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免責事項 

下記事項は、弊社の一般的な製品の方向性に関する概要を説明するものです。また、情報提供を唯
一の目的とするものであり、いかなる契約にも組み込むことはできません。マテリアルやコード、
機能の提供をコミットメント（確約）するものではなく、購買を決定する際の判断材料になさらな
いで下さい。オラクルの製品に関して記載されている機能の開発、リリース、および時期について
は、弊社の裁量により決定されます。 

 

本書では、Oracle Forms Standalone Launcher（FSAL）で想定されている使用方法について概説し
ています。本書に記載されているセキュリティ情報と推奨事項は、例示のみを目的としています。
説明されている概念を理解し、本書の内容を読んで行われるあらゆる実装を適切にテストするのは
読者の責任です。オラクル製品やそこで使用されるテクノロジーを誤用すると、ご使用のシステム
やアプリケーションのセキュリティが低下する恐れがあります。本書に記載されている資料を必ず
参照して、製品および関連するすべてのテクノロジーを適切に使用してください。
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はじめに 

ブラウザのベンダーがプラグインのサポートから距離を置くようになるにつれて、Oracle 

Forms のようなテクノロジーを使用して開発されたアプリケーションを実行するための、ブラ

ウザ以外の方法が必要になっています。Oracle Forms のバージョン 12.2.1.0.0 以降では、その

ような代替方法の 1 つが提供されます。 

Forms Standalone Launcher（FSAL）は、エンドユーザーが Oracle Forms 12c アプリケーショ

ンを実行するための代替方法です。FSAL はブラウザ不要の、クライアント/サーバー型に似た

最新のインタフェースです。FSAL ではブラウザを使用しないため、Java Deployment テクノ

ロジー（Plug-in、Web Start など）に依存せず、ブラウザから独立しています。ただし、エン

ドユーザー側のマシンでは Java が必要です。 

本書には、使用に関する基本情報と、アプリケーションをできる限り安全に実行するためのい

くつかのヒントが掲載されています。詳しくは、公式ドキュメントを参照してください。 

本書では Oracle Forms 12.2.1.3.0 の使用を前提としています。本書で説明されている機能の一

部は、以前のバージョンの 12.2.1.x では使用できない場合がありますが、ほとんどのコンセプ

トは 12.2.1 のすべてのリリースに当てはまります。本書で Java について言及されている場合、

Java 8u162+関連であることを前提としています。
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Forms Standalone Launcherについて 

Forms Standalone Launcher（FSAL）は、複数のクライアント/サーバーのコンセプトを、いくつか
の最新技術を採用した上で模倣しています。以前の Oracle Forms クライアント/サーバーでは、エ
ンドユーザーのマシンに、そのマシンで実行する予定のアプリケーションだけではなく、Oracle 
Forms ランタイム・ソフトウェアをインストールする必要がありました。これは複雑なプロセスで
あり、相当量のディスク領域を消費することが珍しくありませんでした。ユーザーのマシンにソフ
トウェアとアプリケーションをインストールすることは、セキュリティ上の問題とみなされること
もありました。ユーザーがランタイム・ソフトウェア、付属するユーティリティ、アプリケーショ
ンに直接アクセスできるようになるためです。 

エンドユーザーのマシンを管理しやすくするために、ソフトウェアをローカルではインストールせ
ず、ネットワーク全体でリモート・インストールとリモート・アクセスを利用している企業もあり
ます。リモート・アクセスの使用は多くの場合に有効ですが、問題もありました。問題の 1 つは、
オラクルがそれをサポートされる構成には含めていないことでした。 

