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はじめに 

Oracle WebCenter Portal サーバーは、エンタープライズ・セルフサービス・ポータルと複合アプ
リケーションの構築を可能にする最新の Web プラットフォームです。ポータルとアプリケー
ションは、シード済みコンポーネントとカスタム・コンポーネントの両方を使用してブラウザ
で構築します。コンポーネントは、JDeveloper で開発するか、ブラウザベースのツールで作成
します。WebCenter Portal サーバーを使用すると、カスタムのポータル・アセットを開発するた
めに必要となるスキルと、実行時にポータルや複合アプリケーションを構築するために必要と
なるスキルを明確に分離できます。ポータル・リソース・カタログで提供されているアセット
とコンポーネントを利用し、この分離を実現します。分離を実現すると、特定の専門知識を関
連する一連のポータル・ツールと組み合わせることができ、ビジネス・ユーザー、開発者、お
よびポータル管理者が各自のスキルや才能を適用してポータル・ソリューションを迅速に開発
できます。その結果、顧客、従業員、またはパートナーに対して複数のチャネル経由で極めて
セキュアかつパーソナライズされた方法でセルフサービスを提供するポータルを構築できます。

Oracle WebCenter Portal サーバーは、WebCenter Spaces テクノロジーが進化したものです。
WebCenter Portal 11.1.1.4.0 リリースでは、Portal Framework アプリケーションを JDeveloper で
開発するための Framework テクノロジーが追加されました。WebCenter Portal Framework テク
ノロジーは引き続き製品で使用でき、11g R1 製品ラインで完全にサポートされています。ただ
し、WebCenter Portal 11.1.1.7.0 リリースからはメンテナンス・モードになっています。つまり、
新機能の追加は終了しています。たとえば、WebCenter Portal サーバー11.1.1.8.0 リリースで追
加されたポータル・ビルダー、モバイル Web サポート、その他の新機能は、Portal Framework
では使用できません。

WebCenter Portal Framework は、WebCenter Portal 12c R2 リリースでは使用できなくなる予定
です。Portal Framework アプリケーションを実行しており、新機能を利用することを考えてい
る場合は、Portal Framework から Portal サーバーへの移行を検討することを推奨します。 

また、WebCenter Portal 11g R1（11.1.1.8.0 以降）で新規開発を計画している場合は、Portal 
Framework を使用しないことを推奨します。このような場合は、代わりに Portal サーバーのテ
クノロジーを使用することを推奨します。

このホワイト・ペーパーでは、Portal Framework アプリケーションを WebCenter Portal サー
バーに移行する際のアプローチと推奨事項について説明します。カスタム構築のソリューショ
ンは多種多様であり、複雑であることから、自動の移行パスを提供するというのは実現不可能
です。ただし、基盤となるテクノロジーは同じであるため、このホワイト・ペーパーで説明し
ている推奨事項に従うと、移行を成功させることができます。一般に、Portal Framework アプ
リケーションがよりモジュール化されているほど、WebCenter Portal サーバーへの移行が容易
になります。また、移行の計画時および実行時には、次の機能領域に個別に対処することを推
奨します。

» ページおよびナビゲーション



3 | Oracle WebCenter Portal サーバーへの Oracle WebCenter Portal Framework アプリケーションの移行 

 

 

 
 

» カスタム・コード（タスク・フロー、バッキング Bean、データ・コントロール、関連する
アーティファクトなど） 

» アセット（ページ・テンプレート、スキン、ページ・スタイル、コンテンツ・プレゼンタ・
テンプレートなど） 

» サービス・データ（ディスカッション・フォーラムのデータ、コンテンツ・サーバーのコン
テンツなど） 

» アプリケーション・セキュリティ・モデル 

 

このホワイト・ペーパーでは、ページ、ページ・ナビゲーション、およびカスタム・コードを
移行する際の推奨事項について説明します。後続のホワイト・ペーパーでは、その他の関連領
域について説明する予定です。 

前提 

このホワイト・ペーパーでは、Portal サーバーでのポータル作成やページ・セキュリティ・モ
デルに精通していることを前提としています。 

移行の概要 

Framework アプリケーションでは、タスク・フローなどのモジュール式アーティファクト、または
アプリケーションに結び付けられた JEE フィルタなどのアーティファクトが使用されます。ほとん
どの場合、Framework アプリケーションのアーティファクトをポータルのアーティファクトにマッ
プできます。ただし、移行時には、アーティファクトをポータルのアーティファクトにマップする
以外に、アプローチ全体をある程度見直すことが必要になる可能性があります。以降、例を用いて
詳しく説明します。 

