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Oracle Forms 12c - 新機能 

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。以下の事項は、マテリ
アルやコード、機能を提供することをコミットメント（確約）するものではないため、購買決定を
行う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。  
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はじめに 

このドキュメントは、Oracle Forms 12c（12.2.1）の多数ある新機能のうち一部の機能に関す
る概要について説明するものです。このドキュメントだけで、この新規リリースで導入される
新機能と拡張機能をすべて網羅しているわけではありません。本書で取り上げる機能とその他
の新機能について詳しくは、Oracle Forms ドキュメント・ライブラリおよび Oracle Form 
Builder のヘルプを参照してください。 

  

https://docs.oracle.com/middleware/12211/formsandreports/index.html
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Formsのランタイムおよび管理機能 

Oracle BI Publisherの統合 

以前のバージョンでは、Oracle Forms は Oracle Reports との統合を提供していました。このリリー
スでは、Oracle Forms は Oracle BI Publisher との統合を含んでいます。開発者は、これらのレポー
ト・ツールのいずれかまたは両方を使用できます。 

Oracle BI Publisher との統合は、以前の Oracle Reports の統合とほぼ同様に設計されています。
REPORT_OBJECT_TYPE という新しいプロパティを使用して、参照先の REPORT_OBJECT が Oracle 
Reports（OraReports）用であるか Oracle BI Publisher（OraBIP）用であるかを識別します。これを
設定できるのは設計時のみです。その他の Oracle Reports に関連する組込みは、ほとんど変わりあ
りません。BI Publisher への対応として、新しいプロパティが追加されています。すべての新しいプ
ロ パ テ ィ と そ の 説 明 に つ い て は 、 Form Builder の ヘ ル プ ・ ト ピ ッ ク
“SET_REPORT_OBJECT_PROPERTY”を参照してください。 

 

次の説明は、Oracle BI Publisher のインストールおよび構成が完了し、Oracle Forms のホスト
先からアクセスできることを前提とします。 

 BI Publisher と統合するには、次の基本的な手順に従う必要があります。 

 

1. Form Builder のオブジェクト・ナビゲータで、Report オブジェクトを作成します。 

2. プロパティ・パレットで、この新しいオブジェクトのプロパティにアクセスします。 

3. Report Type プロパティを OraBIP に設定します。 

4. プロパティ・パレットで、必要に応じて追加のプロパティを設定します（詳しくは、Builder の
ヘルプを参照してください）。 

5. トリガーまたはプログラム・ユニットを作成します。これは、BI Publisher の呼出しに使用され
ます。 

 

リクエストの成功には、BI Publisher のユーザー名とパスワードをプログラム的に渡す必要があります。 

 

DECLARE 
bi_username varchar2(20);  
bi_password varchar2(20); 
repid REPORT_OBJECT; 
v_rep varchar2(256); 
rep_status varchar2(256); 

 
 



3 | Oracle Forms 12c - 新機能 

 

 

 
 

 -- Forms は Java を使って BIP を呼び出すため、発生する可能性のある Java エラーをト
ラップする必要がある。  
ex ora_java.jobject; 
ex_msg  varchar2(255); 

BEGIN 
-- Report オブジェクトを識別する。 
repid := find_report_object ('BI_EMP'); 
-- このポイントまでに、BI-Pub のユーザー名とパスワードを必ず取得すること。 
-- ユーザー名とパスワードを渡す。 
SET_REPORT_OBJECT_PROPERTY (repid, BIP_USER, bi_username); 
SET_REPORT_OBJECT_PROPERTY (repid, BIP_PASSWORD, bi_password); 

 
-- BIP にレポートの実行を指示する。 
v_rep := RUN_REPORT_OBJECT(repid); 
/* DO SOMETHING ABOUT CHECKING STATUS HERE 
BIP の呼出しは非同期であるため、ユーザーへの通知が必要な場合は、そのステータスを
定期的にチェックする必要があります。組込み report_object_status を使用してチェック
できます。 
また、タイマーを使用してステータスを定期的にチェックすることもできます。ループ
の使用は推奨しません。 
 
例：rep_status := report_object_status(v_rep); 
 
*/  

EXCEPTION 
WHEN ora_java.exception_thrown THEN 

ex := Exception_.new(ora_java.last_exception);  
BEGIN 

ex_msg := Exception_.toString(ex);  
message('Java Exception occurred:' || ex_msg);  
ora_java.clear_exception; 

EXCEPTION 
WHEN ora_java.java_error THEN 

message('Unable to call out to Java, ' || ora_java.last_error); 
END; 

END; 
  

システム・イベント 

システム・イベントを使用すれば、実行中のアプリケーションに関連して発生するアクションに対
応できるアプリケーションを開発できます。新しいシステム・イベントには次の内容が含まれます。 
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Client-Idle（SYSTEM_CLIENT_IDLE） 

このイベントは、関連付けられたフォームで、設定した時間内にエンドユーザーがアクション
を実行しなかった場合に発生します。最長アイドル時間は、新しいアプレット・パラメータで
ある idleTimeout か、新しい SET_APPLICATION_PROPERTY 引数である CLIENT_IDLE_TIME を
使用して指定できます。この値を 0 に設定すると、アイドル時間の監視が無効になります。値
は秒単位で設定します。このイベント用に設定された値が、指定した値を正確に示すとはかぎ
りません。たとえば、アイドル時間を 60 秒に設定した場合、61 秒が経過後すぐにイベントが
発生するとはかぎりません。このため、このイベントは重要な時間条件には使用しないように
してください。また、アイドル時間は、実行中のフォームでモーダル・コンテンツ（アラート
や エ ラ ー ・ ダ イ ア ロ グ な ど ） が 表 示 さ れ て い る 間 は 無 視 さ れ ま す 。 次 に 、
SYSTEM_CLIENT_IDLE イベントの使用方法の例を示します。 

