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はじめに 

 

 

Oracle ADF FacesはAjax対応の機能が豊富なJavaServer Facesコンポーネント・フレームワークです。

クライアント側コンポーネントのレンダリングや、リッチ・コンポーネント機能の実装、ユーザー

入力の検証およびユーザー入力データの変換にはJavaScriptが使用されています。Oracle ADF Faces

は、ブラウザ固有のDocument Object Model（DOM）APIをラップし、Oracle ADF Facesコンポーネ

ントをクライアント側のJavaScriptオブジェクトとしてレンダリングし、内部フレームワークによる

使用、Oracle ADF Facesコンポーネントの開発者およびOracle ADF Facesアプリケーション開発者

による使用を可能にする完結したクライアント側アーキテクチャを公開します。 

 

ヘルプ・フォーラム、メーリング・リスト、レビュー中のコードを見ると、アプリケーション開発

者がOracle ADF FacesアプリケーションでJavaScriptを使用するおもな理由は次の3つだというこ

とがわかります。 

 

 JavaScriptが必要なユースケースがある 

 他のもっと良い方法をまだ知らない 

 JavaScriptを使用できるから 

 

Oracle ADF Facesのアーキテクチャは、構築するほとんどのユースケースについて、アプリケーショ

ン開発者自身がJavaScriptコードを記述する必要がないように設計されています。したがって、Oracle 

ADF Facesアプリケーションでは規定としてよりむしろ例外としてJavaScriptを使用します。 

 

JavaScriptを使用する場合は、ブラウザのDOMを直接操作する代わりに、Oracle ADF Facesクライ

アント・フレームワークのパブリックAPIのみを使用し、内部パッケージ階層に格納されているOracle 

ADF FacesのJavaScriptオブジェクトは使用しないようにすることを推奨します。 

 

このホワイト・ペーパーは、Oracle ADF FacesでJavaScriptを使用する際のガイドラインとなってお

り、ページにスクリプトを追加する方法、コンポーネント・イベントをリスニングする方法、および

Oracle ADF Facesクライアント・アーキテクチャと連携させる方法について説明しています。本書

では、Oracle ADF FacesのJavaScriptの基本的な使用方法を紹介した後、実際のユースケースおよび

その実装方法を詳しく見ていきます。本書が提唱する設計原則は、ベスト・プラクティスにまとめ

られます。これには、Oracle ADFおよびOracle ADF FacesでJavaScriptを操作する際の推奨事項と

禁止事項が記載されています。 
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本書が想定している対象読者は、JavaServer Faces、Oracle ADF Facesの知識を持ち、特にJavaScript

プログラミングに精通していることを前提としています。 

 

ベスト・プラクティス1：オーブンだけあっても料理はできません。開発者はOracle ADF Facesクラ

イアント・アーキテクチャをきちんと理解してからOracle ADF FacesアプリケーションでJavaScript

を使用する必要があります。 

 

Oracle ADF FacesによるJavaServer Facesの機能強化 

もともとJavaServer Faces（JSF）は、フォームから送信されたものに対する応答としてサーバー側の

ロジックを実行する、サーバー主体のフレームワークです。JSFでは、次の処理を実行する最大6つ

のライフ・サイクル・フェーズによってクライアント・リクエストが処理されます。 

 

 サーバー側のメモリ・ツリーの準備 

 リクエスト・パラメータ値の適用 

 検証の実行 

 ビジネス・モデルの更新 

 コンポーネント・リスナーおよびアクションの起動 

 レンダリングのための応答の準備 

 

JSFプログラミング・モデルは生産性を向上させ、スケーラブルで完成度が高いことが証明されてい

ますが、UIの豊富さおよびクライアント側のインタラクティビティという面でのユーザー・エクス

ペリエンスは不十分でした。そのためOracleのようなJavaServer Facesコンポーネントのプロバイダは、

クライアント側機能を使用してJavaServer Facesモデルを改良する方法を模索し、Oracle ADF Facesの

場合はコンポーネントの部分リフレッシュおよび部分送信を導入することで解決しました。Oracle 

JDeveloper 11gの一部であるOracle ADF Facesリッチ・クライアントでは、Oracle UIコンポーネント・

セットがAjax対応のビュー・レイヤー・フレームワークになり、UIコンポーネントとともに標準のJSF

にはない実際のクライアント機能も用意されました。 

 Ajaxベースの部分リフレッシュ：UIコンポーネントは部分送信および部分リフレッシュのアクショ

ンを使用して、ページ全体をリフレッシュすることなく、サーバー側の状態および従属するコン

ポーネントの状態を更新します。 

 ドラッグ・アンド・ドロップ：Oracle ADF Facesには、JavaScriptのコーディングなしでドラッグ・

アンド・ドロップ機能を実装できる宣言的なモデルが用意されていますが、それは、ドラッグ・

アンド・ドロップ・アクションを処理するフレームワークであり、必要なビジネス・ロジックを

開発者が実装できるようにサーバー側イベントを起動しています。 
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 クライアント側の検証：Oracle ADF Facesには、サーバー側リクエスト・ライフ・サイクル以外に、

サーバー側の動作と同様のクライアント側リクエスト・ライフ・サイクルが実装されます。これ

により、クライアント上でデータの検証と変換が実行できるため、ユーザーが入力したデータに

起因すると考えられるエラーについてのフィードバックは即座にユーザーに送信されます。この

機能はアプリケーション・ユーザーにとって便利なだけでなく、不要なサーバー・ラウンドトリッ

プを発生させないためにも役立ちます。 

 リッチなUI機能：表やパネル・スプリッタのようなコンポーネントは、ユーザーがマウスを使用

してクライアント上でサイズを変更できます。この機能はクライアント側コンポーネントのレン

ダリング機能に含まれるため、開発者がこれをコーディングする必要はありません。 

 軽量ダイアログ：別のブラウザ・ウィンドウでダイアログを開く代わりに、DHTMLを使用してペー

ジのインラインでダイアログを開きます。このアプローチはパフォーマンスの改善およびユーザ

ビリティの向上をもたらし、ポップアップ・ブロックによるアプリケーション機能の妨害といっ

た厄介な問題も回避されます。 

これを実現するために、Oracle ADF FacesにはJavaServer Facesのアーキテクチャが拡張され、完全な

クライアント側コンポーネント・フレームワークとJavaScriptアーキテクチャが追加されました。そ

れでもまだ、JSF標準には準拠しています。Oracle ADF Facesコンポーネントによって内部的に使用

されるクライアント側関数のほとんどはパブリックです。Oracle ADF Facesのアプリケーション開発

者も同じようにこれを使用して、クライアント側アプリケーション・ユースケースを実装できます。

以降は、このことについて説明します。 

Oracle ADF Facesのクライアント・アーキテクチャ 

Oracle ADF Facesでは、Webユーザー・インタフェースをレンダリングするときにハイブリッドのア

プローチを使用します。設計上、大半のUIコンポーネントは、リクエストに対してサーバー側で生

成されるHTMLでレンダリングされます。JavaScriptオブジェクト表現を持つのは、ユーザーがドラッ

グ・アンド・ドロップを使用して列の表示順序を変更できるようになっている表のような、機能付

きのコンポーネントのみです。 

図1は、Oracle ADF FacesクライアントのJavaScriptオブジェクト階層が実行時にどのようにサーバー

側のJavaServer Facesコンポーネント階層に対応するかを示しています。 

どのOracle ADF Facesコンポーネントも、レイアウト・コンポーネントかUIコンポーネントかに関係

なく、パブリック・コンポーネント・オブジェクトと内部ピア・オブジェクトの2種類のJavaScript

クラスで表現されます。 

パブリック・オブジェクトは、Oracle ADF Facesクライアント側でのプログラミング時またはカスタ

ムOracle ADF Facesコンポーネントの構築時にインタフェース開発者によって使用されます。ピア・

オブジェクトはレンダラ・クラスに似ていて、ブラウザに依存しないパブリック・コンポーネント・

インタフェースとブラウザ固有のDOM実装の間で配布されます。これにより、ブラウザの違いを意

識せずにOracle ADF Facesクライアントのプログラミングができ、さまざまなブラウザが混在するク

ライアントの開発でもOracle ADF Facesから一貫性のあるAPIが公開されます。 
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図1：Oracle ADF Facesのサーバー側およびクライアント側のアーキテクチャ 

Oracle ADF FacesのJavaScriptコンポーネント 

JavaScriptにはクラスもクラス・インスタンスもありません。代わりに、継承モデルを実装するため

のオブジェクトとプロトタイプがあります。Oracle ADF Facesの継承モデルはAdfObjectルート・オ

ブジェクトで始まり、これがすべてのUIコンポーネントで拡張されます。AdfObject JavaScriptオブ

ジェクトは、JavaのObjectクラスと等価なOracle ADF Facesクライアントの要素です。 

Javaの場合と同様に、Oracle ADF FacesのすべてのUIコンポーネントのJavaScriptオブジェクトには、

コンポーネントが初期化されるときにコールされるコンストラクタがあります。このコンストラク

タは、内部初期化メソッドをコールし、ページで使用される前にコンポーネントが確実に設定され

るようにします。親コンポーネントの拡張要素として作成されたUIコンポーネントは、AdfObject. 

createSubclassメソッドを使用してこの関係を定義します。 

ユーティリティ・オブジェクトを除き、尐なくともすべてのオブジェクトがAdfObjectからの拡張

です。クライアント側のOracle ADF Faces UIコンポーネント・オブジェクトは、サーバー側の等価な

オブジェクトで使用されるネーミング規則に準拠していますが、接頭辞は"Adf"が使用されます。た

とえば、Oracle ADF Facesの入力テキスト・コンポーネントはサーバー上のRichInputTextのイン

スタンスであり、クライアント上ではAdfRichInputTextオブジェクトで表現されます。同様に、

コマンド・ボタンはサーバー上のRichCommandButtonのインスタンスであり、クライアント上で

はAdfRichCommandButtonオブジェクトで表現されます。 

JavaScriptオブジェクトのインスタンス化はOracle ADF Facesフレームワークによって自動的に処理さ

れるため、Oracle ADF FacesでJavaScriptを操作する開発者はこれについて心配する必要はありません。 
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コンポーネント上またはコンポーネントの親オブジェクト上に公開されるパブリック・メソッドは、

コンポーネント・プロパティの状態の読取り/書込み、およびポップアップ・ダイアログの起動や相

対的な検索の実行といった、コンポーネント上の操作の実行に使用できます。 

図2はOracle ADF FacesのAdfRichInputTextクライアント・コンポーネントのJavaScriptリファレン

ス・ドキュメントを示しています。公開されているプロパティおよびコンポーネント階層は、サー

バー側の同等の要素とまったく同じように見えます。Oracle ADF FacesのJavaScriptのリファレンス一

式は次のURLで参照できます。 

http://download.oracle.com/docs/cd/E17904_01/apirefs.1111/e12046/toc.htm 

 

 

図2：ADFRichInputText JavaScriptコンポーネントのドキュメント 

http://download.oracle.com/docs/cd/E17904_01/apirefs.1111/e12046/toc.htm
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Oracle ADF FacesのJavaScriptオブジェクトの規則 

Oracle ADF FacesでJavaScriptを使用してアプリケーションを構築する場合は、Oracle ADF Facesクライ

アント・フレームワークのコンテキスト内で作業しますが、これにはいくつかの規則が適用されます。 

Oracle ADF FacesのJavaScriptパッケージの構造 

JavaScriptは、一意のオブジェクト名を作成および規定するための手段としてのパッケージ構造に準

拠していません。同じ名前のJavaScriptオブジェクトが2つある場合、パッケージ名とクラス名の指定

により適切なオブジェクトがインスタンス化されるJavaのようには、競合を避けることができません。

JavaScriptでは、階層型のオブジェクト構造が、外部のオブジェクト・クラスの編成とロードに役立っ

ています。Oracle ADF Facesでは、oracle.adf.view.jsとoracle.adfinternal.view.jsの2つのパッケージ構造

が使用されます。oracle.adfinternal.view.jsパッケージには、Oracle ADF Facesコンポーネント・フレー

ムワークで内部的にのみ使用する必要のあるJavaScriptオブジェクトが含まれます。内部オブジェクト

に対する変更は通知なしに適用され、下位互換性は保証されません。この理由から、カスタムJavaScript

関数ではこれらのオブジェクトを使用しないようにしてください。代わりに、パブリックなoracle.adf.view.js

パッケージに格納されているオブジェクトのみを使用する必要があります。 

注：Oracleが提供しているOracle ADF Facesクライアント・コンポーネント用のJavaScriptリファレン

ス・ドキュメントには、内部オブジェクトが警告付きではっきりと記載されています。ドキュメン

トは、Oracle Fusion Middlewareのドキュメントの一部として、Oracle Technology Network（OTN）か

ら入手できます。図2に、この例が示されています。 

Oracle ADF FacesのJavaScriptオブジェクトのスコープ 

JavaScriptには、抽象クラス、またはプライベート・スコープ、パブリック・スコープおよび保護ス

コープがわかりません。ただし、Oracle ADF Facesではネーミング・ガイドラインおよびコーディン

グ・パターンを通じてこれらすべてが実装されるため、アプリケーション開発者はこれを軽視して

はいけません。 

Oracle ADF Facesの抽象JavaScriptクラスは、起動時にAdfAssert.failedInAbstractFunction

を返す一部の関数によって実装されます。抽象オブジェクトはサブクラスを介して間接的に使用さ

れます。 

Oracle ADF Facesのオブジェクト・スコープは、JavaServer Facesのメモリ・スコープと混同されるこ

とがないように、次のネーミング規則によって実装されます。 
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スコープ ネーミング規則 