表1：FrameworkアプリケーションとWebCenter Portalアーティファクトのマップ 

Framework 
アプリケーション 

WebCenter Portal コメント 

アプリケーション ポータル ポータルでは、関連する機能およびアプリケーション・フローが封じ込

められます。アプリケーションに複数の機能がある場合や、機能を異な

る方法で利用するユーザー・グループがある場合、複数のポータルを作

成し、各ポータルで特定の目的に対応することを検討します。このよう

にすると、保守が容易なモジュール式のポータルを構築できます。 

例： 

HR や財務などのさまざまな機能に対応する複数のアプリケーションを

作成した場合、これらの機能ごとにポータルを作成することを検討しま

す。これらの機能にナビゲートするためのメカニズムを備えた、1 つの

アプリケーションを使用することもできます。 

複数のセルフサービス・アプリケーションを使用している場合、再利用

可能なタスク・フローを備えた 1 つのポータルにこれらのアプリケー

ションを集約し、統一感のあるエンドユーザー・エクスペリエンスを提

供することを検討します。 
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タスク・フロー、デー

タ・コントロール、 

接続、バッキング Bean、
ビジネス・ロジック 

WebCenter Portal を拡張して共有ラ

イブラリとしてデプロイ 
Oracle ADF タスク・フローは、ADF ページ上で利用できる再利用可能

なコンポーネントです。WebCenter Portal で、ADF タスク・フローを

そのまま利用できます。 

Enterprise Manager または関連する WLST コマンドを使用し、ADF 接

続（Web サービス、URL 接続など）を WebCenter Portal サーバー上に

再作成できます。 

ページおよび 
ナビゲーション 

ページ ページは、ポータル・サーバー上に 1 対 1 でマップされます。一連の

ページで関連する機能を提供している場合、メイン・ページの下にサブ

ページを作成することを検討します。 

アプリケーション機能がページ上でコード化されている場合、そこから

タスク・フローを作成することを検討します。これにより、設計を高度

にモジュール化するとともに、複数のポータルにわたってページ上でタ

スク・フローを再利用できます。 

セキュリティは、ページ・アクセスの形式で慎重に Portal サーバーに移

行する必要があります。 

移行によって、ページ上のナビゲーション・リンクが一部切れる可能性

があるため、これらのリンクを修正する必要があります。 

アセット ポータル・レベルまたはグローバル・

レベルのアセット 
通常、アセット（ページ・テンプレート、スキン、コンテンツ・プレゼ

ンタ・テンプレートなど）は JDeveloper を使用して移行できます。た

だし、アセットをポータルによって所有させるか共有アセットに昇格さ

せるかを判断する際には、注意が必要です。後者の場合、アセットを複

数のポータルにわたって共有できます。 

たとえば、企業ページのテンプレートは、他のポータルでも使用できる

ように共有アセットにする必要があります。 

サービス・データ サービスのスキーマのデータ・ソース サービス・データを移行するには、WebLogic Server コンソールで、

サービスのスキーマをポイントするデータ・ソースを作成する必要があ

ります。サービスによっては、基盤となるサービスへの適切な ADF 接

続を作成することが必要になります。 

セキュリティ・モデル ポータル・レベルまたはグローバ

ル・レベルのセキュリティ構成 
カスタムのロールと権限 

特定のロールに属しているユーザーがアクセスできるアプリケーション

がある場合、そのロールをポータル・レベルまたはグローバル・レベル

でレプリケートすることを検討します。 

WebCenter Portal の開

発およびプロジェクト

のライフサイクル管理 

Oracle JDeveloper と WLST のスクリ

プトおよびビルド・ツール 
Oracle JDeveloper の拡張機能は、WebCenter Portal アセットを構築し

てポータル・サーバーにデプロイするのに役立ちます。 

WLST コマンドを使用し、アセット、ポータル、バックアップなどの

アーティファクトのライフサイクルを管理できます。 

 

多くのアーティファクトは比較的簡単に移行できますが、一部のアーティファクトは再考が必要で
す。Portal Framework アプリケーションを WebCenter Portal プラットフォームに移行する際に、慎
重に検討して選択します。 
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Frameworkアプリケーションの移行 - 最初の手順 

Framework アプリケーションを、WebCenter Portal サーバー上のポータルとして考える必要があり
ます。この項では、アプリケーションをポータルにマップする方法について説明します。さらに、
以下の手順を実行すると、新しく作成したポータル上に Framework アプリケーションのページとナ
ビゲーションを再作成できます。 

1. ポータルを作成する 

2. ページ・ナビゲーション・モデルを再作成する 

3. 動的なナビゲーション要素をポータルに移行する 

これらの手順を実行すると、Framework アプリケーションを複製したポータルを、Framework アプ
リケーションとまったく同じページ構造で作成できます。 

ポータルの作成 

まず、新しいポータルの作成に使用できる形式で、実際のナビゲーション・モデルを定義します。
この方法を取ると、シード済みナビゲーションと、Portal Framework に対応した一連のページが得
られます。 

テキスト・エディタを使用してナビゲーション・モデルをレプリケートします。「新規ポータル作
成時のページの作成」に記載されている構文を使用して、各ページのエントリを作成します。たと
えば、次のようにします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Bank 
+Checking 
++My Checking 
++My Debit Cards 
+Savings 
++Regular Savings 
+CDs 
++Standard Term 
+Credit Cards 
+Student Banking 
+Online Banking 
Borrow 
+Credit Cards 
+Mortgag
e Invest 
+Retirement and IRAs 
++Roth IRA 
+Trading 
+Fixed Income & Bonds 
Research 
+Quotes 
+Alerts 
+Stocks 
+Learning Center 
++Investment Products 
+++Mutual Funds 
+++Investing 
+++Personal Savings 
+++Mortgages 
 

https://docs.oracle.com/cd/E51625_01/doc.1111/e50013/portadv_crt.htm#BEHJBDJI
https://docs.oracle.com/cd/E51625_01/doc.1111/e50013/portadv_crt.htm#BEHJBDJI
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"Create Portal"権限を持つユーザーとして WebCenter Portal にログオンし、次の URL にナビゲート
します。 

http://<server>:<port>/webcenter/portal/builder/portals 

「Create Portal」を選択します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

図1：ポータルの作成 

「Use This」ボタンをクリックして標準のポータル・テンプレートを選択します。 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

図2：ポータルの作成に使用するポータル・テンプレートの選択 

 

Framework アプリケーションの名前を入力して、「Add Pages」をクリックします。URL フィール
ドが同じ値に更新されます。 
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図3：ポータル名"Avi Trust"およびURLの指定 

形式設定されたページ・リストをコピーして「Add Pages」フィールドに貼り付けます（図 4）。
「Create」をクリックします。 

  

注：ページはデフォルトのページ・スタイルで作成されますが、Framework アプリケーショ
ン・ページで特定のページ・スタイルを使用している場合があります。ただし、これは問題に
なりません。次の手順でページ・コードをポータル・ページにコピーし、ページ・スタイルと
コンテンツを適用します。この手順の目的は、ポータルとともにページ階層を簡単に作成する
ことです。 
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図4：「Add Pages」でのポータル・ページとページ構造の指定 

ポータルの作成が完了したら、「View your portal」をクリックしてポータルを確認します。 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

図5：ポータル作成後のポータル・ページ構造 
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新しいポータルのデフォルト・ページ・テンプレートでは、2 つのレベルのナビゲーションのみサ
ポートされます。ポータルに作成したすべてのレベルのナビゲーションおよびページを確認するに
は、[Ctrl]+[Shift]+[E]キーを押して編集モードに入ります。ポータル全体の構造が左側に表示された
ら、ページを選択して直接編集できます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図6：作成時に指定したページが含まれた、編集モードのポータル 

まとめ 

Portal Framework アプリケーションのコア構造を Portal サーバーで利用できるようになりました。
カスタム・コード、ADF スキン、ページ・テンプレート、ページ・スタイル、コンテンツ・プレゼ
ンタ・テンプレートなどのポータル・アセットをいつでも Portal サーバーに移行できます。 

その他の情報 

ポータルの作成について、詳しくは「新規ポータルの作成と構築」を参照してください。 

ページの移行 

前の項では、ポータル上に Portal Framework アプリケーションに相当するページ構造を構築しまし
た。次の手順として、アプリケーションのページ・コンテンツをポータルに移行します。 

移行するページごとに、複雑さのレベルが異なる可能性があります。ページのコピー時にコピーす
る必要があるコンポーネントの"インスタンス・データ"が含まれたページがあれば、個別に移行さ
れており、修正が必要になる可能性がある、ドキュメントなどのコンポーネントへの参照が含まれ
たページもあります。 

ページを移行するには、以下の手順を実行します。 

1. ページおよびページ定義ファイルを移行する 

https://docs.oracle.com/cd/E51625_01/doc.1111/e50013/portadv_crt.htm#BEHIJCJC
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2. ページのパラメータを移行する 