 

まず、Forms アプレット・パラメータ idleTimeout を（秒単位で）設定するか、アプリケー
ション・プロパティ CLIENT_IDLE_TIME を（秒単位で）設定して、フォームでクライアントの
インタラクティビティ機能のアイドル時間の監視を有効にします。 

   

-- CLIENT_IDLE_TIME を 10 分に設定する  
SET_APPLICATION_PROPERTY (CLIENT_IDLE_TIME, 600); 

 

次に、WHEN-EVENT-RAISED トリガーに次の内容を追加します。  

DECLARE 
al_button Number;  

BEGIN 
If :SYSTEM.LAST_EVENT = 'SYSTEM_CLIENT_IDLE' Then  

al_button := SHOW_ALERT ('CLIENT_IDLE_ALERT'); 
End if;  

END; 
 

DB-Idle（SYSTEM_DB_IDLE） 

このイベントは、関連付けられたフォームで、設定した時間内にデータベース・インタラク
シ ョ ン が 発 生 し な か っ た 場 合 に 発 生 し ま す 。 最 長 ア イ ド ル 時 間 は 、 新 し い 環 境 変 数
FORMS_DB_IDLE_TIME か、新しい SET_APPLICATION_PROPERTY 引数である DB_IDLE_TIME
を使用して指定できます。この値を 0 に設定すると、アイドル時間の監視が無効になります。
このイベントが発生すると、別のデータベース・アクションが発生するまではリセットまたは
再 開 さ れ ま せ ん 。 継 続 的 な 監 視 を 有 効 に す る に は 、 DB_IDLE_REPEAT を TRUE 
(SET_APPLICATION_PROPERTY (DB_IDLE_REPEAT, PROPERTY_TRUE))に設定します。この動作
は、一度有効にすれば監視を継続する CLIENT_IDLE とは異なります。値は秒単位で設定しま
す。このイベント用に設定された値が、指定した値を正確に示すとはかぎりません。たとえば、
アイドル時間を 60 秒に設定した場合、61 秒が経過後すぐにイベントが発生するとはかぎりま
せん。このため、このイベントは重要な時間条件には使用しないようにしてください。
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DB_IDLE_TIME の値が設定され、最初のデータベース・アクション（データベース問合せなど）
が発生しないと、アイドル時間の監視は開始されません。次に、SYSTEM_DB_IDLE の使用方
法の例を示します。 

 

まず、Forms 環境変数 FORMS_DB_IDLE_TIME を（秒単位で）設定するか、アプリケーショ
ン・プロパティ DB_IDLE_TIME を（秒単位で）設定して、フォームでデータベースのインタラ
クティビティ機能のアイドル時間の監視を有効にします。 

 

次に、WHEN-EVENT-RAISED トリガーに次の内容を追加します。 

BEGIN 
If :SYSTEM.LAST_EVENT = 'SYSTEM_DB_IDLE' Then 

-- ログアウトのアクションによってアイドル時間の監視が再開されないように、 
-- DB の ア イ ド ル 時 間 の 監 視 を オ フ に す る 。 そ の 後 ロ グ ア ウ ト す る 。
SET_APPLICATION_PROPERTY (DB_IDLE_TIME, 0); 
Logout; 

END; 
 

シングル・サインオフ（SYSTEM_SINGLE_SIGN_OFF） 

このイベントは、シングル・サインオフによって発生します。アプリケーション開発者は、ロ
グアウト状態の際のアプリケーションの応答方法を決定できます。クライアントとサーバーの
間で次のやり取り（ハートビート、maxEventWait、ユーザー・アクションなど）が行われる
まで、 このイ ベン トは Forms サーバ ーに 通知さ れま せん。Java Web Start や Forms 
Standalone Launcher（FSAL）を使用している場合は、シングル・サインアウト機能を使用で
きません。次に、SYSTEM_SINGLE_SIGN_OFF の使用方法の例を示します。  

If :SYSTEM.LAST_EVENT = 'SYSTEM_SINGLE_SIGN_OFF' Then  
EXIT_FORM (NO_VALIDATE); 

End if; 
 

EM通知（SYSTEM_NOTIFICATION） 

このイベントは、Fusion Middleware Control（FMC）からの通知を受信すると発生します。
FMC では、Forms User Sessions ページから実行する任意またはすべての Forms セッションに
対して、5 つの通知レベルのうちの 1 つを送信できます。アプリケーション開発者は、通知レ
ベ ル 別 に 必 要 な ア ク シ ョ ン を コ ー デ ィ ン グ で き ま す 。 新 し い シ ス テ ム 変 数
SYSTEM.NOTIFICATION_VALUE を 使 用 し て 、 通 知 レ ベ ル を 決 定 で き ま す 。 次 に 、
SYSTEM_NOTIFICATION イベントの使用方法の例を示します。 
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DECLARE 
notification_level varchar2(1);  