FSAL は、クライアント/サーバーと Web の両方のコンセプトから、ベストなものを採用しています。
FSAL を使用すると、見た目と機能はネイティブ・アプリケーションのものとなり、以前のクライア
ント/サーバーの Forms と非常によく似ています。アプリケーションはブラウザでフォームを実行
する場合とは異なり、独立したウィンドウで実行されます。結果として、「戻る」や「進む」ボタ
ン、「ブックマーク」などを間違って押し、実行中のフォームから離れてしまうというリスクがな
くなります。FSAL では、Web にデプロイされた以前のバージョンの Forms の場合と同じように、
アプリケーションは中央のアプリケーション・サーバー（WebLogic Server など）でホストされま
す。つまり、Forms のアプリケーション・モジュールは、このリモート中間層のサーバーに安全に
格納されます。ユーザーは、リモート・サーバー上の Forms のモジュール（FMX、MMX、PLX な
ど）には直接アクセスできませんが、以前にブラウザでフォームを実行していたときに使われてい
た一般的な URL を使用して、そのようなアプリケーションを実行できます。 

FSAL を使用すると、ブラウザでフォームを実行する場合と同じ、すべての機能がサポートされます
（シングル・サインオン（SSO）とシングル・サインオフを除く）。FSAL での JavaScript の統合サ
ポートは、デフォルトでは含まれません。ただし、12.2.1.3.0 のアドオンとサード・パーティ・ライ
ブラリを使用して、JS 統合を有効にできます。今後のリリースでは、シングル・サインオンのサ
ポートも追加される可能性があります。 

要件 

Forms Standalone Launcher 
前述のように、FSAL の機能は、Forms 12.2.1.0 以降でのみ使用できます。構成の要件として、エン
ドユーザーのマシンに、小さな JAR ファイル（frmsal.jar）を格納する必要があります。このファイ
ルは、何らかの都合の良い方法（Web からのダウンロード、電子メール、FTP など）を使用して、
エンドユーザーのマシンに転送できます。該当のディレクトリとファイルにユーザーがアクセスで
きるのであれば、ユーザーのマシンのどこに格納してもかまいません。ユーザーのホーム・ディレ
クトリに格納することが推奨されていますが、必須ではありません。 

この frmsal.jar ファイルが、Forms Standalone Launcher です。frmsal.jar はバージョン固有であるた
め、インストールされた 1 つの frmsal.jar を別の frmsal.jar と一緒に使うことはできません。この
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ファイルがサーバーおよびその Forms のバージョンと正しく合致しているかを確かめるために、
チェックサムも使用されます。このチェックサムは、ランチャ（frmsal.jar）が意図せずに、もしく
は悪意のある目的で置き換えられていないかどうかを確かめるのにも役立ちます。そのため、
Windows サーバーからダウンロードし、Windows サーバーで使用している frmsal.jar を、UNIX サー
バーでアプリケーションを実行するために使用することはできません。このランチャはクライアン
トのプラットフォーム固有ではありません。 

インストールすると、使用方法のページを利用できます。ここではランチャの使い方が説明されて
おり、frmsal.jar ファイルのダウンロード・リンクも掲載されています。このページには、次のよう
な URL でアクセスできます。 

http://example.com/forms/html/fsal.htm 

Java 
FSAL は Java アプリケーションであり、ユーザーのマシンには Oracle Java が必要です。ただし、特
定の種類の Java（JRE – Plug-in など）が必要となるブラウザでの Forms アプリケーションの実行と
は異なり、FSAL では、Java アプリケーションの実行をサポートし、ご使用のバージョンの Forms
で認定された Oracle Java ディストリビューションであれば、どれでも使用できます。ユーザーのプ
ラットフォームに応じて、使用できるディストリビューションの種類は複数あります。現在のとこ
ろ、ほとんどの一般的なエンドユーザー・プラットフォームで FSAL を実行できるディストリ
ビューションは、JRE、JDK、Server JRE です。アプリケーションの必要性に応じて、どのディスト
リビューションを選択するかは異なります。選択する Oracle Java インストールの内容を慎重に調査
し、本番環境に移行する前に、ご使用のアプリケーションを徹底的にテストすることをお勧めしま
す。各 Java ディストリビューションの概要は以下のとおりです。 

