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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、 プロセス上のデータへの安全
なアクセスを提供する 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、 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。

1.1 開発者、 配備担当者、 管理者、 エンドユーザ

Unify NXJの機能について説明するとき、 Unify NXJ ドキュ メンテーシ ョ ンは、 4種類
のユーザについて言及します。 これらの識別は、 ユーザが特定の機能を使用するかどう

かを理解することを助ける取り決めです。 ユーザは、 以下の通りです。

• 開発者

アプリケーシ ョ ンのインポートや作成を行います。 また、 開発者は、 アプリ
ケーシ ョ ンパッケージにすべての必要なファイルをコンパイルして、 アプリ
ケーシ ョ ンサーバにアプリケーシ ョ ンを配備する準備を行います。

• 配備担当者

アプリケーシ ョ ンパッケージ、 スタンドアローンビジネスプロセス、 レポート
をアプリケーシ ョ ンサーバに配備します。
© Copyright 2008 Unify Corporation 1



はじめに
• 管理者

新しいユーザの設定や、 セキュリテ ィの確立を行うなど、 追加される管理作業
を実行し、 配備担当者の作業のすべてを実行します。

• エンドユーザ

Unify NXJ で開発されるアプリケーシ ョ ンを使用します。 エンドユーザは、 通
常、 Unify NXJやツールにアクセスしないで、 アクセスを許可されたフォーム
を使用するだけです。

1.2 Unify NXJ環境
Unify NXJは、 開発環境と実行環境という動作環境があります。 NXJ アプリケーシ ョ ン
は開発環境で作成されて、 パッケージされます。 これらのパッケージは、 エンドユーザ

がアプリケーシ ョ ンにアクセスする実行環境で、 アプリケーシ ョ ンサーバに配備されて

います。

開発環境で作業する開発者は、 以下を使用します。

• アプリケーシ ョ ンデザイナ

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)。

• 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 （UI） を作成するためのフ ィー
ルド、 ナビゲーシ ョ ンバー、 タブセッ トなどのカスタマイズ可能なコンポーネ
ン トの設定。

• NXJ プログラ ミ ング言語

Java ベースのプログラ ミ ング言語と NXJ アプリケーシ ョ ンオブジェク ト を管
理するために設計されたコンパイラ。

管理者と配備担当者は実行環境で作業し、 以下を使用します。

• アプリケーシ ョ ンサーバ管理コンソール

NXJサーバを配備するために使用するサイ ド コンポーネン ト ： Systinet admin 
console、 BPM Admin console、 Report Server admin console。 また、 NXJ ア
プリケーシ ョ ンを配備するために使用します。

• administorがWebサービスを集結するために使用する Systinet Admin console

通常、 http: //<appserver_host>: <appserver_port>/systinet/server/admin/
console でアクセスします。

• administorがビジネスプロセスを集結するために使用する BPM Admin console

通常、 http: //<appserver_host>: <appserver_port>/BPMAdmin でアクセスしま
す。
2 © Copyright 2008 Unify Corporation



はじめに
• administorが Reportデザイナによって開発されるレポート を集結するために使
用する Report Server

通常、 http: //<appserver_host>: <appserver_port>/jreport にアクセスします。

エンドユーザはWeb ブラウザのアドレスバーにフォームの URL を入力して、 実行環境
の NXJ アプリケーシ ョ ンにアクセスします。

注 : NXJ管理者または配備担当者はこのリンクをユーザに提供すること
ができます。

以下は、 Unify NXJ でこれらのコンポーネン ト と他のコンポーネン トの関係を示しま
す。
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1.3 NXJ アプリケーシ ョ ンがどうのように
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

構成されます。

1.3.1 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
ムから構成されます。 ユーザは、 Web ブラウザでフォームの URL を入力して、 実行環
境のフォームにアクセスします。 開発者は、 アプリケーシ ョ ンデザイナを使用して開発

環境のフォームを作成します。

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、 一般的なフォームの例です。

ビジネスルール データソースユーザ

If adding, then call...

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

If searching, then...
If invalid ID, then...

インタフ ェース

フ ッ タ  

ツールバー 

ヘッダ

フォーム
本体
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はじめに
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エンドユーザに提供します。

エンドユーザがフォームを操作したとき、 NXJ インタラクシ ョ ンサーバはユーザのアク
シ ョ ンをデータベースで発行される SQL文に変換します。 どんな結果も、 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、 エンドユーザは検索条件を入力

し、 フォームの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。 NXJ インタラクシ ョ ンサーバは、 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。

1.3.2 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） を介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。
管理者と配備担当者は、 配備で使用するデータソースを選択します。 管理者と配備担当

者は、 実行時のアプリケーシ ョ ンサーバでも、 データソース定義を設定する必要がある

かもしれません。 

1.3.3 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する等の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。

1.4 チュート リアル

NXJ チュート リアルは開発者に向けたものですが、 管理者と配備担当者は、 その指示過
程がわかるかもしれません。

チュート リアルは、 フォームを構築する方法を示すことによって、 意図的にデザインと

動作をシンプルにして、 基本的な NXJ アプリケーシ ョ ン開発を学べるようにしていま
す。 現実的なビジネスアプリケーシ ョ ンの例と して、 Unify NXJ発注業務のアプリケー
シ ョ ンを参照して く ださい。 発注業務アプリケーシ ョ ンは、

<UNIFY_WORK>\projects\examples\ordinv\ordinv.prj を開いてアクセスする
ことができます。
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注 : このチュート リアルは、 バンドルされた Fositex ド ライバとそれを
サポートする JBoss アプリケーシ ョ ンサーバをだけを使用します。

1.4.1 データソース 
ユーザが開発する NXJ アプリケーシ ョ ンと同様に、 このチュート リアルのフォームの
構造とビジネスルールは、 データソースに依存します。 NXJ アプリケーシ ョ ンは、 複数
のデータソースを持つことができますが、 チュート リアルは 1 つのデータソースを使用
します。 そして、 各レッスンにおけるフォームは、 そのデータソースのターゲッ ト テー

ブルを示します。

データソースは、 架空の Rofida社の経費管理システムを構築します。 以下のセクシ ョ
ンは、 テーブルを説明します。

1.4.1.1 XREPORT テーブル

XREPORT テーブルは、 各経費請求のレコードを含むもので、 以下のフ ィールドを含ん
でいます。

テーブルにある従業員 IDは、 EMPLOYEE テーブルで定義されています。 

Table: XREPORT

REPORT_ID

各請求の
ユニークな ID

請求を扱う最初
の日付

請求が承認され
た日付

請求を提出してい
る従業員の ID

請求を扱う最終
の日付

従業員に支払わ
れた日付

EMP_ID FROM_DATE TO_DATE REIMBURSEDAUTHORIZED
10101
10102
10103
10104

1101
1102
1104
1101

07/01/2002
07/01/2002
07/08/2002
07/15/2002

07/05/2002
07/05/2002
07/12/2002
07/19/2002

07/05/2002
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1.4.1.2 EXPENSE テーブル

EXPENSE テーブルは、 すべての経費項目を含むもので、 以下のフ ィールドを含みま
す。

REPORT_ID列を使う ことで、 特定の請求の経費項目を選択することができます。
このテーブルのカテゴリ IDの値は、 CATEGORY テーブルで定義されています。

Table: EXPENSE

各経費項目の
ユニークな ID

経費が受付けら
れた日付

経費の金額

項目が属する経費
請求の ID

項目の経費種類
の ID

REPORT_ID INCURRED CATEGORY XAMOUNT
07/01/2002
07/01/2002
07/01/2002
07/03/2002

10101
10101
10101
10102

1
2
3
1

1
2
6
1

10.24
5.00
7.43
24.30

ITEM
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1.4.1.3 EMPLOYEE テーブル

EMPLOYEE テーブルは、 employee レコードを含むもので、 以下のフ ィールドを含み
ます。

部門 IDの値は、 DEPARTMENT テーブルで定義されています。

1.4.1.4 CATEGORY と DEPARTMENT テーブル

CATEGORY テーブルは、 各経費が分類される様々なカテゴリを含んでいます。
DEPARTMENT テーブルは、 使用できる部門を持っています。 それぞれのテーブルは以
下のフ ィールドを含んでいます。

Table: EMPLOYEE
EMP_ID

従業員の
ユニークな ID

従業員の名前

従業員の社会保
障番号

従業員の部門 ID 従業員の姓

DEPT FIRST_NAME LAST_NAME

EMAIL

1101
1102
1103
1104

101
102
102
103

Hugh
Lisa
Amanda
Jeff

Duggly
McConnely
Clay
Smith

amanda@rofida.com
jeff@rofida.com

MANAGER
*
1101
1102
1101

従業員の
マネージャ ID

. ...

Table: EMPLOYEE (cont’d)

... United
Continental
Northwest
Lufthansa

PREF_AIRLINE
Hertz
Alamo
Enterprise
Hertz

PREF_AUTO_RENTAL

従業員の好むレンタ
カー会社名

hugh@rofida.com
lisa@rofida.com

従業員の好む航空会
社名

111-11-1111
SSN

222-22-2222
333-33-3333
444-44-4444

従業員の
メールアドレス

Table: CATEGORY

CAT_ID

カテゴリの
記述

CAT_NAME

Table: DEPARTMENT

DEPT_ID

各部門のユニークな
ID

部門名

DEPT_NAME
1
2
3
4

Mileage
Parking and Tolls
Auto Rental
Airfare

101
102
103
104

Administration
Accounting
Manufacturing
Research

各カテゴリの
ユニークな ID
8 © Copyright 2008 Unify Corporation
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1.4.1.5 NEXT_NUMBER テーブル

NEXT_NUMBER テーブルは、 それぞれの IDのユニーク性を保つために、 各 IDが何番
まで使われたかを記録します。 このテーブルは、 以下のフ ィールドを含みます。

1.4.1.6 LIMIT テーブル

各従業員が、 各カテゴリごとに使う ことのできる限度額を定義するために、 LIMIT テー
ブルが使われます。 このテーブルは以下のフ ィールドを含みます。

1.4.1.7 AGENT テーブル

AGENT テーブルは、 登録された旅行代理店が利用できる航空会社とレンタカーの組み
合わせ、 および各従業員の好みの移動方法に関する代理店名を記録しています。 この

テーブルは以下のフ ィールドを含みます。

Table: CATEGORY

従業員の
ユニークな ID

NUM

経費報告書の
ユニークな ID

Table: NEXT_NUMBER

XREPORT 10116
EMPLOYEE 101

NTYPE

Table: LIMIT

EMP_ID

各従業員の
ユニークな ID

限度額

CAT_ID LIMIT

関連するカテゴリ

1101
1102
1103
1104

5
5
5
5

1000.00
500.00
500.00
500.00
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1.4.2 チュート リアルの概要

各レッスンは学習し易い順に並べてはありますが、 好きなレッスンから自由に実行する

ことができます。 各レッスンはその前のレッスンに基づいて行いますので、 提示される

順にレッスンを行う場合、 チュート リアルから多くのことを学習することができます。

初めて Unify NXJ を使用する場合、 他のレッスンを始める前に、 12 ページの 「基礎」

を完了する必要があります。

以下の表は、 Unify NXJ チュート リアルの各章の概要を示しています。 

各レッスンには約 25分かかります。 チュート リアル完了後、 再度レッスンを行いたい
場合、 メニューバーからヘルプ > チュート リアルのリセッ ト  を選択してアプリケー

チュート リアル章 説明

基礎 アプリケーシ ョ ンデザイナの基本的な使用法と して、 単純な

フォームを作成し、 そのフォームからのレコードの検索 ・追加

する方法を説明します。 新規ユーザは、 最初にこのチュート リア
ルを完了する必要があります。

データセッ ト レッスン基礎で行う、 一件のレコードではな く複数のレコード

を表示する方法を説明します。

マスタ /詳細 フォームの 2 つのターゲッ ト テーブルのマスタ /詳細関係を定
義する方法を説明します。

タブセッ ト タブセッ ト を使ってフォーム上に関連する情報を視覚的にグ

ルーピングする方法を説明します。

NXJ プログラ ミ ング言語 NXJのプログラ ミ ング言語で書かれたビジネスルールの書き方 ・
使い方を説明します。

ズームフォーム ルックアップを作成するためにズームフォームの使い方を説明

します。

Look & Feel 定義 アプリケーシ ョ ンの look and feelの変更方法を説明します。

NXJ デバッガ Unify NXJデバッガを使用した NXJ プログラ ミ ング言語文のデ
バッグ方法を説明します。

再利用 再利用可能なコンポーネン ト を作成する方法を説明します。

Table: AGENT

AGENT_ID NAME

AroundtheWorld
FarFlungTravels

AIRLINE

United
AUTO_RENTAL

Continental
Northwest
Lufthansa

Hertz
Alamo
Enterprise
Hertz

予約のための
連絡先名

航空会社名

レンタカーの
会社名

1
2
3
4

PetesTrave
PetesTravel

代理店コード番号

Table: AGENT
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シ ョ ンデザイナで対応しているプロジェク ト をリセッ トすることができます。 これは、

すべてのチュート リアルをリセッ ト します。

1.4.3 チュート リアル完了後

より多くの機能は、 このチュート リアルで提示されたものより、 利用可能です。 以下の

表は、 い くつかの追加リソースです。 Unify NXJ ドキュ メン トに関する完全なリス トで
ないとき、 それには、 より重要なドキュ メン ト と してい くつかの要点があります。