BEGIN 
-- NOTIFICATION_VALUE は Fusion Middleware Control から送信される値/数字 
notification_level := :SYSTEM.NOTIFICATION_VALUE; 
If :SYSTEM.LAST_EVENT = 'SYSTEM_NOTIFICATION' Then 

CASE notification_level 
-- 各メッセージは、必要に応じてカスタマイズが必要。 
-- 必要に応じてこれらのアクションをカスタマイズ。 
WHEN '1' THEN MESSAGE ('Received Notification #1 from Fusion 
Middleware Control.');  
WHEN '2' THEN MESSAGE ('Received Notification #2 from Fusion 
Middleware Control.');  
WHEN '3' THEN MESSAGE ('Received Notification #3 from Fusion 
Middleware Control.');  
WHEN '4' THEN MESSAGE ('Received Notification #4 from Fusion 
Middleware Control.');  
WHEN '5' THEN MESSAGE ('Received Notification #5 from Fusion 
Middleware Control.'); 

END CASE; 
End if;  

END; 
  

メディアの完了（SYSTEM_MEDIA_COMPLETION） 

このイベントは、組込み PLAY_AUDIO で開始されるメディア（音声）ファイルが最後まで再
生されると発生します。このため開発者は、この再生の完了に対してプログラム的に対応でき
ます。次に、SYSTEM_MEDIA_COMPLETION イベントの使用方法の例を示します。  

If :SYSTEM.LAST_EVENT = 'SYSTEM_MEDIA_COMPLETION' Then 
MESSAGE ('Thank you for playing this audio file');  

End if; 
  

音声の再生 

Oracle Forms アプリケーションで音声ファイルを再生できるようになります。クライアント層で
Java 7 の初期バージョンを使用している場合は、この機能が完全にはサポートされません。このた
め、Java 8 の使用を推奨します。この機能では、PLAY_AUDIO という新しい組込みが使用でき、さ
まざまな引数が用意されています。有効な引数は次のとおりです。 

» <audio file name> 

» ACTION_PAUSE 

» ACTION_STOP 
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» ACTION_RESUME 

» ACTION_TOGGLE_MUTE 

音声ファイルには、適切な署名付きの jar ファイル（推奨）または URL 経由でアクセスできます。
URL を使用すると、エンドユーザーに対して Java セキュリティ警告が表示される場合があります。
音声ファイルは、サーバーのローカル・ファイル・システム（中間層など）に保存されます。これ
は、アイコン・ボタンの画像の保存方法と似ています。サポートされる形式は次のとおりです。 

» MP3 

» 圧縮されていない PCM を含む AIFF 

» 圧縮されていない PCM を含む WAV 

» Advanced Audio Coding（AAC）オーディオを含む MPEG-4 マルチメディア・コンテナ  

-- welcome という音声ファイルの再生を開始  
PLAY_AUDIO (‘welcome.mp3’); 

 

シングル・サインアウト 

シングル・サインアウトとその検出は、オンデマンド（プログラム的）、終了時、および新しいシ
ステム・イベント（ログアウト発生の検出）でサポートされます。システム・イベントを使用すれ
ば、アプリケーションによって、シングル・サインアウトの発生またはコマンドによる明示的なサ
インアウトへの対応が可能です。Java Web Start や Forms Standalone Launcher（FSAL）を使用し
ている場合は、シングル・サインアウト機能がサポートされません。 

オンデマンド 

オンデマンドのシングル・サインアウトでは、新しい組込みである LOGOUT_SSO を利用でき
ます。開発者はこの組込みを使用して、シングル・サインアウトをプログラムで発生させるこ
とができます。この組込みを実行すると、新しい Web ブラウザ・ウィンドウ/タブが短時間開
き、SSO ログアウト API が呼び出されます。これは、フル SSO のパートナー・アプリケー
ションと同様の動作です。 

終了時 

終了時のシングル・サインアウトは、新しいアプレット・パラメータである ssoLogout を使
用してアクティブ化します。Forms Web 構成（formsweb.cfg）でこのパラメータを TRUE に
設定すると、フォームが正常に終了し、現行の SSO セッションが（存在する場合は）終了し
ます。アプレット・パラメータ ssoLogoutRedirect を使用して、SSO ログアウトの成功後すぐ
にブラウザをターゲット URL にリダイレクトできます。ssoLogoutRedirect パラメータは、
ssoLogout と組み合わせて使用し、かつ SSO セッションが存在する場合にのみ機能します。 

シングル・サインアウト・イベント 

前述のとおり、開発者はシングル・サインアウト・イベントを使用して、シングル・サインア
ウト・アクションの発生に対応できるアプリケーションを設計できます。 
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クライアント・デプロイメント 

従来の Oracle Forms Web アプリケーションは、Java プラグインを使って親 Web ブラウザで実行さ
れていました。Forms サーブレットからクライアントに送信される HTML に該当するアプレット・
タグが含まれており、ブラウザに埋め込まれる間に Java プラグインによって Forms アプレットが
ロードおよび起動されます。ただし、このデプロイメント方法には問題点と制限事項があります。
たとえば、十分な表示領域がない、実行中の Forms アプリケーションからの誤ったナビゲーション、
ブラウザのサポートに余分なオーバーヘッドがかかる、Java プラグインのサポートが限定的である、
ブラウザとプラグインのバージョンに互換性がない、などの制限事項があります。 

新しいクライアント・デプロイメントのオプションとしては、Java Web Start、組込み JNLP、およ
びスタンドアロンがあります。従来の HTML も引き続きサポートされ、デフォルトとして構成され
ます。 