JRE（Java Runtime Environment） 

JRE では、標準的なエンドユーザーが必要とするコンポーネントのほとんどがインストー
ルされます。ローカルの Java アプリケーションを実行するのに必要なすべてのものと、
Java デプロイメントのコンポーネント（Java Web Start と Java Plug-in）が含まれます。
Java デプロイメントのコンポーネントは、Java 8 以降のリリースには含まれない可能性が
あります。 

JDK（Java Development Kit） 

JDK は Java 開発者にもっとも適しており、概して、一般的なユーザーが必要とするよりも
多くの機能を備えています。JDK には JRE のすべてのコンポーネントと、Java アプリケー
ションの開発、デバッグ、監視用のツールが含まれます。 

Server JRE 

Server JRE の主な目的は、サーバー上で Java アプリケーションをデプロイすることです。
JVM 監視ツールと、サーバー・アプリケーションで通常必要となるツールが含まれていま
すが、ブラウザ統合（Java Plug-in）、Java Web Start、自動更新、インストーラは含まれ
ていません。このディストリビューションは zip ファイルで配信されるため、手動で解凍
する必要があります。このディストリビューションではソフトウェアがインストールされ
ず、JRE や JDK ディストリビューションよりもかなり軽量であるため、カスタマイズされ
た起動スクリプトなどで FSAL を使用する場合に理想的な選択肢です。 
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Fusion Middleware Certification Guide を参照して、対象のバージョンと、ご使用の Forms バージョ
ンとの使用がサーティファイされていることを確認してください。 

 

FSALでのアプリケーションの実行 

基本 
FSAL はブラウザと同じように、ユーザーが実行したいアプリケーションの場所を把握していなけれ
ばなりません。ブラウザでは、他の Web ページや Forms アプリケーションを起動するのに、ハイ
パーリンクが使われることがあります。FSAL はブラウザからは完全に独立しているため、Web
ページを使用して簡単に、FSAL がホストするアプリケーションを起動することはできません。その
ため、完全な Forms アプリケーション URL を把握している必要があります。現時点では、URL リダ
イレクトまたはリライトの使用はサポートされていませんが、サーバーの構成によっては技術的に
可能である場合があります。FSAL は、Forms 環境を示す完全修飾 URL を受け取る必要があります。
アプリケーションを簡単に、そしてエラーをできるだけ避けて起動するために、ハイパーリンクの
代わりにデスクトップ・ショートカットやスクリプト/バッチ・ファイルを使用することができます。
カスタム・プロトコル・ハンドラを使用すれば、FSAL を Web ページのハイパーリンクから起動す
ることは技術的には可能ですが、そのような構成の詳細については、本書では取り扱っていません。 

上記の要件が満たされれば、FSAL でのアプリケーションの実行は容易です。FSAL でアプリケー
ションを起動するには、以下の手順に従ってください。 

1. シェル（Microsoft Windows の DOS など）を開き、必要な Java のバージョンがあること
を確認します。 

java –version 

ふさわしい Java のバージョンが出力されるはずです。そうでない場合は、システムの
PATH が適切に設定されていない可能性があります。 

2. ディレクトリをユーザーのホーム・ディレクトリに変更して（frmsal.jar がユーザーの
ホーム・ディレクトリに格納されている場合）、次のコマンドを実行します。ご使用の
サーバーに合わせて以下の例を変更してください。 

java -jar frmsal.jar -url 

"https://example.com/forms/frmservlet?config=standaloneapp" 

[standaloneapp]という構成セクションに関連付けられているアプリケーションが起動し
ます。例示されているエントリが含まれていれば、どの構成セクションを使用してもか
まいません。 