パブリック パブリック関数の名前は、findComponentやfindComponentByAbsoluteIdのような、小文字で始まるキャメ

ル・ケース・パターンにします。 

プライベート プライベート関数の名前の先頭にはアンダースコアが付いています。この関数はOracle ADF Facesのパブ

リックJavaScriptドキュメントには表示されませんが、Oracle ADF Facesのソース・コードおよびFirebug

などのDOM検査ツールには表示されます。アプリケーション開発者はプライベート・スコープのメソッド

を使用しないようにしてください。 

保護 保護関数は内部で使用される関数です。大文字で始まる、キャメル・ケースの表記法に従った名前が付け

られています。 

パッケージ パッケージ関数はパッケージ・スコープ、つまりJavaScriptオブジェクトが存在するファイル構造に対して

プライベートです。この関数の名前は2つのアンダースコアで始まります。この関数も、アプリケーション

開発者は使用しないようにしてください。 

Oracle ADF Facesアプリケーションの開発で使用しても構わないのは、パブリックなオブジェクトお

よび関数だけです。パブリックでない関数は、フレームワーク内部で使用されるものか、Oracle ADF 

Facesコンポーネント開発者が使用するものです。図2に示すJavaScriptリファレンス・ドキュメント

にも、コンポーネント・オブジェクトおよびイベント・オブジェクトの保護関数および抽象関数が

リストされていますので、開発者はこれを確認しておいてください。 

ベスト・プラクティス2：FirebugなどのDOM検査ツールがOracle ADF Facesのコンポーネントおよび

イベントに対して表示する保護、パッケージ、またはプライベートの各メソッドおよび変数を、カ

スタムOracle ADF Facesアプリケーションの開発で使用しないでください。 

Oracle ADF FacesのJavaScriptの基礎 

Oracle ADF Facesは、クライアント側で開発したユースケースを実装するときにアプリケーション開

発者が使用できるパブリックなJavaScript APIを公開します。JavaScriptを使用するアプローチはOracle 

ADF Facesでも有効ですが、Oracle ADF Facesで実行できるネイティブ・ソリューションの中に同じ

機能を提供するものがない場合にのみ、注意して使用する必要があります。Oracle ADF Facesアプリ

ケーションでは熟慮してJavaScriptを使用すべきとする正当な理由の1つは、今後のバージョン・アッ

プグレードです。Oracle JDeveloper IDEにとっては、正しくフォーマットされたXMLメタデータ・タ

グを自動的に検出して更新する方が、発生しうるAPIの変更に合わせてJavaScriptのコードを修正する

より簡単です。 

コード・サンプルを詳しく検討する前に、Oracle ADF Facesのページおよびページ・フラグメントで

JavaScriptを使用する方法の基本について説明します。 

ページへのJavaScriptの追加 

Oracle ADF FacesビューでJavaScriptを使用するには、JavaScriptコードをページ・ソースに追加するか、

外部のライブラリ・ファイルに含まれるコードを参照します。 

JavaScriptソースがクライアントに効率的にダウンロードされるようにするために、Oracle ADF Faces

にはaf:resourceコンポーネント・タグが用意されていますが、これはaf:documentタグの直接

の子孫として追加する必要があります。 
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<af:document> 

   <af:resource type="javascript" source="/customJsCode.js"/> 

   … 

</af:document> 

 

 

<af:document> 

   <af:resource type="javascript"> 

function customJsFunction(){… } 

   </af:resource> 

   … 

</af:document> 

 

クライアント上でのOracle ADF Facesコンポーネントの検索 

クライアント上のOracle ADF Facesコンポーネントの階層は、サーバー上のコンポーネント階層と同

じです。ただし、デフォルトではすべてのOracle ADF Facesコンポーネントがクライアント・オブジェ

クトとしてレンダリングされず、サーバー側で生成されたHTMLとしてレンダリングされる点が異な

ります。したがって、JavaScriptからOracle ADF Facesコンポーネントのクライアント・コンポーネン

トAPIを使用してOracle ADF Facesコンポーネントにアクセスできるようにするには、クライアント・

コンポーネントが生成されているか確認することが最初の開発タスクになります。 

クライアント・コンポーネントの作成 

デフォルトのJavaScriptオブジェクト表現を持つのは、Oracle ADF Faces表のような動作付きのコン

ポーネントのみです。他のすべてのコンポーネントについては、次の条件のいずれかが満たされた

ときにクライアント・オブジェクトが作成されます。 

 コンポーネントにaf:clientListenerタグが追加されたとき。af:clientListenerコ

ンポーネントは、JavaScript関数で、selectイベントやdisclosureイベントなどのOracle ADF 

Facesコンポーネント・イベントや、フォーカス・イベント、マウス・ホバー・イベント、

マウス・クリック・イベント、キーボード・イベントなどのブラウザDOMイベントをリス

ニングできるようにします。 

 コンポーネントのclientComponentプロパティがtrueに設定されたとき。 

クライアント・オブジェクトを持たないコンポーネントも含め、すべてのコンポーネントがブラウ

ザのDOMツリーに表示されます。DOM操作を介してコンポーネントにアクセスする場合は、コン

ポーネントの生成済みHTML出力上での操作となりますが、これはOracle ADF Facesのパブリック

JavaScript APIを使用してコンポーネントを操作するのとは異なります。Oracle ADF Facesの使用時は、

DOMアクセスが一切行われないようにする必要があります。それは、レンダリングされたコンポー

ネント出力はOracle ADF Facesのバージョンが異なっても変更されないという保証がないからです。 

ベスト・プラクティス3：アプリケーション開発者は、コンポーネントがクライアント上に存在する

ことを確認した後で、JavaScriptからコンポーネントにアクセスする必要があります。Oracle ADF 

Facesのクライアント・コンポーネント・オブジェクトは、コンポーネントのclientComponentプロパ

ティをtrueに設定するか、af:clientListenerタグを追加すると作成されます。 
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ページ上のコンポーネントの検索 

Oracle ADF Facesのクライアント・コンポーネントは、Oracle ADF Facesページ・オブジェクト上で絶

対的に、または他のコンポーネントに対して相対的に検索できます。JavaScriptコンポーネント・イ

ベント（"action"、"click"、"selection"など）に対する応答でコールされるJavaScript関数は、引数とし

て渡されるイベント・オブジェクトでgetSource()をコールすることにより、トリガー元のコン

ポーネントにアクセスします。このコンポーネント・ハンドルは、その後、相対検索の実行に使用

できます。クライアント上で検索すべきコンポーネントがイベントをトリガーするコンポーネント

と関連していない場合は、ベース・ページ・オブジェクトから開始する絶対検索を実行する必要が

あります。 

絶対検索 

AdfPage.PAGEオブジェクトは、Oracle ADF Facesのベース・ページ管理クラスです。このオブジェ

クトは、コンポーネントIDまたはコンポーネント・ロケータのいずれかにより、すべてのコンポー

ネントにアクセス権を付与します。コンポーネント・ロケータは、子にスタンプを設定する表のよう

なコンポーネントの場合に使用されます。ページ上でコンポーネントを検索できるように、次の3つ

の関数がAdfPage.PAGEオブジェクト上に公開されています。 

 findComponent：AdfPage.PAGE.findComponent関数はクライアントIDでコンポーネン

トを検索します。コンポーネントのクライアントIDはHTMLページ出力に生成されるID値で

す。これは、設計時に定義したコンポーネントIDとは異なります。クライアントIDは不変

ではなく、ページが再実行されても変更される可能性があるため、決してクライアントID

値をスクリプトにハードコードしないようにしてください。代わりに、実行時にサーバー

側コンポーネントからクライアントIDを読み取り、JavaScriptイベントを発生させるコンポー

ネント上でaf:clientAttributeタグを使用するなどして、動的にJavaScriptに追加する

必要があります。 

 findComponentByAbsoluteId：クライアント側Oracle ADF Facesコンポーネントの検索方法と

して推奨するのは、AdfPage.PAGE.findComponentByAbsoluteIdを使用する方法です。

絶対コンポーネントIDはコンポーネントID、およびドキュメント・ルートとページ上のター

ゲット・コンポーネントの間に位置するネーミング・コンテナのIDから構築されます。関

係するネーミング・コンテナが他になければ、パネル・コレクション"pc1"に含まれる表"t1"

の絶対IDは、"pc1:t1"になります。 

 findComponentByAbsoluteLocator：ほとんどのコンポーネントでは、AdfPage.PAGE. 

findComponentByAbsoluteLocatorへのコール内で使用される絶対ロケータは、絶対

コンポーネントIDと同じです。子にスタンプを設定するコンポーネント（表など）のみが、

スタンプを設定した子コンポーネントにアクセスするという点で異なり、ロケータIDには、

スタンプを設定されたコンポーネント・インスタンスを示すキーが含まれます。表セル・

コンポーネント"c1"の絶対ロケータは、"pc1:t1[stamp key].c1"として表示されます。 

ベスト・プラクティス4：ページの生成済みHTML出力に表示されるクライアント・コンポーネント

IDは、決してJavaScript関数にハードコードしないようにしてください。クライアントID値はビュー

を再実行するだけでも変わる可能性があります。代わりに、マネージド・ビーンでOracle ADF Faces

コンポーネントのgetClientIdメソッドをコールすることにより、動的にクライアントIDを特定で

きます。 
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相対検索 

他のOracle ADF Facesコンポーネントに相対的な検索は、次の関数のいずれかにより実行されます。 

 findComponent：findComponentメソッドは、指定されたコンポーネント・インスタンス

を起点にしてコンポーネントを検索します。参照するコンポーネントIDは、直近の祖先の

ネーミング・コンテナのスコープ内で一意である必要があります。たとえば、ネーミング・

コンテナ階層"nc1:nc2"の中に配置されているコンポーネント"c1"を、"nc1"の中に配置され

ているボタンから検索するには、使用すべき相対検索IDは"nc2:c1"です。 

検索IDの前にコロンを付けると、現在のネーミング・コンテナから親コンテナに移動して

検索できます。たとえば、ネーミング・コンテナ階層"nc1:nc2"の中のボタン"b1"からコンポー

ネント検索を開始する場合に、コンポーネント検索IDの前に2つのコロンを付けると（"::c1"）、

親ネーミング・コンテナ"nc1"の中のコンポーネント"c1"が検索されます。コロンを1つ追加

するごとに1つずつ上の親コンテナに移動するため、":::c1"を指定すると"nc1"の親ネーミン

グ・コンテナの中のコンポーネントが検索されます。このコンテナはドキュメント・ルー

トである可能性もあります。先頭にコロンを1つ付けると、ドキュメント・ルートから直接

コンポーネントが検索されます。 

 findComponentByAbsoluteLocator：この関数はAdfPage.PAGEオブジェクトで使用される

関数とまったく同じです。検索するときは絶対ロケータIDを指定する必要があります。この

関数ではコンポーネントから相対的に検索が開始されますが、内部的にはAdfPage.PAGE. 

findComponentByAbsoluteLocatorがコールされます。 

クライアント・コンポーネント・イベントの処理 

Oracle ADF Facesクライアント・コンポーネントはサーバー側の対応するコンポーネントと同様に動

作し、コンポーネントの変更に応じてイベントを発行します。そのため、イベントを操作する開発

者は、イベントをリスニングするかクライアント側コンポーネントにキューイングして、定義済み

のコンポーネント動作を起動します。イベント・リスナーはJavaScript関数として定義され、イベン

ト・オブジェクトを引数として受け取ります。 

Oracle ADF Facesクライアント・コンポーネント・イベント 

Oracle ADF Facesクライアント・コンポーネント・イベントを使用すると、値の変更、開示、問合せ、

フォーカス、ポップアップなどのコンポーネント変更をリスニングしてこれに応答することができ

ます。イベントを取得するごとに、そのイベントの起動元コンポーネント、イベントそのものに関

する情報が提供されます。またそれぞれのイベントには、サーバーに送信する前にイベント・オブ

ジェクトを操作するときに使用できる関数が公開されます。 

 Oracle ADF Facesクライアント・イベント・アーキテクチャには、Oracle ADF Facesコンポーネント・

イベントに加え、開発者が使用できるように、フォーカス・イベント、マウス・イベント、キーボー

ド・イベントといったネイティブ・ブラウザDOMイベントのラッパーが用意されています。 
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コンポーネント・イベント・オブジェクト名はすべて"Adf"で始まり、次にイベント名が続き、最後