Unify NXJの設定によって、 これらの文書において説明されるすべての機能にアクセス
できない点に注意して く ださい。 

また、 ドキュ メンテーシ ョ ンをブラウズして、 あなたが関心を待つあらゆることに関し

て、 ドキュ メン ト を読むことをお奨めします。

ドキュ メン ト 説明 対象者

このリ リースの新機能と

変更点

11.0から Unify NXJの各リ リースのため
に追加、 もし くは強化された機能に関す

る情報を提供します。

管理者

配備担当者

開発者

開発者ガイ ド アプリケーシ ョ ンデザイナの機能と機能

性について説明します。

開発者

NXJ プログラ ミングガイ ド NXJ プログラ ミ ング言語でスクリプ トエ
ディ タ とコードを使用する方法について

説明します。

開発者

管理者ガイ ド 管理者と配備担当者で行う様々な作業を

説明します。

管理者

配備担当者

NXJ エンドユーザズガイ ド 配備された NXJ アプリケーシ ョ ンに共通
する機能について説明します。

管理者

開発者

エンドユーザ

ActiveWorkflow
チュート リアル

ActiveWorkflow を使用して、 ビジネスプ
ロセスを実装する方法について説明しま

す。

開発者

Webサービス
チュート リアル

Webサービスを作成して、 NXJ アプリ
ケーシ ョ ンにそのサービスをインポート

する方法について説明します。

開発者

Securing NXJ Applications ActiveSecurity を使用して、 NXJ アプリ
ケーシ ョ ンを保護する方法について説明

します。

管理者

開発者

Glossary 一般的な Unify NXJの用語を定義します。 管理者

配備担当者

開発者
11© Copyright 2008 Unify Corporation
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2 基礎

このレッスンでは、 アプリケーシ ョ ンデザイナを案内し、 Employee Details フォームの
構築を説明します。 Employee Detailsは、 シングルオカレンスフォーム （一度に 1 つの
レコードを表示するフォーム） です。 この単純なフォームで、 エンドユーザは、 従業員

レコードの確認、 追加、 更新をすることができます。 そのターゲッ ト テーブルは、

EMPLOYEE テーブルです。

終了時には、 以下のようなフォームが完成します。

注 : このレッスンを前のセッシ ョ ンで完了している場合は、 始める前に
チュート リアルのプロジェク ト ファイルをリセッ トする必要があり
ます。 チュート リアル ファイルをリセッ トするには、 ヘルプ > 
チュート リアルのリセッ ト  をアプリケーシ ョ ンデザイナから選択し
ます。
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2.1 アプリケーシ ョ ンデザイナの開始と
プロジェク ト を開く

アプリケーシ ョ ンデザイナは統合された開発環境 （IDE) で、 ワークフロー、 フォーム、
およびWebサービスを作成するための主要な開発ツールです。 また、 ActiveSecurityが
インス トールされている場合、 ロールベースのセキュリテ ィのためのツールを提供しま

す。 このレッスンでは、 アプリケーシ ョ ンデザイナの簡単なツアーをして、 次に

Employee Datails フォームの作成で使用します。

1. 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。

アプリケーシ ョ ンデザイナが表示されます。

2. ファイル > プロジェク ト を開 く  を選択します。

3. <UNIFY_WORK>\projects\tutorials\Basics\Basics をブラウズして、
Basics.prj を選択して開く をク リ ッ クします。

<UNIFY_WORK> ディ レク ト リは、 Unify NXJ をインス トールしたときに指定され
ます。 デフォルトでは、 このディ レク ト リは C:\Unify\NXJWork になります。
Basics プロジェク トは、 アプリケーシ ョ ンデザイナで開きます。

アプリケーシ ョ ンデザイナは、 以下の機能のエリアを含んでいます。

メニューバー ツールバー コン ト ロールパネル スタイルバー

ブラウザパネル コンテン トパネル メ ッセージパネル ステータス行
© Copyright 2008 Unify Corporation 13
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2.1.1 バー

アプリケーシ ョ ンデザイナのト ップには、 様々なバーがあります。

• メニューバー

NXJ アプリケーシ ョ ンを開発して、 ユーザの作業習慣に合わせるためにア
プリケーシ ョ ンデザイナをカスタマイズするすべてのコマンドが配置され
ています。 Basics プロジェク ト を開 くのにメニューバーを使用しました。

• ツールバー

プロジェク ト を保存、 フォームをプレビュー、 またはアプリケーシ ョ ンを
テス トする等、 頻繁に使用されるコマンドのボタンが配置されています。
ツールバーボタンとその使用に関する詳細は、 『開発者ガイ ド』 を参照して
く ださい。

• コン ト ロールパレッ ト

NXJ アプリケーシ ョ ンにコン ト ロールを追加するためのボタンが配置され
ています。 コン ト ロールの名前を表示させるには、 ボタンの上にマウスを
置きます。 コン ト ロールパレッ トボタンとその使用に関する詳細は、 『開発
者ガイ ド』 を参照して く ださい。

• スタイルバー

選択されたオブジェク トにスタイルを適用して、 手動で選択されたオブ
ジェク トのフォーマッ ト を編集するためのボタンが配置されています。 選
択されたオブジェク トが使用できない場合、 スタイルバーはステ ィ ップル
表示されます。

2.1.2 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
© Copyright 2008 Unify Corporation14
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2.1.2.1 プロジェク ト タブ

ブラウザパネル > プロジェク ト タブで、 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なビジネスルール。

• Connections

データベースコネクシ ョ ン。

• Jars

Java Archive （JAR） フ ァイル。

• Libraries

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。

• Look and Feels

デフォルトや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

HTML、 JSP、 スタイルシート、 Java スクリプ ト、 ツールバー等のコンテン ト
フ ァイル、 もし くはプロパテ ィ ファイル。

プロジェク ト タブには、 セキュリテ ィやプロジェク ト プロパテ ィのためのノード 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。

2.1.2.2 プロパティ タブ

ブラウザパネル > プロパテ ィ タブには、 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 ィが一覧表示されます。 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。 各グループを開いたり、
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、 グレーです。 明示的に設

定された値は、 イタ リ ッ ク書体で表示されます。
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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。

2.1.2.3 アウト ラインタブ

ブラウザパネル > アウト ラインタブで、 エラーリス ト と共に現在開いているフォームス
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、 フォーム名とデータ タブ名が表示

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、 コンテン トパネル > 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。

2.1.2.4 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。

2.1.3 コンテン トパネル

コンテン トパネルは、 アプリケーシ ョ ンザイナの主たる作業領域です。 ブラウザパネル 
> 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。
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2.1.3.1 GUI エディ タ

GUI エディ タを使用して、 グラフ ィ カルな環境でオブジェク ト を作成して編集します。
コンテン トパネル > 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。

2.1.3.2 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 を編集して、 そ

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、 これらの追加タブを表示します。

• ソース

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

生成されたオブジェク トの Java server pages （JSP） コード。

• EJB

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 クされている場合にのみ、 このタブは表示され
ます。
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• WSDL

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

• JavaScript、 JavaBean、 BeanInfo

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、 これらのタブを一まとめにスク リプ トエディ タ という
用語で説明している、 あるいは特定のタブを参照するためにタブ名を使用します。

2.1.4 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。

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 Make コマンドの結果を表示しま
す。

2.1.5 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。

2.2 Employee 詳細フォームの生成
アプリケーシ ョ ンデザイナは、 フォームを作成するためにい くつかの方法を提供しま

す。 最も簡単な方法は、 デフォルト フォームの作成ウィザードを使用することです。 デ

フォルト フォームの作成ウィザードは、 指定された接続に基づ く フォームとすべての必

要なコン ト ロールを生成します。 Basic プロジェク トは、 tutorial という名前の埋め込み
型 Fositex ド ライバのデフォルト コネクシ ョ ンを含んでいます。 tutorial コネクシ ョ ンの
EMPLOYEE テーブルを使用して Employee詳細フォームを生成します。

1. アプリケーシ ョ ンデザイナのメニューバーからファイル > 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。
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ウィザードが使用するコネクシ ョ ンとウィザードがコン ト ロールを配置する方法を
指定するために、 利用可能ない くつかのオプシ ョ ンがあります。 これらのオプシ ョ
ンについては、 後のレッスンで学習します。 現時点では、 tutorialが接続ドロッ
プダウンリス トで既に選択されており、 スタイルで Single Occurence Formが
選択されていることに注意して く ださい。 アプリケーシ ョ ンデザイナは、 デフォル
ト フォームの作成を含むウィザードの多く で、 自動的にデフォルト コネクシ ョ ンを
使用します。

2. フォームの作成で、 データベーステーブルを選択してクリ ッ クします。

3. 次へをクリ ッ クします。

テーブルパネルが表示されます。

このパネルは、 データベースに存在するすべてのテーブルをリス ト します。 独自の
アプリケーシ ョ ンでは、 このパネルに複数のテーブルを指定して、 同時にさまざま
なフォームをすばやく生成することができます。 このレッスンでは、 1 つのテーブ
ルに対して 1 つのフォームを生成します。
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4. ROFIDA.EMPLOYEE テーブルの作成チェ ッ クボッ クスをセッ ト します。

5. 完了 をク リ ッ クします。

アプリケーシ ョ ンデザイナはフォームを作成して、 それをブラウザパネル > プロ
ジェク ト タブの Classes フォルダに追加します。

6. ブラウザパネル > プロジェク ト タブで、 Classes > ROFIDA_EMPLOYEE を選択
します。

コンテン トパネル > デザインタブでフォームを開きます。 ラベルとテキス ト フ ィー
ルドは、 テーブルの各フ ィールドに対応します。

7. コンテン トパネル > デザインタブで、 フォームの背景 （青い部分） をク リ ッ クし
て、 フォームを選択します。

アプリケーシ ョ ンデザイナは、 ブラウザパネルでプロパテ ィ タブを表示します。
フォームのすべてのプロパテ ィがここにリス ト されます。 Data Binding> Target 
Teble プロパテ ィは、 ROFIDA.EMPLOYEE に設定されています。 このフォームが、
ROFIDA データベースの EMPLOYEE テーブルと関連することを示します。

8. コンテン トパネル > デザインタブで、 テキス ト フ ィールドの 1 つをクリ ッ クしま
す。

アプリケーシ ョ ンデザイナは、 ブラウザパネル > プロパテ ィ タブの選択されたテキ
ス ト フ ィールドのプロパテ ィ を表示します。 Data Binding > Target Field プロパテ
イは、 選択されたテキス ト フ ィールドが関連する EMPLOYEE テーブル中のフ ィー
ルドを示しています。 ターゲッ ト フ ィールドの名前とテキス ト フ ィールドの名前が
合っていることに注意して く ださい。

ラベル テキス ト フ ィールド
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フォームを生成したら、 そのラベルとフ ィールド コン ト ロールのレイアウト を調整しま

す。

2.3 レイアウトのカスタマイズ

デフォルト フォーム作成ウィザードは、 機能十分なフォームを作成します。 フォームを

すぐに実行した場合も、 ターゲッ ト テーブルからのデータは、 フ ィールドに表示されま

す。 対応する列に対して検索や更新をすることができます。

レイアウト を少し変更するだけで、 その利便性を十分に改善することができます。 この

タスクでは、 実行前に、 よりユーザフレンド リーな画面にするために、 フ ィールド コン

ト ロールを再配置したり他の項目を追加したり します。 

1. コンテン トパネル > デザインタブで、 DEPT と MANAGER フ ィールド とラベルを
右上部分に移動し、 PREF_AIRLINE と PREF_AUTO_RENTAL フ ィールド とラベル
を左下へ移動します。

複数のオブジェク ト を選択するには、 各オブジェク ト を Ctrl を押しながらク リ ッ ク
します。

選択したオブジェク ト を ド ラ ッグ （動かす） するには、 カーソルの表示が “移動”
で “サイズ変更” でないことを確認して く ださい。 サイズを変更するカーソルは選
択したオブジェク トのハンドル上にカーソルを持ってい く と現れます。

サイズ変更のカーソル 移動のカーソル 
選択したオブジェ
ク トのハンドル
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オブジェク ト を動かすと、 カーソルは有効な配置場所を示すために変わります。 一
部のオブジェク トは、 充分な余裕があるように見えていても、 互いに隣接して配置
されるかもしれません。 これは、 オブジェク トの JSPバージ ョ ンとアプリケーシ ョ
ンデザイナがオブジェク ト を表示する方法の微妙な違いと、 実際にブラウザに表示
される方法によるものです。

注 : レイアウト＞整列 を使って、 ラベルとコン ト ロールを整えます。

これらを完了すると、 以下のようなフォームが表示されます。

2. フォームにタイ トルを追加します。

a. コン ト ロールパレッ ト で、 Styled Text Box （ 　 ) をク リ ッ クします。

b. コンテン トパネル > デザインタブで、 フォームの左上でクリ ッ クして、 コン ト
ロールを以下のように配置します。

c. スタイルテキス ト コン ト ロールを右ク リ ッ クして、 テキス トの編集を選択しま
す。

d. RERS Employee Details を入力します。

e. スタイルテキス トボッ クスのサイズを変更して、 タイ トルを一行に表示します。
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f. ブラウザパネル > プロパテ ィ タブで、 スタイルテキス トボッ クスの以下のプロ
パテ ィ を設定します。

Visual > Font Family: Times New Roman
Visual > Font Size: 18
Visual > Foreground: red

g. スタイルバーで、 B （Bold） をク リ ッ クします。

h. スタイルバーで、 I （Italics） をク リ ッ クします。

この作業を完了すると、 修正されたスタイルテキス トボッ クスは以下のように
表示されます。

この作業では、 スタイルバーとプロパテ ィ を使ってスタイルエレメン ト を適用
します。 それ以外の方法として、 アプリケーシ ョ ンでは、 アプリケーシ ョ ンの
テキス トで使用したすべてのスタイルを定義する cascading style sheets （.css
ファイル） を使用することができます。 スタイルシートはアプリケーシ ョ ンデ
ザイナで定義することができます。 あるいは実行時に既存のスタイルシート を
参照することができます。

3. FIRST_NAME、 LAST_NAME、 EMAIL、 SSNのラベルとボックスのフ ィールドを
グループ化します。

a. コン ト ロールパレッ トの Box （ 　 ） をク リ ッ ク します。

b. コンテン トパネル > デザインパネルで、 下図のようにラベルとフ ィールドをク
リ ッ ク＆ド ラ ッグして囲み、 長方形の箱を作成します。

マウスボタンを離したときに、 ボックスがフォームに配置されます。 必要に応
じて、 ボッ クスのサイズを変更します。

注 : レイアウト >整列 コマンドを使用し、 ボックス内でラベル
とコン ト ロールの位置合わせをすることができます。
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c. ブラウザパネル > プロパテ ィ タブで、 ボッ クスの以下のプロパテ ィ を設定しま
す。