3. WebCenter Content リポジトリ内のドキュメント ID など、移行されている可能性があるデー
タへの参照を移行する 

4. ポートレット参照やタスク・フロー・インスタンス・レベルのカスタマイズなど、ページ外で
取得されるインスタンス・データへの参照を移行する 

注：セキュリティは、ページ移行の一部として対処するのではなく、別の手順として対処します。 

Framework アプリケーションのページ階層の複雑さに応じて、ポータル管理画面を使用してページ
および個々のページのページ定義をコピーするか、または WLST コマンドとスクリプトを使用でき
ます。 

» アプリケーションのページ数が少ない場合は、ポータル管理画面を使用することを検討します。
これについては、「Portal 管理を使用したページおよびページ定義の移行」の項で説明します。 

» アプリケーションのページ数が多い場合は、Portal サーバーにページを移入するのは手間がかか
る可能性があります。この場合は、WLST コマンドを使用することを検討します。これについて
は、次の項で説明します。ページを 1 つの巨大なポータルではなくさまざまなポータルに適用
できるように、ページ階層を見直すことを検討し、ページ階層をいかに分類またはモジュール
化できるかを確認します。 

WLSTコマンドを使用したページおよびページ定義の移行 

Oracle MDS の WLST コマンドを使用すると、ポータル内に Portal Framework アプリケーション・
ページを迅速に再作成できます。ただし、この方法を使用する場合も、手動の手順をいくつか実行
して、Portal Framework アプリケーション・ページのコンテンツがポータル内の対応するページに
適切にエクスポートされていることを確認する必要があります。WLST コマンドを使用してページ
を移行するには、次の手順を実行します。 

1. Portal Framework アプリケーションの MDS リポジトリからページをエクスポートする 

2. WebCenter Portal サーバー上に作成したポータル・ページを MDS リポジトリからエクスポー
トする 

3. Framework アプリケーションのページ/ページ定義のソースをポータル内の対応するページに
コピーする 

4. ポータル・ページを MDS リポジトリにインポートする 



11 | Oracle WebCenter Portal サーバーへの Oracle WebCenter Portal Framework アプリケーションの移行 

 

 

 
 

デフォルトでは、実行時に作成した Framework アプリケーション・ページは MDS の名前空間
/oracle/webcenter/portalapp/pagehierarchy に配置されます。設計時に JDeveloper で作
成 し た ペ ー ジ の 場 所 は 、 使 用 す る ア プ リ ケ ー シ ョ ン に 基 づ き ま す 。 通 常 、 場 所 は
/oracle/webcenter/portalapp/pages です。これらのページをポータル内に再作成するには、
まず、MDS WLST コマンドを使用して Framework アプリケーションとポータルの両方のページをエ
クスポートします。 

 

Portal Framework アプリケーション・ページのエクスポート 

 

 

 

 

 

コマンド説明： 

» user、password は、WebLogic Server 管理ユーザーの資格情報です。 

» host、port は、Framework アプリケーションがデプロイされているサーバーを管理する
WebLogic Server 管理サーバーのホスト名およびポート番号です。 

» frmk_app_name は、Portal Framework アプリケーションの名前です。 

» managed_server は、Framework アプリケーションがデプロイされている管理対象サーバーの
名前です。 

» /frmk_pages は、MDS WLST コマンドでファイルをエクスポートするファイル・システム上の
場所です。 

推奨される名前空間/oracle/webcenter/portalapp/pages 以外の場所に、アプリケーション
のページを作成している場合があります。この場合は、これらのページの名前空間を移行プロセス
に含める必要があります。 

 

ポータル・ページのエクスポート 

同じ一連のコマンドを繰り返して、WebCenter Portal サーバー上に作成したポータル・ページと
ページ定義をエクスポートします。 

 

 

 

 

 

 

$ cd ${FMW_HOME}/common/bin/ 
$ ./wlst.sh 
wls: > connect('user', 'password', 't3://host:port') 
wls: > exportMetadata('frmk_app_name','managed_server', '/frmk_pages', 
docs='/oracle/webcenter/portalapp/pagehierarchy/**') 
wls: > exportMetadata('frmk_app_name','managed_server', '/frmk_pageDefs', 
docs='/pageDefs/oracle/webcenter/portalapp/pagehierarchy/**') 

$ cd ${FMW_HOME}/common/bin/ 
$ ./wlst.sh 
wls: > connect('user', 'password', 't3://host:port') 
wls: > exportMetadata('webcenter','WC_Spaces', '/portal_pages', 
docs='/oracle/webcenter/page/scopedMD/<Portal_GUID>/**') 
wls: > exportMetadata('webcenter','WC_Spaces', '/portal_pageDefs', 
docs='/pageDefs/oracle/webcenter/page/scopedMD/<Portal_GUID>/**') 
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コマンド説明： 

» user、password は、WebLogic Server 管理ユーザーの資格情報です。 

» host、port は、WebCenter Portal サーバーを管理する WebLogic Server 管理サーバーのホス
ト名およびポート番号です。 

» webcenter は、WebCenter Portal のアプリケーションの名前です。 

» WC_Spaces は通常、WebCenter Portal 管理対象サーバーの名前です。 

» /portal_pages は、MDS WLST コマンドでファイルをエクスポートするファイル・システム
上の場所です。 

» /Portal_GUID は、ポータル・サーバー上に作成したポータルの内部 ID（GUID）です。 

 

ポータルの内部 ID を取得するには、ポータルの管理時に Overview タブを使用します。 

 

ポータルへの Portal Framework アプリケーション・ページのコピー 

Framework アプリケーション・ページのページ/ページ定義を、ポータル内に作成した対応する
ページにマップします。ファイルのコンテンツをマップ元からマップ先（例：frmk_pages から
portal_pages など）に正しくコピーしていることを確認します。 

Framework アプリケーション・ページのコンテンツをポータル・ページにコピーしたら、ページを
ポータル・サーバーにインポートできます。ただし、ID が変更されているため、手順を実行する前
に、ページ上のナビゲーションおよび他のアーティファクトを修正する必要があります。これにつ
いては、「ページ上のナビゲーションの修正」の項で説明します。 

exportMetadata コマンドでも、ページ/ページ定義のカスタマイズをエクスポートできます。
カスタマイズが Portal サーバーでも引き続き機能するように、MDS カスタマイズのレイヤー
名と値を修正する必要があります。これについては、「タスク・フローのカスタマイズとペー
ジのカスタマイズの移行」の項で説明します。 

次のコマンドを実行して、ページおよびページ定義をポータル・サーバーにインポートします。 

 

 

 

 

 

$ cd ${FMW_HOME}/common/bin/ 
$ ./wlst.sh 
wls: > connect('user', 'password', 't3://host:port') 
wls: > importMetadata('webcenter','WC_Spaces', '/portal_pages', 
docs='/oracle/webcenter/page/scopedMD/<Portal_GUID>/**') 
wls: > importMetadata('webcenter','WC_Spaces', '/portal_pageDefs', 
docs='/pageDefs/oracle/webcenter/page/scopedMD/<Portal_GUID>/**') 
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WebCenter Portal管理を使用したページおよびページ定義の移行 

