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はじめに 

ページ・テンプレートでは、ポータル・ページでの共通領域の構造が提供されます。ページ・テン
プレートによって、個々のページやページ・グループをユーザーの画面にどのように表示するかが
定義されるため、ポータル・ページの構造とレイアウトに一貫性を持たせることができます。ペー
ジ・テンプレートを変更すると、そのテンプレートを参照するすべてのページでその変更が自動的
に継承されます。 

 

Bootstrap は現在、応答性の高い最新のモバイルファーストの Web ページおよびサイトの開発に
もっともよく使用されている HTML5 フレームワーク、CSS3 フレームワーク、および JavaScript フ
レームワークの 1 つとなっています。Bootstrap テーマを使用すると、Web サイトの最初のスタイル
設定とスキン作成にかかる開発期間を節約できるため、ポータル・ページに応答性の高いページ・
テンプレートを短期間で作成できます。数千もの利用可能な Bootstrap テーマから選択し、ポータル
固有のニーズに合わせてページ・テンプレートをカスタマイズできます。 

 

WebCenter Portal には、モザイクとユニコーンの 2 つの組込みの Bootstrap テーマ・ページ・テンプ
レートが含まれています。これらの組込みのページ・テンプレートを開始点として使用して
WebCenter Portal ページ・テンプレートを作成できます。または、任意の Bootstrap マーケットプ
レース・サイトで Bootstrap テーマを購入し、そのテーマを使用してカスタムの WebCenter Portal
ページ・テンプレートを作成することもできます。 

 

このホワイト・ペーパーでは、Bootstrap テーマを使用するページ・テンプレートの作成方法を説明
します。このプロセスで実行するおもな手順は、次のとおりです。 

 

1. Bootstrap テーマをダウンロードする 
2. Web アプリケーションを作成およびデプロイして Bootstrap テーマのリソースをホス

トする 
3. 新しいポータル・ページ・テンプレートを作成する 
4. Bootstrap テーマのコンポーネントと機能をページ・テンプレートに追加する 
5. ポータル固有のアイテムをページ・テンプレートに追加する 
6. ページ・テンプレートのスキンを作成する 
7. ページ・テンプレートのコンポーネントとタスク・フローのスタイルを設定する 

 

 

 



3 | Bootstrap テーマに基づいた WebCenter Portal ページ・テンプレートの作成 

 

 
 

Bootstrapテーマをダウンロードする 

Bootstrap テーマという名前をすでに知っており、新しいポータル・ページ・テンプレートに使用したい
という方もいれば、どのようなものなのか確認したいという方もいるでしょう。 

Bootstrap テーマを検索してダウンロードするには、次の手順を実行します。 

1. 商用の Bootstrap テーマ・プロバイダーから、ポータル・ページ・テンプレートに使用するテー
マを購入してダウンロードします。 

2.  ローカル・コンピュータのフォルダに、ダウンロードした Bootstrap テーマを解凍します。ディ
レクトリには HTML ページと CSS/JavaScript ファイルが配置されます。ディレクトリ構造は、
次のようになります。 

 

/HTML 

/assets 

/css 

/img 

/plugins 

/js 

/php 

/ajax 

 

Webアプリケーションを作成およびデプロイしてBootstrapテーマの 
リソースをホストする 
JavaScript、イメージ、CSS など、Bootstrap テーマの Web リソースのサイズは 40MB 程度になる可能性
があります。ページ・テンプレートのアーカイブのサイズを小さく保つとともに、Bootstrap リソースが
すばやく機能するように、これらのリソースを CDN に配置するか、Web サーバーの静的な HTML ディ
レクトリに配置できます。 

また、ページ・テンプレートの作成時に使用できる別のアプローチとして、これらのリソースを Web ア
プリケーションに配置し、このアプリケーションをアプリケーション・サーバーにデプロイするという
アプローチもあります。ADF Fusion Web アプリケーション・テンプレートを使用してアプリケーショ
ンを作成できます。Bootstrap テーマのリソースはダウンロードした zip ファイルの/HTML/assets ディ
レ ク ト リ に 配 置 さ れ る た め 、 こ の デ ィ レ ク ト リ を 、 新 し く 作 成 し た ア プ リ ケ ー シ ョ ン の
ViewController プロジェクトの public_html ディレクトリにそのままコピーできます。アプリケー
ションをアプリケーション・サーバーにデプロイしたら、次の URL 形式を使用して Bootstrap テーマの
アセットを参照できます。 

http://<host>:<port>/<context root>/HTML/assets/ 
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ここで、<host>:<port>は Web アプリケーションがデプロイされているホストとポートで、
<context root>は Web アプリケーションに指定されているコンテキスト・ルートです。このホワイ
ト・ペーパーに示されているサンプル・コードでは、アプリケーションのコンテキスト・ルートは
/bootstrap に設定されています。 