は"Event"で終わります。リスニングされるごく一般的なイベントはAdfActionEventで、ボタンや

リンクなどのコマンド・コンポーネントによりトリガーされます。AdfActionEventオブジェクト

はAdfComponentEventの拡張で、これ自体はAdfPhaseEventの拡張であり、AdfPhaseEvent

はAdfBaseEventから派生されます。 

AdfComponentEventはすべてのOracle ADF Facesコンポーネント・イベントの親クラスです。 

AdfComponentEventオブジェクトにより追加される関数はqueue(Boolean isPartial)で、こ

の関数を使用すると、コンポーネントに定義されているイベントをキューイングできます。 

たとえば、コマンド・ボタンのアクション・イベントをJavaScriptで起動する必要がある場合は、

AdfActionEventオブジェクトで公開される便利な関数を使用します。これにより、次のことがで

きます。 

1. クライアント側でコマンド・ボタンを検索する 

2. AdfActionEvent.queue(commandButton, true | false)をコールする。このとき、部分送信として

イベントを送信する必要がある場合は、2つめの引数をtrueとして渡します。 

AdfPhaseEventオブジェクトによりイベントにライフ・サイクル関数が追加されるため、現在のイ

ベント・フェーズ（bubblingやcaptureなど）、およびイベントを取り消せるかどうかに関する情報を

入手できます。 

Oracle ADF Facesでクライアント・イベントを処理するときに開発者が操作する関数のほとんどは、

AdfBaseEventクラスに定義されています。たとえば、イベント・オブジェクトでcancel()、

stopBubbling()、またはsetPartial()をコールして、イベントの動作を変えることができます。 

表の内容をMicrosoft Excelにエクスポートするなど、ダイアログを開くイベントの場合は、クライア

ント・イベントでnoResponseExpected()をコールすると、Oracle ADF Facesはコールが返るまで

待機しなくなります。 

もう1つの便利な関数にpreventUserInput()があります（後で例の中で説明します）。この関数

をコールするとグラス・ペインが起動され、イベントの処理が完了するまでの間、ユーザーは入力

ができなくなります。 

どの関数がどのイベント・オブジェクトで公開されているかをアプリケーション開発者が気にする

必要はなく、AdfActionEventなどの最上位イベントを操作して関数を起動するだけで構いません。

むしろ、コンポーネント・イベント・クラスで上書きされるように、関数が抽象クラスとしてベー

ス・クラスに定義されていることもあります。 

注：マウス・イベントおよびキーボード・イベントは、コンポーネント・イベントではなくネイティブ・

ブラウザ・イベントです。これらのイベントはネイティブ・ブラウザDOMイベントとして起動され、

Oracle ADF Facesクライアント側イベント・フレームワークによってラップされているだけです。

キーボード・イベントのリスニングおよび応答の方法については、後で説明します。 

ベスト・プラクティス5：アプリケーション開発者は、サーバーに伝播する必要のないすべてのイベ

ントでcancel()をコールする必要があります。 
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クライアント・イベントのリスニング 

コンポーネント・イベントをリスニングするには、Oracle JDeveloperのコンポーネント・パレットの

"Operation"カテゴリにあるaf:clientListenerタグを使用します。af:clientListenerタグは

次の2つの属性を公開します。 

 Method：method属性はコンポーネント・イベントへの応答時にコールするJavaScript関数の

名前です。JavaScript関数は渡されるイベント・オブジェクトの引数を1つだけ取る必要があ

ります。 

 Type：type属性はクライアント・リスナーが処理するイベントの定義です。 

図3に示す例では、Method属性は"handleValueChange"に、Type属性は"valueChange"に設定されています。

したがって、イベントを受け取るJavaScript関数は、次のように定義する必要があります。 

 

<af:resource type="javascript"> 

function handleValueChange(evt){ … } 

</af:resource> 

 

"evt"引数はイベント・オブジェクトを受信します。 

値変更イベントの場合なら、引数はAdfValueChangeEventになります。 

注：JavaScriptのソース・コードは、af:resourceタグで囲む方法か外部のJavaScriptファイルを参

照する方法で、ページ・ソースに追加できます。 

 

図3：入力テキスト・コンポーネントへのクライアント・リスナーの追加 

図3のユースケースのページ・ソースに追加されたクライアント・リスナーの定義は次のとおりです。 
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<af:inputText label="Change me" id="it1"> 

<af:clientListener method="handleValueChange"                         

type="valueChange"/> 

</af:inputText> 

イベントがサーバーに伝播されないようにする方法 

クライアント・コンポーネント・イベントを処理する場合、アプリケーション開発者はリスナー関

数に渡されるイベント・オブジェクトでcancel()をコールすることにより、イベントがサーバーに

伝播されないようにすることができます。たとえば、アクション・イベントを取り消すと、関連付

けられているサーバー側アクション・リスナーとアクション・メソッドは実行されません。 

function handleButtonPressed(evt){ 

  //evt is of type AdfActionEvent 

  if(<some condition>){ 

     … 

     //prevent server propagation of event 

    evt.cancel(); 

 

  } 

  else{ 

     … 

  } 

 } 

 

 

すべてのイベントをクライアント上で取り消せるわけではありません。イベントをクライアント上

で取り消せるかどうか判断できるように、イベント・オブジェクトにはisCancelable()関数が公

開されます。 

JavaScript関数への追加情報の引き渡し 

Oracle ADF Facesのイベント・オブジェクトは、af:clientListener動作タグからコールされる

JavaScript関数に唯一の引数として渡されます。アプリケーション開発者は、イベント・オブジェク

トを使用してイベントのソース・コンポーネントにアクセスしたりイベントを処理したりします。

場合によっては、スクリプトの実行に追加情報が必要になることがあります。この追加情報は次の

方法で入手できます。 

 Oracle ADF Facesクライアント・フレームワークのfindComponent、findComponentByAbsoluteIdまた

はfindComponentByAbsoluteLocator関数を使用して、必要な情報を含むUIコンポーネントを検索する 

 Oracle ADFクライアント・イベントの起動元となるサーバー側コンポーネントにaf:clientAttribute

を追加し、式言語または静的文字列を使用して必要な情報を渡す 
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 JavaScriptコールバックを使用して、af:clientListenerの"method"属性に引数を持たせる 

相対検索または絶対検索でコンポーネントを参照する方法についてはすでに説明しましたが、他に、

次の2つのオプションがあります。 

af:clientAttributeを使用する方法 

af:clientAttributeタグはOracle ADF Faces固有のタグで、Oracle ADF Facesクライアント・コン

ポーネントにより公開されるプロパティ・セットを拡張するときに使用します。 

 

図4：JavaScriptを使用して、選択した表のセルの内容をコピーする 

図4に示すサンプルでは、ユーザーはコンテキスト・メニューまたはキーボード・ショートカットを

使用して、クライアント上で表のセルを選択してその内容を他の行にコピーできます。 

 

図5：他の行へ貼り付ける 
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値のコピー元である表のセルを特定するには、表のセルの列とセルの行索引に関する追加情報が必

要です。情報は、行索引を表のステータス変数から読み取り、列名をADFバインディング・レイヤー

から読み取るaf:clientAttributeタグから取得できます。 

 

<af:table value="#{bindings.allEmployees.collectionModel}"            

var="row" varStatus="status" ...> 

  ... 

  <af:column ...> 

    <af:inputText value="#{tableRow.bindings.firstName.inputValue}" 

                      ...> 

     <af:clientListener .../> 

     <af:clientAttribute name="colname" 

value="#{tableRow.bindings.firstName.name}"/> 

     <af:clientAttribute name="rwKeyIndx" 

value="#{status.index}"/> 

   </af:inputText> 

  </af:column> 

 </table> 

 

表のセルの入力テキスト・コンポーネントから追加情報を読み取るJavaScript関数を次に示します。 

function copyValueToSelectedRows(evt) { 

   var txtField = evt.getSource(); 

   //get the name of the column which row cell to read 

   var column = txtField.getProperty('colname'); 

   //get the index of the row to copy values from 

   var rowKeyIndx   = txtField.getProperty('rwKeyIndx'); 

   … 

 } 

JavaScriptのコールバックと比較した場合に、af:clientAttributeを使用するメリットは、こち

らは宣言的な手法であるため、クライアント上で使用できるようになるはずのデータ値に、遅延さ

れるEL式とすぐに解決されるEL式を使用してアクセスできる点です。 

注：クライアントに渡すことができるのは、JavaScriptに存在するデータ型のみです。たとえば、oracle. 

jbo.Keyのオブジェクトまたはエンティティは、クライアント上では読み取れません。したがって、

上述の例のクライアント属性のデータ型は、string型およびlong型です。 
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JavaScriptのコールバックを使用する方法 

JavaScriptのコールバックを使用する方法は、af:clientListenerタグから参照されるJavaScript関

数に追加の引数を渡す2つ目のオプションです。コールバック関数が、次に示すコンポーネント・リ

スナー関数をラップします。 

function openPopup(popupId, compId){ 

   return function(evt){ 

      … 

      var popup = AdfPage.PAGE.findComponentByAbsoluteId(popupId); 

      var hints = {align:"end_before", alignId:compId }; 

      popup.show(hints); 

   } 

 } 

この例のJavaScriptコールバック関数は、ポップアップのコンポーネントIDを識別する引数と、開か

れるポップアップと位置合わせをする必要があるUIコンポーネントのIDを識別する引数の2つを取

ります。Oracle ADF Facesコンポーネントのリスナー関数はコールバックによって返されますが、こ

の関数で想定されているのは単一の引数、Oracle ADF Facesコンポーネントのイベント・オブジェク

トです。 

ポップアップをaf:inputTextコンポーネントのコンテキスト・メニューとして開くには、次に示

すとおりにJavaScriptのコールバック関数をコールします。 

 

<af:inputText …> 

   <af:clientListener method=" openPopup('pc1:p1','txt1')" 

                             type=" contextMenu"/>  

</af:inputText> 

注：'pc1:p1'は、ネーミング・コンテナ'pc1'に含まれるポップアップ'p1'を参照します。JavaScriptにネー

ミング・コンテナは存在しませんが、コンテナに含まれるコンポーネントに接頭辞としてコンテナ

のコンポーネントIDが実行時に追加されます。 

af:clientAttributeタグと比較した場合に、JavaScriptのコールバックを使用するメリットは、

ソース・コンポーネント・プロパティについて何も前提を持たない汎用スクリプト関数を記述でき

る点です。カスタム・コンポーネント属性に依存しないJavaScript関数の方が、再利用性が高く、外

部のライブラリ・ファイルへの格納に適しています。 

クライアント側JavaScriptからのサーバー側Javaの起動 

Ajaxで共通して要求されることは、ページ・ナビゲーションを実行せずにクライアントからサーバー

側ロジックを起動することです。Oracle ADF Facesでは、af:serverListenerコンポーネントを使

用してこれを実装できます。このコンポーネントを使用すると、カスタム・クライアント・イベン

トが発生したときに実行される必要があるサーバー側リスナーを宣言的に登録できます。サーバー

側リスナーはvoidを返すマネージド・ビーン・メソッドとして定義され、引数はClientEventのも

のを１つだけ受け付けます。クライアント・イベントの引数は発行元（イベントが発行されたコン

ポーネント）とペイロード（サーバーに送信される情報）に関する情報を含みます。 
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たとえば、ユーザーがキーボードを使用してテキスト・フィールドに入力した文字を反映させるに

は、次のようなaf:serverListenerを構成します。 

 

<af:inputText id="it1" label="…"> 

   <af:clientListener method="handleKeyUp" type="keyUp"/> 

   <af:serverListener type="MyCustomServerEvent" 

                          method="#{mybean.handleServerEvent}"/> 

</af:inputText> 

 

ServerListenerコンポーネントは2つの属性、"type"と"method"を取ります。"type"属性は、JavaScriptコー

ルでサーバー・リスナー・コンポーネントを参照するときに開発者が使用する名前です。"method"属性

には、サーバー上のマネージド・ビーン・メソッドを参照するEL式を指定します。たとえば、前述

のコード・スニペットで使用されている"handleServerEvent"メソッドは、次のように定義されます。 

public void handleServerEvent(ClientEvent ce){…} 

注：af:serverListenerコンポーネントを所有するコンポーネントは、クライアント側表現を持っ

ている必要があります。つまり、af:clientListener子タグが追加されているか、"clientComponent"

プロパティが"true"に設定されている必要があります。 

JavaScriptからサーバー・リスナーを起動するには、AdfCustomEvent JavaScriptオブジェクト

のキュー・メソッドを使用します。メソッドのシグネチャは次のとおりです。 

public AdfCustomEvent(AdfUIComponent source, 

                       String type, 

                       Object params, 

                       Boolean immediate) 

 "source"引数はカスタム・サーバー・イベントを発行するUIコンポーネントです。 

この例では、IDが"it1"のコンポーネントです。 

 "type"引数はServerListenerコンポーネントの名前を取ります 

（この例では"MyCustomServerEvent"）。 

 "params"引数は、{arg1:value1,arg2:value2, …}のように、カンマ区切りの名前：値のペアで

構成されるJSONでエンコードされたメッセージ配列です。 

 "immediate"フラグは、サーバー・コールがJSFのAPPLY_REQUESTフェーズ中に処理される

か、InvokeApplicationフェーズ中に処理されるかを決定します。immediateフラグは、イベントが

ページ・ナビゲーションになったなどでクライアント側のフィールド検証を行わない場合、また

はフォームの編集を取り消す場合に使用します。新しいフォームや表の行を作成するなど、サー

バー・イベントによってADFモデルが更新される場合は、immediate属性をfalseに設定する必要

があります。 
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前述の例で続けると、af:clientListenerによりコールされるJavaScript関数は次のようになります。 