各ページを移行するには、以下の手順を実行します。 

1. ページ.jspx およびページ定義ファイルを移行する 

2. ページにパラメータを追加する 

3. 移行したデータを使用するようにページを更新する 

4. 移行したインスタンス・データを使用するようにページを更新する 

.jspx およびページ定義ファイルのみ移行するため、単純なページを比較的簡単に移行できます。
ポータルの作成時に、事前に作成したページ定義とページが 1 対 1 でマップされているため、行う
作業は、これらのファイルのコンテンツをマージすることだけです。 

次のようにして、Portal サーバー上の新しいポータルのページにナビゲートします。 

http://<host>:<port>/webcenter/portal/builder/portals/admin/MyCustomAppPor

tal/pages 

左側に、ナビゲーション・モデル構造に従ったページ・リストを展開し、移行するページを選択し
ます。  
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図7：ポータルのSavingsページの概要 
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「Source」タブをクリックし、下部にある Page サブタブと PageDef サブタブを確認します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

図8：ポータルのSavingsページのSourceタブ 

» Page タブでは、Portal Framework アプリケーションの.jspx ページを参照します。 

» PageDef タブでは、Portal Framework アプリケーションのページの PageDef.xml ファイルを参照
します。 

.jspx ページのマージは多様ですが、通常は次の手順を実行するだけです。 

名前空間エントリを追加します。 

 

 

 

 

 

"content"ファセットを Portal Framework アプリケーションのページ・コンテンツに置き換えます。
テンプレート・コードはそのままにします。 

 

<jsp:root xmlns:jsp="http://java.sun.com/JSP/Page" version="2.1"  
xmlns:f="http://java.sun.com/jsf/core"  
xmlns:h="http://java.sun.com/jsf/html" 
xmlns:af="http://xmlns.oracle.com/adf/faces/rich" 
xmlns:pe="http://xmlns.oracle.com/adf/pageeditor" 
xmlns:cust="http://xmlns.oracle.com/adf/faces/customizable"> 

http://java.sun.com/JSP/Page
http://java.sun.com/jsf/core
http://java.sun.com/jsf/html
http://xmlns.oracle.com/adf/faces/rich
http://xmlns.oracle.com/adf/pageeditor
http://xmlns.oracle.com/adf/faces/customizable
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 「PageDef」タブをクリックしてデフォルトのページ定義を確認します。 

 

図9：PageDefタブに表示された"Savings"ページのページ定義 

 

注：ポータル・サーバーでは、パラメータの情報と権限の情報は PageDefinition の<parameters>

ノードと<permission>ノードにそれぞれ格納されます。これらのシード値は変更しないでくださ
い。<executables>セクション、<bindings>セクション、および<eventMap>セクションのみ
変更します。 

Portal サーバーのページ定義の<executables>セクションを更新します。 

Portal Framework アプリケーション・ページのページ定義の<executables>セクションのすべて
の要素を追加し、ポータル・サーバーのページ定義の<page>要素を保持していることを確認しま
す。<page>要素では、ページのページ・テンプレートを指定します。 

次のように、pageDef にすべての要素を追加します。 

 

 

<f:facet name="content"> 
<!-- Your page content goes here --> 

</f:facet> 
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<bindings> 
<methodAction id="handleLogin" RequiresUpdateModel="true"  

Action="invokeMethod" MethodName="handleLogin" 
IsViewObjectMethod="false" DataControl="LoginDC" 
InstanceName="LoginDC.dataProvider"> 

<NamedData NDName="username" NDType="java.lang.String"  
 NDValue="${bindings.handleLogin_username}"/> 

<NamedData NDName="password" NDType="java.lang.String"  
 NDValue="${bindings.handleLogin_password}"/> 

</methodAction> 
<attributeValues IterBinding="variables" id="username"> 

<AttrNames> 
<Item Value="handleLogin_username"/> 

</AttrNames> 
</attributeValues> 
<attributeValues IterBinding="variables" id="password"> 

<AttrNames> 
<Item Value="handleLogin_password"/> 

</AttrNames> 
</attributeValues> 

</bindings> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Portal サーバーのペ ージ定 義の<bindings>セクショ ンを更新します。次の よう に、Portal 
Framework アプリケーションの<bindings>コンテンツに置き換えます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<eventMap>をページ定義に追加します。 

 

<executables> 
<page id="shellTemplateBinding" Refresh="ifNeeded" 

viewId="#{WCAppContext.application.siteTemplatesManager.currentSiteTempl
ateViewId}" 
/> 
<variableIterator id="variables"> 
<variable Type="java.lang.String" Name="handleLogin_username" 

IsQueriable="false"/> 
<variable Type="java.lang.String" Name="handleLogin_password"  

IsQueriable="false"/> 
</variableIterator> 
<taskFlow id="pageeditorpanel" 

taskFlowId="#{pageEditorBean.pageEditorPanel}" 
activation="deferred" 
xmlns="http://xmlns.oracle.com/adf/controller/binding"/> 

<taskFlow id="test1" taskFlowId="/WEB-INF/test.xml#test"  
activation="deferred" 
xmlns="http://xmlns.oracle.com/adf/controller/binding"/> 

</executables> 
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Source タブで、「Save」をクリックします。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

図10：ページ・ソース編集後の、ページの保存 

まとめ 

この項で説明した手順は、Portal Framework アプリケーションから Portal サーバーにページを移行
する際に役立ちます。WebCenter Portal 管理を使用する場合は、一度に 1 つのページのみポータ
ル・サーバーに移行できます。これらの手順を、カスタム・アプリケーションのすべてのページに
対して繰り返す必要があります。 

その他の情報 

ポータル・ページの作成、編集、および管理について、詳しくは以下のドキュメントを参照してく
ださい。 

» 「ポータル・ページの作成および編集」 

» 「ポータル・ページの管理」 

» 「メタデータ・サービス（MDS）カスタム WLST コマンド」 

カスタム構築コンポーネントの移行 

カスタム・コンポーネントは、タスク・フロー、宣言的コンポーネント、および関連するアーティ
ファクト（バッキング Bean、ビジネス・ロジック、ADF 接続、データ・コントロールなど）のこと
です。この項では、これらのコンポーネントをパッケージ化して WebCenter Portal サーバーにデプ
ロイする方法について説明します。カスタム構築コンポーネントとして、以下のものがあります。 