組込みJNLP 

組込み JNLP は、従来の HTML と Java Web Start を組み合わせたものです。従来の HTML と同
様に、Forms サーブレットから、アプレットの起動に必要な HTML ファイルが提供されます。
ただし組込み JNLP の場合、Oracle Forms アプレットに固有のパラメータが、BASE64 でエン
コードされたエントリ（JNLP コンテンツ）内に含まれます。このエントリは必要な HTML
コードによって囲まれ、周辺の Web ページが構成されます。このオプションを使用すると、
いくつかの利点があります。たとえば、従来の HTML と類似したルック・アンド・フィール、
HTML 機能のほかに一部の JNLP 機能を使用できること、Forms の Java スクリプトおよび SSO
機能のサポート、Forms の音声機能のサポート（Java 8+を使用する場合）などです。 

Java Web Start 

Java Web Start を使用すると、親 Web ブラウザがなくても、ユーザーが Oracle Forms アプリ
ケーションを実行できます。最初にブラウザを使ってアプリケーションの Java Web Start ラン
チャ・ファイル（.jnlp）を取得する場合はありますが、ブラウザがアプリケーションをホスト
することはなく、アプリケーションの起動後にブラウザを閉じることができます。Java Web 
Start で構成したアプリケーションを、ブラウザを使ってリクエストする場合は、シングル・
サインオンを使用してこのダウンロードを保護し、アプリケーションにログインすることがで
きます。ユーザーはその後、アプリケーションをブラウザから起動するか、Java キャッ
シュ・ビューアに保存されているダウンロード済みの Java Web Start ランチャを使用する
（SSO で保護されていない場合のみ）ことができます。アプリケーションが SSO で保護され
ている場合は、このアプリケーションを実行するためのすべてのリクエストを、ブラウザから
行う必要があります。デスクトップ・ショートカットも作成できますが、SSO に関する同じ制
限が適用されます。SSO を使用しているかどうかに関係なく、必ずブラウザからアプリケー
ションを呼び出すことで、アプリケーションの構成が最新のものとなります。このため、ブラ
ウザからの呼出しを推奨します。 

Java Web Start ではブラウザなしでアプリケーションが実行されるため、このモードではブラ
ウザに依存する機能、たとえば、Java スクリプトやシングル・サインオフはサポートされま
せん。前述のとおり、ブラウザから呼び出す場合はシングル・サインオンがサポートされます。 

Forms Standalone Launcher（FSAL） 

Forms Standalone Launcher（FSAL）によって、最新式のクライアント/サーバーを実現できま
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す。FSAL を使用すると、一般的な Java アプリケーションをローカル・マシンから実行できる
のと同様に、Oracle Forms 12c アプリケーションを実行できます。FSAL では、ブラウザを使
用せずにアプリケーションを起動します。必要なのは、エンドユーザー・マシン上の認定済み
Java SE インストールだけです。Java インストールは、Java Development Kit（JDK）、Java 
Runtime Environment（JRE）、Server JRE のいずれかである必要があります。 

 FSAL ではブラウザなしでアプリケーションが実行されるため、このモードではブラウザに依
存する機能、たとえば、Java スクリプト、シングル・サインオフ、シングル・サインオンは
サポートされません。FSAL は、環境を完全に信頼できる内部アプリケーションでのみ使用し
てください。 

 

ログオン時のカスタム・テキストおよびパスワード変更ダイアログ 

Oracle Forms には、デフォルトのログオン機能とデフォルトのパスワード変更機能があります。ど
ちらの機能を使用しても、ユーザーに対してデフォルト・ダイアログ・ボックスが表示されます。
このダイアログ・ボックスには、フィールド・ラベル以外の情報テキストは表示されません。この
新機能を使用して、必要に応じてこれらのダイアログにカスタム・メッセージを追加できます。こ
れらのダイアログをカスタマイズするには、必要な環境変数を設定して、表示するテキストを入力
します。環境変数 FORMS_LOGON_HINT および FORMS_CHANGE_PASSWORD_HINT を、Forms 環
境構成（default.env またはカスタム.env）ファイルで設定できます。テキストや“ヒント”は、最大
255 文字（シングルバイト文字の場合）で、詳細を記述するには十分な文字数です。たとえば、次
のとおりです。 

FORMS_LOGON_HINT=Username and password fields are case sensitive. 

 
 図1：FORMS_LOGON_HINTの表示例。 
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イメージが含まれるタブ・ラベル 

本リリースでは、タブ・キャンバス・ラベルにイメージを表示できるようになりました。イメージ
は一般的な Web 形式（gif、jpg、png など）である必要があります。本リリースでは、Form 
Builder でイメージを宣言的に追加することはできませんが、プログラム的に簡単に追加できます。  

SET_TAB_PAGE_PROPERTY (<tab page name>, ICON_NAME, <icon name>); 

イメージは署名付きの jar ファイルに含めるか、URL（仮想パス）経由でアクセスすることができま
すが、jar ファイルの使用を推奨します。イメージ・サイズは 16x16 ピクセルにしてください。こ
れより大きいサイズのイメージも使用できますが、イメージのサイズと合わせるために、タブ・ラ
ベルのサイズも大きくなります。これは適さない場合があります。 

  
図2：タブ・ラベル・イメージが表示された状態 

 