新しいポータル・ページ・テンプレートを作成する 

ページ・テンプレートを WebCenter Portal で作成できますが、編集機能が限られます。JDeveloper を使
用してポータルのページ・テンプレートを作成することを推奨します。作成が完了したら、ページ・テ
ンプレートを WebCenter Portal（ポータル・サーバー）に直接公開して、すぐに使用したりテストした
りできます。または、ページ・テンプレートをファイルにエクスポートし、後でそのページ・テンプ
レートを WebCenter Portal にアップロードすることもできます。 

JDeveloper で新しいページ・テンプレートを作成するには、『Oracle JDeveloper による WebCenter 
Portal アセットとカスタム・コンポーネントの開発』の「ページ・テンプレートの作成」を参照してく
ださい。 

Bootstrapテーマのコンポーネントと機能をページ・テンプレートに 
追加する 
ダウンロードした Bootstrap テーマから、必要なコンポーネントと機能を組み込むには、次の手順を実
行します。 

1. JDeveloper で、作成したページ・テンプレートを編集します。 

『Oracle JDeveloper による WebCenter Portal アセットとカスタム・コンポーネントの開発』の
「ページ・テンプレートの編集」を参照してください。 

2. ページ・テンプレート・ファイルの先頭の component セクションに、content ファセットを
追加します（このファセットがまだ存在しない場合）。たとえば、次のようにします。 

 

 

 

 

3. ページ・テンプレート・ファイルのメイン・コンテンツ領域に、ページ・テンプレートの基本
構造のコーディングを追加します（この項の例については、組込みのモザイク・ページ・テン
プレートまたはユニコーン・ページ・テンプレートを参照してください）。たとえば、次のよ
うにします。 

 

 

 

 

 

  

<component xmlns="http://xmlns.oracle.com/adf/faces/rich/component"> 
<display-name>Template Display Name</display-name> 

<facet> 
<facet-name>content</facet-name> 

</facet> 
... 
</component> 

<af:pageTemplateDef var="attrs"> 
<af:xmlContent> 
<component xmlns="http://xmlns.oracle.com/adf/faces/rich/component"> 
<display-name>template</display-name> 
<facet> 
<description>The content of the page goes here</description> 
<display-name>Page Content</display-name> 
<facet-name>content</facet-name> 

http://docs.oracle.com/cd/E72987_01/wcp/develop/GUID-58D55604-83C7-4660-8FE6-D385767D5B95.htm#GUID-BF0BF84B-4FF1-410E-A5CF-6BB88524DDBD
https://docs.oracle.com/middleware/1221/wcp/develop/GUID-58D55604-83C7-4660-8FE6-D385767D5B95.htm#JPSDG13597
http://xmlns.oracle.com/adf/faces/rich/component
http://xmlns.oracle.com/adf/faces/rich/component
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注：font-awesome 4.1.0、Bootstrap 3.2.0、および jQuery 1.11.1 の CSS ファイルと JavaScript
ファイルは WebCenter Portal にすでに含まれているため、コピーやダウンロードを行う必要は
ありません。 

</facet> 
</component> 

</af:xmlContent> 
<af:panelGroupLayout id="mainpglwrapper" layout="default" 

styleClass="WCNonEditableArea"> 
<meta content="width=device-width, initial-scale=1" name="viewport"/> 

<!-- Begin Bootstrap CSS section --> 
... 

<!-- End Bootstrap CSS section --> 
<!-- Begin required hidden portal template components--> 
... 

<!-- End required hidden portal template components --> 
<!-- Begin required visible portal template components --> 
... 

<!-- End required visible portal template components --> 
<div class="WCSiteTemplateRoot" id="wrapper"> 

<!-- Begin template content section --> 
<div class="wrapper"> 

<!-- Begin header section --> 
<div class="header"> 
<div class="container"> 
<!-- Begin Logo --> 
... 
<!-- End Logo --> 
<!-- Begin Topbar --> 
... 
<!-- End Topbar --> 
<!-- Begin Toggle for better mobile display --> 
... 
<!-- End Toggle --> 

</div> 
<!-- Begin Navigation Section --> 
... 
<!-- End Navigation Section--> 

</div> 
<!-- End header section --> 
<!-- Begin Page Content Section --> 
... 
<!-- End PAGE Content Section --> 

</div> 
<!-- End Template Content Section --> 
<!-- Begin footer section --> 
... 
<!-- End footer section --> 

</div> 
<!-- Begin Bootstrap JavaScript section --> 
... 
<!-- End Boostrap JavaScript section --> 
... 