<af:resource type="javascript"> 

function handleKeyUp (evt) { 

var inputTextComponen = event.getSource(); 

AdfCustomEvent.queue(inputTextComponent, 

 " MyCustomServerEvent ", 

 {fvalue:component.getSubmittedValue()} 

,false); 

event.cancel(); 

} 

</af:resource> 

この例は、ユーザーがキーを押すたびに入力テキスト・フィールドの値をサーバーに送信します。

したがって、入力フィールドに"hello"と入力すると、サーバーは"h"、"he"、"hel"、"hell"、"hello"の

各通知を受信します。メッセージをサーバー上に出力するには、必要とされているリスナー・メソッ

ドを次に示すとおりに完成させる必要があります。 

public void handleServerEvent(ClientEvent ce){ 

  String message = (String) ce.getParameters().get("fvalue"); 

  // print the message to the console 

  System.out.println(message); 

 } 

すでに述べたとおり、サーバーに送信される引数の数は、クライアント開発者およびaf:serverListener

コンポーネントが使用されるユースケースによって異なります。引数の名前は自由に選択できます。 

ベスト・プラクティス6：クライアントからサーバーへのコールは、ネットワーク・ラウンドトリッ

プを減らすよう注意して使用し、ネットワーク待機時間が原因でパフォーマンスが低下しないよう

にする必要があります。 

JavaからのJavaScriptのコール 

JavaScriptからサーバー側ロジックを起動する逆方向のユースケースでは、マネージド・ビーンから

クライアント側JavaScriptを起動します。マネージド・ビーンからJavaScriptを起動するには、 

ExtendedRenderKitServiceクラスを使用します。これはOracle ADF Facesの基盤を構築している

Apache MyFaces Trinidadのコンポーネント・セットの一部です。 

Oracle ADF Facesアプリケーション上でJavaScriptを実行するコールは、スクリプト自体から独立して

いるため、次に示すように、カスタム・ヘルパー・メソッドでラップできます。 

 import 

   org.apache.myfaces.trinidad.render.ExtendedRenderKitService; 

 import org.apache.myfaces.trinidad.util.Service; 
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… 

private void writeJavaScriptToClient(String script) { 

   FacesContext fctx = FacesContext.getCurrentInstance(); 

   ExtendedRenderKitService erks = 

       Service.getRenderKitService(fctx,  

                                            ExtendedRenderKitService.class); 

   erks.addScript(fctx, script);  

 } 

マネージド・ビーンからJavaScriptをコールする一般的なユースケースは、クライアント側のOracle 

ADF Facesポップアップ・ダイアログを開くというものです。次に例を示します。 

StringBuilder script = new StringBuilder(); 

script.append( 

   "var popup = AdfPage.PAGE.findComponentByAbsoluteId('p1');"); 

script.append("if(popup != null){");  

script.append("popup.show();");  

script.append("}");  

writeJavaScriptToClient(script.toString()); 

注：Oracle ADF Facesには、クライアント側のポップアップ・ダイアログを開くための動作タグ、

af:showPopupBehaviorが用意されています。使用できる場合は、カスタムJavaScriptソリューショ

ンの代わりにこの動作タグを使用する必要があります。また、Oracle JDeveloper 11g Release 1 PatchSet 2

（release 11.1.1.3）以降、RichPopupコンポーネント・クラスにJavaからポップアップ・ダイアログを

起動するための新しいメソッド"show(PopupHints)"が公開され、選択肢が増えています。 

マネージド・ビーンから実行されるJavaScriptは極めて複雑になることがあります。この例では、現在選

択されているクライアント側のOracle ADF Facesコンポーネントのタイプがaf:inputListOfValues

の場合に、LOVポップアップ・ダイアログが起動されます。そのため、JavaScriptのコードにはOracle 

ADF Facesクライアント・コンポーネントAPIへの参照が含まれます。 

StringBuilder script = new StringBuilder(); 

//ensure the component in focus is an LOV 

script.append("var activeComponent = 

                               AdfPage.PAGE.getActiveComponent();");  

script.append( 

          "if(activeComponent != null && " + 

          "activeComponent instanceof AdfRichInputListOfValues &&" + 

          "activeComponent.getReadOnly()==false){");  

script.append( 

          "var component = AdfPage.PAGE.getActiveComponent();");  

script.append( 

     "if(component.getTypeName() == 'AdfRichInputListOfValues'){"); 

           //queue the LOV event 
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script.append("AdfLaunchPopupEvent.queue(component,true);"); 

script.append("}");  

script.append("}"); 

writeJavaScriptToClient(script.toString()); 

注：JavaScriptをJavaから実行する場合は、サーバーとクライアントの間のインターネット接続また

はLAN接続に存在する待機時間、およびブラウザによって追加されたJavaScriptの実行時の待機時間

を考慮する必要があります。マネージド・ビーンからコールされるJavaScriptはキューイングされず、

即座にクライアントに送信されます。複数のコールが短時間に連続して発行されると、待機時間が

問題になる可能性があります。この場合、後のコールが前のコールに優先する可能性があります。 

注：バージョン11.1.1.2より前のOracle JDeveloper 11gリリースでは、JavaScriptからしかポップアッ

プ・ダイアログをクローズできませんでした。Oracle JDeveloper 11g Release 1 Patch Set 2以降は、新

しいAPI、hide()をRichPopupコンポーネント・クラスで使用してJavaからポップアップを閉じる

ことができるようになりました。内部的には、RichPopupコンポーネント・メソッドのhide()および

show(PopupHints)は両方とも、ExtendedRenderKitServiceオブジェクト経由で発行されたJavaScript

を使用します。 

ロギング 

ロギングは、アプリケーションの実行時エラーおよび動作について理解を深めるためのトラブルシュー

ティング・メカニズムです。ソフトウェアの設計ガイドラインでは、開発者にエラー、アプリケー

ション・フローおよびアプリケーション状態の情報に関する細分化されたログ・トレースを記述す

ることを求めています。 

Oracle ADF Facesクライアント・コンポーネント・アーキテクチャには、Javaのロギングに似たクラ

イアント側ロギング機能が用意されており、開発者は特定のログ・レベルに対するログ・メッセー

ジを記述し、フレームワーク・メッセージを表示できます。これらは両方とも構成済みのログ出力

に送信されます。デフォルトではブラウザ・コンソールです。Oracle ADF Facesアプリケーションで

は、ロギングはweb.xml構成ファイルのコンテキスト・パラメータ設定により有効化されます。 

 

<context-param> 

<param-name>oracle.adf.view.rich.LOGGER_LEVEL</param-name> 

<param-value>ALL</param-value> 

</context-param> 

 

注：この項の後の方にある例で、ページでJavaScriptを使用してクライアント側のロギングを動的に

有効化したり無効化したりする方法を説明します。 

使用できるコンテキスト・パラメータのログ・レベルの値は次のとおりです。 

 SEVERE 

 WARNING 
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 INFO 

 CONFIG 

 FINE 

 FINER 

 FINEST 

 ALL 

ログ・メッセージを記述するには、次に示すとおりにAdfLoggerクライアント・オブジェクト・ク

ラスを使用します。 

AdfLogger.LOGGER.logMessage(AdfLogger.<log level>,  

                                      'your message here'); 

デフォルトのログ・インスタンスは、"LOGGER"静的参照を使用してログ・メッセージを記述すると

きに使用されるもので、ブラウザ・コンソール・ウィンドウにメッセージを記述します。図6は、

AdfLogger.INFOログ・レベルでログ・メッセージがFirebugのコンソールにどのように表示される

かを示しています。 

 

 

図6：入力テキスト・フィールドでのキーボード登録とFirebugのコンソールに表示 

されたログ情報 

コンソールに書き込まれるログ情報は、ページのJavaScriptからログ・レベルを設定するか、ログ・

レコードを見て情報を出力するかどうかを決めるフィルタを定義することにより、ローカルに定義

することもできます。 

たとえば、web.xmlファイル構成のログ出力をNONEに構成し、ページのJavaScriptでAdfLogger. 

LOGGER.setLevel(AdfLogger.INFO)をコールすると、情報ログはクライアントのコンソールに

出力されます。 
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図7は、ログ・レベルをクライアント上で動的に変更するときに使用できる選択リストのコンポーネ

ントを示しています。 

 

図7：選択肢の選択による動的なロギング・レベル設定 

選択コンポーネントのページ・ソースを次に示します。 

<af:selectOneChoice label="Set Log Level" id="soc1"      

      value="#{browseDepartmentsBacking.loggerDefault}">      

   <af:selectItem label="NONE" 

                     value="AdfLogger.OFF" id="s6"/>    

   <af:selectItem label="INFO" 

                     value="AdfLogger.INFO" id="s8"/>    

   <af:selectItem label="FINE" 

                     value="AdfLogger.FINE" id="s2"/>    

   <af:selectItem label="FINER" 

                     value="AdfLogger.FINER" id="s3"/>    

   <af:selectItem label="FINEST" 

                     value="AdfLogger.FINEST" id="s7"/>    

   <af:selectItem label="WARNING" 

                     value="AdfLogger.WARNING" id="s1"/>    

   <af:selectItem label="CONFIG" 

                       value="AdfLogger.CONFIG" id="s5"/>    

   <af:selectItem label="ALL" 

                     value="AdfLogger.ALL" id="s4"/>       

       <af:clientListener method="setLogLevel" type="valueChange"/> 

</af:selectOneChoice> 

af:clientListenerコンポーネントから参照されるJavaScript関数を次に示します。この関数は選

択肢選択コンポーネントから送信された値を読み取り、その値を新しいクライアント側のログ・レ

ベルとして設定します。 
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function setLogLevel(evt){ 

   var selectOneChoice = evt.getSource(); 

   var logLevel = selectOneChoice.getSubmittedValue(); 

   var logLevelObject = AdfLogger.NONE; 

   //the select one choice returns a string.However, we need 

   //a number without hard coding it up front.Using a switch 

   //statement to handle the string to object translation 

 

   switch(logLevel) 

   { 

     case 'AdfLogger.INFO': 

        logLevelObject = AdfLogger.INFO; 

        break; 

     case 'AdfLogger.FINE': 

        logLevelObject = AdfLogger.FINE; 

        break; 

     case 'AdfLogger.FINER': 

        logLevelObject = AdfLogger.FINER; 

        break; 

     case 'AdfLogger.FINEST': 

        logLevelObject = AdfLogger.FINEST; 

        break; 

    case 'AdfLogger.WARNING': 

        logLevelObject = AdfLogger.WARNING; 

        break; 

    case 'AdfLogger.CONFIGURATION': 

       logLevelObject = AdfLogger.CONFIGURATION; 

       break; 

    case 'AdfLogger.ALL': 

       logLevelObject = AdfLogger.ALL; 

       break; 

    default: 

       logLevelObject = AdfLogger.NONE; 

   } 

   _logger.setLevel(logLevelObject); 

 

    //optional:cancel event if the server-side managed bean 

    //that holds the default value for the af:selectOneChoice 

    //component does not need to be updated 

   evt.cancel(); 

 } 
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switch文を使用してログ・レベル文字列文をAdfLoggerオブジェクトに変換しています。ログ・レ

ベルは、内部的には数値で表現されます。ただし、ログ・レベルの数値をハードコードするとJavaScript

コードはAdfLoggerクラスの現在の実装に依存することになるため、数値をハードコードしないで

済むように、ログ・レベル名はそれぞれのオブジェクト表現に変換されています。 

ベスト・プラクティス7：フレームワークの内部的な実装の詳細に関する知識をJavaScriptコードで直

接使用しないでください。代わりに、パブリックなAPIおよび定数を必ず使用する必要があります。 

af:selectOneChoiceコンポーネントから参照されてデフォルトの選択肢を提供するマネージド・

ビーンは、リクエスト・スコープで定義され、次の内容を持ちます。 

public class BrowseDepartmentsEmployeesBacking { 

      String loggerDefault = "AdfLogger.OFF"; 

 

      public BrowseDepartmentsEmployeesBacking() { 

           super(); 

      } 

      public void setLoggerDefault(String loggerDefault) { 

           this.loggerDefault = loggerDefault; 

      } 

 

      public String getLoggerDefault() { 

        return loggerDefault;    