レコード・カウンタ 

開発者は、新しい SET_APPLICATION_PROPERTY 引数である RECORD_COUNT_DISPLAYED を使用
して、メッセージ・バーのレコード・カウンタの表示/非表示をプログラム的に制御できます。これ
は、カスタム・ログオン画面などのように、現在のフォームに明確なレコードが含まれるコンテン
ツが表示されていない場合に便利です。レコード・カウンタを非表示にすれば、ユーザーが表示内
容について迷うことが少なくなります。  

SET_APPLICATION_PROPERTY (RECORD_COUNT_DISPLAYED, PROPERTY_FALSE); 

  
図3：レコード・カウンタが表示されている状態 

 
図4：レコード・カウンタが非表示の状態 
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アイテム・レベルのマウス・カーソル（ポインタ） 

SET_ITEM_PROPERTY の引数である CURSOR_STYLE を使用して、アイテム上にマウス・カーソル
（ポインタ）を置いたときの表示を変更します。前のバージョンでは、カーソル・スタイルはアプ
リケーション・レベルでしか設定できませんでした。このため、マウスのポイント先に関係なく、
カーソルの表示が同じになります。使用できるカーソルは次のとおりです。 

• 矢印 

• ビジー 

• 十字 

• デフォルト 

• 挿入 

• 手 

• 移動 

• サイズ変更ポインタ 

o NRESIZE 

o SRESIZE 

o ERESIZE 

o WRESIZE 

o NERESIZE 

o NWRESIZE 

o SERESIZE 

o SWRESIZE 

SET_ITEM_PROPERTY (‘block1.displayItem1’, CURSOR_STYLE, 'HAND'); 

  
図5：手の形のマウス・カーソル 

 

maxEventWaitのプログラム的な設定 

Forms とストリーム（アドバンスト・キューイング）の統合をサポートしやすくするため、アプ
レット・パラメータ maxEventWait が前のリリースで追加されました。このパラ メータは
HEARTBEAT と同様の機能として使用できますが、頻度はより高くなります。このアプレット・パ
ラメータを使用すると、ネットワーク・トラフィックが大幅に増えて、アプリケーション・パ
フォーマンスが低下する可能性があります。MAX_EVENT_WAIT は、プログラム的に制御できるよ
うになっています。このため開発者は、必要に応じて MAX_EVENT_WAIT を有効化、無効化、およ
び変更することができます。この PL/SQL での値は秒単位で設定します。この値を 0 に設定すると
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コントロールが HEARTBEAT に戻り、実質的には MAX_EVENT_WAIT が無効になります。 

SET_APPLICATION_PROPERTY (MAX_EVENT_WAIT, 10); 

 

クライアントIPアドレス 

以前のバージョンでは、クライアント IP アドレスを取得するには、カスタム Java Bean を使用する
か、アプリケーションを WebUtil 対応にする必要がありました。新しいアプリケーション・プロパ
ティ USER_IP_ADDRESS を使用して、Java Beans や WebUtil を使わずにユーザーの IP アドレスを取
得できます。 

v_clientIP := GET_APPLICATION_PROPERTY (USER_IP_ADDRESS) ; 

 

フォームの問合せのみモード 

新しい GET_FORM_PROPERTY である FORM_QUERY_ONLY から、フォームのオープン/起動方法に
応じて TRUE または FALSE が返されます。 

Declare  

x varchar2(6); 

Begin 

x := GET_FORM_PROPERTY('myForm',FORM_QUERY_STATUS); 

message (x); 

End; 

 

Oracle Diagnostic LoggingとFormsのMESSAGE組込み 

Oracle Diagnostic Logging（ODL）は Fusion Middleware 11g で導入されました。この診断ロギン
グによって、従来のロギング方法が大幅に改良されました。Forms 12c では、エントリを ODL にプ
ログラム的に送信できるようになりました。これは、トラブルシューティングと監査の両方に役立
ちます。新しい 4 つの MESSAGE 組込み引数のうち、1 つを含めることができます。この引数を含
めると、出力がユーザー・インタフェースではなく ODL に送信されます。使用できる引数は次の
とおりです。 

• ODL_DEBUG 

ODL で FRM-91930 が生成されます。"message_string"で入力したテキストが後に付きます。 

 

• ODL_NOTIFICATION 



13 | Oracle Forms 12c - 新機能 

 

 

 
 

ODL で FRM-91934 が生成されます。"message_string"で入力したテキストが後に付きます。 

• ODL_WARNING 

ODL で FRM-91935 が生成されます。"message_string"で入力したテキストが後に付きます。 

• ODL_ERROR 

ODL で FRM-91936 が生成されます。"message_string"で入力したテキストが後に付きます。FRM
エラー・コードを使用して、ログ内の必要なエントリを簡単に見つけることができます。次に例を
示します。 

Declare  

usr_name varchar2(20); 

Begin 

usr_name := GET_APPLICATION_PROPERTY(USERNAME); 

MESSAGE (usr_name || ' attempted to insert a record.', ODL_NOTIFICATION); 

END; 

JVMコントローラ 

JVM コントローラを使用して、Forms アプリケーションで使用される追加メモリを管理します。特
に JVM コントローラによって、Forms ランタイムによる Java コールで使用されるメモリが管理さ
れます。Forms アプリケーションにインポートされた Oracle Reports、Oracle BI Publisher、または
Java が呼び出されると、Forms ランタイムで Java が使用されます。以前のバージョンでは、JVM
コントローラはオンまたはオフでした。現在のバージョンでは、特定の条件に合わせてもっとも効
率的な構成で機能するように構成できるようになりました。 

