


はじめに

� このドキュメントは、Biz-Collections –Bizの宝箱-サイトへ掲載されてい

るBiz-Collections製品のTips集をネットワーク環境を問わずに参照してい
ただくことが出来るようにPDFファイルとして編集したものです。
このドキュメントが設計者、開発者の皆様のお役に立つことを心より願って
おります。

� 本ドキュメントの所有権、知的財産権、その他全ての権利および権限は、株
式会社オープンストリームが所有しています。

� 本ドキュメントを株式会社オープンストリームの承諾を得ず、無断で複写、
複製することを禁止します。

� 本ドキュメントに記載されている内容は、将来予告なく変更されることがあ
ります。

� Windowsは米国マイクロソフト社の登録商標です。
� その他製品名は各社の商標または登録商標です。



Unicode

１ Unicode文字を扱いたい

１
[解決方法]
Biz/Browser ver4.2より、Unicode文字に対応いたしました。
画面からのUnicode文字入力、Unicode形式データの取り扱いが可能です。

■画面からUnicode文字を入力する

オブジェクトのValueTypeプロパティをUString型にしていただくことで、Unicode文字の
画面入力が可能です。

■Unicode形式データを取り扱う

CSVファイル、XMLファイルでUnicodeデータを扱うことが可能です。
CSVDocumentオブジェクトやxmlDOMImplementationオブジェクトなどの生成時、
コンストラクタの引数でUnicode指定をしてください。



【注意】
Unicode文字をGUIオブジェクト上に表示するには、オブジェクトのFontKindプロパティで
指定しているフォントが該当のUnicode文字を持っていることが前提条件となります。

FontKindプロパティはデフォルト($STD)でゴシックを指定していますが、ゴシックフォント
が保持しないUnicode文字を表示したい場合は、SetFontFamilyメソッドであらかじめ
フォントを登録しておき、各オブジェクトのFontKindプロパティで該当フォントを指定して
ください。

フォントの設定方法については、
Biz/Designer XE (ver4.1) TIPS集 ＞ 新機能 ＞ フォントを設定する

をご参照ください。

[サンプルコード]

■XMLファイルでUnicodeデータを扱う場合

Label:UString UnicodeLabel {
:

}
:

var xmlImpl = new xmlDOMimplementation(xmlDOMImplementation.unicode);

var response = GetHttpSession().get("/test/sample.xml");
var xmldom = xmlImpl.load(response);
var code = xmldom.DocumentElement.SelectSingleNode("//code/");
UnicodeText = code.text;
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Unicode

２ Unicode形式のデータをローカルマシンに保存したい

２ [解決方法]
Unicode対応しているCSVDocumentオブジェクト、xmlパッケージのオブジェクトを利用して、
Unicode形式のデータをローカルに保存することが可能です。
CSVDocumentオブジェクト、xmlパッケージのオブジェクトともに、コンストラクタでUnicode
文字を扱う指定をします。

[サンプルコード]

■CSVデータの場合

/*Unicode文字を含むCSVデータをサーバからダウンロード*/
var csvobj = new CSVDocument( CSVDocument.unicode );
var session = findHTTPSession("http://ServerName");
var res = session.get("/test/sample.csv");
csvobj.load(res);

/*ダウンロードしたCSVデータをローカルに保存*/
var fs = new FileSystem;
var file = fs.open("sample.csv", FileSystem.OPEN_WRITE);
csvobj.save(file);
file.close();

■XMLデータの場合

/*Unicode文字を含むXMLデータをサーバからダウンロード*/
var session = findHTTPSession("http://ServerName");
var req = session.CreateRequest("/Unicode.xml", httpSession.UTF8_ENCODE);
var res = session.get(req);

var impl = new xmlDOMImplementation( xmlDOMImplementation.UNICODE );
var resxml =impl.load(res);
Form1.append(resxml,"xmldata");