</af:pageTemplateDef> 
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4. ページ・テンプレート・ファイルの CSS セクションに、Bootstrap テーマの CSS 参照を追加しま
す。たとえば、次のようにします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. ページ・テンプレート・ファイルの JavaScript セクションに、Bootstrap テーマの JavaScript 参
照を追加します。たとえば、次のようにします。 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<!-- Begin Bootstrap CSS section --> 
<!-- Web Fonts --> 
<link rel='stylesheet' type='text/css' 

 
href='//fonts.googleapis.com/css?family=Open+Sans:400,300,600&amp;subset=cyrillic,latin'/> 

<!-- CSS Global Compulsory --> 
<link rel="stylesheet" 

href="/bootstrap/unify/HTML/assets/plugins/bootstrap/css/bootstrap.min.css"/> 
<link rel="stylesheet" href="/bootstrap/unify/HTML/assets/css/style.css"/> 
<!-- CSS Header and Footer --> 
<link rel="stylesheet" href="/bootstrap/unify/HTML/assets/css/headers/header- 

default.css"/> 
<link rel="stylesheet" href="/bootstrap/unify/HTML/assets/css/footers/footer-v1.css"/> 
<!-- CSS Implementing Plugins --> 
<link rel="stylesheet" href="/bootstrap/unify/HTML/assets/plugins/animate.css"/> 
<link rel="stylesheet" href="/bootstrap/unify/HTML/assets/plugins/line-icons/line- 

icons.css"/> 
<link rel="stylesheet" href="/bootstrap/unify/HTML/assets/plugins/font-

awesome/css/font- awesome.min.css"/> 
<link rel="stylesheet" href="/bootstrap/unify/HTML/assets/plugins/parallax- 

slider/css/parallax-slider.css"/> 
<link rel="stylesheet" href="/bootstrap/unify/HTML/assets/plugins/owl-carousel/owl- 

carousel/owl.carousel.css"/> 
<!-- CSS Customization --> 
<link rel="stylesheet" href="/bootstrap/unify/HTML/assets/css/custom.css"/> 

<!-- End Bootstrap CSS section --> 

<!-- Begin Bootstrap JavaScript section --> 
<!-- JS Global Compulsory --> 
<script type="text/javascript" 

src="/bootstrap/unify/HTML/assets/plugins/jquery/jquery.min.js"></script> 
<script type="text/javascript" 

src="/bootstrap/unify/HTML/assets/plugins/jquery/jquery-migrate.min.js"></script> 
<script type="text/javascript" 

src="/bootstrap/unify/HTML/assets/plugins/bootstrap/js/bootstrap.min.js"></script> 
<!-- JS Implementing Plugins --> 
<script type="text/javascript" src="/bootstrap/unify/HTML/assets/plugins/back-

to-top.js"></script> 
<script type="text/javascript" 
src="/bootstrap/unify/HTML/assets/plugins/smoothScroll.js"></script> 
<script type="text/javascript" 

src="/bootstrap/unify/HTML/assets/plugins/parallax- slider/js/modernizr.js"></script> 
<script type="text/javascript" 

src="/bootstrap/unify/HTML/assets/plugins/parallax- 
slider/js/jquery.cslider.js"></script> 

<script type="text/javascript" src="/bootstrap/unify/HTML/assets/plugins/owl-
carousel/owl-carousel/owl.carousel.js"></script> 

!-- JS Customization --> 
<script type="text/javascript" 

src="/bootstrap/unify/HTML/assets/js/custom.js"></script> 
<!-- JS Page Level --> 
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6. ダウンロードした Bootstrap テーマ HTML ファイルから、必要なページ要素の HTML コード・
スニペットをコピーして、新しいページ・テンプレート・ファイル（jspx または jsf）に貼り
付けます。ページ要素にロゴ、タイトル、説明、ナビゲーション、またはフッターを含めるこ
とができます。「例 1：静的な Bootstrap テーマ HTML を WebCenter Portal ページ・テンプレー
トに追加する」を参照してください。 

7. WebCenter Portal でテンプレートをテストし、ダウンロードした Bootstrap テーマのスタイルを
確認します。「WebCenter Portal でページ・テンプレートをテストする」を参照してください。 

ポータル固有のアイテムをページ・テンプレートに追加する 

ダウンロードした Bootstrap テーマ・ファイルから、必要なページ要素の HTML コード・スニペットを
新しいページ・テンプレートにコピーしたら、ADF Faces コンポーネントで構築した WebCenter Portal
固有のコンテンツを使用するように、これらのページ・テンプレートを編集できます。Bootstrap テーマ
のページ要素を ADF Faces コンポーネントに置き換えると、ページ・テンプレートで次の要素について、
ポータルから取得した動的なコンテンツを公開できます。 