Visual > Title: Personal Information

4. PREF_AIRLINE と PREF_AUTO_RENTALのラベルとテキス ト フ ィールド用にボッ
クスをも う 1 つ作成します。 

5. 新しいボッ クスの Visual > Title プロパテ ィ を Travel preferences に設定しま
す。

6. コンテン トパネル > JSP タブをク リ ッ クします。

フォームのコン ト ロールと関連するプロパテ ィ をそれぞれデザインパネルに配置し
て変更すると、 JSP に変換されます。 通常、 JSP を変更する必要はありませんが、
必要に応じて変更することができます。

7. コンテン トパネル > デザインタブをク リ ッ クしてフォームのレイアウトに戻りま
す。

8. レイアウト > プレビュー を選択します。

あるいは、 F12 キーを押下します。

フォームの JSP版が、 Web ブラウザに表示されます。 プレビューは、 実際にアプ
リケーシ ョ ンサーバにアプリケーシ ョ ンを配備することな く 、 フォームがランタイ
ムにどのように見えるか表示することが可能です。 

フォームのラベルが、 プレビューのフ ィールド コン ト ロールと重なって見える場合
は、 ブラウザが使用するフォン トサイズを変更することができます。 フォン トサイ
ズ コマンドは、 Web ブラウザのビューメニューから利用可能です。 

アプリケーシ ョ ンデザイナがサポート している Web ブラウザを認識できない場合
は、 作業を続ける前にブラウザをインス トールする必要があります。 Unify NXJの
使用において、 サポート されているサードパーテ ィ製品の一覧は 『Unify NXJ がサ
ポートする構成』 をご覧 く ださい。

9. ブラウザを終了します。

2.4 エン ト リポイン トのフォームを指定

典型的な NXJ アプリケーシ ョ ンは、 多 くのフォームを持っており、 その中の 1 つ以上
のフォームがアプリケーシ ョ ンへのエン ト リポイン トになっています。 エン ト リポイン

ト とは、 Web ブラウザからエンドユーザがアクセスするフォームです。 すべてのアプ
リケーシ ョ ンは少な く とも 1 つのエン ト リポイン トが必要です。

1. ブラウザパネル > プロジェク ト タブで、Classes > ROFIDA_EMPLOYEE をブラウ
ズします。

2. 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。

3. デフォルト ラベルフ ィールドで、 既存のテキス ト を Employee_Form に上書きしま
す。 

エンドユーザは、 http://<appserver_host>:<appserver_port>/Employee_Form リンク
をクリ ッ クすることで、 Employee詳細フォームにアクセスします。

このレッスンでは、 他のフ ィールドはそのままにしておきます。 

4. OK をク リ ッ クします。

アプリケーシ ョ ンデザイナは、 オブジェク トの状態を表すために異なるアイコンを
使います。 例えば、 ブラウザパネルの ROFIDA_EMPLOYEE フォームアイコンが、
エン ト リポイン トのアイコンに変わります。
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2.5 フォームの実行

アプリケーシ ョ ンデザイナでフォームを実行して、 開発環境のアプリケーシ ョ ンをテス

トすることができます。 フォームを実行すると、 アプリケーシ ョ ンサーバにアプリケー

シ ョ ンを配備して、 Unify NXJ ツールバー、 ヘッダ、 フ ッ タを追加してエン ト リポイン
ト フォームがWeb ブラウザに表示されます。 ツールバーには、 エンドユーザがアプリ
ケーシ ョ ンを移動したり、 データベース操作を行う ことが可能なボタンが含まれていま

す。 RERS Employee Details フォームから、 例えば、 EMPLOYEE テーブルに対して、
レコードの追加、 更新、 削除が行えます。

ユーザはまた、 1 つまたは複数のフ ィールド コン ト ロールに検索条件を入力することで
ターゲッ ト テーブルからレコード検索を行う ことができます。 これは、 query-by-form 
という もので以下に説明されています。

完成したアプリケーシ ョ ンは、 アプリケーシ ョ ンサーバによって提供されたツールを使

用したり、 必要な手順を行う ことで、 アプリケーシ ョ ンサーバに配備します。

注 : NXJ にバンドルされている JBoss アプリケーシ ョ ンサーバを使用す
る場合、 プロジェク ト｜配備メニュー項目を選択することによって、
NXJ IDEから直接配備することができます。

1. アプリケーシ ョ ンデザイナのメニューバーで、 プロジェク ト  > 実行を選択します。

ツールバーの実行 （　 ) をク リ ッ クすることもできます。

アプリケーシ ョ ンの実行を初めて行う場合、 アプリケーシ ョ ンデザイナはアプリ
ケーシ ョ ンサーバの開始を確認するプロンプ ト を表示します。 はい ボタンをク リ ッ
クします。

アプリケーシ ョ ンサーバの起動にしばら く時間がかかります。 Unify NXJはアプリ
ケーシ ョ ン サーバが開始するのを待っている間に、 アプリケーシ ョ ンデザイナが
“タイムアウト” を示すメ ッセージを表示する場合があります。 この場合は、 アプ
リケーシ ョ ンサーバインスタンスが開始するのを待ってから、 再度、 実行をクリ ッ
クして く ださい。

アプリケーシ ョ ンデザイナが、 実行時データソースの作成ダイアログを表示しま
す。 アプリケーシ ョ ンサーバのデータソース定義の作成を承認するために、 はい ボ
タンをク リ ッ クします。

アプリケーシ ョ ンデザイナはフォームの EJB版を生成し、 アプリケーシ ョ ンサーバに
配備します。 これに数秒かかります。
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この実行コマンドの進行状況は、 配備状況ダイアログから確認することができます。 コ

ンパイルエラーがある場合は、アウト ラインパネルに表示されます。 “配備を完了しまし
た。 ”のメ ッセージがメ ッセージパネルに表示されたら、 ROFIDA_EMPLOYEE フォー
ムがWeb ブラウザに表示されます。

2. フォームのツールバーで、 Search をク リ ッ クすると、 EMPLOYEE テーブルのすべ
てのレコードが選択されます。

NXJ インタラクシ ョ ンサーバがターゲッ ト テーブルからレコードを選択するために
SELECT文を使用するので、 検索されたレコードの集まりのことを選択セッ ト と呼
びます。 選択セッ トの一件目がフォームに表示されています。
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フォーカスされたフ ィールド コン ト ロールは、 デフォルトで青色にハイライ ト表示
されます。 フォームで使われる色は、 すべてアプリケーシ ョ ンのスタイルシート、
または Visual プロパテ ィの一部と して設定することができます。

フォームのフ ィールドからフ ィールドへ移動するには、 Tab を押下します。 この
フォームでは、 すべてのフ ィールドがフォーカスを許可するように設定されている
ので、 それぞれのフ ィールドで止まることができます。 フ ィールド コン ト ロール
は、 フォーカスを許可しないように設定したり、 ある条件のもとに見えないように
設定することができます。 これによって入力が必要なフ ィールドのみに止まって、
エンドユーザが速く移動ができるようにフォームを作成することができます。

前フ ィールドに移動するために、 Shift+Tab を押下します。 これらの key-to-
commandの関連も、 アプリケーシ ョ ンの look & feel定義の一部と して設定するこ
とができます。

3. レコードナビゲーシ ョ ン ボタンを使って、 残りのレコードを表示します。

フォームのヘッダがこのような選択セッ ト を表示している場合は特に、 重要なアプ
リケーシ ョ ンの情報を表示します。 フォームに現在表示されているレコードのレ
コード番号と、 そのセッ ト （この場合は 6 件） でのレコード件数が表示されていま
す。

次レコード

次セッ ト
最終レコード前レコード先頭レコード

 前セッ ト
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” レコード  6/6” のメ ッセージが表示されたときは、 選択セッ トの最後にきたことを
意味します。

4. 特定のレコードの検索を行います。

Employee詳細フォーム上のすべてのフ ィールドは、 検索可能です。 LAST_NAME
フ ィールドを検索するステップは、 以下のとおりです。

a. フォームのツールバーで Clear をク リ ッ クして、 現在表示されている選択セッ
ト をフォームから消去します。

b. LAST_NAME フ ィールドに、 Sm と入力します。 

デフォルトでは、 NXJ インタラクシ ョ ンサーバは、 “Sm” で始まるすべてのレ
コードを返す “曖昧一致” を実行します。 あるいは、 デフォルトで、 完全一致
を実行するように NXJ インタラクシ ョ ンサーバを設定することもできます。

c. Search をク リ ッ クします。 

従業員が Sm で始まる姓を持つすべてのレコード （2件） が返されます。
Employee 詳細フォームを使用して、 従業員レコードを追加することができま
す。

5. 以下のステップでターゲッ ト テーブルに新しい従業員レコードが追加されます。 
a. ツールバーの New をク リ ッ クします。 
b. 以下の情報を入力します。

EMP_ID: 1107
DEPT: 103
MANAGER: 444-44-4444 
FIRST_NAME: Phil 
LAST_NAME: Phillips
SSN: 777-77-7777
EMAIL: phil@rofida.com

典型的な NXJ アプリケーシ ョ ンでは、 ユーザの入力の検証を行ないます。

c. ツールバーの Update をクリックします。

Unify NXJは、 新しい従業員レコードをデータベースに追加します。 フォーム
ヘッダのアプリケーシ ョ ン情報フ ィールドには、 カレン ト レコードが追加され
たことが表示されます。

6. ツールバーの Clear をク リ ッ クします。

7. Serach をク リ ッ クします。

8. レコードナビゲーシ ョ ンボタンの Last Record をク リ ッ クします。

Phil Phillips の従業員レコードが表示されます。

9. ツールバーの Delete をク リ ッ クします。

10. ツールバーの Exit App をク リ ッ クします。
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2.6 学習のまとめ

このレッスンを終了しました。 以下の方法を学習しました。

• データベーステーブルに基づいたデフォルト フォームの作成

• コンテン トパネル > デザインタブを使用したフォームのレイアウト をカスタマ
イズ

• エン ト リポイン ト フォームの指定

• ブラウザパネル > プロパティ タブを使ったフォーム、 およびフ ィールド コン ト
ロールのプロパティの設定

• アプリケーシ ョ ンデザイナからのフォームの実行

• エンドユーザが意図するフォームの操作

• query-by-formの実行

• フォームを通してのレコードの追加

チュート リアルの他のレッスンを続けることができます。
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3 データセッ ト

このレッスンでは、 RERSの Category フォームと Department フォームの作り方を学
習します。 終了時には、 以下のようなフォームが完成します。

Category と Departmentは、 繰り返し領域で一度に複数のレコードを表示する multi-
occurence forms です。 Categoryは、 catgory レコードを表示します。 Departmentは、
department レコードを表示します。 表示されたレコードは、 データベース、 Webサー
ビス、 Java クラス、 他のデータソースから戻されるレコードの集まりであるデータ
セッ トから引き出されます。 12 ページの 「基礎」 の single-occurenceの Employee詳
細フォームと同様に、 エンドユーザは、 これらの multioccurence forms を使用して、 レ
コードの表示、 追加、 更新を行う ことが可能です。

Category フォーム

Department フォーム
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Category フォームのターゲッ ト テーブルは、 CATEGORY です。 Departmentのター
ゲッ トテーブルは、 DEPARTMENT です。

注 : このレッスンを以前のセッシ ョ ンで完了している場合は、 始める前
にチュート リアルのプロジェク ト ファイルをリセッ トする必要があ
ります。 チュート リアルファイルをリセッ トするには、 ヘルプ >
チュート リアルのリセッ ト  をアプリケーシ ョ ンデザイナから選択し
ます。

このレッスンは、 アプリケーシ ョ ンデザイナに精通していると仮定しています。 そうで

ない場合は、 このレッスンを始める前に 12 ページの 「基礎」 を終了して く ださい。

3.1 Ctagory と Department フォームの作成
デフォルト フォーム作成ウィザードを使用して、 このレッスンのフォームを作成しま

す。 最初に、 Category フォームを作成します。

1. アプリケーシ ョ ンデザイナを実行していない場合は、 開始して く ださい。

2. アプリケーシ ョ ンデザイナのメニューバーで、 ファイル > プロジェク ト を開 く  を選
択します。

3. <UNIFY_WORK>\projects\tutorials\Dataset をブラウズして、
Dataset.prj をして開く をクリ ッ クします。

<UNIFY_WORK> ディ レク ト リは、 Unify NXJ をインス トールしたときに指定され
ます。 デフォルトでは、 このディ レク ト リは C:\Unify\NXJWork になります。 ア
プリケーシ ョ ンデザイナは、 Dataset プロジェク ト を開きます。

4. アプリケーシ ョ ンデザイナのメニューバーから、 フ ァイル > デフォルト フォームの
作成 ウィザードを選択します。 

デフォルト フォームの作成ウィザードが表示されます。
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5. 以下を設定します。

フォームの作成 : データベーステーブル （選択）
スタイル :Multi-Occurence Form

6. 次へをクリ ッ クします。

テーブルパネルが表示されます。

7. ROFIDA.CATEGORY テーブルの作成チェ ッ クボッ クスをセッ ト します。

8. 完了 をク リ ッ クします。

アプリケーシ ョ ンデザイナは、 Category フォームを生成して、 ブラウザパネル > 
プロジェク ト タブの Classesの下にフォームのエン ト リを追加します。 次に、
Department フォームを生成するために、 同様のステップを行います。

9. アプリケーシ ョ ンデザイナのメニューバーでファイル > 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。

10. 以下を設定します。

フォームの作成 : データベーステーブル （選択）
スタイル :Multi-Occurence Form with Listbox

11. 次へをクリ ッ クします。

テーブルパネルが表示されます。

12. ROFIDA.Department テーブルの作成チェ ッ クボッ クスをセッ ト します。

13. 完了 をク リ ッ クします。

アプリケーシ ョ ンデザイナは、Department フォームを生成して、ブラウザパネル > 
プロジェク ト タブの Classesの下にフォームのエン ト リを追加します。
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3.2 フォームのカスタマイズ

前のレッスンと同様に、 Category と Departmentのユーザビリテ ィはい くつかの変更で
改良することができます。 さらに、 新しいフォームが正し く動作することを確実にする