/*ダウンロードしたXMLデータをローカルに保存*/
var fs = new FileSystem;
var fp = fs.open("Sample.xml",FileSystem.OPEN_WRITE);
Form1.xmldata.save(fp);
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Unicode

３ Unicode文字を印刷したい

３ [解決方法]
PrintStreamパッケージのクラスでは、PrintSteamスプールファイルを用意していた
だければ、基本的にどんな内容でも印刷が可能です。

そのため、PrintStreamDocumentクラスを使用して、Unicodeデータを含むPrintStream
スプールファイルを読み込んでいただければ、Unicode文字を印刷できますし、
PreviewFormクラスを使用してUnicode文字を含む印刷データをプレビューしていただく
こともできます。

弊社製品ですと、PrintStream Coreのv3.1.2.5からUnicode対応を行っていますので、
そちらを利用してUnicode文字を含むPrintStreamスプールファイルの作成が可能です。

関連事項として、
Biz/PrintServer・PrintStream Core TIPS集 ＞ PrintStream Core ＞ Unicode ＞

Unicodeのデータを使用したい
をご参照ください。

※DocオブジェクトはUnicode対応していませんので、ご留意ください。
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Unicode

４ Unicode文字を表示できない

４ [解決方法]
Unicode文字を表示する前提条件として、以下の3つが挙げられます。
条件を満たしていない場合はUnicode文字の表示はできませんので、ご注意ください。

（１） NT系OSを使用している

98系OSは、OS自体がUnicode対応していないため、Unicode文字の表示はできま
せん。

（２）クライアントマシンに表示させたい文字を網羅しているフォントファイルが
存在する

クライアントマシンのフォントファイルが保持している以外の文字を表示することは
できません。

（３）表示させたい文字にUnicodeの文字コードが割り振られている

管理番号：Brw42_A004



Unicode

５ httpRequestクラスのWriteStringメソッド、AddBodyメソッドの引数に

Unicode文字を指定すると文字化けする

５ [解決方法]
httpRequestクラスのWriteStringメソッドやAddBodyメソッドは、引数の内容を加工
しません。
そのため、Unicode文字をそのままWriteStringメソッドやAddBodyメソッドの引数に
指定すると文字化けしてしまいます。

WriteStringメソッドやAddBodyメソッドの引数にUnicode文字を指定するためには、
下記のようにencodeURLメソッドを使用して、Unicode文字を変換した上で、送信
します。

[サンプルコード]

var s = findHttpSession("http://ServerName");
var r = s.createRequest("/",httpSession.UTF8_ENCODE);

/* TextBoxのUString型データを変換します */
var d = encodeURL(^.TextBox1);

r.setHeader("Content-Type","application/x-www-form-urlencoded");
r.addBody("name=" + d);
s.post(r);
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Unicode

６ CSVDocumentのコンストラクタで内部文字コードをUnicodeで指定した場合の

対応範囲

６ [解決方法]
CSVDocumentのコンストラクタで、CSVDocument.UNICODEを指定した場合、次の範囲で
Unicodeが利用出来ます。

・ CSVファイルの文字コード
・ getCellメソッドの戻り値
・ setCellメソッドの第３引数
・ getCellsメソッドの戻り値に含まれるデータ
・ setCellsメソッドの第３引数以降
・ replaceメソッドの第３引数以降
・ parseメソッドの全ての引数
・ ｌoadメソッドのReadObjectから得る入力データと第２引数以降の条件
・ saveメソッドの出力データと第２引数以降の条件
・ spliceメソッドの第２引数以降の条件
・ findメソッドの第２引数以降の条件
・ getメソッドでダウンロードされるデータ
・ getCellByNameメソッドの戻り値
・ setCellByNameメソッドの第３引数
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StyleEdit

１ 自動改行を行う際の規則(禁則処理)を設定したい

１ [解決方法]
StyleEditオブジェクトには、自動改行の規則（禁則処理）を指定するWordWrapMode
プロパティがございます。
(ver4.2より追加されました。)