» ポータルのアイコン、名前、または説明 

» ポータルのリンク 

» ポータルの検索または言語 

» ポータルのナビゲーション 

注：この項に示されているコード・スニペットの完全なソースについては、組込みのモザイク・ペー
ジ・テンプレートおよびユニコーン・ページ・テンプレートを参照してください。 

<script type="text/javascript" 
src="/bootstrap/unify/HTML/assets/js/app.js"></script> 

<script type="text/javascript" src="/bootstrap/unify/HTML/assets/js/plugins/owl-
carousel.js"></script> 

<script type="text/javascript" 
src="/bootstrap/unify/HTML/assets/js/plugins/parallax-slider.js"></script> 

<script type="text/javascript"> 
jQuery(document).ready(function () 
{ 
App.init();  
OwlCarousel.initOwlCarousel();  
ParallaxSlider.initParallaxSlider(); 

}); 
</script> 
<!-- End Bootstrap JavaScript section --> 
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ポータルのアイコンおよび名前 

ポータル設定で指定したポータルのアイコンおよび名前をページ・テンプレートに追加する（すべてを
ポータル・ホームページにリンクさせる）には、次の手順を実行します。 

1. 次の af:switcher プレースホルダのコード・スニペットをページ・テンプレート・ファイル
（jspx または jsf）にコピーします。 

 

 

 

2. 11 ページの「例 2」を参照し、選択した Bootstrap テーマのスキンを使用するようにこのプレー
スホルダ・コードを変更します。 

ポータルのリンク 

管理、お気に入り、ポータル、プロファイル、プリファレンス、ログイン、ログアウト、自動登録、ヘ
ルプなどのリンクをページ・テンプレートに追加するには、次の手順を実行します。 

1. 次の wcdc ユーティリティ・タグ・プレースホルダのコード・スニペットをページ・テンプレー
ト・ファイル（jspx または jsf）にコピーします。次に、ログイン・リンクの例を示します。 

 

 

2. 12 ページの「例 3」を参照し、選択した Bootstrap テーマのスキンを使用するようにこのプレー
スホルダ・コードを変更します。 

ポータルの検索または言語 

検索タスク・フローまたは言語タスク・フローをページ・テンプレートに追加するには、次の手順を実行します。 

1. 次の af:region コード・スニペットをページ・テンプレート・ファイル（jspx または jsf）
にコピーします。 

 
 

 

2. 検索タスク・フロー定義および言語タスク・フロー定義をページ・テンプレート pagedef xml

ファイルに追加します。 
 
 

 

 

 

3.  11 ページの「例 2」および 12 ページの「例 3」で説明しているのと同じ方法を使用して、選択
した Bootstrap テーマのスキンを使用するようにこのプレースホルダ・コードを変更します。 

<af:switcher facetName="#{WCAppContext.currentScope.default ? 'defaultLogo' : 
'spaceLogo'}"> 

... 
</af:switcher> 

<wcdc:spacesAction id="wcLoginLink" 
shortDesc="#{uib_o_w_w_r_WebCenter.GLOBAL_LINK_LOGIN}" 
text="#{uib_o_w_w_r_WebCenter.GLOBAL_LINK_LOGIN}" type="login"/> 

<af:region id="searchbox" value="#{bindings.localToolbarSearch.regionModel}"/> 
... 
<af:region id="lang" value="#{bindings.languageSelectorRegion.regionModel}" 
styleClass="text"/> 

<taskFlow activation="deferred" id="localToolbarSearch" 
… 
</taskFlow> 
<taskFlow Refresh="ifNeeded" activation="conditional" 
active="#{!security.authenticated}" id="languageSelectorRegion" 

… 
</taskFlow> 
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ポータルのナビゲーション 

ポータルのナビゲーションをページ・テンプレートに追加するには、次の手順を実行します。 

1.次の af:iterator コード・スニペットをページ・テンプレート・ファイル（jspx または jsf）
にコピーします。 

 
 

 

2. 必要に応じて、11 ページの「例 2」および 12 ページの「例 3」で説明しているのと同じ方法を
使用して、選択した Bootstrap テーマのスキンを使用するようにこのプレースホルダ・コードを
変更します。 

ページ・テンプレートに新しいスキンを作成する 

Bootstrap テーマの CSS セレクタは非常に一般的であるため、ADF Faces コンポーネントのスタイル設定
に望ましくない影響が生じる可能性があります。Bootstrap の CSS スタイルを変更する代わりに、カスタ
ム・スキンを作成し、一部の ADF Faces コンポーネントの既存のスタイル設定をリストアしたり、
Bootstrap テーマのスタイルに合わせて既存の UI コンポーネントのスタイル設定を変更したりできます。 