3. 通常は Java Console に表示される出力が、アプリケーションの起動に使用されるシェル
に表示されます。“java”ではなく“javaw”コマンドが使用される場合は、必要に応じて、
コンソールの使用を回避できます。このシェルを閉じるとアプリケーションが終了する
ため、セッションが終わるまでは開いておく必要があります。この動作は、さまざまな
シェル・コマンドと関連するスイッチを使用して、ユーザーのニーズに合うように変更
できます。ご使用のプラットフォームでコマンド・シェルを使用するための情報につい
ては、オペレーティング・システムのドキュメントを参照してください。 

http://www.oracle.com/technetwork/middleware/ias/downloads/fusion-certification-100350.html
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こちらの基本的な情報を使用して、デスクトップ・ショートカット、バッチ・スクリプト・ファイ
ル、またはカスタム実行可能ファイルを作成し、アプリケーションを簡単に起動できます。これは
Microsoft Windows バッチ・スクリプトの例です。 

 

プロキシ・サーバー使用時の実行 
多くの場合、ユーザーは企業ネットワークの内部で Forms アプリケーションにアクセスします。大
抵は、ユーザーのマシンで社内のコンテンツと社外のコンテンツの両方を閲覧するために、ふさわ
しいプロキシ構成が必要になります。FSAL を使用する場合、ブラウザまたはシステム・レベルの設
定は、アプリケーションを起動するシェルには把握できません。そのため、FSAL の実行時にそのよ
うな設定を含める必要があるかもしれません。FSAL は Java アプリケーションなので、必要なプロ
キシ設定を知っておく必要があるのは Java (例えば java.exe) です。これらの設定を Java に通知する
方法は複数あります。 

システムの設定を使用したい場合は、以下のような手順を実行してください。 

java -Djava.net.useSystemProxies=true -jar frmsal.jar -url 

"https://example.com/forms/frmservlet?config=standaloneapp" 

この Java オプション（-Djava.net.useSystemProxies=true）を使用すると、システム・レベルで指定
されている設定を使用して、Java が呼び出しを実行します。自動構成スクリプト（wpad.dat など）
を使用している場合は、この方法は機能しないことに注意してください。 

必要なプロキシ設定を手動で含めることもできます。 
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java -Dhttps.proxyHost=example.com -Dhttps.proxyPort=80 - 

Dhttps.nonProxyHosts=”localhost|example.com” -jar frmsal.jar -url 

"https://example.com/forms/frmservlet?config=standaloneapp" 

セキュリティのヒント 

アプリケーション、アプリケーションで送受信されるデータ、アプリケーションがホストされてい
るネットワークのセキュリティは、いかなるアプリケーションのデプロイメントにおいても、最重
要事項の 1 つであると考えるべきです。セキュリティのレイヤーが弱くなっていると、機密データ
の漏洩や、システムへの悪意ある攻撃の原因となる可能性があります。アプリケーション開発者、
DBA、システム管理者、またその他のすべての IT 担当者には、アプリケーション、データ、ホス
ティング・システムを保護するために、適切なセキュリティ対策を施す責任があります。 

 

このセクションでは、FSAL の使用に関連したセキュリティの強化に役立つ、いくつかのヒントを掲
載しています。これらのヒントは、例としての使用にとどめることが重要です。コンセプトを理解
し、十分に理解していない点について調査するのは読者の責任です。どんなセキュリティ構成で
あっても、実装が不適切だと、システムに危険が及ぶ可能性があります。ですから、実施しようと
する変更が適切であると仮定する前に、慎重に確認し、テストしてください。ここに掲載されてい
るヒントは、FSAL または Forms のみに当てはまるものではなく、使用されているテクノロジーに
関連する標準的な提案事項である場合もあります。そのため、ほかにもさまざまな追加情報を入手
できます。ご使用のアプリケーション、そのデータ、その環境を保護するにあたり、本書のみを情
報源として使用することはしないでください。 

 

本書の最後にあるその他の情報のセクションも確認してください。 

Secure Socket Layer 
Secure Socket Layer（SSL。TLS とも言う）は、ネットワーク・トラフィックの送信元と送信先との
間で、通信を暗号化するためのプロトコルです。このプロトコルは、信頼済みの接続を作成するこ
とで機能します。この接続はほとんどの場合、公開鍵と秘密鍵の交換によって確立されます。
SSL/TLS の動作の詳細については、本書では説明しません。 