■WordWrapModeプロパティに$WORDを指定した場合

【注意】
日本語の文章では単語の境界を識別できないので、$WORDを指定しても、単語の
途中で文字が切れます。

WordWrapMode
プロパティ

内容

$CHAR 文字単位で改行します。

$WORD 単語単位で改行します。
単語の境界として識別されるのは空白、タブ文字、文字装飾の
境界、2バイト文字です。

$KINSOKU 行頭禁則、行末禁則処理が有効になります。



■WordWrapModeプロパティに$KINSOKUを指定した場合
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StyleEdit

２ 画面表示と同じ位置で改行されている文字列をファイルに保存したい

２ [解決方法]
StyleEditオブジェクトのGetWrappedStringメソッドをご利用いただくことで、画面上で
改行されている位置に改行文字を付与した文字列を取得することが可能です。
FileSystemオブジェクトによるファイル出力の際、GetWrappedStringメソッドで取得した
値を使用することで、画面上と同じ表示位置で改行されている文字列をファイルに
保存することが出来ます。
(GetWrappedStringメソッドは、ver4.2より追加されました。)

例）
５文字ごとに改行するSytleEditオブジェクトに「あいうえおかきくけこさしすせそ」と
設定した場合を考えてみます。

[サンプルコード]

Button btn_1 {
Function OnTouch( e ) {

var ss = ^.StyleEdit1.GetWrappedString();

var fs = new FileSystem;



var fp = fs.open("sample.txt",FileSystem.OPEN_WRITE);
fp.write(ss);
fp.close();

}
}
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メソッド

１ Evalメソッドを使用したい

１ [解決方法]
ver4.2より、Evalメソッドが追加されました。

Evalメソッドによるスクリプトの実行は、呼び出し元からのFunction実行と同じように
動作します。
実行するべきCRSスクリプトは、crs引数により文字列で与え、return文で戻り値を
返すことができ、Evalメソッドの戻り値となります。

[サンプルコード]

Form evalSample {
Spread Spread1 {

SpreadRow SpreadRow1[10] {
SpreadColumn SpreadColumn1;
SpreadColumn SpreadColumn2;
SpreadColumn SpreadColumn3;
SpreadColumn SpreadColumn4;
SpreadColumn SpreadColumn5;

}
}
Button Button1 {

Title = "Evalを使用した代入";

Function OnTouch( e ) {
var i;
var j;

for( i = 0; i < 10; i++ ){
for( j = 1; j <= 5; j++ ){

/* Evalメソッドを使用して、SpreadColumnオブジェクトの
Valueプロパティを設定しています */

Eval( "^.Spread1.SpreadRow1[" + str(i) + "].SpreadColumn"
+ str(j) + ".value = " + str(j) + ";" );

}
}

}
}
Button Button2 {

Title = "SpreadColumn名を指定した通常の代入";

Function OnTouch( e ) {
var i;

for( i = 0; i < 10; i++ ){

/* 通常の方法でSpreadColumnオブジェクトの
Valueプロパティを指定しています */

^.Spread1.SpreadRow1[i].SpreadColumn1.Value = 10;
^.Spread1.SpreadRow1[i].SpreadColumn2.Value = 20;
^.Spread1.SpreadRow1[i].SpreadColumn3.Value = 30;
^.Spread1.SpreadRow1[i].SpreadColumn4.Value = 40;
^.Spread1.SpreadRow1[i].SpreadColumn5.Value = 50;

}
}

}
}

CRSファイル形式のサンプルを
「Evalメソッドのサンプル （Brw42_C001.zip）」

よりご利用いただけます。
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ファイル

１ ファイルシステムの属性を参照したい

１ [解決方法]
FileSystemオブジェクトでファイルシステムの属性を参照できるようになりました。
(ver4.2より追加されました。)