 

スキンの作成および編集には CSS の知識が必要であり、スキンをページ・テンプレートで使用する方法
を把握している必要があります。JDeveloper を使用してポータル・ページ・テンプレートのスキンを作
成することを推奨します。作成が完了したら、スキンを WebCenter Portal（ポータル・サーバー）また
は特定のポータルに直接公開して、すぐに使用したりテストしたりできます。または、スキンをファイ
ルにエクスポートし、後でそのスキンを WebCenter Portal にアップロードすることもできます。 

Bootstrap テーマのページ・テンプレート・スキンの場合、新しいページ・テンプレートの開始点として、
WebCenter Portal Alta 組込みスキン（共有アセット内）を拡張するか、またはすべての WebCenter Portal 
Alta スキン・セレクタをコピーします。これにより、ポータル・コンポーネントに対して、デフォルト・
ポータル Alta の外観が設定されます。また、ポータル・ビルダーが適切に動作するためには、カスタム・
スキンが WebCenter Portal Alta スキンに基づいていることが重要です。 

JDeveloper で新しいスキンを作成するには、『Oracle JDeveloper による WebCenter Portal アセットと
カスタム・コンポーネントの開発』の「スキンの作成」を参照してください。 

スキンをコピーする方法について、詳しくは、『Oracle Fusion Middleware Oracle WebCenter Portal で
のポータルの構築』の「アセットのコピー」を参照してください。 

<af:iterator id="i1" var="side_menu_item" 
value="#{navigationContext.defaultNavigationModel.listModel ['startNode=/, 
includeStartNode=false']}"> 

</af:iterator> 

http://docs.oracle.com/cd/E72987_01/wcp/develop/GUID-3829FFBA-8AF0-4CFD-902F-EFF070D807F7.htm#GUID-80358E84-6BF9-4033-97D5-8CD0D50C1D45
http://docs.oracle.com/cd/E80149_01/wcp/build/GUID-0FC3413E-A470-421D-B38F-6A0390E3DDC0.htm#GUID-E17B5E6D-35E6-4B78-9E0C-F790FACAEE43
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ページ・テンプレートのコンポーネントとタスク・フローのスタイルを 
設定する 
ページ・テンプレートのコンポーネントとタスク・フローのスタイルを設定するには、次の手順を実行
します。 

1. JDeveloper で、作成したスキンを編集します。 

『Oracle JDeveloper による WebCenter Portal アセットとカスタム・コンポーネントの開発』の
「スキンの編集」を参照してください 

2. 必要に応じて、スキンにセレクタを追加して、管理リンク、ポータル名、アイコンなどの ADF 
Faces コンポーネントやページ・コンテンツのユーザー・インタフェース要素のスタイルを設定
します。 

3.（オプション）ページ・テンプレートに追加した CSS スタイルを、新しいスキンにコピーします。
コピーしたら、これらの CSS スタイルをページ・テンプレートから削除し、実行時にポータル・
スキン・エディタでさらに簡単に編集できます。 

4. 管理リンクなど、スタイルを直接設定するのが難しいポータル・ユーザー・インタフェース要素
の場合は、jQuery を使用して要素を一意の ID で特定し、要素にスタイル・クラスを適用してスタ
イル設定を調整します。たとえば、次のコードは、jQuery を使用してポータル・ユーザー・イン
タフェース要素のスタイルを設定しているユニコーン・ページ・テンプレートを示しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

<script type="text/javascript"> 
//Script block 

if (window.addEventListener) { 
/* Modern browsers */  
window.addEventListener("load", onLoad, false) 
} 

else if (window.attachEvent) { 
/* IE */  
window.detachEvent("onload", onLoad)  
window.attachEvent("onload", onLoad) 
} 

else { 
window.onload = onLoad 
} 

 
function onLoad() { 

//Work around for styling ADF elements and overriding the ADF default styles. 
$('body').addClass('#{attrs.themeType}'); 

http://docs.oracle.com/cd/E72987_01/wcp/develop/GUID-3829FFBA-8AF0-4CFD-902F-EFF070D807F7.htm#GUID-B7B88B3D-8DC2-4125-BCB5-316113292A49
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jQuery を使用した他のスタイル設定例については、「例 3：jQuery、ADF スキン、font- awesome
アイコン、Bootstrap テーマの CSS を使用してポータル・ログイン・リンクのスタイルを設定する」
（12 ページ）を参照してください。 

注：デフォルトでは、ポータル・スキンは圧縮されます。ADF Faces コンポーネントに styleClass が
適用されている場合、styleClass は圧縮される可能性があります。HTML コンポーネントに同じ
styleClass が適用されている場合、styleClass は圧縮されません。そのため、この styleClass