ネットワーク上で通信するアプリケーションを実行する際に SSL を使用することは、データ保護の
観点から非常に重要です。あらゆるアプリケーションの実行時に SSL を使用することは、任意では
なく必須事項であると考えるべきです。FSAL でアプリケーションを実行するには、Java キーストア
に SSL 証明書の公開鍵が含まれている必要があります。キーストアに証明書が含まれていない、ま
たは既知の認証局（Symantec、Entrust、Comodo など）から提供されていない場合は、手動でイ
ンポートする必要があるかもしれません。具体的には、この鍵はフォームの実行に使用されている
Java キーストアにインポートしなければなりません。証明書のチェーンが存在する場合があるため、
複数の証明書のインポートが必要になることもあります。SSL を使用してアプリケーションを実行
しようとしており、必要な証明書が見つからない、または適切にインポートされていない場合は、
以下のいずれかのような Java エラーが表示されます。 

 



 

8 | FSAL で実行するアプリケーションの使用と保護 

java.security.cert.CertificateException:No subject alternative names present … 

または 

java.security.cert.CertificateException:No name matching example.com found … 

または 

javax.net.ssl.SSLHandshakeException: sun.security.validator.ValidatorException: … 

上記のエラーのいずれかの後に、FSAL のエラーが表示されます。 

FRM-92490:Unable to fetch applet parameters from server. 

 

FSAL で SSL を構成する手順 

FSAL で SSL を使用するには、FSAL の使用を始める前に、以下の手順に従ってください。 

1. 既知の認証局から SSL 証明書を取得し、Oracle HTTP Server（または WebLogic Server）を
構成します。これらのコンポーネントのドキュメントにある指示に従ってください。 

2. 証明書の公開鍵の部分が、ユーザーのマシンで必要になります。認証局で定められている
とおりの公開鍵がない場合は、いくつかの方法で取得できます。サーバーにアクセスでき
るものであれば、どのマシンからでもキー・チェーンを取得できます。この例は、openssl
コマンドを使用してキーを取得する方法です。これはほとんどの Unix/Linux プラット
フォームにプリインストールされていますが、Microsoft Windows でも取得できます。 

openssl s_client -showcerts -connect example.com:4443 > output.txt 

上記の例では、example.com:4443 をご使用のサーバーと SSL のポート番号に置き換え
てください。このコマンドを実行すると、“output.txt”というファイルが作成されます。こ
のファイルでは、1 つまたは複数の証明書がリストにされているのを確認できます。証明
書は、BEGIN ヘッダーと END フッターの間に書かれているものです（ヘッダーとフッター
も含まれる）。各証明書を、それぞれ別のファイルにコピーします。以下に示されている
ように、BEGIN および END テキストとその間にある内容をそのまま含めてください。ファ
イルを保存する際には、-----BEGIN CERTIFICATE-----の上、または-----END CERTIFICATE
 の下に余計な行を入れないでください。次に例を示します。 

-----BEGIN CERTIFICATE----- 

MIIFKDCCBBCgAwIBAgIBPTANBgkqhkiG9w0BAQsFADCBrjEpMCcGA1UEAxMgTmlj 

Y2subWFuc0BvcmFjbGUuY29tMRAwDgYDVQQLEwdTdXBwb3J0MQ8wDQYDVQQKEwZP 

cmFjbGUxGTAXBgNVBAcTEENvbG9yYWRvIFNwcmluZ3MxETAPBgNVBAgTCENvbG9y 

. . . 