      } 

 } 

注：フォーカスがアプリケーションから外れないため、クライアント側ロギングを使用する方が

JavaScriptのアラートまたはFirebugを使用するより役立つことがよくあります。 

注：ログ情報の出力デバイスは、AdfLoggerインスタンスに設定されているAdfLogWriter実装に

より決まります。サーバー側のログ・ファイルに含めるためにログ・メッセージをサーバーに送り

返すのは、パフォーマンスが重要な場合はお勧めできません。 

注：Microsoft Internet Explorer 8のネイティブJavaScriptコンソール（[F12]で開きます）にログ・メッ

セージを表示するには、Oracle JDeveloper 11g Release 1 Patch Set 3（11.1.1.4）が必要です。 

アサーション 

Javaとは異なり、JavaScriptは型を認識しない言語です。つまり、JavaScript関数の場合、引数として

渡されるオブジェクトは特定のデータ型でなくても良いということです。そのため、JavaScriptの実

行時に失敗する可能性があります。 
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不正な型の引数が関数に渡されたことを検出するために、Oracle ADF FacesにはJavaScriptのassert関数

があります。これはフレームワーク自体によって使用される関数ですが、カスタムJavaScriptプログ

ラムでも使用できます。図8はAdfAssertオブジェクトについてオンラインで入手できるJavaScript

ドキュメントを示しています。 

アサーションが失敗した場合、タイプorg.ecmascript.object.error.Errorのエラーがスロー

されブラウザに表示されます。開発者がアサーションの問題を即座に処理できるように、アサーショ

ンの失敗は常にブラウザのアラートとして表示されます。アプリケーションの実行時にアサーショ

ンを無効化する必要がありますが、この設定はデフォルトです。 

アサーションをOracle ADF Facesリッチ・クライアントで有効化するには、Webプロジェクトのweb.xml

ファイルを開いて次のコンテキスト・パラメータを追加します。 

 

<context-param> 

   <param-name> 

     oracle.adf.view.rich.ASSERT_ENABLED 

   </param-name> 

   <param-value>true</param-value> 

</context-param> 
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図8：Oracle ADF Facesのアサーション 

 

Oracle ADF Facesリッチ・クライアントのアサーションのおもな目的は、フレームワーク内部および

カスタム・スクリプトでフレームワークが正しく使用されるようにすることです。外部のJavaScript

ライブラリ・ファイルを使用するページで参照されるカスタムJavaScript関数でassert関数を使用する

ことも、入力引数が正しく渡されるようにするうえで意味があります。 

function doSomething(numArg){ 

   AdfAssert.assertNumeric 

      (numArg, "Numeric failure for argument ¥"numArg¥" value 

                  ¥" "+numArg+"¥""); 

   … function code to follow here … 

 } 
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アサーションが失敗すると、開発者が問題を突きとめられるように、図9に示すようなJavaScriptアラー

トが表示されます。 

 

図9：JavaScript関数に表示されるアサーションの失敗 

AdfAssertオブジェクトは、エラー・メッセージを表示した後にorg.ecmascript.object.error. 

Errorをスローします。これにより、Oracle ADF Facesアプリケーションのそれ以降の処理も停止さ

れます。 

開発者はアサーション・チェックをtry-catchブロックで囲むことにより、アプリケーションに表示さ

れた最初のエラーより先を続行することができます。 

function doSomething(numArg){ 

  try{ 

    AdfAssert.assertNumeric 

      (numArg, "Numeric failure for argument ¥"numArg¥" value¥" 

                  "+numArg+"¥""); 

     … function code to follow here … 

  } 

   catch(ex){ 

     //handle exception here. 

   }  

 } 

 

注：パフォーマンスを向上させるには、本番環境ではJavaScriptアサーションを無効化する必要があ

ります。これもデフォルトで無効に設定されています。 

ベスト・プラクティス8：JavaScriptの例外はただ中止するだけでなく、正常に処理する必要があります。 
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Oracle ADF FacesのJavaScriptの例 

この項では、Oracle ADF FacesでJavaScriptを使用するためのユースケースおよびその実装を示します。

ユースケースの実装のためにOracle ADF FacesアプリケーションでJavaScriptを使用するかどうかは、

アプリケーション開発者の判断だけにかかっています。ただし、使えるという理由だけでJavaScript

を使用するのではなく、よく考えて使用する必要があります。 

実行時間が長い問合せの最中のユーザー入力を防止する方法 

アプリケーション・ユーザーがタスクの完了を待ちきれなくなることはよくあります。実行時間が

長い問合せまたはプロセスが完了するのを待っている間にユーザーがコマンド・ボタンを2回押した

りデータを入力し直したりするのを防ぐために、アクションが継続している間ユーザーは何も入力

できないようにするオプションがOracle ADF Facesには用意されています。 

次の例は、待機時間中のユーザー・インタラクションを防ぐ方法を示しています。また、こちらの

方が重要かもしれませんが、スプラッシュ・スクリーンを表示して、アプリケーションは正常であ

るもののビジー状態であることをユーザーに知らせる方法を示しています。図10は、アプリケーショ

ンのビジー状態の変化に応答して、アプリケーション開発者が起動できるスプラッシュ・スクリー

ンの例を示しています。 

 

図10：実行時間が長い問合せに対するスプラッシュ・スクリーンの表示 

スプラッシュ・スクリーンの作成 

この例のスプラッシュ・スクリーンは、af:dialogコンポーネントを含むaf:popupコンポーネン

トを使用して構築されています。af:popupの構成で重要なことは、contentDeliveryプロパティを

"immediate"に設定し、ページのロード時にコンポーネントがレンダリングされるようにすることです。 

<af:popup id="p1" contentDelivery="immediate"> 

   <af:dialog id="d2" type="none" title="Long running query ..." 
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                  closeIconVisible="false"> 

      <af:panelGroupLayout id="pgl1" layout="vertical"> 

         <af:image source="/images/codecorner.gif" id="i1"/> 

           <af:image source="/images/animbar.gif" id="i2" 

                         inlineStyle="width:197px;"/> 

           <af:outputText value="... please wait" id="ot11"/> 

      </af:panelGroupLayout> 

   </af:dialog> 

 </af:popup> 

スプラッシュ・スクリーンの起動 

JavaScriptを使用してスプラッシュ・スクリーンを起動したりユーザー入力を無効化したりするとき

に、実行時間が長い問合せまたはプロセスを起動するコマンド・コンポーネントを変更する必要は

ありません。開発者はほとんど宣言的にこの機能を既存のアプリケーションに追加できるため、こ

の点は重要です。 

<af:commandButton 

    actionListener="#{bindings.findEmployee.execute}" 

    text="Search (Long Running)" id="cb1" partialSubmit="true"> 

       <af:clientListener method="enforcePreventUserInput" 

                                 type="action"/> 

 </af:commandButton> 

このページ・ソース例のaf:commandButtonコンポーネントには、ADFメソッド・バインディング

にバインドしてアクション・リスナーが構成されています。部分送信が発行されるように"partialSubmit"

属性もtrueに設定されています。これはaf:popupコンポーネントを起動するための前提条件です。 

af:clientListenerコンポーネントは、ボタン・アクション・イベントをリスニングできるよう

にボタンに構成されています。このイベントは、キー押下またはマウス・クリックによってトリガー

されます。リスナーはJavaScript関数、"enforcePreventUserInput"をコールして、ユーザー・インタラ

クションを無効化し、スプラッシュ・スクリーンを表示します。 

<af:resource type="javascript"> 

   function enforcePreventUserInput(evt){ 

      var popup = AdfPage.PAGE.findComponentByAbsoluteId('p1'); 

      if (popup != null){ 

        AdfPage.PAGE.addBusyStateListener(popup,handleBusyState); 

        evt.preventUserInput(); 

      } 

   } 

 

   //JavaScript callback handler 

   function handleBusyState(evt){ 
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      var popup = AdfPage.PAGE.findComponentByAbsoluteId('p1'); 

      if(popup!=null){ 

         if (evt.isBusy()){ 

           popup.show(); 

         } 

         else{ 

           popup.hide(); 

           //remove busy state listener (important !!!) 

           AdfPage.PAGE.removeBusyStateListener(popup, 

                                                             handleBusyState); 

         } 

     } 

  } 

 </af:resource> 

この例では、af:resourceタグを使用して、上記のJavaScriptのコードがOracle ADF Facesページ・

ソースに追加されています。実際のアプリケーションの開発プロジェクトでは、このコードを外部

のJavaScriptファイルまたはページ・テンプレートに配置する方が良いでしょう。 

af:clientListenerによって"enforcePreventUserInput"関数がコールされ、起動すべきaf:popup

コンポーネントを検索します。コンポーネントへのハンドルが見つかったら、アプリケーションが

ビジーになり始めたときおよびタスクから戻ったときにコールされるコールバック・メソッドが定

義されます。この例では、ビジー状態情報を使用してポップアップを表示し、タスクが完了したら

ポップアップを非表示にします。その後、"preventUserInput"メソッドがアクション・イベント上で起

動され、ユーザーがアプリケーションとやりとりできないようにするグラス・ペインを表示します。

アプリケーションのビジー状態が解除されると、グラス・ペインは自動的に削除されます。 

キーボード・イベントの処理 

クライアント側のキーボード・イベント処理の代表的なユースケースは、アプリケーション機能を

起動するショートカットと、UIコンポーネントに入力できる文字を規定する入力フィルタです。2つ

のユースケースとも、JavaScriptを使用してOracle ADF Facesに実装できます。 

UI入力コンポーネント上のユーザー入力をフィルタする方法 

ユーザー入力をフィルタするためのユースケースはOracle ADF Faces表です。コレクションを表とし

てOracle ADF DataControlsパネルからページにドラッグするときに、"filter"オプションを選択して

フィルタ・フィールドを表の列の先頭に追加できます。アプリケーション・ユーザーはフィルタ・

フィールドを使用して、ビジネス・サービス問合せによって返された結果セットをさらに絞り込み

ます。列が数値を表示している場合は、フィルタに英数字文字を追加するとエラーが発生すること

がありますが、ユーザー入力をフィルタすることにより、開発者はエラーを回避できます。 
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次の例は、数値データの入力を表フィルタで禁止するときに使用されるページ・ソースおよびJavaScript

のコードを示しています。 

  <af:column sortProperty="FirstName" … 

                             filterable="true"> 

      <af:inputText value="…"> 

          … 

      </af:inputText> 

      <f:facet name="filter"> 

         <af:inputText id="inputText1" simple="true" 

                           value="#{vs.filterCriteria.FirstName}"> 

           <af:clientListener method="blockNumbers" 

                                     type="keyDown"/> 

           </af:inputText> 

      </f:facet> 

  </af:column> 

ADFにバインドされた表の表フィルタは、コレクションをJDeveloperのDataControlsパネルからドラッ

グして、表としてページにドロップすると開く、構成ダイアログの"Filtering"選択オプションをチェッ

クすることにより有効化されます。 

 

図11：表フィルタを有効化するための表編集ダイアログ 

デフォルトのフィルタは入力テキスト・フィールドによって内部的にレンダリングされます。表フィ

ルタをカスタマイズするには、Oracle ADF Faces UIコンポーネントをaf:column“filter”ファセッ

トに追加します。この例の表フィルタ・コンポーネントは、af:inputTextフィールドを使用してカス

タマイズされています。カスタマイズされたこの入力テキスト・コンポーネントには、"keyDown"

イベントをリスニングして、ページに定義されるかJavaScriptライブラリで参照される"blockNumbers" 

JavaScript関数をコールするために、af:clientListenerが追加されています。 
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 function blockNumbers(evt){ 

   var _keyCode = evt.getKeyCode(); 

   var _filterField = evt.getCurrentTarget(); 

   var _oldValue = _filterField.getValue(); 

   //check for numbers 

   if (((_keyCode > 47) && (_keyCode < 58))|| 

       ((_keyCode > 95) && (_keyCode < 106))){ 

       _filterField.setValue(_oldValue); 

       evt.cancel(); 

   } 

 } 

JavaScript関数は、引数として渡されるAdfUIInputEventイベント・オブジェクトから、キー・コー

ドと入力テキスト・フィールド参照を読み取ります。関数は、キーボードからの数値入力が47～57

ではないか、数字キーパッドからの数値入力が95～105ではないかチェックします。ユーザーのキー

入力がいずれかの範囲に含まれる場合は、古いフィールド値が入力テキスト・コンポーネントの設

定に戻されるため、入力は元に戻されます。 

 

図12：AdfKeyStroke JavaScriptのドキュメント 
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図12は、AdfKeyStrokeオブジェクトについてオンラインで入手できるJavaScriptドキュメントを示

しています。 

注：AdfKeyStroke ADF Faces JavaScriptオブジェクトには、[Enter]キー、[F1]～[F12]、[Alt]キーな

どのような共通のキーおよびマスクをテストするためのヘルパー定数が用意されています。したがっ

て、[Enter]キーのテストには、JavaScriptコード13を使用する代わりに、AdfKeyStroke.ENTER_KEY

を使用します。 

注：使用できる場合は、DOMの等価な要素ではなく、フレームワークで定義された定数および関数

を使用するのが良いでしょう。 

グローバル・ファンクション・キーの実装方法 

Oracle Forms製品では、ユーザーがアプリケーション機能にアクセスしやすくなる、グローバル・ファ

ンクション・キーを開発者が定義できます。たとえば、トランザクションのコミットまたはロール

バック、フォームまたは表の行の追加または削除、表またはフォームの行の複製、ダイアログの起

動、またはログアウトのためのファンクション・キーを定義できます。グローバル・キー機能はOracle 

ADF Facesのネイティブ機能として用意されていませんが、同じ機能をJavaScriptで構築できます。 

図13は、使用できるキーボード・ショートカットをすべて表示するダイアログを、[Ctrl+k]のキーの

組み合わせで開くサンプルを示しています。 

注：[Ctrl+k]は、Oracle Formsのユーザーが使用するキーボード・ショートカットです。 

 