子JVMの管理 

子 JVM は、必要に応じて起動されます。これらの追加の JVM が不要になった場合は終了するよう
に、コントローラを構成できます。 

• OFF（デフォルト） 

JVM が JVM コントローラによって自動削除されません。 

• AGGRESSIVE 

子 JVM が削除される頻度がもっとも高くなります。 
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• MODERATE 

子 JVM が削除される頻度が AGGRESSIVE より低くなります。 

• CONSERVATIVE 

子 JVM が削除される頻度が前の 2 つのオプションより低くなります。 

ロードバランシング 

ロードバランシング・オプションには、次のようなものがあります。 

• ランダム（デフォルト） 

• もっとも負荷の少ないものを優先 

• ラウンド・ロビン 

JVM コントローラの使用と構成について詳しくは、Forms のデプロイメント・ガイドを参照してく
ださい。 

 

カスタム・カラー・スキーマ 

Oracle Forms には、9 種類のランタイム・カラー・スキーマがあります。必要なカラー・スキーマ
は、（formsweb.cfg の）Web 構成パラメータとして設定します。このパラメータは“colorScheme”
で、Forms 12.2.1 でのデフォルト値は“SWAN”です。これで、カスタム・カラー・スキーマを作成で
きるようになりました。カスタム・カラー・スキーマの必要な値は、Forms の Registry.dat 構成
ファイルで設定します。この設定は、Fusion Middleware Control の Forms の“Font and Icon 
Mapping”構成領域で行うことができます。インストールに例が含まれています。例の名前は
“sample”です。この例を有効にするには、Web 構成パラメータを customColorScheme=sample と
設定するだけです。詳しくは、Forms のデプロイメント・ガイドを参照してください。 

 

  

http://docs.oracle.com/middleware/1221/formsandreports/deploy-forms/jvm.htm#FSDEP844
http://docs.oracle.com/middleware/1221/formsandreports/deploy-forms/configure.htm#FSDEP200
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新しいアプレット・パラメータ 

新しいアプレット・パラメータによって、リスクを伴うコード変更をしなくても、アプリケーショ
ンの新しい動作と外観が得られます。アプレット・パラメータとその使用方法について詳しくは、
『Oracle Forms Deployment Guide』を参照してください。 

アプレット・パラメータ 説明 

idleTimeout SYSTEM_CLIENT_IDLEイベントが発生するまでのアイドル時間を（秒単位で）指定します。 

ssoLogout Forms が問題なくログアウトされた場合に、セッションを SSO ログアウトするかどうかを指定しま

す。アプリケーションが正常に終了しないと、SSO ログアウトができない場合があります。デフォルト

は FALSE です。 

ssoLogoutRedirect ssoLogout と組み合わせて使用して、ssoLogout が問題なく実行された後にブラウザのリダイレクショ

ンに使用する URL を設定します。 

logoutTargetURLParamname Oracle Access Manager（OAM）の、デフォルト以外の代替ログアウト URL を指定します。 

java_version クライアント環境で使用する Java バージョンを指定します。デフォルト値は 1.7+です。 

customColorScheme 使用する Registry.dat で作成する、カスタム colorScheme の名前を指定します。この設定は

colorScheme パラメータより優先されます。 

Webstart Java Web Start を有効にするかどうかを指定します。webstart=enabled を有効に設定します。Web 構成

（formsweb.cfg）の例を参照してください。 

webstart_codebase アプリケーション・コードベースに URL を指定します。この操作は、Java Web Start を使用していて、

Forms の管理対象サーバー（WLS）がプロキシ・サーバーの背後にある場合に必要となることがありま

す。 

例：webstart_codebase=http://proxy_server:port/forms/java 

alwaysOnTop Forms MDI ウィンドウ（separateFrame=true、Java Web Start、Standalone Launcher）を、開いている

すべてのウィンドウより上に表示するかどうかを指定します。これは、バージョン 12.2.1.0 の Java 
Web Start ではサポートされていません。デフォルトは FALSE です。 

centerOnStartup Forms MDI ウィンドウ（separateFrame=true、Java Web Start、Standalone Launcher）を、画面の中央

で起動するかどうかを指定します。これは、バージョン 12.2.1.0 の Java Web Start ではサポートされて

いません。デフォルトは FALSE です。 

isResizable Forms MDI ウィンドウ（separateFrame=true、Java Web Start、Standalone Launcher）を、エンドユー

ザーがサイズ変更できるかどうかを指定します。デフォルトは TRUE です。 

dynamicLayout 親ウィンドウのサイズ変更中に、Forms アプレットからサーバーに対して通知するかどうかを指定しま

す。有効にすると、サイズ変更中にネットワーク・トラフィックが増加します。 

hideActivityBar Forms アクティビティ・バー（またはプログレス・バー）を非表示にするかどうかを指定します。デ

フォルトは FALSEです。 

WebUtilVersion クライアント側のコンソールに、WebUtil のバージョンを表示するかどうかを指定します。デフォルト

は FALSE です。 

hideAppletVersion クライアント側のコンソールに、Forms アプレットのバージョンを表示するかどうかを指定します。デ

フォルトは FALSEです。 

hideClientExceptions Java コンソールとエラー・メッセージ・ダイアログの両方で、エンドユーザーに対する Java 例外の表

示を禁止するかどうかを指定します。デフォルトは FALSE です。 

Fsalcheck Forms スタンドアロン・アプリ・ランチャのチェックサム比較を実行するかどうかを指定します。有効

にすると、サーバーで比較の実行がトリガーされます。クライアント・マシン上の FSAL チェックサム

は、サーバー上でアーカイブされる FSAL のチェックサムと比較されます。 
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新しい環境変数 