参照が可能なのは、ボリューム属性、ボリュームパス、ディスクの空き容量です。

参照するフォルダを仮想ファイル名で指定しますので、Biz/Browserルートフォルダ
配下のフォルダ、Mountメソッドでマップしたフォルダの詳細が閲覧できます。
仮想フォルダの属するディスクの空き容量を調べたいときはGetFreeSpaceメソッドを、
ボリュームのパスを調べたいときはGetVolumePathメソッドを、ボリュームの属性を
調べたいときはGetVolumeInfoメソッドを使用します。

詳細な参照内容は以下になります。

メソッド名

メソッドで参照できるファイル属性 属性の内容

GetFreeSpaceメソッド

・ディスクの空き容量 仮想フォルダが属するディスクの空き容量

GetVolumePathメソッド

・ボリュームパス 仮想フォルダが属するボリュームのパス

GetVolumeInfoメソッド

・ボリューム名 仮想フォルダが属するボリュームの名前

・ボリュームシリアル番号 仮想フォルダが属するボリュームのシリアル番号

・ファイル名要素の長さ ファイル名に指定できる最大文字数

・大文字小文字を保存
ファイル名の大文字・小文字を区別して保存する
かどうか

・大文字小文字を区別 ファイル名の大文字と小文字を区別するかどうか

・ユニコードファイル名 ファイル名にUnicode文字を使用できるかどうか

・ACLの利用可否 アクセスコントロールリストを使用できるかどうか

・ファイル圧縮の可否 ファイル圧縮できるかどうか

・圧縮ボリューム 圧縮しているか否か

・暗号化サポートの有無 暗号化をサポートしているかどうか

・オブジェクトIDの利用可否 オブジェクトＩＤを利用できるかどうか

・リパースポイントの利用可否 リバースポイントを利用できるかどうか

・スパースファイルの利用可否 スパースファイルを利用できるかどうか

・クォータの有無 クォーターの有無

・ファイルシステム名 NTF,FATなどファイルシステム名

・ドライブの種類 仮想フォルダが属するドライブの種類

管理番号：Brw42_D001
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文字入力

１ 文字コードを入力し、該当文字へ変換を行いたい

１ [解決方法]
文字コードを該当文字へ変換する、IMECodeInputプロパティがご利用いただけます。
(ver4.2より追加されました。)

trueを指定すると、IME変換中に4桁の16進数で文字コードを入力し、CTRL+HOMEキーの
押下で該当する文字へ変換します。
IMEが標準で備えるF5キーによる文字コード一覧からの入力と異なり、IMEパッドをポップ
アップすることなく直接 文字へ変換されます。

4桁以上入力されている状態でCTRL+HOMEキーの押下を行いますと、末尾から4桁を変換
対象とします。(末尾から4桁が16進数の場合のみ変換されます)

またこの機能は、Biz/Browser側からは、IMEに入力された文字コードを何も加工せず、
そのまま送っています。
よって変換結果は、端末のIMEの動作に依存することになります。
IMEの入力モードによって、全角文字のコードを変換しても半角に変換されたり、逆に
半角文字のコードを変換しても全角に変換される場合があります。
例えば、「も」のShift-JISコード「82e0」を変換させた場合、IMEの入力モードが「半角英数」
などの半角モードであると「モ(半角)」に変換される、といった動作です。

Biz/Browserでは、IMEModeプロパティにより、IME入力モードを指定することが可能です
ので、IMECodeInputプロパティの動作結果を予め確認し、IMEModeプロパティ設定にて
動作の制御を行うことをお薦めいたします。

※98系のOS(Windows98・ME・98SE)は基本的にUnicodeに対応していないため、
Unicode固有文字の変換はできません。

※CTRL+HOMEキーの押下でのKeyDownイベントは発生しなくなります。

※Windows Vista環境の場合、以下の制限があります。



Unicode文字表示に関する前提条件につきましては、
Biz/Browser XE(ver4.2) TIPS ＞ Unicode ＞ Unicodeが表示できない