図13：グローバル・キーボード・ショートカットの使用例 

 

Oracle ADF Facesのクライアント・アーキテクチャでは、AdfRichUIPeerクライアント・オブジェクト

に静的関数"registerKeyStroke"が公開されます。開発者はこれを使用して、ターゲット・コンポーネント

およびJavaScriptコールバックとともにファンクション・キーを登録できます。 
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また、AdfRichUIPeerオブジェクトは、特定のキーボード・ショートカットを表現する

AdfKeyStrokeオブジェクトをマーシャルおよびアンマーシャルするためのエンコードおよびデ

コード機能を備えています。 

注：前述のとおり、AdfRichUIPeerは名前に"Peer"文字列を含む唯一のパブリック・クラスです。

この文字列を持つ他のクラスはすべて内部クラスであるため、カスタム・アプリケーションの開発

では使用しないでください。 

ここからは、Oracle Formsに存在するようなキーボード・レジストリをOracle ADFアプリケーション

に作成する方法を示す高度なJavaScriptの例について説明します。本書で紹介した次のいくつかの手

法およびコンポーネントを使用します。 

 クライアントのキーボード・イベントに応答してサーバー側のJavaメソッドを起動する 

af:serverListener 

 JavaScriptを外部ライブラリからロードするaf:resourceタグ 

 af:serverListenerでペイロードを読み取って処理するためのクライアント・イベント・メソッ

ドを保持するマネージド・ビーン 

 JavaからのJavaScriptの実行 

 ページをレンダリングするときにJavaScriptレジストリをロードするためのf:viewタグの"beforePhase"

フェーズ・リスナー・メソッド 

レジストリ関数の例は以下の部分から構成されています。 

 キーボード・レジストリ関数 

 サーバーにキーボード起動について通知するコールバック関数 

 サーバー側メソッドで応答させる必要のあるキーを開発者が定義できるようにするキーボード・

レジストリ 

 フェーズ・リスナーの実装 

キーボード・レジストリ関数の作成 

キーボード・レジストリ関数の役割は、定義されたキーをコールバック・ハンドラとともに登録する

ことです。この関数はbefore RENDER_RESPONSEフェーズでフェーズ・リスナーから起動されます。

この例の場合は、リスナーがf:viewタグのbeforePhaseプロパティを使用して定義されていれば十分

です。 

function registerKeyBoardHandler(serverListener, afdocument) { 

  _serverListener = serverListener; 

  var document = 

              AdfPage.PAGE.findComponentByAbsoluteId(afdocument); 

  _document = document; 

  //iterate over an array of keyboard shortcuts to register with 

  //the document 
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  for (var i = keyRegistry.length - 1; i >= 0; i--) 

  { 

     var keyStroke = 

     AdfKeyStroke.getKeyStrokeFromMarshalledString(keyRegistry[i]); 

     AdfRichUIPeer.registerKeyStroke(document, 

                               keyStroke, callBack); 

  } 

 } 

このコードは、外部的に参照されるJavaScriptライブラリに格納されている登録済みのファンクショ

ン・キーの配列を参照します。すべてのショートカットは、登録済みキーがaf:documentコンポー

ネントのスコープ内で使用される場合にコールされる、単一の"callBack"関数に登録されます。 

コールバック関数 

コールバック関数はすべての登録済みキーボード・キーに対して起動されます。この関数は、ユー

ザーが押したキーの組合せをクライアント側ロギングにより示してから、押されたキーの組合せの

マーシャルされたキー・コード（"alt F4"のような文字列表現）を構築します。 

注：異なるコールバック関数を異なるキーボード・ショートカットに定義できます。これにより、

たとえば、一部のファンクション・キーはクライアント上で実行するように定義し、一部のファン

クション・キーはサーバー上のロジックを実行するように定義することができます。クライアント

側の関数のキーは、不要なサーバー・ラウンドトリップをなくすために、独自のコールバック・ハ

ンドラとともに登録することもできます。 

function callBack(adfKeyStroke) { 

   var activeComponentClientId = 

                          AdfPage.PAGE.getActiveComponentId(); 

 

   //send the marshalled key code to the server listener for the 

   //developer to handle the function key in a managed bean method 

 

   var marshalledKeyCode = adfKeyStroke.toMarshalledString(); 

 

   //{AdfUIComponent} component 

   //Component to queue the custom event on {String} name of 

   //serverListener 

   //{Object} params 

   //a set of parameters to include on the event. 

   //{Boolean} immediate 

   //whether the custom event is "immediate" - which will cause 

   //it to be delivered during Apply Request Values on the 

   //server, or not immediate, in which case it will be 

   //delivered during Invoke Application. 
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//Note that if one of the keyboard functions new rows 

//in an ADF iterator, immediate must be set to false. 

 

     AdfCustomEvent.queue(_document, 

                    _serverListener, 

                    {keycode:marshalledKeyCode, 

                    activeComponentClientId:activeComponentClientId}, 

                    false); 

 

     //indicate to the client that the key was handled and that 

     //there is no need to pass the event to the browser to handle 

     //it 

     return true;  

 } 

押されたキーの文字列表現を取得するために、AdfKeyStrokeオブジェクトの"toMarshalledString"

関数がコールされます。その後このキー文字列は、af:serverListenerによって参照されるサー

バー側のマネージド・ビーン・メソッドにペイロードとして渡されます。 

この関数でキー・コードを使用すると、処理すべきキー関数を特定できるように、現在アクティブ

なクライアントUIコンポーネントのクライアントIDもサーバーに渡され、キーが押されたコンポー

ネントも必要に応じてアクセスされます。 

注：条件に応じてサーバー側の関数を起動する必要があるキーボード・ショートカットは、コール

バック・ハンドラで傍受できます。コールバック関数は、ブラウザでさらに処理する必要があるイ

ベントに対してはfalseを返します。 

カスタム・クライアント・イベントをリスニングするマネージド・ビーン・メソッド 

af:serverListenerは、マネージド・ビーン・メソッドを参照してメソッドのペイロードを処理

します。マネージド・ビーンはClientEventオブジェクト引数にアクセスして、キー・コード文字

列および現在のコンポーネントのクライアントIDを読み取ります。続いて、押されたファンクショ

ン・キーを特定し、関連付けられているロジックを実行します。 

 public void handleKeyboardEvent(ClientEvent clientEvent) { 

   String keyCode = 

          (String) clientEvent.getParameters().get("keycode"); 

   String clientId = 

   (String) clientEvent.getParameters() 

                              .get("activeComponentClientId"); 

 

   logger.log(ADFLogger.TRACE, "key code :"+keyCode); 
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   if(keyCode.equalsIgnoreCase("F4")){ 

      handle_f4(clientId); 

   } 

   if(keyCode.equalsIgnoreCase("F5")){ 

      handle_f5(clientId); 

   } 

   … 

たとえば、"handle_f4"メソッドは、[F4]キーにマップされたタスクを実行するために、アプリケーショ

ン開発者によって定義されるヘルパー・メソッドです。 

キー・レジストリ 

AdfRichUIPeerに登録されるキーは外部のJavaScriptファイルで配列構造を使用して定義されます。

JavaScriptファイルはJSPXページのaf:resourceタグから参照され、このページとともにロードさ

れます。 

 /* 

  * The array below defines the keys that are registered for 

  * client to server notification.The map helps to avoid 

  * unnecessary server round trips and preserves the native 

  * browser functionality for keys that are not used in the ADF 

  * application 

  * 

  * modifiers:"shift", "ctrl", "alt" 

  * keys:"TAB", "DOWN", "UP", "RIGHT", "LEFT", "ESCAPE", 

  *                "ENTER", "SPACE", "PAGE_UP", "PAGE_DOWN", "END", 

  *                "HOME", "INSERT","DELETE", "F1", "F2", "F3", "F4", 

  *                "F5", "F6", "F7", "F8","F9", "F10", "F11", "F12" 

  * Examples:ctrl F10 --> Intercepts the ctrl key and F10 

  *                                    pressed in combination 

  *                 ctrl K       --> Intercepts the ctrl key and K key 

  *                                    pressed in combination 

  *                 F9            --> Intercepts the F9 key 

  */ 

 var keyRegistry = new Array(); 

 //Only add keys that are actually use in the application.Don't 

 //add keys that have no action attached as it only produces 

 //unnecessary traffic 

 // 

 //GENERIC FUNCTION KEYS 

 //---------------------- 
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//Generic keys operate on the ADF binding to create a row, delete  

//a row, duplicate a row, show LOV, commit or roll back the 

//transaction 

//The keys work with all ADF applications and the source code,   

//and therefore can be copied and pasted into custom applications  

//  

keyRegistry[0]="F1"; 

keyRegistry[1]="ctrl K"; 

keyRegistry[2]="ctrl L"; 

keyRegistry[3]="ctrl N"; 

keyRegistry[4]="ctrl D"; 

keyRegistry[5]="F4"; 

keyRegistry[6]="F5"; 

keyRegistry[7]="F8"; 

keyRegistry[8]="F10"; 

keyRegistry[9]="F11"; 

レジストリ・キー定義に示すとおり、マーシャルされた文字列バージョンのキーを使用して、クラ

イアント側でリスニングする必要のあるキーまたはキーの組合せを定義します。AdfRichUIPeer

オブジェクトに登録されていないすべてのキーは、Oracle ADF Facesのデフォルト機能またはブラウ

ザのネイティブ操作のいずれかを実行します。 

注：11.1.1.4より前のリリースのOracle JDeveloper 11gでアサーションが有効化されていると、数字の

8と9を含むキーボード・ショートカットの組合せ（"alt 9"、"alt 8"など）は、誤ってアサーション・

エラーを引き起こします。ただし、実行時はこれらの組合せは問題なく動作します。 

フェーズ・リスナー 

フェーズ・リスナーは、次のコードに示すマネージド・ビーン・メソッドを参照して、f:viewタグ

のBeforePhaseプロパティから実装されます。f:viewタグはページでのみ使用でき、ページ・フラグ

メントでは使用できません。AdfRichUIPeerオブジェクトを使用すれば、任意のUIコンポーネント

にキーボード関数を登録できます。ただし、グローバル・キーの場合は、JSPX documentおよびその

af:documentタグが配置場所としては最適なようです。 

public void registerKeyboardMapping(PhaseEvent phaseEvent) { 

   //need render response phase to load JavaScript 

   if(phaseEvent.getPhaseId() == PhaseId.RENDER_RESPONSE){ 

      FacesContext fctx = FacesContext.getCurrentInstance();  

      ExtendedRenderKitService erks = 

                      Service.getRenderKitService( 

                                   fctx, 

                                   ExtendedRenderKitService.class);  

      List<UIComponent> childComponents = 
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                                         fctx.getViewRoot().getChildren(); 

     //First child component in an ADF Faces page - and the 

     //only child - is af:document.Thus no need to parse the child 

     //components and check for their component family type 

     String id = 

          ((UIComponent)childComponents.get(0)).getClientId(fctx); 

 

     StringBuffer script = new StringBuffer(); 

     //build JS string to invoke registry function loaded to the 

     //page 

     script.append("window.registerKeyBoardHandler 

                       ('keyboardToServerNotify','" + id +"')"); 

     erks.addScript(fctx, script.toString()); 

   } 

 } 

表でのダブルクリックの処理 

ユーザーが共通して求めることは、マウスのダブルクリックへの応答としてツリー、ツリー表また

は表の行でタスクを実行することです。ADF Faces表には、マウスのダブルクリックを処理するネイ

ティブのイベント・リスナーがありません。ただし、このユースケースはJavaScriptを使用して簡単

に実装できます。 

ユースケース：表で編集フォームを開く 

Oracle JDeveloperのOTNのヘルプ・フォーラムで頻繁に求められるユースケースは、ユーザーが表の

行またはノード、ツリーまたはツリー表のコンポーネントをダブルクリックするのに応答して編集

フォームを開く方法です。図14は、af:tableコンポーネントに実装されたこのユースケースを示し

ています。 

 

図14：表のダブルクリックにより、選択した行を編集できる編集ダイアログを開きます 
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このユースケースを実装するソリューションは、JavaScriptとサーバー側Javaを組み合わせたアプロー

チです。この方法を採用した理由は、このユースケースはコンポーネントとADFバインディング・

アクセスが必要であり、これはクライアントよりもサーバーで実行する方が簡単だということから

です。また、JavaScriptのみの実装が必須でない代わりに、JavaServer FacesまたはOracle ADF Facesが

備えていない処理にのみJavaScriptを使用していることを、この例は示しています。 

編集ダイアログのサンプルでは、ダイアログの開閉とポップアップの取消ボタンにサーバー側Java

を使用しています。後者は表のADFバインディング・レイヤーにアクセスします。 

 

<af:table  value="#{bindings.allEmployees.collectionModel}" 

               selectionListener=" 

                 #{bindings.allEmployees.collectionModel.makeCurrent}" 

               rowSelection="single" id="t1">    

   <af:column ...> 

         ... 