-----END CERTIFICATE----- 

以下のようにして、必要な証明書ファイルを直接生成することもできます。 

openssl s_client -showcerts -servername example.com -connect 

exaample.com:4443 | openssl x509 -outform PEM > cert.cer 
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3. ユーザーのマシンの Java キーストアに、公開鍵をインポートします。証明書チェーンの場
合は、チェーン内のすべての鍵（署名者、中間者、ルートなど）をインポートしてくださ
い。つまり、該当するユーティリティを複数回実行しなければならない場合があるという
ことです。証明書の公開鍵をインポートするときには、すべての Oracle Java ディストリ
ビューションに付属している Java の keytool ユーティリティを使用できます。または、
インターネットで入手できるさまざまな無料ユーティリティのいずれかを使用することも
できます。たとえば、2006 年に Sun Microsystems が最初に作成した“InstallCert”ユー
ティリティがあります。このユーティリティは古いですが、今でも使用できます（本書で
は Java 8u162 を使用して検証）。以下の例は、各証明書を手動で挿入する方法を示してい
ます。keytoolユーティリティの使用方法について詳しくは、Java のドキュメントを参照
してください。 

keytool -import -alias <server_name> -keystore 

<JAVA_HOME>/jre/lib/security/cacerts -file cert.cer 

4. 本書の FSAL でのアプリケーションの実行のセクションで例示されているように、SSL を使
用して FSAL を実行します。 

 

SSL のトラブルシューティング 

ヒント 1： 

正 し い キ ー ス ト ア が 更 新 さ れ た こ と を 確 認 し ま す 。 信 頼 済 み の キ ー ス ト ア は 、
JRE_HOME/lib/security またはユーザーのホーム・ディレクトリにあります。デフォルトのファイル
名は cacerts です。独自に作成した場合は、別のキーストア名になっています。自分で作成した場
合は、そのときに指定した場所にあります。場所を指定しなかった場合は、前述したデフォルトの
場所か、ユーザーのホームにあります。ファイルの修正日/時刻が、インポート・コマンドを実行し
た日付/時刻と同じであることを確認してください。 

ヒント 2： 

チェーンのすべての証明書をインポートしたことを確認します。3 つあることが分かっているなら、
そのすべての証明書をリストにして、3 つすべてが表示されていることを確認します。次に例を示
します。 

keytool -list -keystore "C:\java\jdk1.8.0_162\jre\lib\security\cacerts" 

ヒント 3： 

更新したキーストアが JRE_HOME またはユーザーのホーム・ディレクトリにない場合は、
JRE_HOME にコピーします。上書きする予定のすべてのファイルのバックアップを必ず作成してく
ださい。 

ヒント 4： 

Java SSL デバッグを有効にします。デバッグ・モードを有効にするには、FSAL と目的のフォームを
次のように実行します。 

java -Djavax.net.debug=all –jar frmsal.jar -url 

"https://example.com/forms/frmservlet?config=standaloneapp" 
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次のように、出力をテキスト・ファイルにリダイレクトすることもできます。 (Microsoft Windows
を想定) 

java -Djavax.net.debug=all –jar frmsal.jar -url 

"https://example.com/forms/frmservlet?config=standaloneapp" > 

C:\existing_directory\output.txt 

 

署名済みコード 
Forms、Java Plug-in、Java Web Start 

Java Plug-in または Java Web Start を使用してブラウザから Forms アプリケーションを実行すると
きには、ほとんどのユーザーがハイパーリンクやブックマークをクリックします。Oracle Forms の
使用とは関係なく、ユーザーがブラウザを使用するということは、そのシステムが潜在的なリスク
にさらされることになるというのが純然たる事実です。インターネットからは多数の悪意ある Web
サイトにアクセスできるため、意図的であってもそうではなくても、悪意あるサイトに遭遇してし
まう事態は避けられません。Java Plug-in と Java Web Start には特別なセキュリティが組み込まれて
おり、ユーザーのマシンで悪意ある Java アプリケーションが実行される危険性が軽減されています。
そうした重要なセキュリティ機能の 1 つは、署名済み（信頼済み）アプリケーションのみの実行を
許可するという要件です。署名されていないアプリケーションは許可されなくなり、ブロックされ
ます。信頼済みのコードで署名される証明書（鍵）の取得にはコストがかかり、組織的な検証が必
要になるため、この方法で悪意あるコンテンツを配信するというのは非常にまれですが、可能性は
ゼロではありません。 