をご参照ください。

・ IMECodeInputプロパティをtrueに設定すると、入力した文字コードが、変換した
文字の前後に表示される。
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ツールチップ

１ FlexViewのセル単位にツールチップを設定したい

１ [解決方法]
ver4.2よりFlexCellオブジェクトにTooltipプロパティが追加されました。
これによりGetRowメソッドで指定行のリファレンスを取得することで、セル単位にツール
チップを設定することが可能となりました。

[サンプルコード]

FlexView FlexView1 {
FlexRecord FlexRecord1 {

FlexLabel FlexLabel1;
FlexButton FlexButton1;
FlexTextBox FlexTextBox1;

}

InsertRow(3);

FlexView1 << new CSVDocument << csv{
"1-1","1-2","1-3"
"2-1","2-2","2-3"
"3-1","3-2","3-3"

};

/*各セルごとにデータを設定*/
for(var i = 0; i < 3; i++){

var row = GetRow( i );
row.FlexLabel1.tooltip = str( i + 1 ) + "-1";
row.FlexButton1.tooltip = str( i + 1 ) + "-2";
row.FlexTextBox1.tooltip = str( i + 1 ) + "-3";

}
}

CRSファイル形式のサンプルを
「FlexViewのセルごとにツールチップを設定するサンプル （Brw42_F001.zip）」

よりご利用いただけます。
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ツールチップ

２ ツールチップの表示時間を設定したい

２ [解決方法]
ToolTipDelayTimeプロパティに秒数を設定することで、ツールチップの表示時間を指定する
ことが出来ます。
(ver4.2より追加されました。)

ToolTipDelayTimeプロパティの設定値は、マウスなどの操作を行わなかった場合の
最低表示時間となります。
動作環境によっては、設定値よりも長く表示される場合があります。
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XMLデータ

１ xmlAttrクラスのNameプロパティが「?」に文字化けする
[内容]
Unicode固有文字を設定したxmlAttrオブジェクトで、Valueプロパティは正常に
Unicode文字列が表示されるが、Nameプロパティを表示するとUnicode文字列が
「?」になる

１ [解決方法]
このプロパティを定義しているのは、派生元のObjectクラスなのでCRSスクリプトで識別
される、オブジェクト名を示す値が格納されます。

このプロパティはShiftJIS固定ですので、UNICODE固有文字がAttrの名前に使われていると、
正しく表示できなくなります。
本来の名前を正しく取得するためには、nodeNameプロパティでアクセスしてください。
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XMLデータ

２ Loadメソッド実行時にxmlデータの改行文字が読み込まれない

２ [解決方法]
ver4.2.0.1で改修された以下の障害の影響により、xmlDomImplementationクラスの
Loadメソッド実行時に、以前は読み込まれていた改行文字が読み込まれなくなりました。

utf8エンコードのxmlをLoadメソッドによりパースした際、textノードの改行が
ランダムに失われる

これにより、Loadメソッドを使用されていた場合、ver4.2.0.1より前とver4.2.0.1以降とでは、
読み込まれるデータに差異が出ることがございますのでご注意ください。

改行文字ごと読み込む必要のあるケースでは、Parseメソッドを使用する、あるいは
Loadメソッドで取得したデータに後から改行文字を付与する、という対応をしていただけ
ますようお願いいたします。
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FlexView

１ FlexViewで列の表示制御を行いたい
[内容]
FlexViewでデータの表示が1件もない列を非表示にしたい

１ [解決方法]
実装方法としては、FlexViewに表示される各行の対象列にデータが存在するかをチェックし、対
象列にデータが1件も存在しない場合、対象列を非表示とする(Width=0)といった方法が可能で
す。

■「備考３」と「備考４」の列に表示データが存在しない場合

[サンプルコード]

CSVDocument data;