1. タスク・フロー 

2. ADF 接続およびデータ・コントロール 

3. バッキング Bean およびビジネス・ロジック 

4. 宣言的コンポーネントおよびカスタム・タグ・ライブラリ 

https://docs.oracle.com/cd/E51625_01/doc.1111/e50013/portadv_pgs.htm#CHDBIAGC
http://docs.oracle.com/cd/E29542_01/doc.1111/e27603/portadv_pgmng.htm
http://docs.oracle.com/cd/E15523_01/web.1111/e13813/custom_mds.htm#WLSTC2688
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5. JEE フィルタおよび JEE サーブレット 

6. ポートレット 

WebCenter Portalの開発 

WebCenter Portal のアセットを開発するには、JDeveloper IDE を使用する必要があります。
JDeveloper IDE は、Java、ADF、および WebCenter Portal に関連するその他の Web テクノロジーに
基づいてコンポーネントを開発、テスト、デプロイするための強力な機能を備えています。
「JDeveloper を使用した WebCenter Portal のコンポーネントの開発」で説明している手法を使用し
て、以降の項で説明する再利用可能なコンポーネントとアセットを構築することを検討します。 

タスク・フロー 

ADF は、タスク・フローを"ADF ライブラリ"として 1 つにまとめて UI 表示、バッキング Bean、ビ
ジネス・ロジックなどの実装をカプセル化するためのメカニズムを提供します。Portal Framework
アプリケーションをポータル・サーバーに移行するために、関連する機能をタスク・フローに移行
できるかどうか、アプリケーションを確認することを検討します。これにより、実装がモジュール
化され、ポータル・サーバーへの移行も容易になります。アプリケーションの構築にすでにタス
ク・フローを使用している場合は、ポータル・プラットフォームへの移行が容易になります。 

たとえば、アプリケーションによって、複数のページを使用して従業員がサービス・チケットを作
成できるようにするとします。この機能を、パラメータ化した複数のタスク・フロー（サービス・
リクエストを作成するためのタスク・フローと、作成したサービス・リクエストを表示/管理するた
めのタスク・フロー）にカプセル化することを検討する必要があります。異なるページと、この機
能を実装するバッキング・コードを、タスク・フローという 1 つのエンティティに格納します。タ
スク・フローが外部ソースのデータを使用して機能する場合は、タスク・フローがデータ・コント
ロールと接続を使用するようにし、接続詳細情報をハード・コーディングする代わりにデータ・コ
ントロールを使用します。これにより、特にステージングから本番へのライフサイクル操作時に、
Portal サーバーへの移行が容易になります。 

アプリケーション自体にタスク・フローが構築されている場合もあります。このような場合は、以降で説
明するように、タスク・フローをリファクタリングして別々のアプリケーションに移行することを検討し
ま す 。 Portal Framework ア プ リ ケ ー シ ョ ン の タ ス ク ・ フ ロ ー の 名 前 空 間 は 、
oracle/webcenter/portalap/pagefragments で す 。 こ の 名 前 空 間 を
com/example/avitrust/tickets/… などにリファクタリングすることを検討します。これにより、タ
スク・フローの名前空間が WebCenter Portal サーバーで使用される名前空間と明確に区別されます。 

JDevelope でアプリケーション（.jws）を作成し、関連するすべてのタスク・フローをグループ化
して、各タスク・フローを別個のプロジェクト（.jpr）に配置します。これにより、JDeveloper
のサポートを利用し、ADF プロジェクトを作成、テスト、構築/パッケージ化したり、ソース管理シ
ステムでコード・ベースを管理したりできます。新しい JDeveloper アプリケーションに移行する前
に、タスク・フローの定義、ビュー、およびページ定義ファイルのパスが以前と同じになるように
します。これにより、ページ上でこれらのタスク・フローへの参照が中断されません。 

https://docs.oracle.com/cd/E51625_01/webcenter.1111/e49666/jpsdg_wcsres.htm#JPSDG10087
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要約すると、Framework アプリケーションを、関連する機能を提供するタスク・フローのコレク
ションとして再考します。「Oracle WebCenter Portal サーバーの拡張」の項で、WebCenter Portal
でこれらのタスク・フローを表示する方法について説明します。 

その他の情報 

» 「ADF タスク・フローの概説」 

ADFデータ・コントロール、接続、データ・ソース 

タスク・フローおよびページでは、バックエンドからデータをフェッチするために ADF データ・コ
ントロールが使用されます。データ・コントロールは、ADF 接続メカニズムによって機能していま
す。データ・コントロールの使用状況、および Framework アプリケーション内でデータ・コント
ロールを機能させている接続を特定します。Enterprise Manager または適切な WLST コマンドを使
用して、これらを WebCenter Portal サーバー上に再作成する必要があります。ビジネス・ロジック
は、WebLogic Server に登録されているデータ・ソースによって異なります。さらに、これらは、
コンソールを使用して WebLogic Server 上に再作成する必要があり、WebCenter Portal を実行して
いる管理対象サーバーを対象とする必要があります。 

その他の情報 

» 「ADF アプリケーションの監視と構成」 

バッキングBeanおよびビジネス・ロジック 

JSF/ADF ベースのアプリケーションで通常行われているように、アプリケーションはページを操作
するマネージド Bean で構成されます。また、アプリケーションには、Java ベースのクラスに実装
されたさまざまなビジネス・ロジック、検証、およびルールで構成されたモデル・レイヤーが含ま
れる可能性があります。このバックエンド・コードを移行するには、これらを.jar ファイルにパッ
ケージ化する必要があります。保守を容易にするとともにモジュール化を促進するために、バッキ
ング Bean 内のビジネス・ロジックをモデル・レイヤーにリファクタリングすることを検討します。
バッキング Bean では、フロントエンドと、フロントエンドを支えるビジネス・ロジックのみを容
易にします。バッキング Bean とビジネス・ロジックに別々の.jar ファイルを検討します。一部の UI
操作をタスク・フローにリファクタリングした場合は、バッキング Bean とビジネス・ロジックを
同じ ADF ライブラリに配置するようにします。2 つのプロジェクトを持つ JDeveloper アプリケー
ションを 1 つ作成し、一方のプロジェクトにバッキング Bean コードを格納してもう一方のプロジェ
クトにビジネス・ロジックを格納することにより、このコードを管理できます。 

これは、移行タスクのもっとも難しい部分と言えるでしょう。 

Java コ ー ド を （ 複 数 の ） .jar フ ァ イ ル に 移 行 し た ら 、 jar フ ァ イ ル を 共 有 ラ イ ブ ラ リ
extend.spaces.webapp に追加します。この共有ライブラリを WebCenter Portal に追加する方法
については、「Oracle WebCenter Portal サーバーの拡張」の項で説明します。 

https://docs.oracle.com/cd/E29542_01/web.1111/b31974/taskflows.htm#BABDJEDD
https://docs.oracle.com/cd/E29542_01/web.1111/e15470/monitor.htm#ADFAG20575
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その他の情報 