ために行わなければならないい くつかの機能的な変更があります。 このタスクでは、 こ

れらをカスタマイズします。

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 > 
ROFIDA_CATEGORY を選択します。 

フォームがコンテン トパネルに開きます。 フォームのテーブルは、 繰り返し領域で
す。 レコードは、 実行時にテーブルの行で表示されます。

2. コンテン トパネル > デザインタブで、 繰り返し領域を選択します。

繰り返し領域を選択する方法は 2 つあります。

最初に、 繰り返し領域の背景をクリ ッ クします。 繰り返し領域で見出しまたは
フ ィールドをク リ ッ クすると、 繰り返し領域全体ではな く そのオブジェク トだけが
選択されます。 フォームではな く繰り返し領域を選択していることを確認して く だ
さい。

2番目に、 ブラウザパネル > プロパテ ィ タブの上部で、 ドロップダウンリス トから
RepeatingArea1 を選択します。

選択バーが繰り返し領域の周りに表示されます。
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3. 見出しの下に 4 行のフ ィールドが表示されるように、 繰り返し領域のサイズを調整
します。

これで、 フォーム上に同時に表示できる件数を設定できます。

4. 繰り返し領域の外側 （フォームの青い背景） でフォームをクリ ッ クします。 

繰り返し領域のフォーカスが外れて、 フォームが選択されます。 ブラウザパネル > 
プロパテ ィ タブの上部のドロップダウンリス トに <form>が表示されます。
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5. ブラウザパネル > プロパテ ィ タブで、 Category フォームの以下のプロパテ ィ を設
定します。 

Data Binding > Auto Find: (set)
Form > Menu Label: Category Maintenance

AutoFind プロパテ ィは、 フォームが初期化されたとき、 NXJ インタラクシ ョ ン
サーバが自動的に検索コマンドを発行して、 フォームにリザルトデータセッ ト を表
示するように指示します。

6. ブラウザパネル > プロジェク ト タブで、 Classes > ROFIDA_DEPARTMENT を選
択します。

コンテン トパネル > デザインタブにフォームが開かれます。 フォームのリス トボッ
クスは、 レコードを表示する繰り返し領域です。

7. 7行表示できるように繰り返し領域のサイズを調整します。

8. フォームを選択します。

9. ブラウザパネル > プロパテ ィ タブで、 Department フォームの以下のプロパテ ィ を
設定します。

Data Binding > Auto Find: (set)
Form > Menu Label: Department Maintenance

10. アプリケーシ ョ ンデザイナのメニューバーで、 ファイル > すべて保存 を選択しま
す。
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3.3 ユーティ リテ ィ フォームの追加

チュート リアルを完了すると、 ここで作成した 2 つのフォームは、 他のフォームの
フ ィールド コン ト ロールからアクセスされるルックアップフォームになります。 この

レッスンでは、 それらの呼び出しフォームはまだ作成されていないため、 この 2 つの
フォームがアクセスする仮のフォームを作成する必要があります。

プレースホルダフォームは、 ユーテ ィ リテ ィ と呼ばれ、 プロジェク トのエン ト リ フォー

ムと して設定されます。

1. アプリケーシ ョ ンデザイナのメニューバーから、 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. オブジェク ト タブで、 Form をク リ ッ クします。

3. 名称 フ ィールドに Utilities と入力します。

4. OK をク リ ッ クします

アプリケーシ ョ ンデザイナは、 フォームを作成して、 ブラウザパネル > プロジェク
ト タブで、 Classesの下のフォームにエン ト リを追加して、 コンテン トパネル > デ
ザインタブにフォームを開きます。

5. Utilities フォームにラベルを設定します。
a. コン ト ロール パレッ トの Label （ ） をク リ ッ ク します。

b. コンテン トパネル > デザインタブで、 フォームの上部をクリ ッ クして、 ラベル
を配置します。

c. ラベルをダブルク リ ッ ク します。

d. Rofida Utility Forms と入力します。
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e. スタイルバーで、 フォン トのドロップダウンリス トから Arial を選択します。

f. フォン トサイズはドロップダウンリス トから 18 を選択します。

6. Utilities フォームの次フォームの関係を定義します。
a. コンテン トパネル > デザインパネルで、 フォームを選択します。

b. 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ます。

c. 除外の下で、 ROFIDA_DEPARTMENT、 ROFIDA_CATEGORY と <exit> エン
ト リを Ctrl を押しながらク リ ッ クします。

d. 左矢印をク リ ッ クして、 選択したエン ト リを除外から含むに移動します。

e. 含むの下で <exit> を選択します。
f. 下矢印をク リ ッ クして、 <exit> を含むのリス トの一番下に移動させます。
g. OK をク リ ッ クします。

Utilities の次フォーム関係が、 セッ トアップされます。 次に、 アプリケーシ ョ ン
のエン ト リ フォームと して Utilities フォームを設定する必要があります。

7. ブラウザパネル > プロジェク ト タブの Classesの下で、 Utilities を右ク リ ッ クし
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。

8. 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 フォームと して Utilities を示しま
す。

9. アプリケーシ ョ ンデザイナのメニューバーで、 ファイル > すべて保存 を選択しま
す。

3.4 アプリケーシ ョ ンの実行

すべての NXJ アプリケーシ ョ ンと同様に、 アプリケーシ ョ ンが適切に動作することを
確認するために、 データセッ ト プロジェク ト をテス トする必要があります。 アプリケー

シ ョ ンデザイナからアプリケーシ ョ ンを実行する詳細については、 12 ページの 「基礎」

を参照して く ださい。

1. アプリケーシ ョ ンデザイナのメニューバーで、 プロジェク ト > 実行 を選択します。

Rofida Utilities Forms フォームが表示されます。 Utilities フォームには表示すべき
フ ィールドが無いので、 アプリケーシ ョ ンは次フォームに移動しよう と します。 次
フォームが複数あるために、 Choose Next Form ダイアログが表示されます。
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2. Category Maintenance をダブルクリ ッ クします。

選択入力フ ィールドに 1 と入力し、 OK をク リ ッ クしてこのフォームを選択するこ
とも可能です。

Category フォームが表示されます。

フォームには最初の 4 つのレコードが表示されます。 

3. レコードナビゲーシ ョ ン ボタンを使用して、 カテゴリレコードをブラウズします。 
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4. ツールバーの Back ボタンをク リ ッ クします。 

5. アプリケーシ ョ ンは、 Rofida Utility Forms ページに戻って、 Choose Next Form ダ
イアログを表示します。

6. Department Maintenance をダブルクリ ッ クします。

Department フォームが表示されます。

7. ナビゲーシ ョ ン ボタンを使って、 データセッ ト内をブラウズします。

カレン ト レコードの値はリス トボッ クスの下のフ ィールドに表示されます。 リス ト
ボッ クスのレコードは読み取り専用です。 レコードの追加、 更新にはリス トボッ ク
スの下のフ ィールドでデータの入力や、 変更を行います。 

8. ツールバーで、 Exit App をク リ ッ クします。

3.5 学習のまとめ

このレッスンを終了し、 以下のことを学習しました。

• multi-occurrence フォームを作成する方法

• multi-occurrence フォームが複数のレコードを表示するために繰り返し領域を使
用する方法

• 次フォームの関係の設定方法

• 複数の次フォームがあるときに、 次フォームの選択ダイアログで操作する方法

チュート リアルの他のレッスンを続けることができます。
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4 マスタ /詳細関係

このレッスンでは、 XReport フォームの構築を学習します。 終了時には、 以下のような
フォームが完成します。

XReportは、 マスタ /詳細関係を使用します。 マスタ /詳細関係は、 マスタ領域と詳細
領域間のプライマリキー /外部キーの関係で成り立ちます。 マスタ領域のターゲッ ト
テーブルに 1 つ、 あるいは複数の列がマスタキーと呼ばれるプライマリキーを構成しま
す。 詳細領域のターゲッ トテーブルの同数の列 （データ タイプがマッチしている） が、

詳細キーと呼ばれる外部キーを構成します。

このレッスンでは、 マスタ /詳細関係は、 マスタ XReport と詳細 Expense データビュー
間にあります。 データビューは、 ターゲッ ト テーブルがフォームのターゲッ トテーブル

と異なるフォームでの領域です。 データビューは 1 つのフ ィールド、 フ ィールドの集ま
り、 もし くは繰り返し領域です。

マスタ XReport
フォーム

詳細 Expense
データビュー
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XReport フォームは、 XREPORT ターゲッ トテーブルを使用します。 Expense詳細ビュー
は、 EXPENSE ターゲッ トテーブルを使用します。

注 : このレッスンを以前のセッシ ョ ンで完了している場合は、 始める前
にチュート リアルのプロジェク ト ファイルをリセッ トする必要があ
ります。 チュート リアルファイルをリセッ トするには、 ヘルプ >
チュート リアルのリセッ ト  をアプリケーシ ョ ンデザイナから選択し
ます。

このレッスンは、 アプリケーシ ョ ンデザイナに精通していると仮定しています。 そうで

ない場合は、 このレッスンを始める前に 12 ページの 「基礎」 を終了して く ださい。

4.1 フォームに詳細領域を追加

XReport フォーム （マスタ領域） は、 このレッスンのために既に作成されています。

データの関連付けウィザードを使用して、 Expense データビュー （詳細領域） を追加す
る必要があります。

1. アプリケーシ ョ ンデザイナを実行していない場合は、 開始して く ださい。

2. アプリケーシ ョ ンデザイナのメニューバーで、 ファイル > プロジェク ト を開 く  を選
択します。

3. <UNIFY_WORK>\projects\tutorials\MasterDetail ブラウズして、
MasterDetail.prj を選択して開く をク リ ッ クします。

<UNIFY_WORK> ディ レク ト リは、 Unify NXJ をインス トールしたときに指定され
ます。 デフォルトは、 C:\Unify\NXJWork になります。 アプリケーシ ョ ンデザイ
ナは、 MasterDetail プロジェク ト を開きます。

4. ブラウザパネル > プロジェク ト タブで、 Classes > XReport を選択します。

コンテン トパネル > デザインタブにフォームが開きます。
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5. アプリケーシ ョ ンデザイナのコン ト ロールパレッ トの Data View （ ） をク
リ ッ クします。

6. コンテン トパネル > デザインパネルで、 既存のコン ト ロールの下の部分を長方形に
クリ ッ ク＆ド ラ ッグします。

データの関連付けウィザードが表示されされます。 ウィザードを使用してフォーム
で現在使われているものとは別のターゲッ トテーブルに、 新しいデータビューを関
連付けることができます。 

7. 以下を入力するか、 設定します。

以下に関連付け : データベーステーブル (選択されています )
コネクシ ョ ン : tutorial
テーブル : ROFIDA.EXPENSE
スタイル : Multi Occurence Form with Grid

8. 次へをクリ ッ クします。
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マスタ /詳細オプシ ョ ンパネルが表示されます。 このパネルを使用して、 マスタ /詳
細関係のキーを定義します。

9. 以下を入力します。

マスタデータビュー : <form>
マスタキー : REPORT_ID
詳細キー : REPORT_ID

キーフ ィールドの列名を入力するか、 ダイアログボタンを使用して、 列を含むこと
も可能です。

10. 次へをクリ ッ クします。

デフォルト フ ィールドパネルが表示されます。 このパネルでは、 どのフ ィールドを
データビューに表示するかを決定します。

11. 含むの REPORT_ID を選択します。

12. 右矢印をク リ ッ クして、 REPORT_ID を除外に移動します。 
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このフ ィールドはマスタフォームの REPORT_ID と同一であるため、 データビュー
には含む必要はありません。

13. 完了 をク リ ッ クします。

アプリケーシ ョ ンデザイナは、 フォームにデータビューを追加して、 選択します。
データビューは、 除外されなかった残りのデフォルト フ ィールドを含んだグリ ッ ド
の繰り返し領域になっています。

4.2 Expenseデータビューのカスタマイズ
前のレッスンのように、 ウィザードはカスタマイズできる機能的なデータビューをを生

成します。 特に、 繰り返し領域で YYYY にフ ィールドをカスタマイズします。

1. 繰り返し領域を選択します。

繰り返し領域の端近くの領域をクリ ッ クするか、 ブラウザパネル > プロパテ ィ タブ
のドロップダウンリス トから RepeatingArea1 を選択することができます。 デー
タビューの外周でな く、 繰り返し領域が選択されていることを確認して く ださい。
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2. （オプシ ョ ン） 繰り返し領域が 4 行表示されるように調節します。

データビューではな く、 繰り返し領域上でハンドルを使用するように注意して く だ
さい。

3. データビューを選択します。

データビューの境界をク リ ッ クするか、 ブラウザパネル > プロパテ ィ タブのドロッ
プダウンリス トから ROFIDA_EXPENSE を選択します。

4. ブラウザパネル > プロパテ ィ タブで、 Data Binding > SQL Order By Clause
フ ィールドをク リ ッ クして、 ダイアログボタンをク リ ッ クします。

Order by Clause エディ タが表示されます。 

5. 除外で、 ITEM を選択します。

6. 左矢印をク リ ッ クして、 ITEM を含むに移動します。

これで、 フォーム上にロード されるレコードが項目番号でソート されます。

7. OK をク リ ッ クします。

8. コンテン トパネル > デザインタブで、 繰り返し領域の一行目にある Category
フ ィールドを選択します。
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ク リ ッ クするのはフ ィールドであり、 その上にあるラベルではありません。 赤い境
界が、 フ ィールドの周りに表示されます。

カテゴリフ ィールドがカテゴリの静的なリス トのため、 フ ィールドを ドロップダウ
ンリス トに変更することも可能です。 これにより、 値を入力しな く ても、 リス トか
ら有効な値を選択することができます。

9. アプリケーシ ョ ンデザイナのメニューバーで、レイアウト  > 変更 > Dropdown List 
を選択します。

新しい経費項目を追加する場合、 ユーザはカテゴリの現在のリス トから、 項目のカ
テゴリを選択することができます。 このリス トは、 CATEGORY テーブルを検索す
ることにより提供されます。

