ ィ名

同等の
NXJ プログラ ミ ング
言語プロパテ ィ  

Form Component Includes

Data 
Binding Auto Find

Batch Record Changes
Clear After Add
Connection
Find Count
Records In Memory
Sql Optional Condition
Sql Order By Clause
Start In Add Mode
Target Table

(in the NXJDataView class)
autoFind

clearAfterAdd
connectionName
findCount
recordsInMemory
sqlOptionalCondition
sqlOrderByClause
startInAddMode
targetTable

Form Auto Commit
Click On Field
Footer
Header
Menu Label
Next Form List
Stop Without Fields
Title
Toolbar

autoCommit

General Base Class

Interactive Default Command
Field Order
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Security Add Allowed
Delete Allowed
Find Allowed
Update Allowed

addAllowed
deleteAllowed
findAllowed
updateAllowed

Visual Background
Border-color
Border-style
Border-width
Font Family
Font Size
Foreground
Height
Horizontal Anchor
Resize Browser
Screen Left
Screen Top
Style Class
Style Sheets
Vertical Anchor
Wallpaper
Width

Zoom Zoom Return Expressions zoomReturnExpressions

Box Component Includes

General Base Class
Name

Visual Background
Border-color
Border-style
Border-width
Font Family
Font Size
Foreground
Height
Left
Style Class
Title
Top
Width

Business Service Data 
Binding

Connection

Service Description
Documentation URI
Ignore Pushed
Publish As Web Service
Share Instances
Validate Data Service Design Pattern

アプリケーシ ョ ン
デザイナ 
エレメン ト グループ名とプロパテ ィ名

同等の
NXJ プログラ ミ ング
言語プロパテ ィ  
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Button と
Image Button

Button Title (Button only)

General Base Class
Multi Valued
Name

Interactive Command
Command Context
Command Parameter

Visual Background
Border-color
Border-style
Border-width
Font Family
Font Size
Foreground
Height
Horizontal Anchor
Left
Rollover Source (Image Button only)
Source (Image Button only)
Style Class
Tooltip
Top
Vertical Anchor
Visible
Width

backgroundColor

fontFamily
fontSize
foregroundColor

styleClass

visible

Checkbox Checkbox On Values
Store Format

Component Includes

Data 
Binding

Db Length
Db Type
Explicit Search Mode
Findable
Retrieve Value
Target Field

dbLength
dbType
explicitSearchMode
findable

targetField

General Base Class
Data Type
Multi Valued
Name

dataType
multiValued
name

Interactive Auto Accept
FYI Message
Help URL
Immediate
Required
Stop For Input
Updateable

autoAccept

required
stopForInput
updateable

Security Readers Field readersField

アプリケーシ ョ ン
デザイナ 
エレメン ト グループ名とプロパテ ィ名

同等の
NXJ プログラ ミ ング
言語プロパテ ィ  
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Visual Background
Border-color
Border-style
Border-width
Font Family
Font Size
Foreground
Horizontal Anchor
Left
Style Class
Tooltip
Top
Vertical Anchor
Visible

backgroundColor

fontFamily
fontSize
foregroundColor

styleClass

visible

Zoom Return Values Into
Zoom Active Mode
Zoom Form

zoomReturnValuesInto
zoomActiveMode
zoomFormName

Data View Component Includes

Data 
Binding

Auto Find
Batch Record Changes
Clear After Add
Connection
Find Count
Records In Memory
Sql Optional Condition
Sql Order By Clause
Start In Add Mode
Target Table

autoFind

clearAfterAdd
connectionName
findCount
recordsInMemory
sqlOptionalCondition
sqlOrderByClause
startInAddMode
targetTable

General Base Class
Name name

Interactive Default Command

Master/Detail Detail Keys
Master Data View
Master Keys
Relationship Method

Security Add Allowed
Delete Allowed
Find Allowed
Update Allowed

addAllowed
deleteAllowed
findAllowed
updateAllowed

アプリケーシ ョ ン
デザイナ 
エレメン ト グループ名とプロパテ ィ名

同等の
NXJ プログラ ミ ング
言語プロパテ ィ  
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Visual Background
Border-color
Border-style
Border-width
Font Family
Font Size
Foreground
Height
Horizontal Anchor
Left
Style Class
Tooltip
Top
Vertical Anchor
Width

Date Picker Component Includes

Data 
Binding

Db Length
Db Type
Explicit Search Mode
Findable
Retrieve Value
Target Field

dbLength
dbType
explicitSearchMode
findable

targetField

General Base Class
Data Type
Multi Valued
Name

dataType
multiValued
name

Interactive Auto Accept
FYI Message
Help URL
Immediate
Required
Required for Command
Stop For Input
Updateable
Validation Rules

autoAccept
fyiMessage

required

stopForInput
updateable

Master/Detail Detail Keys
Master Data View
Master Keys
Relationship Method

Security Readers Field readersField

アプリケーシ ョ ン
デザイナ 
エレメン ト グループ名とプロパテ ィ名

同等の
NXJ プログラ ミ ング
言語プロパテ ィ  
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Visual Background
Border-color
Border-style
Border-width
Font Family
Font Size
Foreground
Header Background
Header Foreground
Horizontal Anchor
Left
Style Class
Tooltip
Top
Vertical Anchor
Visible
Width

backgroundColor

fontFamily
fontSize
foregroundColor

styleClass

visible

Dialog Field Component Includes

Data
Binding

Db Length
Db Type
Explicit Search Mode
Findable
Retrieve Value
Target Field

dbLength
dbType
explicitSearchMode
findable
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