» 「Fusion Web アプリケーションでのマネージド Bean の使用」 

» 「Fusion ページ・ライフサイクル」 

宣言的コンポーネントおよびカスタム・タグ・ライブラリ 

宣言的コンポーネントとカスタム・タグ・ライブラリは、コード化されてすでにある程度モジュー
ル 化 さ れ て い る た め 、 移 行 を も っ と も 簡 単 に 行 え ま す 。 .jar フ ァ イ ル を 共 有 ラ イ ブ ラ リ
extend.spaces.webapp に追加する必要があります。この共有ライブラリを WebCenter Portal に
追加する方法については、この項の最後で説明します。 

JEEフィルタ、サーブレット、Faces構成 

WebCenter Portal Framework アプリケーションに基づいたアプリケーションを作成すると、作成し
たアプリケーションには以下のフィルタとサーブレットが含まれます。 

 

図11：WebCenter Portal Frameworkアプリケーションのすべての標準フィルタ一覧 

https://docs.oracle.com/cd/E29542_01/web.1111/b31974/web_getstarted.htm#ADFFD1745
https://docs.oracle.com/cd/E29542_01/web.1111/b31974/adf_lifecycle.htm#ADFFD1392
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図12：WebCenter Portal Frameworkアプリケーションのすべての標準サーブレット一覧 

WebCenter Portal サーバーのアプリケーションには、上記の組込みフィルタとサーブレットがいく
つか構成されています。他の組込みフィルタとサーブレットによって提供される機能は、アプリ
ケーション自体によって提供されます。そのため、Portal サーバーへの移行時に、組込みフィルタ
とサーブレットの構成をすべて破棄できます。 

カスタム構築のフィルタおよびサーブレット 

Framework アプリケーションに、カスタム構築の JEE フィルタとサーブレットが含まれている場合
があります。Framework アプリケーションの JEE アーティファクトが必要かどうかを再検討し、こ
れらのアーティファクトが Portal 上でどのように関連するかを確認します。この考慮事項は、使用
する Portal Framework アプリケーションに固有であるため、このホワイト・ペーパーでは説明して
いません。 

フィルタとサーブレットの目的には、バッキング Bean またはタスク・フローの実装で対処するこ
とを検討します。または、サーブレットを REST/SOAP ベースの Web サービスとして実装してタス
ク・フローで使用することを検討します。 

Faces構成 

標 準 で 、 faces-config.xml フ ァ イ ル に カ ス タ ム の ビ ュ ー ・ ハ ン ド ラ
（...handler.CustomViewHandler）、フェーズ・リスナー（...view.SkinPhaseListener）、お
よびマネージド Bean（...preference.PortalPreferences）が含まれています。これらで提供され
る機能は Portal サーバー上でネイティブに利用できるため、これらはすべて移行する必要がありません。 
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Oracle WebCenter Portalサーバーの拡張 

WebCenter Portal アプリケーションを拡張するには、共有ライブラリ extend.spaces.webapp を
使用します。タスク・フロー、Java コード、その他のリソースなどのアーティファクトを
WebCenter Portal に実行時に追加するには、この共有ライブラリにこれらのライブラリを追加しま
す。これは、カスタム構築コンポーネントを WebCenter Portal に移行する際に重要です。上記のす
べてのアーティファクトをこの共有ライブラリにまとめて格納し、実行時に使用することを検討し
ます。アーティファクトに変更が生じた場合は、共有ライブラリのみ再デプロイします。そのため、
WebCenter Portal 自体の動作からコードが常に分離されるため、製品アップグレード・サイクルが
スムーズになります。 

 

 

その他の情報 

» 「WebCenter Portal のタスク・フロー、データ・コントロールおよびマネージド Bean の開発」 

» 「Oracle WebCenter Portal を使用したタスク・フロー開発ライフサイクル」 

ポートレットのメタデータの移行 

Framework アプリケーションで、ページにポートレットを使用している場合があります。ページを
ポートレットとともに移行するには、次の 2 つの手順を実行します。 

1. WebCenter Portal サーバーのポートレット・プロデューサへの接続を作成する 

2. Framework アプリケーションから WebCenter Portal サーバーにポートレット・インスタン
ス・メタデータを移行する 

ポートレット・プロデューサへの接続の作成 

ポートレット・プロデューサへの接続は、複数の方法で作成できます。Framework アプリケーショ
ンのポートレット・プロデューサ接続詳細情報を書き留め、以下の手順を実行して WebCenter 
Portal サーバーで接続を作成します。 

1. WebCenter Portal 管理を使用する 

2. Enterprise Manager を使用する 

3. WLST コマンドを使用する 

http://docs.oracle.com/cd/E29542_01/webcenter.1111/e27739/jpsdg_wcsres.htm#JPSDG14177
http://www.oracle.com/technetwork/middleware/webcenter/portal/learnmore/wcp-createcustomtaskflow-2135965.pdf
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ポートレット・プロデューサの登録 

ポータル管理の Tools and Services ページに、次の URL 
（http://host:port/webcenter/portal/builder/administration/tools）を使用して
移動して、「Portlet Producers」をクリックします。 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
図13：ポータル管理でのポートレット・プロデューサの登録 
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製品タイプを選択して関連情報を指定し、ポートレット・プロデューサを登録します。必ず、
「Test」ボタンをクリックして情報をテストしてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図14：ポートレット・プロデューサの情報の指定 

ポートレット・プロデューサの登録が完了したら、この手順を繰り返して、Framework アプリケー
ションで使用するすべてのポートレット・プロデューサを登録します。 

 

 

 

 

 

図15：登録後のポートレット・プロデューサの表示 
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その他の情報 

» Enterprise Manager を使用したポートレット・プロデューサの登録について、詳しくは『Oracle 
Fusion Middleware Oracle WebCenter Portal の管理』を参照してください。 

» WLST コマンドを使用したポートレット・プロデューサの登録について、詳しくは『Oracle 
Fusion Middleware WebLogic Scripting Tool コマンド・リファレンス』を参照してください。 

WebCenter Portalサーバーへのポートレット・インスタンス・メタデータの移行 

ページにポートレットを追加するたびに、ポートレットのインスタンス・メタデータが作成されて
アプリケーションに関連付けられます。これらのメタデータを Portal サーバーに移行することが重要
です。移行しないと、移行先のページでポートレットが破損します。ポートレットをページに追加
するには、設計時に JDeveloper 内から追加するか、実行時に Oracle Composer の Design-Time at 
Runtime（DT@RT）ツールを使用して追加します。ポートレット・インスタンス・メタデータを移行
するには、次の WLST コマンドを使用してこれらのメタデータをファイルにエクスポートします。 

 

 

 

コマンド説明： 

» appName は、Framework アプリケーションの名前です。 

» filename は、ポートレット・メタデータのエクスポート先となるファイルの名前です。 

 