に関連するスキン・セレクタが別の親 styleClass に依存する場合は、親の styleClass と子の
styleClass の両方を ADF Faces コンポーネントに適用するか、または両方を ADF Faces 以外のコン
ポーネントに適用することを推奨します。こうすると、ダウンロードした CSS ファイルへのリンク参照
を使用する場合、これらのスタイルは圧縮されません。 

例 

以下の組込みのモザイク・ページ・テンプレートの例は、Bootstrap、font-awesome、および jQuery の
各ライブラリを使用して、ページ・テンプレートの ADF Faces コンポーネントとタスク・フローにスタ
イルを設定する方法を示しています。この方法を使用すると、選択した Bootstrap テーマに従ってスタ
イルを設定し、ページ・テンプレートのポータル設定で指定した、動的な値を公開できます。 

例1 

静的なBootstrapテーマHTMLをWebCenter Portalページ・テンプレートに追加する 

1. ダウンロードした Bootstrap テーマ HTML ファイルから、アイコン、名前、および説明の HTML
コード・スニペットを、対象のページ・テンプレート・ファイル（jspx または jsf）にコピー
します。 

たとえば、組込みのモザイク・ページ・テンプレートのこれらのページ要素は、次のようになります。 

 

//Use Jquery to style portal admin link components such as portals, favorites, 
administration to use font-awesome icon and bootstrap css styles 

$('#portals .ptext span').html('&lt;i class="icon fa fa-users">&lt;/i> 
&lt;span class="text hidden-xs1 hidden sm1"> 
#{uib_o_w_s_r_Spaces.LABEL_COMMUNITIES}&lt;/span>') 

$('#favb .ftext span').html('&lt;i class="icon fa fa-heart">&lt;/i> 
&lt;span class="text hidden-xs1 hidden-sm1"> 
#{uib_o_w_w_r_WebCenter.LABEL_FAVORITES}&lt;/span>') 

$('#wcadmin .adtext span').html('&lt;i class="icon fa fa-gears">&lt;/i> 
&lt;span class="text hidden-xs1 hidden-sm1"> 
#{uib_o_w_w_r_WebCenter.GLOBAL_LINK_ADMINISTRATION}&lt;/span>'); 

 
... 
 } 

 
// Javascript force onLoad if it is not loaded, this is needed in case of 

PPR reloading --> 
if (!$('body').hasClass('#{attrs.themeType}')) 

{ 
onLoad(); 

} 
</script> 
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2. ページ・テンプレートをテストして（14 ページの「WebCenter Portal でページ・テンプレートを
テストする」を参照）、次のスクリーンショット例に示すように HTML コード・スニペットがレ
ンダリングされることを確認します。 

 

ブラウザ画面のサイズが小さい場合は、Bootstrap テーマの hidden-sm スタイルのために、説明
が非表示になります。 

 

この例では、WebCenter Portal ページ・テンプレートで Bootstrap テーマのスタイル設定を公開する方
法を示しています。ただし、ページ要素は静的であり、Bootstrap テーマに固有です。次の例では、
Bootstrap テーマのスタイル設定を WebCenter Portal ページ・テンプレートの ADF Faces コンポーネン
トに適用する方法を示しています。つまり、ページ・テンプレートのデフォルトのスタイル設定ではな
く、Bootstrap テーマのスタイル設定を使用して、ページ・テンプレートで動的なポータル設定を公開で
きます。 

例2 

Bootstrapテーマを使用してポータルのアイコン、名前、および説明のスタイルを設定する  

1. Bootstrap テーマの HTML コード・スニペット（例 1 で使用）内のスタイル・タグを特定します。 
  

<!-- portal link with css style --> 
<a class="navbar-brand" href="index.html"> 
 
<!-- portal icon generated with font-awesome library --> 
<i class="fa fa-th-large"></i> 
 
<!-- portal name --> The Mosaic 
 
<!-- portal description with bootstrap css style --> 
<span class="hidden-sm">Business Template</span> 

</a> 



13 | Bootstrap テーマに基づいた WebCenter Portal ページ・テンプレートの作成 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ページ・テンプレート・ファイルで、次の例に示すように、Bootstrap テーマのスタイル・タグを
使用して、ポータル設定に定義されているポータルのアイコン、名前、および説明にスタイルを
設定するように、af:switcher プレースホルダ領域（「ポータル固有のアイテムをページ・テン
プレートに追加する」の「ポータルのアイコン、名前、説明」で使用、6 ページ）を変更します。 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

<!-- portal link with css style --> 
<a class="navbar-brand" href="index.html"> 
 
<!-- portal icon generated with font-awesome library --> 
<i class="fa fa-th-large"></i> 
 