   </af:column> 

   <af:column ...> 

         ... 

   </af:column> 

   ... 

   <af:clientListener method="handleTableDoubleClick" 

                          type="dblClick"/> 

   <af:serverListener type="TableDoubleClickEvent" 

                          method="#{empbean.handleTableDoubleClick}"/> 

</af:table> 

この例のページ・ソースでは、表のaf:clientListener子タグとaf:serverListener子タグを

使用して表を定義しています。af:serverListenerは、af:clientListenerによって起動され

るJavaScript関数からコールされます。クライアント・リスナーは、表でマウスがダブルクリックさ

れると応答します。 

このユースケースに便利な点は、ダブルクリックすると、クリックされた行がカレントとしてマー

クされ、表の"selectionListener"属性から参照される選択リスナーによって設定されます。 

アプリケーション開発者は、Oracle ADF Business Componentsビュー・オブジェクトなどの同じコレ

クションをフォームとしてポップアップにドラッグするだけで、選択された行を編集フォームに表

示できます。サンプルでは、af:formタグの子としてポップアップを追加しています。 

<af:popup id="p1" binding="#{allEmployeesBean.editEmployees}" 

              contentDelivery="lazyUncached"> 

   <af:dialog id="d2" type="none" title=" … resize="on"> 

      <af:panelFormLayout id="pfl1"> 
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         <af:selectOneChoice ...> 

           ... 

         </af:selectOneChoice> 

         <af:inputText value= ...> 

           ... 

         </af:inputText> 

           ... 

      </af:panelFormLayout> 

   </af:dialog> 

</af:popup> 

JavaScript 

JavaScript関数はイベント・オブジェクトから表コンポーネント・ハンドルを取得します。表は、ペー

ジ上のaf:serverListenerによって発行されるカスタム・サーバー・イベントの参照として渡さ

れます。ダブルクリック・イベント自体はサーバー上で処理する必要はありません。そのため、イ

ベントは取り消されます。AdfCustomEventオブジェクトのメッセージ・ペイロードを使用すると、

ページ上の特定のコンポーネントと揃えてポップアップを開くことができます。この例では、メッ

セージ・ペイロードを使用しないため、空のままになっています。 

<af:resource type="javascript"> 

  function handleTableDoubleClick(evt){ 

     var table = evt.getSource(); 

     AdfCustomEvent.queue(table, "TableDoubleClickEvent",{}, true); 

     evt.cancel(); 

   } 

</af:resource> 

マネージド・ビーンのコード 

サーバー・リスナー・イベントを処理するメソッドがポップアップ・ダイアログを開きます。ポッ

プアップの引数は定義されていません。この場合、ダイアログはページ中央に起動されます。 

public void handleTableDoubleClick(ClientEvent ce){ 

   RichPopup popup = this.getEditEmployees(); 

   //no hints means that popup is launched in the 

   //center of the page 

   RichPopup.PopupHints ph = new RichPopup.PopupHints(); 

   popup.show(ph); 

 } 

 

注：Javaからポップアップを開けるようにする機能は、Oracle JDeveloper 11.1.1.3に追加された新機能

です。ポップアップの位置合わせのヒントの設定に使用するPopupHintsクラスはRichPopupクラ

スの内部クラスで、明確なクラスではありません。 

onSubmitPopupメソッドは表示されているポップアップ・ダイアログを非表示にし、表コンポーネン

トをリフレッシュしてユーザーの編集内容を表示します。 
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public void onSubmitPopup(ActionEvent actionEvent) { 

     RichPopup popup = this.getEditEmployees(); 

     popup.hide(); 

     //refresh the table 

     AdfFacesContext adfctx = AdfFacesContext.getCurrentInstance(); 

     adfctx.addPartialTarget(getEmployeesTable()); 

 } 

"onCancel"アクション・リスナーはポップアップ・ダイアログを非表示にしますが、現在の選択済み

行で"refresh"をコールしてユーザーの変更内容もリセットします。 

 

public void onCancel(ActionEvent actionEvent) { 

   //undo changes 

   RichTable  table = this.getEmployeesTable(); 

   CollectionModel model = (CollectionModel) table.getValue(); 

   JUCtrlHierBinding treeBinding = 

                        (JUCtrlHierBinding)  model.getWrappedData(); 

   DCIteratorBinding iterator = 

                                     treeBinding.getDCIteratorBinding(); 

   Row rw = iterator.getCurrentRow(); 

   rw.refresh(Row.REFRESH_UNDO_CHANGES); 

 

   RichPopup popup = this.getEditEmployees(); 

   popup.hide();  

 } 

エラー・メッセージの消去 

Oracle ADF Facesは、必須フィールドなどのコンポーネント制約を検証するクライアント機能を備え

ています。 

 

 

図15：入力フィールドの制約の検証によるクライアント側のエラーの表示 
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フォームの入力フィールドがクライアント側検証で失敗すると、フォームのデータはサーバーに送

信されず、エラーを引き起こした個々のフィールドに対してエラー・メッセージが表示されます。 

エラー・メッセージは、ユーザーが入力フィールド値を訂正してフォームを再送信するまで表示さ

れるため、ユーザーにはわずらわしいかもしれません。前回フォームを送信したときの失敗で発生

したエラー・メッセージを取り除くには、次に示すようなJavaScriptを使用します。 

<af:resource type="javascript"> 

   function clearMessagesForComponent(evt){ 

      AdfPage.PAGE.clearAllMessages(); 

      evt.cancel(); 

   } 

</af:resource> 

このJavaScriptクライアント関数は、フォームの入力フィールドに追加されたクライアント・リスナー

のフォーカス・イベントからコールされます。 

<af:panelFormLayout id="pfl1"> 

   <af:inputText value="#{bindings.EmployeeId.inputValue}" …> 

       … 

      <af:clientListener method="clearMessagesForComponent" 

                             type="focus"/> 

   </af:inputText> 

   <af:inputText value="#{bindings.FirstName.inputValue}" … > 

      … 

      <af:clientListener method="clearMessagesForComponent" 

                             type="focus"/> 

   </af:inputText> 

   … 

</af:panelFormLayout> 

注：このJavaScript関数はOracle ADF Facesページの特定のインスタンスに依存しないため、外部の

JavaScriptライブラリ・ファイルに含める候補として適しています。 

JavaScriptにパフォーマンス上のメリットを損なわせない方法 

JavaScriptをページに追加したりページで使用したりすると、ダウンロード・サイズが拡大する、ク

ライアントでの処理時間やネットワーク・ラウンドトリップが増加する、といった形で必ずオーバー

ヘッドが増加します。この項では、クライアントのパフォーマンスを良好にするためのOracle ADF 

Facesクライアント・フレームワークの機能およびカスタムJavaScriptの開発方法について説明します。 
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Oracle ADF Faces JavaScriptのダウンロードのパフォーマンス 

Ajaxアプリケーションの開発で話題になっているトピックの1つは、ページのレンダリングを妨害せ

ずに、またはクライアントとサーバーの間の大量のラウンドトリップに起因する遅延を起こさずに、

JavaScriptソースをクライアントにロードする方法です。ここがネットワーク待機時間によってコス

トがかさむ部分です。多くのAjaxライブラリにより実装されているソリューションでは、リソースを

オンデマンドでロードし、スクリプトを不明瞭にし、リクエストに対してダウンロードされるJavaScript

のサイズを縮小します。 

スクリプトを最初にロードするときのパフォーマンス対策として、Oracle ADF Faces UIフレームワー

クではJavaScriptのパーティション化を使用します。ここからは、この機能について説明します。 

Oracle ADF FacesのJavaScript（JS）ライブラリのパーティション化機能を使用すると、ページからリ

クエストされたコンポーネント・スクリプトをロードする方法をカスタマイズできます。JSライブ

ラリのパーティション化を使用すると、スクリプト・ファイルは、Oracle ADF Facesアプリケーショ

ンと物理スクリプト・ファイルの間に依存性を作らずに、コンポーネントの関係と使用頻度の両方

または一方に基づいてバンドルされます。アプリケーション用のカスタム・ライブラリ・パーティ

ションを構築しない場合は、Oracle ADF Facesのスマートなデフォルト構成を活用します。 

すでにアーキテクチャの概要で説明したとおり、スクリプト・ソースの最小単位はJavaScriptコンポー

ネント・クラスです。これは、ピア・オブジェクトまたはパブリック・コンポーネント・インタフェー

スである場合があります。Oracle ADF FacesのJavaScriptライブラリのパーティション化を使用すると、

コンポーネント・クラスをフィーチャーと呼ばれる論理単位に登録できます。 

フィーチャーはOracle ADF Facesのコンポーネント・スクリプトの依存性を管理し、コンポーネント

がビューに含まれている場合に必要なリソース・ファイルすべてがクライアント上で使用可能であ

るようにします。たとえば、Oracle ADF Facesのパネル・ストレッチ・レイアウト・コンポーネント

は、次の2つのクライアント側クラスに定義されています。 

oracle/adf/view/js/component/rich/layout/AdfRichPanelStretchLayout.js  

oracle/adfinternal/view/js/laf/dhtml/rich/AdfDhtmlPanelStretchLayoutPeer.js 

この2つのファイルは"AdfRichPanelStretchLayout"フィーチャーによって参照され、アプリケーション

開発者およびコンポーネント開発者は、関係する物理ファイルおよびファイルの場所を知らなくて

もコンポーネントを参照できます。通常、フィーチャーを定義するのはコンポーネント開発者であ

り、アプリケーション開発者が定義することはほとんどありません。 

コンポーネント・フィーチャーをダウンロードする際のネットワーク・ラウンドトリップをさらに

削減するために、Oracle ADF Facesは一連のフィーチャーをパーティション上にバンドルします。

パーティションは通常、組み合わせて使用されるフィーチャーを結合します。たとえば、表には列

があり、列は通常はセルの内容を出力テキストまたはテキスト入力としてレンダリングします。ア

プリケーションの初期ページをロードするときパフォーマンスをさらに向上させるには、すべての

コンポーネントをカスタム・パーティションにグループ化することで、ページの複雑さを最小限に

維持します。 

フィーチャーおよびパーティションを構成するには、JavaScriptフィーチャー構成ファイルおよび

JavaScriptパーティション構成ファイルという2種類のXML形式の構成ファイルを使用します。たとえ

ば、パネル・ストレッチ・レイアウト・コンポーネント・フィーチャーはOracle ADF Facesのデフォ

ルト定義の1つですが、次のように定義されています。 
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<feature> 

   <feature-name>AdfRichPanelStretchLayout</feature-name> 

   <feature-class> 

       oracle/adf/view/js/component/rich/ 

       layout/AdfRichPanelStretchLayout.js 

   </feature-class> 

   <feature-class> 

       oracle/adfinternal/view/js/laf/dhtml/rich/ 

       AdfDhtmlPanelStretchLayoutPeer.js 

   </feature-class>  

</feature> 

Oracle ADF Facesライブラリのパーティション化機能を自作のコンポーネントに活用する場合は、

フィーチャー定義をコンポーネントのJARファイルのMETA-INFディレクトリに追加します。Oracle 

ADF Facesが実行時にフィーチャー定義を見つけるには、構成ファイルの名前が“adf-js-features.xml”

である必要があります。 

パーティションを作成するには、開発者はパーティション構成ファイルを編集し、含むべき論理

フィーチャー名を参照します。 

<partition> 

   <partition-name>AllThatStretches</partition-name> 

   <feature>AdfRichPanelStretchLayout</feature> 

   <feature> … </feature> 

 </partition> 

フィーチャー定義はコンポーネントのJARに配置された複数の構成ファイルに定義されますが、パー

ティションはこれとは対照的に、WebアプリケーションのWEB-INFディレクトリにある単一のファ

イル、"adf-js-partitions.xml"を使用して構成されます。WEB-INFディレクトリに"adf-js-partitions.xml"

ファイルが見つからない場合、Oracle ADF Facesはデフォルト構成に戻ります。この構成には熟慮さ

れたパーティション・セットが含まれており、通常、アプリケーションのJavaScriptは快適なパフォー

マンスでロードされるようになっています。 

実行時に、Oracle ADF Facesは必要なフィーチャーとそのフィーチャーが含まれるパーティションを

見て、動的に生成されたHTMLページの最後にスクリプト参照を動的に追加します。 

Oracle ADF Faces JavaScriptライブラリのパーティション化機能の詳細は、『Oracle Fusion Middleware 

Oracle Application Development FrameworkのためのWebユーザー・インタフェース開発者ガイド』を

参照してください。 

注：Oracle ADF Facesのデフォルト設定は熟慮して選択されています。デフォルトよりパフォーマン

スが高いパーティションを構築するには、JavaScriptライブラリのパーティション化とページ上で使

用されるフィーチャーについてよく理解する必要があります。この理由により、ライブラリのパー

ティション化は、アプリケーションの開発とパフォーマンス・テストを完了した後に検討すべき高

度なトピックとして取り扱うことをお勧めします。 
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外部のJavaScriptライブラリの使用 