残りのパラメータは任意です。詳しくは、こちらのドキュメントを参照してください。 

次のコマンドを使用して、ポートレット・インスタンス・メタデータを WebCenter Portal サーバー
にインポートします。 

 

 

 

コマンド説明： 

» appName は、Framework アプリケーションの名前です。 

» filename は、ポートレット・メタデータのエクスポート先となるファイルの名前です。 

 

残りのパラメータは任意です。詳しくは、こちらのドキュメントを参照してください。 

これにより、Framework アプリケーションが実行されている管理対象サーバーから WebCenter 
Portal サーバーにポートレット・メタデータが移行されます。 

$ cd $FMW_HOME/common/bin 
$ ./wlst.sh 
wls:> connect(...) 
wls:> exportProducerMetadata(appName, fileName, [server, applicationVersion]) 

$ cd $FMW_HOME/common/bin 
$ ./wlst.sh 
wls:> connect(...) 
wls:> importProducerMetadata(appName, fileName, [server, applicationVersion]) 

https://docs.oracle.com/cd/E51625_01/webcenter.1111/e51441/wcadm_portlet_prod.htm#CIHFGDEA
https://docs.oracle.com/cd/E51625_01/webcenter.1111/e51441/wcadm_portlet_prod.htm#CIHFGDEA
https://docs.oracle.com/cd/E53284_01/web.1112/b71704/custom_webcenter_admin.htm#BEIDCGDC
https://docs.oracle.com/cd/E53284_01/web.1112/b71704/custom_webcenter_admin.htm#BEIDCGDC
https://docs.oracle.com/cd/E16340_01/web.1111/b55569/custom_webcenter_admin.htm#BEIFHBGF
https://docs.oracle.com/cd/E16340_01/web.1111/b55569/custom_webcenter_admin.htm#BEIFHBGF
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JDeveloperでのポートレット・メタデータのエクスポート 

ポートレットを JDeveloper でのみページに追加しており、実行時に Oracle Composer で追加して
いない場合は、JDeveloper 内からポートレット・インスタンス・メタデータをエクスポートできま
す。JDeveloper で Framework アプリケーションを開いて、Application メニューの「Export Portlet 
Producers...」を使用してポートレット・メタデータをエクスポートします。 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

図16：JDeveloperアプリケーションでのポートレット・メタデータのエクスポート 
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JDeveloper でポートレット・メタデータをエクスポートする、ファイルの名前を入力するように求
められます。 

  

図17：ポートレット・メタデータのファイル名の指定 

WLST コマンド importProducerMetadata を使用してメタデータを WebCenter Portal サーバー
にインポートできます。 

タスク・フローのカスタマイズとページのカスタマイズの移行 

Framework アプリケーションで、お気に入りタスク・フローやドキュメント・ライブラリ・タス
ク・フローなどの標準タスク・フローにカスタマイズが適用されている場合があります。移行時に、
カスタマイズをポータル・サーバーに引継ぎできます。 

注：Oracle WebCenter Portal では、サーバー・インスタンス・レベル、個々のポータル・レベ
ル、およびユーザー・レベルの 3 つのレベル（MDS レイヤー）でカスタマイズがサポートさ
れています。アプリケーションのレイヤーがこれよりも多い場合は、WebCenter Portal でサ
ポートされているレイヤーに合わせてレイヤーを減らす必要があります。 

 この項では、Portal Framework アプリケーションの MDS レイヤーを WebCenter Portal でサポート
されているレイヤーにマップする方法について説明します。ページに対するすべてのカスタマイズ
が、ポータルに対してスコープ設定されます。ただし、ADF タスク・フローで行ったカスタマイズ
を、WebCenter Portal でサポートされる MDS レイヤーに対してスコープ設定できます。 
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表2：WebCenter PortalでサポートされるMDSレイヤーの一覧 

WebCenter Portal 
カスタマイズ・レイヤー 

詳細 

システム このレイヤー内のカスタマイズは、ポータル・サーバー・インスタンスで使用されるすべてのタスク・フロー

に適用されます。カスタマイズは、ポータル・サーバーのすべてのページとポータルで表示され、ポータル・

サーバーのすべてのユーザーに対して表示されます。 

MDS レイヤー名/値：site / webcenter 

ポータル このレイヤー内のカスタマイズは、指定したポータルのすべてのページのすべてのタスク・フロー・インスタ

ンスに適用されます。ポータルに対してスコープ設定されたカスタマイズは、ポータルのすべてのメンバーに

表示され、ポータルがロードされた場合のみ表示されます。カスタマイズは、他のポータルでは表示されず、

ポータルのメンバーが他のポータルを表示する場合は表示されません。 

MDS レイヤー名/値：scope / <ポータルの内部 Id/GUID> 

ユーザー このレイヤーのカスタマイズは、指定したユーザーのすべてのページおよびポータルのタスク・フロー・イン

スタンスに適用されます。他のユーザーには、これらのカスタマイズは表示されません。 

MDS レイヤー名/値：user / <ユーザーの LDAP GUID> 

 

WebCenter Portal では、MDS カスタマイズはシステム、ポータル、ユーザーの順序で適用されます。
つまり、ユーザー・レベルのカスタマイズは、ポータル・レベルの最上位とシステム・レベルの最
上位の両方に適用されます。 

Framework アプリケーションのタスク・フローがカスタマイズされている場合、アプリケーション
を表すように、作成したポータルに対してこれらのカスタマイズをスコープ設定することを検討し
ます。カスタマイズをポータル・レイヤーに対してスコープ設定すると、ポータルのメンバーにの
みカスタマイズが表示されます。これにより、カスタマイズは他のポータルには表示されず、カス
タマイズに関連しない他のユーザーにも表示されません。 

WebCenter Portal サーバーへの移行が必要な、複数の Portal Framework アプリケーションを使用し
ている場合があります。これらのタスク・フローのカスタマイズをすべてのポータルのユーザーに
表示するには、カスタマイズをサイト・レイヤーに対してスコープ設定する必要があります。 

Framework アプリケーション内のタスク・フローのユーザー・カスタマイズは、ポータル・サー
バーに移行されると、すべてのページおよびポータルのすべてのタスク・フロー・インスタンスに
適用されます。ユーザー・カスタマイズを指定したポータルに対してスコープ設定することはでき
ません。 

タスク・フローのカスタマイズの移行 

MDS WLST コマンドを使用して、タスク・フローのカスタマイズを Framework アプリケーションか
らエクスポートできます。 

 

 

 

 

 

$ cd ${FMW_HOME}/common/bin/ 
$ ./wlst.sh 
wls: > connect('user', 'password', 't3://host:port') 
wls: > exportMetadata('frmk_app_name','managed_server', '/frmk_tf_cust', 
docs='/oracle/webcenter/<task_flow_namespace>/**') 
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コマンド説明： 