<!-- portal name --> The Mosaic 
 
<!-- portal description with bootstrap css style --> 
<span class="hidden-sm">Business Template</span> 

</a> 

<!-- apply the “navbar-brand” css style class to the top parent container of the 
af:switcher area --> 
<div class="navbar-brand"> 
<af:switcher facetName="#{WCAppContext.currentScope.default ? 'defaultLogo' : 
'spaceLogo'}"> 
... 
<f:facet name="spaceLogo"> 
<af:goLink destination="#{boilerBean.globalLogoURIInSpace}" 
disabled="#{changeModeBean.inEditMode or serviceCtx.scope.spaceTemplate}" 
id="splggl2"> 

... 
<!-- portal display name --> 

<af:outputText value="#{serviceCtx.scope.spaceTemplate ? 
WCTruncator[spaceTemplateManager.template 
[WCAppContext.currentScope.name].GSMetadata.displayName]['10'] : 
!(empty spaceContext.currentSpace) ? WCTruncator[spaceContext.space 
[serviceCtx.scope.name].GSMetadata.displayName]['10'] : 
WCTruncator[WCAppContext.application.applicationConfig.title]['10']}"/> 

 

<!-- apply the “hidden-sm” style class to the portal description --> 
<af:outputText inlineStyle="padding-left:5pxp styleClass="hidden-sm" 
value="#{serviceCtx.scope.spaceTemplate ? 
WCTruncator[spaceTemplateManager.template 
[WCAppContext.currentScope.name].GSMetadata.description]['10'] : !  
(empty spaceContext.currentSpace) ? WCTruncator[spaceContext.space 
[WCAppContext.currentScope.name].GSMetadata.description]['10'] : ''}"/> 

</af:goLink> 
</f:facet> 

</af:switcher> 
</div> 
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3. ページ・テンプレートをテストして（14 ページの「WebCenter Portal でページ・テンプレートを
テストする」を参照）、Bootstrap テーマのスタイル設定がポータル・コンポーネントに適用され
ていることを確認します。 

次のスクリーンショットは、WebCenter Portal ページ・テンプレート・ファイルに適用された、
組込みのモザイク・ページ・テンプレートのスタイルを示しています。この例では、ポータル設
定で表示名を"Portal Name"と定義し、ポータルの説明を"Portal Description"と定義し、ロゴは表
示されているグラフィックで定義しています。 

 

ブラウザ画面のサイズが小さい場合は、Bootstrap テーマの hidden-sm スタイルのために、説明
が非表示になります。 

 

4. Bootstrap テーマのスタイル設定が ADF Faces コンポーネントで有効にならない場合、ADF およ
びポータルのデフォルト・スキン動作によってスタイル設定が上書きされている可能性がありま
す。この場合、スキン・ファイルの ADF スキンを使用することが必要になる可能性があります。 

たとえば、リンクにカーソルが置かれたとき、リンクにフォーカスがあるとき、またはリンクが
アクセスされたときに、ポータル名リンクを下線なしの白にするには、スキン・ファイルに次の
スタイル・コードを追加します。 

 

 

 

 

 

例3 

jQuery、ADFスキン、font-awesomeアイコン、BootstrapテーマのCSSを使用してポータル・ログイン・リンクのス

タイルを設定する 

1. ダウンロードした Bootstrap テーマ HTML ファイルから、ログイン・リンクと font-awesome ア
イコンの HTML コード・スニペットを、対象のページ・テンプレート・ファイル（jspx または jsf）
にコピーします。 

たとえば、組込みのモザイク・ページ・テンプレートのこれらの要素は、次のようになります。 

 

  

navbar-dark .navbar-brand a:hover,  
navbar-dark .navbar-brand a:focus  
navbar-dark .navbar-brand a:visited{ 

color：#fff; 
text-decoration:none; 

} 

<a href="sign-in.html" class="pull-right"><i class="fa fa-sign-in"></i> 
/  
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2. ページ・テンプレートをテストして（14 ページの「WebCenter Portal でページ・テンプレートを
テストする」を参照）、次のスクリーンショット例に示すように HTML コード・スニペットがレ
ンダリングされることを確認します。 

 

3. Bootstrap テーマの HTML コード・スニペット内のスタイル・タグを特定します。 

 

4. ページ・テンプレート・ファイルで、次の例に示すように、jQuery、ADF スキン、font-awesome
アイコン、Bootstrap テーマの CSS を使用してポータル・ログイン・リンクのスタイルを設定す
るように、wcdc プレースホルダ領域（「ポータル固有のアイテムをページ・テンプレートに追
加する」の「ポータルのリンク」で使用、6 ページ）を変更します。 

変更前 

 

 

 変更後 
 
 

 

 

 