10. ブラウザパネル > プロパテ ィ タブで、 List > Query プロパテ ィ をク リ ッ クして、 ダ
イアログボタンをク リ ッ クします。

Query ダイアログが表示されます。

11. 以下の query を入力します。

select CAT_ID from ROFIDA.CATEGORY

12. OK をク リ ッ クします。

13. コンテン トパネル > デザインタブで、 繰り返し領域の一行目にある Incurred
フ ィールドを選択します。

選択するのはフ ィールドであり、 その上にあるラベルではありません。 赤い境界
が、 フ ィールドの周りに表示されます。 Incurred フ ィールドは、 日付データを受け
取ります。 フ ィールドからユーザが日付を入力する必要が無く、 カレンダーから日
付を選択することができる日付選択へコン ト ロールを変更することができます。
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14. レイアウト  > 変更 > Date Picker を選択します。

フ ィールドが日付選択に変更されます。

15. コンテン トパネル > ソースタブをク リ ッ クします。

ソースタブは、 フォームの NXJ プログラ ミ ング言語スク リプ ト を表示します。

16. DATA VIEW ROFIDA EXPENSE セクシ ョ ンの初めの大括弧の下に、 以下の NXJ プ
ログラ ミ ング言語を追加します。

multi_valued NullableNumericVariable REPORT_ID;

このマニュアルのテキス ト をコピーして、 ソースタブに貼り付けることができま
す。 

REPORT_IDの変数はマスタ /詳細関係の構築に必要であるため、 NXJ プログラ ミ
ング言語スクリプ トでの宣言が必要です。 ターゲッ ト列と同じ名前の変数がを宣言
されると、 実行時に変数にはターゲッ ト列の値が割り当てられます。 “multi_valued”
のキーワードは、 変数が各レコードに対して新しい値が割り当てられることを示し
ています。 フォーム上のフ ィールド コン ト ロールには、 このような宣言は必要あり
ません。 宣言は NXJ によって自動的に行われます。 REPORT_ID フ ィールドは、
データビュー上には表示されません。

4.3 ヘルプファイルの追加

アプリケーシ ョ ンデザイナ以外で開発された HTML フォーマッ トのシンプルなヘルプ
ファイルが、 プロジェク トの Static Content フォルダへ追加されています。 フォームの
インラインフレームにオンラインヘルプファイルを含めることができます。

1. コンテン トパネル > デザインタブで、 フォームを選択します。

2. コン ト ロールパレッ ト で Inline Frame （ ) をク リ ッ クします。

3. 既存のフ ィールドの右側に、 以下のようにインラインフレームを配置します。
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フォームの境界線を越えてコン ト ロールのサイズを変更する場合、 コン ト ロールの
サイズに合わせてフォームのサイズも変更されます。 Visual > Height と Visual > 
Width プロパテ ィ を使用してもフォームのサイズが変更できます。

4. ブラウザパネル > プロパテ ィ タブで、 インラインフレームの Visual > Source プロ
パテ ィ をク リ ッ クして、 ダイアログボタンをク リ ッ クします。

URLの選択ダイアログが表示されます。

5. XReport.html フ ァイルをダブルクリ ッ クします。

html ファイルの内容は、 フォームを実行するかプレビュー画面を実行するまでイン
ラインフレームに表示されません。

6. ファイル > 保存 を選択します。

4.4 アプリケーシ ョ ンの実行

アプリケーシ ョ ンをテス トする準備が完了しました。

1. プロジェク ト > 実行 を選択します。 

Expense Request フォームが、 最初のマスタ /詳細レコードのデータで表示されま
す。
© Copyright 2008 Unify Corporation50



マスタ /詳細関係
2. インラインフレームでヘルプファイルをスクロール表示します。

このレッスンではヘルプ情報は常に表示されています。 あるいは、 エンドユーザが
ヘルプボタンを押下した場合のみ、 インラインフレームを表示するように設定する
こともできます。 ヘルプファイルは読み取り専用です。 NXJ フォームに表示される
埋込み型ファイルは、 データに相当するテキス トまたはバイナリ タイプのフ ィール
ド コン ト ロールを使う ことにより、 編集したりアップロードすることが可能です。

3. 繰り返し領域で、 列見出しをク リ ッ クすると、 レコードをソートすることができま
す。

4. 繰り返し領域で、 経費の１つの incurredの日付を変更します。

INCURRED フ ィールド （見出しではな く ） をク リ ッ クして、 表示される日付選択
ボタンをク リ ッ クします。 カレンダーから日付を選択して OK をク リ ッ クします。

5. 繰り返し領域で、 経費の 1 つの category を変更します。

EXPENSES フ ィールド （見出しではな く ） をク リ ッ クして、 表示されるドロップ
ダウンリス トから異なるカテゴリーを選択します。

6. フォームのツールバーで、 次レコードをク リ ッ クします。

それぞれの経費レコード （マスタ領域） に関して、 関連する経費項目 （詳細領域）
の異なるセッ トが表示されることに注意して く ださい。
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4.5 学習のまとめ

このレッスンを終了しました。 以下のことを学習しました。

• マスタ /詳細フォームのデザインと使用方法

• フォームへのデータビューの設定方法

• 別のタイプへのコン ト ロールの変更方法

• Static Content ファイルを表示するためのインラインフレームの使用方法

チュート リアルの他のレッスンを続けることができます。
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5 タブセッ ト

このレッスンでは、 Employee Management フォームの作成を学習します。 終了時に
は、 以下のようなフォームが完成します。

Employee Managementから Rofidaのマネージャは、 だれがどの経費請求をしたのか
を見たり、 各従業員のカテゴリ上限を設定したりできます。 フォームは、 スク リーンリ
アルエステート を保存するのと同時に、 この情報を提示するためにタブセッ ト を使用し

ます。 タブセッ トは、 フ ィールド、 繰り返し領域、 データビュー、 または他のあらゆる

コン ト ロールも含むことができる 1 つ以上のタブを含んでいます。 このチュート リアル
では、 各タブは、 Employee Management フォームでマスタ /詳細関係を持つデータ
ビューを含んでいます。 異なるターゲッ ト テーブルを持つデータビューとフォームにつ

いては、 12 ページの 「基礎」 を参照して く ださい。
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Employee Management フォームは、 ターゲッ ト テーブルに EMPLOYEE を使用しま
す。 最初のデータビューは XREPORT を使用します。 二番目のデータビューは LIMIT
を使用します。

注 : このレッスンを以前のセッシ ョ ンで完了している場合は、 始める前
にチュート リアルのプロジェク ト ファイルをリセッ トする必要があ
ります。 チュート リアルファイルをリセッ トするには、 ヘルプ >
チュート リアルのリセッ ト  をアプリケーシ ョ ンデザイナから選択し
ます。

このレッスンは、 アプリケーシ ョ ンデザイナに精通していると仮定しています。 そうで

ない場合は、 このレッスンを始める前に 12 ページの 「基礎」 を終了して く ださい。

5.1 タブセッ トの追加

1. アプリケーシ ョ ンデザイナを実行していない場合は、 開始して く ださい。

2. アプリケーシ ョ ンデザイナのメニューバーで、 ファイル > プロジェク ト を開 く  を選
択します。

3. <UNIFY_WORK>\projects\tutorials\TabControl をブラウズして、
TabControl.prj を選択して開く をク リ ッ クします。

<UNIFY_WORK >ディ レク ト リは、 Unify NXJ をインス トールしたときに指定され
ます。 デフォルトでは、 このディ レク ト リは C:\Unify\NXJWork になります。 ア
プリケーシ ョ ンデザイナは、 TabControl プロジェク ト を開きます。

4. ブラウザパネル > プロジェク ト タブで、 Classes > EmployeeMgt を選択します。

フォームがコンテン トパネル > デザインタブに開きます。
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5. コン ト ロールパレッ トで、 Tab Set （ 　 ） をク リ ッ ク します。

6. コンテン トパネル > デザインタブで、 ク リ ッ ク＆ド ラ ッグで 2 つのフ ィールドの幅
に合わせて、 既存のフ ィールドの下で長方形を作ります。

7. コン ト ロールパレッ トで、 Tab （ 　 ） をダブルク リ ッ クします。

タブをク リ ッ クすると、 タブセッ トの中に 1 つのタブを配置することができます。
タブをダブルクリ ッ クすると、 タブセッ トに複数のタブを配置することができま
す。

8. コンテン トパネル > デザインタブで、 タブセッ ト をク リ ッ クして最初のタブをタブ
セッ トに配置し、 再度ク リ ッ クして二番目のタブを設定します。

デフォルトのタイ トル “Page 1” と  “Page 2” という タイ トルの付いたタブがタブ
セッ トに追加されます。
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9. コン ト ロールパレッ トで、 選択を外すために Tab をク リ ッ クします。

10. コンテン トパネル > デザインタブで、 Page 1 タブをク リ ッ クします。

11. ブラウザパネル > プロパテ ィ タブで、 Tab > Title プロパテ ィ を Requests に変更
します。

12. コンテン トパネル > デザインタブで、 Page 2 タブをク リ ッ クします。

13. ブラウザパネル > プロパテ ィ タブで、 Tab > Title プロパテ ィ を Limits に変更し
ます。

5.2 Requests タブにデータ  ビューの追加
1. コンテン トパネル > デザインタブで、 Requests タブをク リ ッ クして選択します。

2. コン ト ロールパレッ トの Data View （ ） をク リ ッ ク します。 

3. コンテン トパネル > デザインタブで、 Requests タブ内でクリ ッ ク＆ ド ラ ッグし
て、 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。
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4. 以下を入力します。

以下に関連付け ： データベーステーブル （選択されています）
コネクシ ョ ン ： tutorial
テーブル ： ROFIDA.XREPORT
スタイル ： Multi Occurrence With Listbox

5. 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。 マスタ /詳細関係のキーを定義す
るために、 このパネルを使用します。

6. 以下を入力します。

マスタデータビュー ： <form>
マスタキー ： EMP_ID
詳細キー ： EMP_ID
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キーフ ィールドに列名を入力するか、 列を含むためにダイアログボタンを使用する
ことができます。

7. 次へ ボタンをク リ ッ クします。

デフォルト フ ィールドパネルが表示されます。 このパネルでは、 どのフ ィールドを
データビューに表示するかを決定します。

8. EMP_ID、 SNN、 FROM_DATE、 TO_DATE フ ィールドを除外の列に移動します。

含むの下のフ ィールドを Ctrl を押しながらク リ ッ クして、 右矢印をク リ ッ クしま
す。

9. 完了 をク リ ッ クします。

アプリケーシ ョ ンデザイナは、 Requests タブにデータビューを生成します。

10. （オプシ ョ ン） データビューがタブに適合するように、 Requests タブ、 タブセッ
ト、 またはデータビューのサイズを調整します。

11. コンテン トパネル > ソースタブで DATA VIEW ROFIDA_XREPORT セクシ ョ ンの
大括弧の下に以下の一行のコードを追加します。

multi_valued NullableNumericVariable EMP_ID;

12. ファイル > 保存を選択します。

5.3 データビューを Limits タブに追加
1. コンテン トパネル > デザインタブで、 Requests タブをク リ ッ クして選択します。

2. コン ト ロールパレッ トの Data View （ ） をク リ ッ ク します。 

3. コンテン トパネル > デザインタブで、 データビューを配置するために Limits タブ
内で、 ク リ ッ ク＆ド ラ ッグします。
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データの関連付けウィザードが表示されます。

4. 以下を入力または設定します。

以下に関連付け ： データベーステーブル （選択）
コネクシ ョ ン ： tutorial
テーブル ： ROFIDA.LIMIT
スタイル ： Multi Occurrence With Listbox

5. 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。

6. 以下を入力します。

マスタデータビュー ： <form>
マスタキー ： EMP_ID
詳細キー ： EMP_ID

キーフ ィールドに列名を入力するか、 ダイアログボタンを使用して、 列を含むこと
もできます。

7. 次へをクリ ッ クします。

デフォルト フ ィールドパネルが表示されます。

8. EMP_ID を除外の列に移動させます。

9. 完了をクリ ッ クします。

アプリケーシ ョ ンデザイナは、 Limits タブにデータビューを生成します。

10. （オプシ ョ ン） データビューがタブに適合するように、 Requests タブ、 タブセッ
ト、 またはデータビューのサイズを調整します。

11. コンテン トパネル > ソースタブで DATA VIEW ROFIDA_LIMIT セクシ ョ ンの大括
弧の下に以下の一行のコードを追加します。

multi_valued NullableNumericVariable EMP_ID;

12. ファイル > 保存を選択します。

5.4 アプリケーシ ョ ンの実行

アプリケーシ ョ ンをテス トする準備が完了しました。

1. プロジェク ト > 実行 を選択します。 

2. Requests タブを開いて、 最初の従業員の請求を表示します。

フォームの AutoFind プロパテ ィが true に設定されているために、 フォームが表示
されたときに繰り返し領域には自動的にデータがセッ ト されます。

3. レコードナビゲーシ ョ ン ボタンを使って、 他の従業員にブラウズしてそれぞれの経
費請求を見ることができます。 
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マスタ /詳細関係により、 表示される従業員が変わるのに合わせて、 請求が変わり
ます。

4. Limits をク リ ッ クして、 従業員レコードを再度ブラウズします。

5. Exit App をク リ ッ クします。

5.5 学習のまとめ

このレッスンを終了しました。 以下のことを学習しました。

• フォームにタブセッ ト を追加する方法

• タブセッ トの各タブでの異なるデータビューの使用方法

チュート リアルの他のレッスンを続けることができます。
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6 NXJ プログラ ミング言語

このレッスンは、 Expense Report フォームのビジネスロジックを強化する NXJ プログ
ラ ミ ング言語の使用を学習します。 最初に、 新しい経費レコードの REPORT_ID と
ITEM フ ィールドの初期値を自動的に提供するスクリプ ト を追加します。 二番目に
Expense Report フォームの XAmount フ ィールドに入力される量を検証するために、
データベースの経費制限を使用するスクリプ ト を追加します。

Expense Report フォームは、 NEXT_NUMBER と EXPENSE ターゲッ ト テーブルを使
用します。

注 : このレッスンを以前のセッシ ョ ンで完了している場合は、 始める前
にチュート リアルのプロジェク ト ファイルをリセッ トする必要があ
ります。 チュート リアルファイルをリセッ トするには、 ヘルプ >
チュート リアルのリセッ ト をアプリケーシ ョ ンデザイナから選択し
ます。