Oracle Forms で提供され、ユーザーのマシンで実行されるすべての Java JAR ファイルは、前述の
Java の要件に準拠するために、適切に署名されています。そのため、Forms アプリケーションをブ
ラウザで可能な限り安全に実行できます。ユーザーが用意した JAR ファイルについても、信頼済み
証明書を使用して、適切に署名されている必要があります。 

 

FSAL と署名済み JAR 

FSAL はブラウザとは通信せず、統合コンポーネントとしてブラウザで起動することはできないため、
信頼されていない Java コードを実行するリスクは激減しています。ただし、Forms アプリケーショ
ンは依然としてリモート・アプリケーション・サーバーでホストされているため、管理者は、ユー
ザーが Oracle や自社で提供したコードを実行していることを確認したいと思うかもしれません。ネ
イティブ Java アプリケーションを実行する場合は、Plug-in や Web Start と同レベルのセキュリティ
が組み込まれているわけではありませんが、いくつかの署名済みコードの検証を有効にすることは
できます。 

FSAL で署名済みコードが認識されるようにするには、以下の手順を実行してください。 

1. アプリケーションで使用されているすべての JAR ファイルに関連付けられた公開鍵を取得しま
す。Oracle が提供する JAR ファイルは配信時に署名されており、すべてに同じ証明書があるこ
とを忘れないでください。したがって、署名しなおした場合や、Oracle Support からパッチを入
手し、元のファイルを新しいファイルで置き換えた場合を除いては、Oracle のファイルで必要
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な公開鍵は 1 つだけです。アプリケーションで使用されている JAR ファイルに署名者の公開鍵
がない場合は、以下の Java コマンドを使用して、各 JAR で必要な情報を収集できます。最初に
返される証明書は署名者の証明書で、その後の手順で必要になります。 

keytool -printcert -rfc -jarfile yourJarFile.jar 

 

2. ユーザーのマシンでは、各公開鍵を（アプリケーションで使用される JAR から）Java キースト
アにインポートします。これは実行時に使用されます。 

keytool -importcert -alias foo -file C:\foo.pem 

上記のエイリアスは、英数字の文字列であれば何でもかまいませんが、この後の手順で必要に
なるため、覚えておいてください。また、–keystore スイッチが含まれていないため、ユーザー
のホーム・ディレクトリのキーストアが使用されます（ない場合は作成されます）。ファイル
名は“.keystore”です。他のキーストアや名前を使用するには、必要に応じて– keystore スイッ
チを追加してください。インポートが必要なすべての証明書で、上記の手順を繰り返します。 

 

“keystore”ユーティリティの使用に役立つ情報へのリンクについては、本書の最後にあるその他
の情報のセクションも確認してください。 

 

3. .java.policy ファイルがない場合や、完全にカスタマイズしたファイルが必要な場合は、ユー
ザ ーの ホーム ・デ ィレク トリ に作成 しま す。そ の他 の場 合は 、デフ ォル トのフ ァイ ル
<JAVA_HOME>\jre\lib\security\java.policy を使用します。ファイルに以下を追加します。 

 
keystore ".keystore";  

grant signedBy "foo" { 

permission java.security.AllPermission; 

}; 

 
“foo”とは、手順 2 で使用したエイリアスを示しています。手順 2 でインポートした鍵のそれぞ
れについて、“grant signedBy”セクションを追加します。キーストアの値は、使用する予定の
キーストア・ファイルを示すものになります。 

 

4. 少し修正を加えたこのコマンド・エントリを使用して、FSAL で Forms アプリケーションを実行
します。 

 
java -Djava.security.manager -jar frmsal.jar -url 

"https://example.com/forms/frmservlet?config=standaloneapp" 