問題はフットプリントです。カスタムJavaScriptコードは、ページのaf:resourceタグから参照され

る外部のソース・ファイルに保持することをお勧めします。この戦略を採用すると、多くのOracle ADF 

Facesページで再利用され、適度なサイズのJavaScriptファイルに格納されているJavaScriptコードのパ

フォーマンスが向上します。すべてのページで使用されるコードはページ・テンプレートから参照さ

れ、その後Oracle ADF Facesページに適用される必要があります。このようにしてブラウザのキャッ

シュが活用されるため、ソース・ファイルは繰り返しダウンロードされません。 

デバッグ設定および診断設定の無効化 

Oracle ADF Facesコンポーネント・フレームワークには、開発者が自分のクライアント・アプリケー

ション・コードをデバッグしたり生成済みのページ出力を分析したりするための設定が用意されて

います。最適なパフォーマンスを得るには、次のコンテキスト・パラメータがweb.xmlに設定されて

いるか、または含まれていないようにしてください。含まれていない場合は、Oracleが適切に設定し

たデフォルトが使用されます。 

テストの自動化 

テストを自動化すると、ページ上のすべてのコンポーネントのクライアント・コンポーネントが生

成されるため、ブラウザ・クライアント上で実行されるJavaScriptオブジェクトの数が増加します。

Oracle ADF Facesのデフォルトのコンテンツ・レンダリング機能は最適化されているため、Oracle ADF 

Facesページはサーバー側で作成されるHTMLとクライアント側JavaScriptオブジェクトを混在させて

レンダリングします。テストの自動化によりこの最適化が抑制されるため、これは無効化する必要

があります。テストの自動化を無効化するには、次のコンテキスト・パラメータをfalseに設定するか、

またはweb.xmlファイルに含まれないようにする必要があります。 

<context-param> 

   <param-name> 

      oracle.adf.view.rich.automation.ENABLED 

   </param-name> 

   <param-value>false</param-value>  

</context-param> 

アサーション 

アサーションはカスタム・コードでだけでなく、Oracle ADF Facesクライアント・プラットフォーム

全体で使用されます。アサーション機能を有効化してアプリケーションを実行すると、エラーが検

出されなくてもパフォーマンスが低下します。アサーションを無効化するには、次のコンテキスト・

パラメータをfalseに設定するか、またはweb.xmlファイルに含まれないようにする必要があります。 

<context-param> 

   <param-name> 

      oracle.adf.view.rich.ASSERT_ENABLED 

   </param-name> 

   <param-value>false</param-value>  

</context-param> 
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JavaScriptプロファイリング 

プロファイリングを使用すると、JavaScript関数のコンパイル、実行時間、およびサイズに関する情

報を取得できます。JavaScriptプロファイラが有効化されていると、プロファイラ・データをフェッ

チするためにページごとに余計なラウンドトリップが発生します。この余計なラウンドトリップを

回避するには、プロファイラを無効化する必要があります。JavaScriptプロファイリングを無効化す

るには、次のコンテキスト・パラメータをfalseに設定するか、またはweb.xmlファイルに含まれない

ようにする必要があります。 

<context-param> 

   <param-name> 

      oracle.adf.view.rich.profiler.ENABLED 

   </param-name> 

   <param-value>false</param-value>  

</context-param> 

デバッグ・モード 

リソース・デバッグ・モードが有効化されていると、JavaScriptライブラリ、CSS、またはイメージ

などのリソースをキャッシュできることをブラウザまたはOracle WebCacheに伝えるHTTPレスポン

ス・ヘッダーは設定されません。しかし、キャッシュ機能はクライアントのパフォーマンスを向上

させる鍵であるため、実行時にデバッグ・モードを無効化する必要があります。デバッグ・モード

を無効化するには、次のコンテキスト・パラメータをfalseに設定するか、またはweb.xmlファイルに

含まれないようにする必要があります。 

<context-param> 

   <param-name> 

      org.apache.myfaces.trinidad.resource.DEBUG 

   </param-name> 

   <param-value>false</param-value>  

</context-param> 

JavaScriptの不明瞭化の有効化 

パフォーマンスを向上させるには、Oracle ADF Facesフレームワークのライブラリを不明瞭化します。

これにより、ライブラリのサイズが縮小されます。診断上の理由では、不明瞭化の無効化が役立つ

場合があります。JavaScriptのコンテンツ・サイズは最大50%削減され、ダウンロードにかかる時間

が短縮されるため、本番システムでは不明瞭化を有効にしたままにすることをお勧めします。JavaScript

の不明瞭化を有効化するには、次のコンテキスト・パラメータをfalseに設定するか、またはweb.xml

ファイルに含まれないようにする必要があります。 

 

<context-param> 

   <param-name> 

      org.apache.myfaces.trinidad.DEBUG_JAVASCRIPT 

   </param-name> 

   <param-value>false</param-value>  

</context-param> 
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ライブラリのパーティション化の有効化 

JavaScriptコンポーネント・オブジェクトおよびそのピアのオンデマンドによるロードを強制するた

めに、JavaScriptのパーティション化はデフォルトで有効化されています。JavaScriptパーティション

化を有効化するには、次のコンテキスト・パラメータをfalseに設定するか、またはweb.xmlファイル

に含まれないようにする必要があります。 

 

<context-param> 

    <param-name> 

      oracle.adf.view.rich.libraryPartitioning.DISABLED 

   </param-name> 

   <param-value>false</param-value>  

</context-param> 

その他 

JavaScriptが尐ないほどパフォーマンスはよくなります。しかしながら、JavaScriptを使用しないよう

にすることは、ブラウザベースのリッチなインターネット・アプリケーションを構築する場合は願

望にすぎません。 

そのため、JavaScriptを使用せざるを得ない場合は、カスタムJavaScriptコードがOracle ADF Facesフ

レームワークの機能を壊さないように、慎重に使用する必要があります。開発者はフレームワーク

に対抗するのではなく、これと協調する必要があります。 

次にその例を示します。カスタムXMLHTTPリクエストをサーバーに発行する代わりに、 

af:serverListenerとカスタム・イベントを使用して同じ機能を提供できないかチェックする必

要があります。 

カスタムXMLHTTPリクエストはOracle ADF FacesおよびADFのリクエスト・ライフ・サイクルの外

で実行されます。つまり、コールのための環境が準備されている保証がないことを意味します。ま

た、XMLHTTPリクエストはパラレル処理の向上をOracle ADF Facesに実装するためのオプションで

はありません。ADFバインディングが関係している場合は特にそうです。 

カスタムJavaScriptコードに付随するパフォーマンスの問題を回避するためのもう1つのヒントは、

JavaScriptプログラミングについて書かれているサード・パーティのドキュメントや記事を参照する

ことです。ちょっとしたことがクライアント側のパフォーマンスに大きな違いを生み出すこともあ

ります。たとえば、JavaScript関数では、先頭に"var"を付けて宣言しなくても変数を定義できますが、

変数はメモリで検索された後に作成されることになるため、パフォーマンスが低下します。 

ベスト・プラクティス9：フレームワークのデフォルト動作を尊重する必要があります。リッチ・ク

ライアント・コンポーネント・アーキテクチャおよびそのAPIはパフォーマンスが最適化されています。

したがって、クライアント・コンポーネントのプロトタイプ・ハンドラへのコールによってコンポー

ネント機能を変更しないようにしてください。 
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セキュリティ 

開発者が認識しておくべきこと：JavaScriptをセキュリティ保護する唯一のオプションはJavaScriptを

使用しないことです。安全または絶対に発見できないJavaScriptというものは存在しません。スクリ

プトを不明瞭化して読取りを困難にすることはできますが、読取り不能にすることはできません。

FirefoxのFirebugのようなDOM検査ツールを使用すると、スクリプトのデバッグや操作をクライアン

ト上で簡単にできます。ですから、JavaScriptに実装されているセキュリティだけに頼らないでくだ

さい。 

コンポーネントのセキュリティ 

Oracle ADF Facesのクライアント・アーキテクチャを強固にするために、すべてのOracle ADF Faces

コンポーネントのプロパティはJavaScriptに公開されません。たとえば、コマンド・ボタンの"disabled"

プロパティはクライアント上ではアクセスすることも変更することもできません。 

保護コンポーネントの状態をクライアント上で変更する必要があるユースケースの場合は、 

af:serverListenerコンポーネントを使用するサーバー側ロジックへのコールによってこの処理

を実装する必要があります。 

アプリケーションのセキュリティ 

信頼性の高い認可はクライアント側JavaScript単独では実装できません。すべての認可をサーバー上

で再度、施行する必要があります。Oracle ADF Facesクライアント・コンポーネントAPIは、コンポー

ネントのsetDisabled()プロパティなどの重要なプロパティを公開しませんが、UIコンポーネントはす

べて、レンダリング済みマークアップのブラウザDOM表現を持っており、これがハッカーに使用さ

れて、最初のレンダリングでは無効化されていたコンポーネントが有効化されることがあります。

ユーザーによるコンポーネントの読取りまたはアクセスが想定されていない場合は、コンポーネン

トの"rendered"プロパティをfalseに設定するのがベスト・プラクティスです。その他は、非表示フィー

ルドも含めてすべて、DOMに表示されます。 

ベスト・プラクティス10：アプリケーションのセキュリティの実装にJavaScriptを使用しないでくだ

さい。 

結論 

Oracle ADF FacesのJavaScriptは、使用せざるを得ない場合以外に使用しないでください。決して、使

えるという理由だけで使用しないでください。Oracle ADF FacesアプリケーションでJavaScriptを使用

することは例外にする必要があります。問題へのソリューションは、最初にJavaServer FacesとOracle 

ADF FacesのAPIセットおよびコンポーネントで探す必要があります。 

このことを念頭におき、ベスト・プラクティスのルールを座右の銘にするならば、JavaScriptはOracle 

ADF Facesアプリケーションのコンテキストでの使用に適しています。 



Oracle ADF Facesリッチ・クライアント・アプリケーションでのJavaScriptの使用 

 
 

53 

JavaScriptのベスト・プラクティスの概要 

 開発者はOracle ADF Facesクライアント・アーキテクチャを理解してからJavaScriptを使用する必

要があります。使用方法と配置場所を知らなければ、JavaScriptでも事態は改善されません。 

 Oracle ADF Facesにより保護されているか、プライベートなJavaScript関数およびブラウザDOM

検査ツールによって表示される変数は、使用しないでください。 

 開発者はコンポーネントが存在することを確認した後でJavaScriptからコンポーネントにアクセ

スする必要があります。コンポーネントを存在させるには、コンポーネントのclientComponent

プロパティをtrueに設定するか、af:clientListenerタグを追加する必要があります。 

 生成されたHTMLページ出力に表示されるコンポーネントIDは、JavaScript関数にハードコード

しないようにします。HTMLマークアップのクライアントID値は、まったく同じビューを再実行

するだけでも変わる可能性があります。 

 サーバーに伝播する必要のないイベントはすべて取り消す必要があります。 

 不要なネットワーク・ラウンドトリップをなくすために、クライアントからサーバーへのコー

ルは熟慮して使用する必要があります。 

 フレームワークの内部的な実装に関する知識をカスタムJavaScriptコードで使用しないでください。

パブリックなAPIおよび定数のみを使用する必要があります。 

 例外はただ抑制するだけでなく、正常に処理する必要があります。 

 フレームワーク動作を尊重する必要があります。JavaScriptは、JavaScriptプロトタイプ・ハンドラ

へのコールによって、コンポーネント機能の定義の変更および上書きに使用しないでください。 

 アプリケーションのセキュリティをJavaScriptに実装されている認可に頼ることはできません。

代わりにADF Securityを使用する必要があります。 

 



 

 

 

 

Oracle ADF Facesリッチ・クライアント・ 

アプリケーションでのJavaScriptの使用 

 

2011年1月 

著者：Frank Nimphius 

共著者：[オプション] 

 

Oracle Corporation 

World Headquarters 

500 Oracle Parkway 

Redwood Shores, CA 94065 

U.S.A. 

 

海外からのお問い合わせ窓口： 

電話：+1.650.506.7000 

ファクシミリ：+1.650.506.7200 

www.oracle.com 

 

Copyright © 2011, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. 

本文書は情報提供のみを目的として提供されており、ここに記載される内容は予告なく変更されることがあります。本文書は一

切間違いがないことを保証するものではなく、さらに、口述による明示または法律による黙示を問わず、特定の目的に対する商

品性もしくは適合性についての黙示的な保証を含み、いかなる他の保証や条件も提供するものではありません。オラクル社は本

文書に関するいかなる法的責任も明確に否認し、本文書によって直接的または間接的に確立される契約義務はないものとします。

本文書はオラクル社の書面による許可を前もって得ることなく、いかなる目的のためにも、電子または印刷を含むいかなる形式

や手段によっても再作成または送信することはできません。 

 

Oracleは米国Oracle Corporationおよびその子会社、関連会社の登録商標です。その他の名称はそれぞれの会社の商標です。 

 

0109 

 

 