このレッスンは、 アプリケーシ ョ ンデザイナに精通していると仮定しています。 そうで

ない場合は、 このレッスンを始める前に 12 ページの 「基礎」 を終了して く ださい。

6.1 Report ID を作成するビジネスルールの追加
新規の REPORT_ID フ ィールドの値はユニークな番号でな く てはなりません。 このア
プリケーシ ョ ンは、 report ID と して次に使用可能な番号を管理するためにデータベース
の NEXT_NUMBER テーブルを使います。 テーブルを検索して、 使用可能な次の番号を
入手するようにスクリプ ト を変更します。

1. アプリケーシ ョ ンデザイナを実行していない場合は、 開始して く ださい。
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2. アプリケーシ ョ ンデザイナのメニューバーで、 フ ァイル > プロジェク ト を開 く  を選
択します。

3. <UNIFY_WORK>\projects\tutorials\NXJSource をブラウズして、
NXJSource.prj を選択して、 開 く をク リ ッ クします。

<UNIFY_WORK> ディ レク ト リは、 Unify NXJ をインス トールしたときに指定され
ます。 デフォルトでは、 このディ レク ト リは C:\Unify\NXJWork になります。

4. ブラウザパネル > プロジェク ト タブで、 Classes > XReport を選択します。

コンテン トパネル > デザインタブにフォームが開きます。

5. コンテン トパネル > ソースタブで、 FORM XReport文の最初の大括弧の下に以下
のメ ソ ッ ドを追加します。

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;

}
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6. コンテン トパネル > ソースタブで、 FORM を右クリ ッ クして、 イベン トセクシ ョ ン
の挿入 > ON CLEAR TO ADD を選択します。

アプリケーシ ョ ンデザイナは、 空の ON CLEAR TO ADD イベン トセクシ ョ ンをス
ク リプ トに追加します。

7. ON CLEAR TO ADD文の最初の大括弧下に以下のコードを追加します。

REPORT_ID = getNextNum( "XREPORT" );

完了すると、 ソースの上部分は以下のように見えます。

フォームには追加となる NXJ プログラ ミ ング言語ソースがありますが、 このタスク
では作業は行わないので注意して く ださい。

8. ファイル > 保存を選択します。

6.2 項目番号を採番するビジネスルールの追加

NXJ プログラ ミ ング言語により、 選択セッ トのレコード カウン ト等のアプリケーシ ョ ン
の実行時の情報にアクセスできます。 新規レコードのユニークな項目番号を生成するた

めにこのレコード カウン ト を使用します。

1. ブラウザパネル > アウト ラインタブで、 DATA VIEW ROFIDA_EXPENSE をク リ ッ
クします。

FORM XReport
{

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;
}

ON CLEAR TO ADD
{

REPORT_ID = getNextNum( "XREPORT" );
}

...
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スク リプ トエディ タで、 フォームスク リプ ト内の対応するセクシ ョ ンがハイライ ト
表示されます。

2. スク リプ ト内のハイライ ト されたエン ト リを右クリ ッ クして、 イベン トの挿入 > 
ON CLEAR TO ADD を選択します。

アプリケーシ ョ ンデザイナは、 スク リプ トに空の ON CLEAR TO ADD イベン トセ
クシ ョ ンを追加します。 ON CLEAR TO ADDは、 DATA VIEW ROFIDA_EXPENSE
下のブラウザパネル > アウト ラインタブに表示されます。

3. ON CLEAR TO ADD イベン トセクシ ョ ンの最初の大括弧の下に以下のコードを追
加します。 

ITEM = recordCount;

4. ファイル > 保存を選択します。

6.3 入力チェ ックをするビジネスルールの追加

従業員が経費項目に入力したとき、 アプリケーシ ョ ンは値がその従業員のカテゴリで割

当てられている上限値を超えていないかどうかを検証しなければなりません。 値が上限

値を超えている場合、 アプリケーシ ョ ンは従業員に知らせるエラーメ ッセージを表示

し、 経費項目の入力を取り消し しなければなりません。 エラーメ ッセージを、 メ ッセー

ジボックスに表示させます。 この検証を行なうために、 LIMIT テーブルのクエリに NXJ
プログラ ミ ング言語を使用します。

1. ブラウザパネル > アウト ラインタブで、 FIELD XAMOUNT をク リ ッ クします。
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アプリケーシ ョ ンデザイナは、 コンテン トパネル > ソースタブに対応する文をハイ
ライ ト表示します。

2. スク リプ ト内でハイライ ト されているエン ト リを右クリ ッ クして、 イベン トセク
シ ョ ンの挿入 > ON DATA ACCEPT を選択します。 

アプリケーシ ョ ンデザイナは、 スク リプ トに空の ON DATA ACCEPT イベン トセク
シ ョ ンを追加します。 ON DATA ACCEPTは、 FIELD XAMOUNTの下のブラウザパ
ネル > アウト ラインタブに表示されます。

3. ON DATA ACCEPT イベン トセクシ ョ ンの最初の大括弧の下に以下のコードを追加
します。 

このコードは、 LIMIT テーブルをチェ ッ クして、 カレン トの従業員のカテゴリに上
限が設定されているかどうかを確認します。 上限が設定されている場合、 コードは
上限と XMOUNT値を比較します。 値が上限より大きい場合、 NXJ インタラクシ ョ
ンサーバは、 メ ッセージボックスを表示して、 rejectOperation() メ ソ ッ ドを呼び出
して、 更新を中止します。

4. ファイル > 保存を選択します。

NullableAmount limit = null;
EXEC SQL SELECT LIMIT FROM ROFIDA.LIMIT WHERE EMP_ID = :EMP_ID
AND CAT_ID = :CATEGORY
INTO limit;
if ( (! ( limit.isNull() ) ) && ( XAMOUNT > limit ) )
{

session.displayToMessageBox("Amount exceeds limit for this
employee.");

rejectOperation();
}
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6.4 アプリケーシ ョ ンの実行

アプリケーシ ョ ンを実行する準備が完了しました。

1. プロジェク ト > 実行 を選択します。 

XREPORT フォームが表示されます。

2. 新規の経費請求を追加します。
a. フォームのツールバーで、 New をク リ ッ クします。

New をク リ ッ クして、 追加した ON CLEAR TO ADD イベン トセクシ ョ ンを起
動します。 アプリケーシ ョ ンデザイナは、 フォームをクリアして、 Request #
を自動的に付与します。

b. Employee ID フ ィールドに 1102 を入力します。 

c. Request Period で、 from と to フ ィールドに日付を入力します。

例 :from: 5/1/2004、 to: 5/31/2004

d. Update をク リ ッ クします。

3. 経費請求に、 新規項目を追加します。
a. ITEM などの経費項目フ ィールドの 1 つをク リ ッ クします。

詳細領域がアクテ ィ ブになります。 以降の操作は、 フォームではな く、 詳細
ビューに適用されます。 

b. New をク リ ッ クします。

項目番号が自動的に表示されます。
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c. 以下を入力します。

DATE: （任意の日付を設定します）
CATEGORY: 5
XAMOUNT: 2000

デフォルトデータフォーマッ トは、 XAMOUNT値をロケールに適した通貨とス
ケールに変換することに注意して く ださい。 表示されたデータのフォーマッ ト
を指定するために、 フ ィールド コン ト ロールの Format プロパテ ィ を使用する
ことができます。

d. Update をク リ ッ クします。 

Update をク リ ッ クして、 追加された ON DATA ACCEPT イベン トセクシ ョ ン
を起動します。 この金額は、 従業員 1102のこのカテゴリの上限を超えている
ので、 アプリケーシ ョ ンデザイナは、 スク リプ トにコーディ ングされているエ
ラーメ ッセージを表示して、 新しい itemは受付ません。

e. OK をク リ ッ クして、 メ ッセージボックスを閉じます。
f. XAMOUNT フ ィールドで、 金額を 90 に変更します。

g. Update をク リ ッ クします。

金額が上限より下なので、 アプリケーシ ョ ンは経費項目を受け付けます。

h. Exit App をク リ ッ クします。

6.5 学習のまとめ

このレッスンを終了しました。 以下を学習しました。

• フォームスクリプ ト をスクリプ トエディ タにより表示 /編集する方法
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• フォームスクリプ トにイベン トセクシ ョ ンを挿入する方法

• 初期値の設定、 あるいは入力チェ ックを行う単純な NXJ プログラ ミング言語文
の書き方

チュート リアルの他のレッスンを続けることができます。
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7 ズームフォーム

このレッスンでは、 エンドユーザがフ ィールドに置きたい情報を調べることができる

Employee Details フォームの構築を学習します。 終了時には、 以下のようなフォームが
完成します。

Employee Detailsは、 ズームフォームを使用して、 マネージャと都合の良い航空会社に
関する情報を調べます。 Find Employee ズームフォームは、 新規従業員レコードの
MANAGER フ ィールドを埋めるのに使われます。Travel Agencies フォームの Common 
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Airline/Auto Combinations Offeredは、 レコードの PREF_AIRLINE と
PREF_AUTO_RENTAL フ ィールドを埋めるのに使われます。

注 : このレッスンを以前のセッシ ョ ンで完了している場合は、 始める前
にチュート リアルのプロジェク ト ファイルをリセッ トする必要があ
ります。 チュート リアルファイルをリセッ トするには、 ヘルプ >
チュート リアルのリセッ ト  をアプリケーシ ョ ンデザイナから選択し
ます。

このレッスンは、 アプリケーシ ョ ンデザイナに精通していると仮定しています。 そうで

ない場合は、 このレッスンを始める前に 12 ページの 「基礎」 を終了して く ださい。

7.1 ズームフォームの関係の指定

ズームフォームの関係を設定するには、 ズームフォームを呼び出すフ ィールド と各ズー

ムフォームの両方のプロパテ ィで設定します。 最初に、 Travel Agencies forms で Find 
Employee と Common Airline/Auto Combinations Offeredのプロパテ ィ を設定し、 次に
Employee Details フォームを設定します。

1. アプリケーシ ョ ンデザイナを実行していない場合は、 開始して く ださい。

2. アプリケーシ ョ ンデザイナのメニューバーで、 フ ァイル > プロジェク ト を開 く  を選
択します。

3. <UNIFY_WORK>\projects\tutorials\Zoom をブラウズして、 Zoom.prj を選
択して開く をクリ ッ クします。

<UNIFY_WORK> ディ レク ト リは、 Unify NXJ をインス トールしたときに指定され
ます。 デフォルトでは、 このディ レク ト リは C:\Unify\NXJWork になります。

4. ブラウザパネル > プロジェク ト タブで、 Classes > EmployeeLookup を選択しま
す。

フォームがコンテン トパネル > デザインタブに表示されます。

5. ブラウザパネル > プロパテ ィ タブで、 フォームの Zoom > Zoom Return 
Expressions プロパテ ィに EMP_ID を入力します。
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この設定により、 呼び出すフォーム （この場合、 Employee Details フォーム） に、
Find Employee フォームの EMP_ID フ ィールドのデータを返します。 プライマリー
キーをサポート しているデータベースでは、 このプロパテ ィ を設定する必要はあり
ません。 デフォルトで、 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
は、 Zoom Return Expression プロパテ ィに割り当てられます。

6. ブラウザパネル > プロパテ ィ タブの Classes で、 Agent を選択します。 

コンテン トパネル > デザインタブにフォームが開きます。

7. ブラウザパネル > プロパテ ィ タブで、 フォームの Zoom > Zoom Return 
Expressions プロパテイに AIRLINE;AUTO_RENTAL を入力します。

この設定により、 呼び出すフォーム （この場合 Employee Details フォーム） に、
Travel Agencies フォームによって、 Common Airline/Auto Combinations Offeredの
AIRLINE と AUTO フ ィールドにデータが返されます。

Find Employee フォームと Common Airline/Auto Combinations Offered の両方で戻
り値に設定される Travel Agencies フォームによって、 次に Employee Details
フォームのどのフ ィールドがズームフォームにアクセスするかを示します。

8. ブラウザパネル > プロパテ ィ タブの Classes で、 ROFIDA_EMPLOYEE を選択し
ます。 

コンテン トパネル > デザインタブにフォームが開きます。
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9. コンテン トパネル > デザインタブで、 Manager テキス ト フ ィールドを選択します。

ラベルではな く、 テキス ト フ ィールドを選択するように確認して く ださい。

10. ブラウザパネル > プロパテ ィ タブで、 Zoom > Zoom Form ドロップダウンリス ト
から EmployeeLookup を選択します。

Zoom Form プロパテ ィは、 選択されたコン ト ロールをズームフォームに設定しま
す。 この場合、 EmployeeLookup を選択するのは、 Manager フ ィールドが Find 
Employee フォームへズームすることを示します。

11. コンテン トパネル > デザインタブで、 PREF_AIRLINE テキス ト フ ィールドを選択
します。

12. ブラウザパネル > プロパテ ィ タブで、 以下のプロパテ ィ を設定します。

Zoom > Zoom Form: Agent
Zoom > Return Values Into: PREF_AIRLINE;PREF_AUTO_RENTAL

13. ファイル > すべて保存 を選択します。
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7.2 アプリケーシ ョ ンの実行

アプリケーシ ョ ンをテス トする準備が完了しました。

1. プロジェク ト > 実行 を選択します。

RERS Employee Details フォームが表示されます。

2. New をク リ ッ クします。

3. 以下を入力します。 

DEPT: 103
EMP_ID: 1107 
FIRST_NAME: Ken 
LAST_NAME: Kisor
EMAIL: Ken@rofida.com

4. MANAGER フ ィールドをク リ ッ クします。

フォームのツールバー上の Zoom ボタンが使用可能になり、 このフ ィールドがズー
ムフォームを利用可能であることを示します。

5. Zoom をク リ ッ クします。 

Find Employee フォームが表示されます。
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6. 従業員 1104が表示されるまで、 Next Record ボタンをク リ ッ クします。

フォームに表示されるレコードは、 カレン ト レコード と呼ばれます。 カレン ト レ
コードは、 値が呼び出すフォームに戻されるレコードです。

7. Back をク リ ッ クします。 

Back ボタンをク リ ッ クすることで前フォーム操作が実行されます。 Zoom プロパ
テ ィの設定により、 この操作は、 Employee Details フォームの Manager テキス ト
フ ィールドに、 EMP_ID フ ィールドの値 （この場合 1104） を戻します。