Oracle Forms の環境変数は、Forms ランタイムの制御とカスタマイズに使用されます。設定は環境
構成で行います（default.env またはカスタム env ファイル（使用している場合））。アプレット・
パラメータとその使用方法について詳しくは、『Oracle Forms Deployment Guide』を参照してく
ださい。 

環境変数 説明 

FORMS_SELECT_ON_CLICK マウスを使ってフィールドに入力する場合に、フィールド内のテキストを選択するかどうかを指定します。 

FORMS_LOGON_HINT デフォルトのログオン・ダイアログ・ボックスに表示されるテキストを指定します。最大 255 文字まで

入力できます。 

FORMS_CHANGE_PASSWORD_
HINT 

デフォルトのログオン・ダイアログ・ボックスに表示されるテキストを指定します。最大 255 文字まで

入力できます。 

FORMS_HTTP_PROXY_HOST HTTP対応のプロキシ・ホストを指定します。Oracle BI Publisher を呼び出したり、フォームでサーバー

側の Java（インポートした Java）を使用して HTTP/HTTPS 接続を行ったりする場合は、プロキシ設定

が必要な場合があります。JVMコントローラを使用している場合は、Java のドキュメント

（https://docs.oracle.com/javase/8/docs/api/java/net/doc-files/net- properties.html）を参照してください。 

FORMS_HTTP_PROXY_PORT HTTP対応のプロキシ・ポート番号を指定します。 

FORMS_HTTPS_PROXY_HOST HTTPS対応のプロキシ・ホストを指定します。Oracle BI Publisher を呼び出したり、フォームでサー

バー側の Java（インポートした Java）を使用して HTTP/HTTPS リクエストによるコールを行ったりす

る場合は、プロキシ設定が必要な場合があります。JVM コントローラを使用する場合は、Java のドキュ

メント（https://docs.oracle.com/javase/8/docs/api/java/net/doc- files/net-properties.html）で、プロキシ

設定の使用方法を参照してください。 

FORMS_HTTPS_PROXY_PORT HTTPS対応のプロキシ・ポートを指定します。 

FORMS_PROXY_BYPASS プロキシを使ったアクセスを禁止するホストのリストを指定します。リスト内のホストは'|'の文字で区

切ります。また、個々のホストにワイルドカード文字'*'を含めることができます。 

FORMS_HIDE_LOGIN_RESET SSO が有効で、データベース・ログオンが失敗した場合に、ログオン・ダイアログを表示するかどうか

を指定します。 

FORMS_LOGIN_DIALOG_BLANK データベース・ログオンが失敗した後に表示されるログオン・ダイアログに、ユーザー名とデータベー

ス名を含めるかどうかを指定します。 

FORMS_DB_IDLE_TIME Forms の DB アイドル時間システム・イベントが発生するまでの時間を、秒単位で指定します。 
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Oracle Platform Security Services（OPSS）の統合 

12.2.1 より前のバージョンの Forms の場合、シングル・サインオン（SSO）と統合するには、認証
サーバーで使用される LDAP サーバーが Oracle Internet Directory（OID）であることが必要でした。
以前は OID に保存されていたリモート・アクセス記述子（RAD）のデータが、Oracle Platform 
Security Services（OPSS）リポジトリに保存できるようになりました。この結果、Forms が LDAP
サーバーに直接依存することはなくなりました。ユーザーは、Oracle Access Manager（OAM）と
互換性のあるすべての LDAP サーバーを選択できます。この機能は、Oracle Reports ではサポート
されていません。 

  
図6：FormsのSSOとOPSSの統合フロー 

リモート・アクセス記述子の管理 

リモート・アクセス記述子（RAD）のデータには、SSO との統合時に Forms アプリケーションが
データベースに接続するために必要なデータベース接続情報が含まれます。これらのレコードが、
Fusion Middleware Control（FMC）で直接管理できるようになりました。この管理は FMC で行う
ことができます。OID を使用するレガシー・オプションを使用するように構成されているかどうか
や、OPSS を使用するかどうかは関係ありません。また、管理者が OID から OPSS に簡単にデータ
を移行できる、ユーティリティ・ページも含まれます。 

  
図7：FMCでのOPSSのRAD管理 
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Formsの設計時の機能 

Builderのプリファレンス 

Generalタブ 

• Hide PL/SQL Compile Dialog 

オンにすると、エラーが検出されない場合は、PL/SQL のコンパイル結果ウィンドウが自
動的に閉じられます。オフにすると、ユーザーが「OK」をクリックするまでは、コンパイ
ルの進捗ダイアログが開いたままになります。 

• Web Browser 

このプリファレンスは、以前は Runtime タブにありましたが、General タブに移動しまし
た。ドロップダウン・リストに、ブラウザの場所がいくつか表示されます。Builder ではこ
こからフォームを起動したり、他の Web コンテンツを表示したりすることができます。
複数のブラウザの場所が保存されていることで、開発者がテスト時にさまざまなブラウザ
を簡単に切り替えることができます。 