» user、password は、WebLogic Server 管理ユーザーの資格情報です。 

» host、port は、Framework アプリケーションがインストールされているサーバーを管理する
WebLogic Server 管理サーバーのホスト名およびポートです。 

» frmk_app_name は、Framework アプリケーションの名前です。 

» managed_server は、Framework アプリケーションがデプロイされている管理対象サーバーの
名前です。 

» /frmk_tf_cust は、MDS WLST コマンドでファイルをエクスポートするファイル・システム
上の場所です。 

» task_flow_namespace は、タスク・フローのビュー/XML/ビューのページ定義ファイルの名
前空間です。 

 

例として、以下に、Activity Steam – Quick View のカスタマイズの断片を示します。MDS レイヤー
の site および値 site でカスタマイズしています（このカスタマイズがシステム・レベルで行わ
れたことを暗示）。 

/oracle/webcenter/activitystreaming/view/jsf/fragments/mdssys/cust/site/si

te/activity SummaryCoreView.jsff.xml 

 

Oracle WebCenter Portal で使用できるカスタマイズ可能なタスク・フローの一覧については、「そ
の他の情報」の項を参照してください。この一覧にはタスク・フロー定義ファイルの名前空間が含
まれているため、カスタマイズの断片をエクスポートするときに使用する名前空間を特定するのに
役立ちます。 

WebCenter Portal では、サイト、スコープ、およびユーザーの 3 つのレイヤーをサポートしていま
す。そのため、WebCenter Portal サーバーへのインポート後も引き続き機能するように、MDS カス
タマイズ・レイヤーおよび値の名前を変更する必要があります。次の表は、カスタマイズの断片を
ポータル・サーバー、ポータル、および個々のユーザーに対してスコープ設定する方法を示してい
ます。他の MDS カスタマイズ・レイヤーを、WebCenter Portal でサポートされているレイヤーに
マップすることを検討します。マップできない場合は、これらのレイヤーをすべて削除する必要が
あります。 



31 | Oracle WebCenter Portal サーバーへの Oracle WebCenter Portal Framework アプリケーションの移行 

 

 

 
 

表3：WebCenter Portalでタスク・フロー・カスタマイズの断片を特定する方法 

WebCenter Portal 
カスタマイズ・レイヤー 

詳細 

システム カスタマイズ・レイヤーの値の名前を webcenter に変更します。そのためには、レイヤー値を使用して

いるフォルダの名前を以下のように変更する必要があります。 

/oracle/webcenter/.../mdssys/cust/site/webcenter/activitySummaryCo 

reView.jsff.xml 

ポータル カスタマイズ・レイヤーの値の名前をポータルの内部 ID（GUID）に変更します。そのためには、レイ

ヤー値を使用しているフォルダの名前を以下のように変更する必要があります。 

/oracle/webcenter/.../mdssys/cust/scope/sc34364ff_57a6_47f7_a53a_d 

028d7181fdc/activitySummaryCoreView.jsff.xml 

ポータルの管理時に、ポータルの GUID は Overview タブに表示されます。 

ユーザー カスタマイズ・レイヤーの値の名前をユーザーの GUID に変更します。そのためには、レイヤー値を使用

しているフォルダの名前を以下のように変更する必要があります。 

/oracle/webcenter/.../mdssys/cust/user/joe.doe/activitySummaryCore 

View.jsff.xml 

ユーザーの GUID は、ユーザー・ストアから取得できます。 

 

各レイヤー値について MDS カスタマイズの断片が格納されているフォルダの名前を変更したら、
WebCenter Portal サーバーにインポートできます。タスク・フローの名前空間ごとに、カスタマイ
ズを WebCenter Portal サーバーにインポートします。 

 

 

 

 

コマンド説明： 

» user、password は、WebLogic Server 管理ユーザーの資格情報です。 

» host、port は、WebCenter Portal サーバーを管理する WebLogic Server 管理サーバーのホス
ト名およびポートです。 

» webcenter は、WebCenter Portal アプリケーションの名前です。 

» WC_Spaces は、WebCenter Portal 管理対象サーバーの名前です。 

» /frmk_tf_cust は、前の手順で Framework アプリケーションのタスク・フロー・カスタマイ
ズをエクスポートおよび修正した、ファイル・システム上の場所です。 

» task_flow_namespace は、タスク・フローのビュー/XML/ビューのページ定義ファイルの名
前空間です。 

 

MDS カスタマイズ・レイヤーのマッピングに基づいて、カスタマイズがすぐに表示されます。 

$ cd ${FMW_HOME}/common/bin/ 
$ ./wlst.sh 
wls: > connect('user', 'password', 't3://host:port') 
wls: > importMetadata('webcenter','WC_Spaces', '/frmk_tf_cust', 
docs='/oracle/webcenter/<task_flow_namespace>/**') 
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ページのカスタマイズの移行 

 

ページおよびそれらのページ定義を移行するメカニズムについては、「ページの移行」の項で説明
しています。具体的には、WLST コマンドの exportMetadata を使用し、ページおよびそれらの
ページ定義のカスタマイズをエクスポートします。Framework アプリケーションに複数の MDS レ
イヤーがある場合があります。複数の MDS レイヤーがある場合は、以下の手順を実行する必要が
あります。 

1. これらのレイヤーを、WebCenter Portal でサポートされているレイヤーにマップする 

2. Framework アプリケーションからページおよびページ定義をエクスポートする 

3. 表 3 に示すように、MDS レイヤーを表すフォルダの名前を変更する 

4. Portal サーバーに作成するページおよびページ定義のファイル名に合わせて、エクスポートし
たページおよびページ定義のファイルの名前を変更する。この名前変更によって、カスタマイ
ズの断片が含まれたページが MDS でマップされるため、この名前変更は重要です。このよう
にしないと、カスタマイズが有効になりません。 

5. ページおよびページ定義を WebCenter Portal サーバーにインポートする 

 

WLST コマンドの exportMetadata と同様に、コマンド importMetadata でページおよびそれら
のページ定義のカスタマイズ断片をインポートします。 

その他の情報 

» 「メタデータ・サービス（MDS）カスタム WLST コマンド」 

» 「カスタマイズ可能な Oracle WebCenter Portal のツールとサービス・タスク・フローのカタログ」 

結論 

このホワイト・ペーパーでは、Portal Framework アプリケーションのもっとも重要な側面である
ページ、カスタム・コンポーネント、および Java コードを WebCenter Portal サーバーに移行する
方法について説明しました。今後のホワイト・ペーパーでは、ポータル・アセット、サービス・
データ、およびセキュリティ・モデルを移行する方法について説明する予定です。 

 

 

 

 

 

 

http://docs.oracle.com/cd/E15523_01/web.1111/e13813/custom_mds.htm#WLSTC2688
http://docs.oracle.com/cd/E29542_01/webcenter.1111/e27739/jpsdg_taskflows.htm#JPSDG7410
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