5. （オプション）text 値と shortDesc 値を変更して、リンクにカーソルが置かれたときの目的の
リンク・ラベル（"Login"など）とヒント・テキストを指定します。 

6. Bootstrap テーマのスタイルを CSS またはスキン・ファイルに追加します。たとえば、次のよう
にします。 
 
 

 

 

7. wcdc コンポーネントや、スタイルを直接設定するのが難しい要素が含まれたタスク・フローの
場合は、jQuery を使用して要素を一意の ID で特定し、要素にスタイル・クラスを適用してスタイ
ルを調整します。 

たとえば、Login テキストの前の font-awesome アイコンおよび Bootstrap テーマのスタイルは、
wcdc コンポーネントの属性で直接渡すことはできません。ただし、jQuery を使用して wcdc コン
ポーネント内の Login 要素を特定し、実行時のページ・レンダリング中に font-awesome と
Bootstrap テーマの CSS HTML コード・スニペットを挿入できます。ヒント：ターゲットの HTML
タグを確認するには、Firebug などのブラウザ・ツールを使用します。 

ページ・テンプレート・ファイルで、次の組込みのモザイク・ページ・テンプレートの例に示す
ように、jQuery コードを使用して font-awesome アイコンおよびスタイル設定を Login リンクの

<a href="sign-in.html" class="pull-right"><i class="fa fa-sign-in"></i> 
 

<wcdc:spacesAction id="wcLoginLink" 
shortDesc="#{uib_o_w_w_r_WebCenter.GLOBAL_LINK_LOGIN}" 
text="#{uib_o_w_w_r_WebCenter.GLOBAL_LINK_LOGIN}" type="login"/> 

<!-- apply class on parent HTML element, use inlineStyle and styleClass to 
apply CSS and ADF skinning to page component --> 
<div class="pull-right WCPortalAdminLinks" id="user-nav"> 

<wcdc:spacesAction id="wcLoginLink" inlineStyle="white-space:nowrap" 
shortDesc="#{uib_o_w_w_r_WebCenter.GLOBAL_LINK_LOGIN}" 
styleClass="litext" text="#{uib_o_w_w_r_WebCenter.GLOBAL_LINK_LOGIN}" 
type="login"/> 

/di  

WCPortalAdminLinks a, .WCPortalAdminLinks a:active, 
WCPortalAdminLinks a:visited, .WCPortalAdminLinks a:hover { 

color: #FFFFFF !important;  
font-size: 12px; 

} 
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前に挿入するように、JavaScript プレースホルダ領域（「ポータル固有のアイテムをポータル固
有のアイテムをページ・テンプレートに追加する」で使用、6 ページ）を変更します。 

 

 

 

 

 

8. ページ・テンプレートをテストし（14 ページの「WebCenter Portal でページ・テンプレートをテ
ストする」を参照）、次のスクリーンショット例に示すように、font-awesome アイコン
（jQuery の HTML タグ<i class="icon fa- sign-in">で生成）を使用して Login リンクが
レンダリングされることを確認します。 

 

ブラウザ画面のサイズが小さい場合は、hidden-sm1 スタイルのために、Login テキストが非表示
になってアイコンのみ表示されます。この hidden-sm1 スタイルは、Bootstrap テーマの hidden-
sm スタイルを変更した拡張版のポータル・スタイルです。 

 

WebCenter Portalでページ・テンプレートをテストする 

ページ・テンプレートやスキンの変更など、開発時にポータルに変更を加えたら、WebCenter Portal で
ポータルを繰り返して公開およびテストし、結果を表示できます。 

ページ・テンプレートおよびスキンを WebCenter Portal に共有アセットとして公開する手順、または特
定のポータルにポータル・アセットとして公開する手順については、『Oracle JDeveloper による
WebCenter Portal アセットとカスタム・コンポーネントの開発』の「WebCenter Portal アセットの公開」
を参照してください。 

WebCenter Portal でポータルをテストする際、次のことを確認してください。 

» ナビゲーション 

» さまざまなデバイスでの応答性 

» ポータル固有のコンポーネントとリンク 

 

 

 

 

 

<script type="text/javascript"> 
... 

function onLoad() { 
... 

$('#user-nav .litext span').html('&lt;i class="icon fa fa-sign-in"> 
&lt;/i>&lt;span class="text hidden-xs1 hidden-sm1"> 
#{uib_o_w_w_r_WebCenter.GLOBAL_LINK_LOGIN}&lt;/span>'); 

... 
} 

</script> 

http://docs.oracle.com/cd/E72987_01/wcp/develop/GUID-D013EB98-A5BB-47A1-8931-A808F7806049.htm#GUID-840BBC1E-494B-41DE-B0A7-C437E5032925
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