 
アプリケーションの実行時には、JAR 証明書はキーストア内の証明書と照合されます。一致しない
場合は、実行されません。上記の例では、デフォルトの java.policy が使用されている、または
ユーザーのホーム・ディレクトリに java.policy が作成されたと仮定しています。ユーザーのマ
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シンの別のディレクトリまたはリモートの場所（URL）にある、カスタム・ポリシー・ファイルに
アクセスすることもできます。 

 

java -Djava.security.manager -Djava.security.policy=${user.home}/foo.policy 

-jar frmsal.jar -url "https://example.com/forms/frmservlet?config=standaloneapp" 

 

java -Djava.security.manager -

Djava.security.policy=https://example.com/foo.policy 

-jar frmsal.jar -url "https://example.com/forms/frmservlet?config=standaloneapp" 

 

この検証からユーザーが恩恵を受けるためには、起動スクリプトやそれに類するものを使用する必
要があります。スクリプトを使用すると、入力ミスのエラーの可能性や、セキュリティ・マネー
ジャの使用を忘れる可能性を回避できます。 
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その他の情報 

https://www.oracle.com/technetwork/jp/developer-tools/forms/documentation/index.html 

https://docs.oracle.com/javase/8/docs/technotes/tools/unix/keytool.html 

https://docs.oracle.com/javase/tutorial/security/tour2/step2.html 

https://docs.oracle.com/javase/tutorial/security/toolsign/rstep1.html 

https://docs.oracle.com/javase/tutorial/security/toolsign/rstep2.html 

https://docs.oracle.com/javase/tutorial/security/toolsign/rstep3.html 

https://docs.oracle.com/javase/8/docs/technotes/guides/security/PolicyFiles.html 

https://docs.oracle.com/javase/8/docs/technotes/guides/security/jsse/JSSERefGuide.html 

https://docs.oracle.com/javase/8/docs/technotes/guides/security/jsse/ReadDebug.html 

https://docs.oracle.com/javase/8/docs/technotes/guides/net/proxies.html 

https://blogs.oracle.com/jtc/installing-trusted-certificates-into-a-java-keystore 

https://confluence.atlassian.com/kb/how-to-import-a-public-ssl-certificate-into-a-jvm-867025849.html 

https://en.wikipedia.org/wiki/Transport_Layer_Security 

https://www.digicert.com/ssl https://en.wikipedia.org/wiki/Chain_of_trust 

https://www.openssl.org 
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https://docs.oracle.com/javase/8/docs/technotes/guides/security/PolicyFiles.html
https://docs.oracle.com/javase/8/docs/technotes/guides/security/jsse/JSSERefGuide.html
https://docs.oracle.com/javase/8/docs/technotes/guides/security/jsse/ReadDebug.html
https://docs.oracle.com/javase/8/docs/technotes/guides/net/proxies.html
https://blogs.oracle.com/jtc/installing-trusted-certificates-into-a-java-keystore
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https://www.openssl.org/
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まとめ 

FSAL は、従来のクライアント/サーバー型デプロイメントを活かすための新しい方法です。ブラウ
ザにさまざまな制限が課せられるようになるにつれて、ユーザー側のソフトウェアやハードウェア
との密接な統合を必要とするアプリケーションでは、FSAL で提供されるようなテクノロジーへの依
存が強まるでしょう。アプリケーションのデプロイ方法にかかわらず、アプリケーション、その
データ、アプリケーションが実行されるホストのセキュリティを確保することは、ユーザーの責任
です。絶え間なく増え続ける量のデータが、さらに多くのネットワークやシステム上で送受信され
るようになっているため、企業はこれまでにないほど切実にセキュリティを必要としており、その
状況は今後も続きます。現在も、将来においても、自社のアプリケーションと環境のセキュリティ
に十分な注意を払うことは、企業にとって必要不可欠です。 
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