8. PREF_AIRLINE フ ィールドをク リ ッ クします。

フォームのツールバーの Zoom ボタンが利用可能なことに注意して く ださい。 

9. Zoom をク リ ッ クします。 

Travel Agencies フォームにより、 Common Airline/Auto Combinations Offered が
表示されます。 最初のレコードは、 従業員の好みの代理店である PetesTravel にな
ります。

10. Back をク リ ッ クします。 

Airline と Auto Rentalの情報が、 ズームフォームから Employee Details フォームの
PREF_AIRLINE と PREF_AUTO_RENTAL フ ィールド コン ト ロールに戻されます。

11. Exit App をク リ ッ クします。

7.3 学習のまとめ

これで、 ズームフォームのレッスンを終わります。 以下のことを学習しました。

• ズームフォーム関係の作成方法

• ズームフォームを使用し、 ユーザのデータ入力を簡単にする方法

チュート リアルの他のレッスンを続けることができます。
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このレッスンでは、 プロジェク トの look & feel定義のカスタマイズについて学習しま
す。 終了時には、 以下のようなフォームが完成します。

look & feel定義は、 ランタイムツールバー、 背景色、 壁紙、 スタイルシート、 および
NXJ アプリケーシ ョ ンのコマンドマッピングを設定します。 look & feel定義は、 複数の
プロジェク トで共有して、 アプリケーシ ョ ンのすべてに一貫した外観を確実にすること

ができます。

注 : このレッスンを以前のセッシ ョ ンで完了している場合は、 始める前
にチュート リアルのプロジェク ト ファイルをリセッ トする必要があ
ります。 チュート リアルファイルをリセッ トするには、 ヘルプ >
© Copyright 2008 Unify Corporation 75



Look ＆ Feel定義
チュート リアルのリセッ ト  をアプリケーシ ョ ンデザイナから選択し
ます。

このレッスンは、 アプリケーシ ョ ンデザイナに精通していると仮定しています。 そうで

ない場合は、 このレッスンを始める前に 12 ページの 「基礎」 を終了して く ださい。

8.1 ツールバーのカスタマイズ

すべてのフォームは、 デフォルト ツールバーを含んでいます。 これ以前のレッスンで、

新規レコードの作成、 レコード間の移動、 ズームフォームのアクセスを行うためにこの

ツールバーを使用しました。 プロジェク トの look & feel定義で、 カスタムツールバーを
使用することができます。

1. アプリケーシ ョ ンデザイナを実行していない場合は、 開始して く ださい。

2. アプリケーシ ョ ンデザイナのメニューバーで、 フ ァイル > プロジェク ト を開 く  を選
択します。

3. <UNIFY_WORK>\projects\tutorials\Custom をブラウズして、 Custom.prj
を選択して開く をク リ ッ クします。

<UNIFY_WORK> ディ レク ト リは、 Unify NXJ をインス トールしたときに指定され
ます。 デフォルトでは、 このディ レク ト リは C:\Unify\NXJWork になります。

4. ブラウザパネル > プロジェク ト タブで、 Static Content > rofidatoolbar を選択し
ます。

コンテン トパネル > デザインタブに、 ツールバーが開きます。

5. ブラウザパネル > プロジェク ト タブで、 Look and Feels > default を選択します。 

Look And Feel エディ タが、 フォーマッ ト タブが選択された状態で表示されます。
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Format タブを使用して、 アプリケーシ ョ ンで使用するツールバーを指定します。
デフォルトでは、 “Horizontal menu along the top of the form” がメインとズーム 
フォームフォーマッ トの両方で使用されます。 これは、 チュート リアルの前のレッ
スンで表示されていたツールバーです。 ズームフォームフォーマッ トは、 ズーム
フォームのために、 異なるツールバー、 ヘッダ、 フ ッ タを指定します。

6. メ インフォーム フォーマッ トの下で、 ツールバーフ ィールドに
rofidatoolbar.tbr を入力します。

ツールバー名を入力するか、 ツールバーフ ィールドの右の選択をクリ ッ クして、 表
示されるダイアログから rofidatoolbar.tbr （Static_Content フォルダにある） を選択
して、 選択をクリ ッ クします。

7. 適用をクリ ッ クします。

8.2 フォームの背景の変更

Look And Feel エディ タ内で、 フォームの背景をデフォルトの青色から、 イ メージに変
更します。

1. フォーマッ ト タブ上で、 壁紙フ ィールドの右の選択をクリ ッ クします。

Imageの選択ダイアログが表示されます。

2. Images をダブルク リ ッ クします。
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3. rofidabackground.gif をダブルクリ ックします。

アプリケーシ ョ ンデザイナは、 壁紙フ ィールドで rofidabackground.gif を入力しま
す。

4. 適用 をク リ ッ クします。

8.3 検索コマンドをキーにマップする

Updateや Findのように、 最も頻繁に使用される Unify NXJ コマンドは、 フォームの
ツールバーのボタンと して利用可能です。 コマンドは、 エンドユーザの使い易いよう

に、 キーボードシ ョート カ ッ トにマップすることもできます。

このタスクでは、 検索 （FIND） コマン ドを F5キーにマップしますが、 F5 キーは、 既
にヘルプコマンドがマップされています。 そのため、 最初に、 ヘルプコマンドを再割り

当てする必要があります。 これは、 Look And Feel エディ タ内で行います。

1. キーマッピングタブで、 Help 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。

2. フ ィールドが空白になるように、 エン ト リ （F5） を削除します。

3. Find 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。

4. F5 を押下します。

5. Help コマンドのキース ト ロークフ ィールドを再度クリ ッ クします。

6. F3 を押下します。

7. 適用をクリ ッ クして OK をク リ ッ クします。

8.4 ヘッダのスタイル定義の変更

Unify NXJは、 フォン ト、 余白、 境界といったスタイル定義を使用する実行時のフォー
ムのグラフ ィ カルな外観を制御するのにスタイルシート を使用します。 これらのスタイ

ル定義は、 アプリケーシ ョ ンのあらゆるエレメン トに適用します。 アプリケーシ ョ ンデ

ザイナでスタイルシート を開発するか、 実行時のスタイルシートにリフ ァレンスをつけ

ることができます。

デフォルトスタイルシートは、 Unify NXJのあらゆるコン ト ロールの定義を含んでいま
す。 このタスクでは、 .header スタイルクラスのデフォルトスタイル定義を変更しま
す。 Unify NXJは、 .header スタイルクラスを使用するすべてのオブジェク トにこれら
の変更を自動的に適用します。

1. ブラウザパネル > プロジェク ト タブで、 Static Contentの default を選択します。

デフォルトは、 default スタイルシート名です。 スタイルシートエディ タが表示され
ます。
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2. スタイルタブのセレクタで .header をク リ ッ クします。

3. プロパテ ィの下で、 以下を入力するか設定します。

Font Family: Times New Roman
Font Size: 12
Background color: #6600cc

背景色の場合、 カラー見本を選ぶか、 もし くは特定の RGB値を入力して選択ボタ
ンをク リ ッ クします。

4. 適用をクリ ッ クして、 OK をク リ ッ クします。

8.5 アプリケーシ ョ ンの実行

アプリケーシ ョ ンをテス トする準備が完了しました。

1. プロジェク ト >実行 を選択します。

アプリケーシ ョ ンが起動して、 Choose Next Form ダイアログが表示されます。

2. Category Maintenance をダブルクリ ッ クします。

新しいツールバー、 背景、 見出しスタイルを持つ Category Maintenance フォーム
が表示されます。
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3. フォームのツールバーでボタンの上にマウスを置きます。

ボタンは、 ロールオーバイメージを使用します。 ロールオーバイメージは、 カーソ
ルをボタンの上に置く と現れます。 この場合、 ロールオーバイメージの目的は、 ボ
タン （実際に関連付けられているコマンド） がアクテ ィブであることをユーザへ知
らせるものです。

4. Clear をク リ ッ クします。

5. CAT_ID フ ィールドに、 > 3 を入力します。

この検索条件は、 CAT_IDの値が 3 よりも大きいレコードを検索するように、 NXJ
インタラクシ ョ ンサーバに指示します。 

6. F5 を押下します。

FIND コマンドは、 い くつかのレコードを返して、 グリ ッ ドに表示します。 CAT_ID
フ ィールドの値はすべて 3以上であることに注意して く ださい。

7. Quit をク リ ッ クして、 アプリケーシ ョ ンを終了します。 

8.6 学習のまとめ

このレッスンを終了しました。 以下を学習しました。

• アプリケーシ ョ ンのカスタムツールバーの使用方法

• アプリケーシ ョ ンのフォームの壁紙の変更方法

• アプリケーシ ョ ンの cascading style sheet で使われるスタイルクラス定義の変更
方法
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• NXJ コマンドのデフォルトキーマッピングの変更方法

• query-by-form を通してユーザが検索基準を入力する方法

チュート リアルの他のレッスンを続けることができます。
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9 NXJ デバッガ

このレッスンは、 NXJ アプリケーシ ョ ンをデバッグするために使用する NXJ デバッガ
の基本操作を学習します。

NXJ インタラクシ ョ ンサーバは、 デバッグしているセッシ ョ ンの間、 アプリケーシ ョ ン
を実行します。 フォームは、 問題の場所を見つけるために、 エンドユーザが操作するよ

うにイベン ト を ト リガしながら、 実行環境に表示されます。 例えば、 追加操作の間に実

行される NXJ プログラ ミ ング言語文をテス トするには、 追加を ト リガするボタンをク
リ ッ クします。

前のレッスンでは、 デフォルト もし くはその他のアプリケーシ ョ ンサーバを使用してい

ました。 NXJ デバッガは、 それ自身のデバッグサーバを使用します。 このレッスンでは
デバッグサーバを使用します。

注 : このレッスンを以前のセッシ ョ ンで完了している場合は、 始める前
にチュート リアルのプロジェク ト ファイルをリセッ トする必要があ
ります。 チュート リアルファイルをリセッ トするには、 ヘルプ >
チュート リアルのリセッ ト  をアプリケーシ ョ ンデザイナから選択し
ます。

このレッスンは、 アプリケーシ ョ ンデザイナに精通していると仮定しています。 そうで

ない場合は、 このレッスンを始める前に 12 ページの 「基礎」 を終了して く ださい。

9.1 ブレークポイン トの設定

ブレークポイン トは、 アプリケーシ ョ ンの状態を調べるために NXJ プログラ ミ ング言
語文が一時的に停止する場所です。 このレッスンでは 2箇所に設定します。 

1. アプリケーシ ョ ンデザイナを実行していない場合は、 開始して く ださい。
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2. アプリケーシ ョ ンデザイナのメニューバーで、 フ ァイル > プロジェク ト を開 く  を選
択します。

このレッスンでは、 61 ページの 「NXJ プログラ ミ ング言語」 から、 NXJSource プ
ロジェク トの完成版を使用します。

3. <UNFY_WORK>\projects\tutorials\completed\NXJSource をブラウズし
て、 NXJSource.prj を選択して開く をク リ ッ クします。

<UNFY_WORK> ディ レク ト リは、 Unify NXJ をインス トールしたときに指定され
ます。 デフォルトでは、 このディ レク ト リは C:\Unify\NXJWork になります。

4. ブラウザパネル > プロジェク ト タブで、 Classes > XReport を選択します。 

コンテン トパネル > デザインタブにフォームが表示されます。

5. コンテン トパネル > ソースタブで、 コードの以下の行をクリ ッ クします。 

REPORT_ID = getNextNum( "XREPORT" );

6. ツールバーのブレークポイン トの ON/OFF （ 　 ） をク リ ッ ク します。

アプリケーシ ョ ンデザイナは、 ブレークポイン トマークを設定します。 ブレークポ
イン トの ON/OFF をク リ ッ クすることで、 ソースタブのカレン ト行上のブレークポ
イン ト を設定したり、 解除することができます。 赤いブレークポイン トのマークが
該当行の左に表示されます。
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7. FIELD XAMOUNT文の ON DATA ACCEPT イベン トセクシ ョ ンの位置を決めます。

8. 以下の行をクリ ッ クします。

NullableAmount limit = null; 

9. ブレークポイン トの ON/OFF を再度クリ ッ クします。

別のブレークポイン トマークが該当行の左に現れます。

9.2 デバッグセッシ ョ ンの開始

2 つのブレークポイン ト を設定し、 Unify NXJ デバッガを開始する準備が完了しました。

1. デバッグ >開始 を選択します。

初めて NXJデバッガを実行させる場合、 アプリケーシ ョ ンデザイナはデバッグサー
バを起動する必要があります。 起動の際に表示されるダイアログで、 はいをクリ ッ
クします。 これに、 数分必要と します。 アプリケーシ ョ ンがデバッグサーバに配備
されると、 Expense Request フォームがWeb ブラウザ に表示されます。
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2. フォームのツールバーで、 New をク リ ッ クします。

New ボタンは、 新しいレコードを追加するためにフォームをクリアにします。 これ
は、 最初のブレークポイン トが設定されているフォームの ON CLEAR TO ADD イ
ベン トセクシ ョ ンを ト リガします。 フォームの実行が一時中断します。 この時点
で、 Web ブラウザのフォームと情報のやり取りを行う ことはできません。

3. アプリケーシ ョ ンデザイナで、 ブラウザパネル > デバッガタブをク リ ッ クします。

コンテン トパネル > ソースタブで、 NXJデバッガは実行が一時停止されたコード行
をハイライ ト します。 この行自体は、 まだ実行されていません。 ツールバーのデ
バッグコマンドボタンは、 有効です。
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4. ツールバーで、 ステップイン （ ) をク リ ッ クして、 getNextNum() メ ソ ッ ドを起
動します。

ステップインは、 getNextNum() メ ソ ッ ドの最初の実行可能な NXJ プログラ ミ ング
言語文まで実行を続けます。

5. ツールバーで、 ステップオーバー （ ) をク リ ッ クして、 メ ソ ッ ドの中の 2番目
の EXEC SQL ステート メン トで停止するまで続けます。