• Compiler Output 

生成されるモジュール（fmx、mmx、plx）の保存先のディレクトリのフルパスを入力しま
す。このフィールドで設定されるディレクトリに対して、ユーザーが読取り/書込み権限を
持つ必要があります。この機能によって、ソース・コードと生成されるモジュールを簡単
に区別できます。 

• Auto Backup Time（バージョン 12.2.1.1 の新機能） 

最近の変更のバックアップが作成されるまでの Form Builder の待機時間を示す数値を、分
単位で入力します。分の値は（2.5 などの）小数で入力することもできますが、1 以上であ
る必要があります。これらのバックアップは、クラッシュ・リカバリ専用です。Builder が
突然終了するなどの予想外のイベントが発生した場合は、次回の起動時に、ユーザーが前
に開いていたモジュールを再度開こうとすると、バックアップまたは以前に保存したバー
ジョンのファイルを使用するように求められます。バックアップが作成されるのは、現在
のモジュールで、Builder がアクティブ・ウィンドウである場合だけです。自動バックアッ
プを無効にするには、値を 0 に設定するか、フィールドを空白のままにします。 

 

Runtimeタブ 

• Show URL Parameters 

オンにすると、Builder の RunForm ボタンを使用した場合に、ブラウザに完全な URL が表
示されます。この URL には、構成オプションとユーザー名/パスワードの詳細が含まれま
す。これは、テストやトラブルシューティングを行う場合に非常に便利です。このボック
スをオンにすると、URL にユーザー名/パスワードの詳細が表示されるため、この機能を使
用する場合は注意が必要です。オフにすると、通常は URL に表示される詳細がすべて表示
されません。 
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 Module Converter 

以前のバージョンには XML 変換ユーティリティが含まれており、Forms のバイナリ・メニューと
フォーム・モジュールを XML 形式に変換してバイナリに戻すことができました。このユーティリ
ティは、コマンドラインのみのツールとして提供されていました。本リリースでは、Builder 内から
ユーティリティに直接アクセスできます。XML 変換ユーティリティは、以前のバイナリからテキス
トへのコンバータに統合されています。ダイアログには、選択および XML との間の変換に必要な
フィールドのほかに、変換時に既存ファイルを上書きするかどうかと、変換が正常に完了した後に
ダイアログを開いたままにするかどうかを決定するためのチェック・ボックスが含まれます。この
チェック・ボックスを使用するには、Builder メニューから「File」→「Convert…」を選択します。 

  
図8：モジュール・コンバータのダイアログ 

製品ドキュメントとコミュニティ 

Builder の ヘ ル プ ・ メ ニ ュ ー に は 、 Builder の ヘ ル プ 、 ド キ ュ メ ン ト ・ ラ イ ブ ラ リ 、 Oracle 
Technology Network（OTN）の Oracle Forms フォーラム、および OTN の Oracle Forms 製品ペー
ジへのリンクが含まれています。これらのリンクを参照するには、Builder メニューから「Help」
を選択します。 

Java Developer API（JDAPI） 

開発者は Forms の Java Developer API を使用して、多くの Forms モジュールを操作できる Java ア
プリケーションを作成できます。これは、多くのモジュールで同じ変更が必要な場合に非常に便利
です。以前のバージョンの JDAPI では、JDAPI を使って PLX ファイルを生成することはできません
でした。つまり、JDAPI を使用する開発者は、変更を行ってから、新しい PLX ファイルを別途生成
する必要がありました。このバージョンでは、PLX ファイルをプログラム的に生成できるようにな
りました。また、新しい FMX ファイルや MMX ファイルを生成する前に、“compile_all”オプション
を実行できるようになりました。compile_all オプションは、PLL/PLX ファイルには適用されません。 

OLEを使用しないWebUtil 

WebUtil は、ネイティブで使用できないクライアント側の機能を提供する Forms のオプションのア
ドオンです。以前は、このアドオンを使用するにはサード・パーティ・ライブラリ（JACOB など）
を追加する必要がありました。これらのサード・パーティ・ライブラリは、信頼できるデジタル証
明書による署名が必要でした。JACOB には、Oracle Forms と OLE 機能の間のやり取りで必要な統
合コンポーネント（通常は Microsoft Office 製品との相互作用向け）が含まれます。一部のユー
ザーにとっては、WebUtil の一部の機能が必要な場合もありますが、OLE 機能がそのユーザーのア
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プリケーションで必要であったり使用されたりすることはありません。WebUtil は、更新されたオ
ブジェクト・ライブラリで提供されるようになりました。このライブラリには、OLE コンポーネン
トを含まない代替オブジェクト・グループが含まれます。このため OLE を使用する予定のない開発
者は、サード・パーティ・ライブラリを使用せずに、より軽量な WebUtil を選択できます。 

  

結論 

Oracle Forms 12c（12.2.1）には、多くの新機能と拡張機能が含まれます。これらの新機能は非常に
複雑なものから非常にシンプルなものまで、多種多様です。これらの新機能を新規または既存のア
プリケーションに導入すると、より洗練されたアプリケーションとなります。より重要な点は、新
しい機能と拡張機能を活用することで、エンドユーザーとアプリケーションの間のやり取りがより
効率的になることです。Oracle Forms 12c とその機能について詳しくは、Oracle Forms 12c のド
キュメント・ライブラリを参照してください。 
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