ステップオーバーコマンドは、 次の実行可能な NXJ プログラ ミ ング言語文まで実行
を続けます。 しかし、 次のステート メン トが、 メ ソ ッ ドの呼び出しである場合、 メ
ソ ッ ドにステップインすることな く 、 メ ソ ッ ドの呼び出しが実行されます。

6. コンテン トパネル > ソースタブで、 ハイライ ト されたステート メン トの result に
マウスポインタを置きます。

変数の現在の値を表示したツールチップが現れます。

これは、 Java 基本型の変数の値を確認するひとつの方法です。 XReport アプリケー
シ ョ ンのこの値は、 新しい経費請求に対する、 次に有効な数値と して使われます。

7. 継続 （　 ） をク リ ッ ク します。

継続を使用して、 アプリケーシ ョ ンの実行を続けます。 イベン トセクシ ョ ンの実行
が完了します。
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8. Web ブラウザの Expense Report フォームで、 以下を入力します。

Employee ID: 1102
Request Period > from: 1/1/2003
Request Period > to: 1/31/2003

フォームに表示されている Request IDが、 result変数のカレン ト値と して表示され
ていたものと一致していることに注意して く ださい。

9. フォームのツールバーで、 Update をク リ ッ クします。

Unify NXJは、 フォームのターゲッ トテーブルに新しい経費請求レコードを追加し
ます。 次に、 請求書に経費項目を追加します。 

10. グリ ッ ドの最初の行の Item フ ィールドをク リ ッ クします。

11. フォームのツールバーで、 New をク リ ッ クします。

12. グリ ッ ドに以下を入力します。

DATE : 1/24/2003
CATEGORY: 5
XAMOUNT: 25

13. フォームのツールバーで、 Update をク リ ッ クします。

詳細レコードの追加操作が開始され、 処理が継続され次のブレークポイン トである
XAMOUNT フ ィールドの ON DATA ACCEPT イベン トセクシ ョ ンで停止します。

14. アプリケーシ ョ ンデザイナのツールバーで、 if文中で、 実行が停止されるまでス
テップオーバー （ ） をク リ ッ ク します。
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15. ブラウザパネル > デバッガタブで、 Session Data と Call Stackの両方を選択して
表示します。

ここには、 アプリケーシ ョ ンに関する情報を表示します。 例えば、 EMP_ID変数情
報は、 Session Data > Form XReport にあります。 制限額の情報は、 Call Stack > 
Frame XReport:94:onDataAccept() にあります。 この従業員 1102の制限額は 500
ドルです。

16. ツールバーで、 デバッグの中止 （　 ） をク リ ッ ク します。

17. Web ブラウザの Expense Report フォームで、 フォームのツールバーの Exit App 
をク リ ッ クします。
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9.3 学習のまとめ

これでこのレッスンを終了いたしました。 ここで学習したことは以下の通りです。

• 実行を停止するブレークポイン トの設定方法

• ステップおよび 継続 コマンドを使用した NXJ アプリケーシ ョ ンの実行の制御方
法 

• ブラウザパネルのデバッガタブにアプリケーシ ョ ンデータのスナップシ ョ ッ ト を
表示する方法

チュート リアルの他のレッスンを続けることができます。
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このレッスンでは、 プロジェク トでの再利用の実行を学習します。 再利用は、 コン ト
ロールを開発して、 複数のフォームとプロジェク ト等の、 複数の場所でそのコン ト ロー

ルを再利用する機能です。 再利用のために開発されたコン ト ロールは、 コンポーネン ト

を呼ばれます。 フォームでコンポーネン ト を使用するとき、 コンポーネン トのプロパ

テ ィ を引き継ぐコンポーネン トのインスタンスを継承しています。 継承したインスタン

スのコンポーネン ト を変更せずに、 インスタンスのプロパテ ィ を変更することができま

す。

このレッスンでは、 Employee Details フォーム上の 2か所に配置される社会保障フ ィー
ルドのコンポーネン ト を作成します。 終了時には、 以下のようなフォームが完成しま

す。

このレッスンは、 アプリケーシ ョ ンデザイナに精通していると仮定しています。 そうで

ない場合は、 このレッスンを始める前に 12 ページの 「基礎」 を終了して く ださい。

同じ コンポーネン トの
2つのインスタンス
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10.1 SSNField コンポーネン トの作成
コンポーネン トは、 NXJ ファウンデーシ ョ ンクラス、 または他のサブクラスの 1 つの
サブクラス化によって作成されます。 SSNField コンポーネン トは、 Text Field NXJ
ファウンデーシ ョ ンクラスのサブクラスです。

1. アプリケーシ ョ ンデザイナを実行していない場合は、 開始して く ださい。

2. アプリケーシ ョ ンデザイナで、 ヘルプ > チュート リアルのリセッ ト を選択します。

3. アプリケーシ ョ ンデザイナのメニューバーで、 フ ァイル > プロジェク ト を開 く  を選
択します。

4. <UNIFY_WORK>\projects\tutorials\Reuse をブラウズして、 Reuse.prj を
選択して開く をク リ ッ クします。

<UNIFY_WORK> ディ レク ト リは、 Unify NXJ をインス トールしたときに指定され
ます。 デフォルトでは、 このディ レク ト リは C:\Unify\NXJWork になります。

5. 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、 新規作成 > 
Text Field を選択します。 

アプリケーシ ョ ンデザイナは、 Classes の下に新しいテキス ト フ ィールドを作成し
て、 コンテン トパネル > デザインタブに表示します。 テキス ト フ ィールドは、 デ
フォルトで Textfield1 という ファイル名になります。

6. ブラウザパネル > プロジェク ト タブで、 Textfield1 を右クリ ッ クして、 名前の変更 
を選択します。

7. SSNField を入力します。

8. Enter を押下します。
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アプリケーシ ョ ンデザイナでダイアログが表示され、 名前の変更を確認するように
求められます。 コンポーネン トの名前を変更すると、 親と既存の子クラスとの関連
が失われます。 Textfield1 で既にサブクラスを作成している場合には、 それらのサ
ブクラスはも う Textfield1 に行われる変更を継承しな く なります。 Textfield1は、 サ
ブクラスを持っていないので、 名前を変更しても問題はありません。

9. はいをクリ ッ クします。

10. ブラウザパネル > プロパテ ィ タブで、 SSNFieldのプロパテ ィ を以下のように設定
します。 

Text > Field Length: 13
Interactive > FYI Message:Enter social security number, with or 
without dashes 
Interactive > Immediate: （設定）
Visual > Width:78

Interactive > Immediate プロパテ ィは、 これからセッ トアップするデータ検証ロ
ジッ クによって使用されます。 デフォルトではチェ ッ クボッ クスはクリアで、 NXJ 
インタラクシ ョ ンサーバが決定するパフォーマンスの最適化のために、 イベン トセ
クシ ョ ンロジッ クはバッチで実行されます。 このレッスンの場合、 フ ィールドに
フォーカスがある間に、 ロジッ クを実行する必要があります。 ユーザの入力値が間
違っている場合、 すぐにフ ィードバッ クできるようにするためです。

NXJ プログラ ミ ング言語文を使って、 入力された社会保障番号を検証することがで
きます。 この場合、 入力値が 9桁でない場合やダッシュが間違った位置に入力され
ていると、 入力値は拒否されます。

11. コンテン トパネル > ソースタブで、 スク リプ トの任意の場所をクリ ッ クします。

12. 右クリ ッ クして、 イベン トセクシ ョ ンの挿入 > ON DATA ACCEPT を選択します。

アプリケーシ ョ ンデザイナは、 ON DATA ACCEPT イベン トセクシ ョ ンを追加しま
す。

13. ON DATA ACCEPT文の始めの大括弧の下に、 以下のスク リプ ト を追加します。

// Validate the SSN. Accept the SSN with or without dashes.
// If 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("-", "");
}

else if ( ! newSSN.matches("\\d{9}") )
{

session.displayToMessageBox("Invalid SSN format");
rejectOperation();
return;

}

14. ファイル > 保存 を選択します。
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10.2 SSNFieldのインスタンスを配置 
ROFIDA_EMPLOYEE フォームには、 社会保障番号を表示するフ ィールド コンポーネン
トが 2 つあります。 SSN と MANAGER です。 これらのコン ト ロールは、 ターゲッ ト
テーブルに含まれるのでデフォルトで作成されています。 これら 2 つのコン ト ロールを
SSNField コンポーネン ト と取り替えます。

1. ブラウザパネル > プロジェク ト タブの Classesの下で、 ROFIDA_EMPLOYEE を
選択します。

フォームがコンポーネン トパネル > デザインタブに開きます。

2. コンテン トパネル > デザインタブで、 SSN テキス ト フ ィールドを選択して、 削除
を押下します。

3. フォームの同じ場所を右クリ ッ クして、 コンポーネン トの挿入を選択します。

コンポーネン トの選択ダイアログが表示されます。 このダイアログには、 すべての
NXJ ファウンデーシ ョ ンクラスと、 カレン トプロジェク トで定義したコンポーネン
トが表示されています。

4. コンポーネン トの選択ダイアログで、 SSNField をダブルクリ ッ クします。

アプリケーシ ョ ンデザイナは、 フォームに SSNField コンポーネン トのインスタン
スを配置します。
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5. 必要に応じて、 コンポーネン ト インスタンスの位置を調整します。

6. ブラウザパネル > プロパテ ィ タブで、 Data Binding > Target Field プロパテ ィの
インスタンスを SSN に設定します。

7. コンテン トパネル > ソースタブをク リ ッ クします。

extends句は、 インスタンスが継承された親コンポーネン ト を示します。
SSNFIELD キーワードを右ク リ ッ クして、 ベースクラスを開く を選択することで、
親のソースを見ることができます。 インスタンスの NXJ ソースが、 コンポーネン ト
のプログラ ミ ング言語文を繰り返して表示しないことに注意して く ださい。 インス
タンスは、 これらの文を使用しますが、 文は必要に応じて変更することができま
す。

8. コンテン トパネル > デザインタブで、 MANAGER コン ト ロールを削除します。

9. フォームの同じ場所を右クリ ッ クして、 コンポーネン トの挿入を選択します。

コンポーネン トの選択ダイアログが表示されます。 このダイアログには、 すべての
NXJ ファウンデーシ ョ ンクラスと、 カレン トプロジェク トで定義したコンポーネン
トが表示されています。

10. コンポーネン トの選択ダイアログで、 SSNField をダブルクリ ッ クします。

11. 必要に応じて、 コンポーネン ト インスタンスの位置を調整します。

12. ブラウザパネル > プロパテ ィ タブで、 Data Binding > Target Field プロパテ ィの
インスタンスを MANAGER に設定します。

13. ファイル > すべてを保存を選択します。
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10.3 フォームの実行

1. プロジェク ト  > 実行を選択します。 

EMPLOYEE フォームが表示されます。 

2. フォームのツールバーで、 New をク リ ッ クします。

3. 以下を入力します。

EMP_ID: 1108
DEPT: 103
MANAGER: 555-55-5555 
FIRST_NAME: Tom 
LAST_NAME: Noguchi
EMAIL: tom@rofida.com
SSN: 12345

4. Update をク リ ッ クします。

データ検証ロジッ クは SSN テキス ト フ ィールドの間違ったフォーマッ ト を検出し、
エラーメ ッセージを表示します。 
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5. 既存の SSN値を、 以下のような正しいフォーマッ ト値で上書きします。

888-88-8888 

6. Update をク リ ッ クします。

アプリケーシ ョ ンは、 新規レコードを作成します。

7. Clear ク リ ッ クします。

8. Search をク リ ッ クします。

9. Last Record をク リ ッ クして、 セッ トの最後のレコードを表示します。

これは、 Tom Noguchiのレコードになります。

10. MANAGER フ ィールドで 1桁削除します。

11. Update をク リ ッ クします。

再び Invalid SSN Format エラーが表示されます。 

12. Exit App ボタンをク リ ッ クします

10.4 コンポーネン ト定義の更新

コンポーネン ト変更すると、 すべてのサブクラスとインスタンスが自動的に変更を継承

します。 最近のセキュリテ ィポリシーを考慮して、 従業員の社会保障番号の下 4桁のみ
をフォームに表示することができます。 これは、 マスキング動作を SSNField コンポー
ネン トに追加することで実現することが可能です。

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の下
の SSNField を選択します。

2. コンテン トパネル > ソースタブで、 ON DATA ACCEPT セクシ ョ ンの最後の括弧の
下に以下のコードを追加します。

private void mask_SSN()
{

// If field is updateable, display all digits.
// Otherwise, mask out the leading digits.  
String tmpSSN = SSNField;
tmpSSN = tmpSSN.replaceAll("-",""); // remove dashes, 
regardless of placement

if ( SSNField.updateable )
{ // Display full SSN with dashes 
SSNField = tmpSSN.substring(0,3) 
 + "-" + tmpSSN.substring(3,5) 

  + "-" + tmpSSN.substring(5,9); 
}
else
{  // Display partial SSN with dashes.
 SSNField = "***-**-" + tmpSSN.substring(5,9);

}
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}    
WHEN VALUE CHANGES
{ 

if ( ! SSNField.isNull() )
{
 mask_SSN();      
}

}

3. コンテン トパネル > デザインタブで、 SSN フ ィールド と Manager フ ィールドを
Ctrl を押しながらク リ ッ クします。

4. プロジェク トパネル > プロパテ ィ タブで、 Interactive > Updateable をク リアしま
す。

これは、 読み取り専用テキス ト フ ィールドを作成します。

5. ファイル > すべて保存を選択します。

10.5 フォームの実行

95 ページの 「フォームの実行」 のステップを繰り返します。 SSNField コンポーネン ト
インスタンスがマスキングされている点に注意して く ださい。
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10.6 学習のまとめ

これで、 このレッスンを終わります。 以下のことを学習しました。

• コンポーネン トの作成方法

• コンポーネン ト をフォームに配置する方法

• コンポーネン ト を更新する方法

これで、 NXJ チュート リアルを完了しました。

10.7 コ メン トの送付

チュート リアルのフ ィードバッ クをお願いします。 コ メン トの送付先は以下のアドレス

です。

doc@unify.com
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