/* CSVファイルをGETし、データをロードします */

data.get("test.csv");

/* チェック対象列数 */

var col = 8;

/* チェック結果格納配列 */
var arr = new Array();

for(var i = 0; i < col; i++){

/* ラベル番号 */
var label = i+1;

/* データが存在するか確認 */

arr[i] = eval("data.find(0, \""+Str(i)+"!=\");");

/* データが存在しない場合*/

if(arr[i] == "-1"){

/* 非表示とする列分、FlexViewの幅を再調整する */
^.FlexView1.Width = ^.FlexView1.Width -

eval("^.FlexView1.FlexRecord1.FlexLabel"+Str(label)+".Width;");

/* データが存在しない列を非表示とする */



※ Evalメソッドは、Ver4.2.0より追加されました。

上記サンプルでは、「備考３」と「備考４」の列を非表示(Width=0)にすると同時にFlexView自体の
幅(Width)も再調整しています。
列を非表示としても、FlexView自体の幅を再調整しない場合、以下のように空白欄が表示され
ます。

また、本内容とあわせて、以下のTIPSもご参照ください。
Biz/Browser・Biz/Designer TIPS集 ＞ FlexView ＞

FlexViewの非表示列にカーソルが当たらないようにしたい

実際の挙動についてはCRSファイル形式のサンプル
「FlexViewでの列の表示制御サンプル（Gui41_026.zip）」

をご参照ください。

eval("^.FlexView1.FlexRecord1.FlexLabel"+Str(label)+".Width = 0;");

}

}

/* FlexViewへデータをロード */

^.FlexView1 << data;

管理番号：Gui41_026
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セキュリティセキュリティセキュリティセキュリティ

１１１１ セキュリティセキュリティセキュリティセキュリティ強強強強化化化化((((単単単単一一一一セッションモードセッションモードセッションモードセッションモード))))    
    

１１１１ [[[[解決方法解決方法解決方法解決方法]]]] 
サーバ接続に関するセキュリティ強化機能として、RootクラスのSloginメソッド、 
httpSessionクラスのisLoginSessionメソッドがあります。 
 
RootクラスのSloginメソッドは、Sloginメソッドにより開始されたセッションが有効な間、 
単一セッションモードとなり、指定した接続先以外のサーバと通信を行うことが 
できなくなります。 
 
例えば、findHTTPSession関数において、Sloginメソッドにより指定された接続先以外の 
サーバを指定した場合、エラーとなります。  
 
また、単一セッションモードの間トラップされない例外が発生しても、デバッグ情報(コアダンプ)を 
出力しません。この機能も、コアダンプに含まれるサーバ情報の漏洩を防ぐための 
セキュリティ強化機能の一つです。 
 

 
httpSessionクラスのisLoginSessionメソッドは、実行中のCRSがLoginメソッドまたは 
Sloginメソッドによって開始されたセッションでロードされているか確認することができ、 
CRSを意図しないサーバからロードされてしまうことを抑止することが可能です。 
 
 

※Sloginメソッドでログインした場合、Biz/Browser上での右クリックのデフォルトで 
表示されるメニューは表示されなくなります。 

 
[[[[サンプルコードサンプルコードサンプルコードサンプルコード]]]] 

var session = GetHttpSession(); 
if( session instanceOf httpSession ) { 
    if( session.isLoginSession(true) ) { 
        //.Get("main.crs"); 
    } 
} 
 
//.Slogin("http://servser/login.crs"); 

管理番号：Sec41_001

 





  

セキュリティセキュリティセキュリティセキュリティ

３３３３ セキュリティセキュリティセキュリティセキュリティ強強強強化化化化((((画画画画面印刷抑止面印刷抑止面印刷抑止面印刷抑止))))    
    

３３３３ [[[[解決方法解決方法解決方法解決方法]]]] 
Biz/Browserは、画面表示情報の流出を抑止するため、メニューバーに「印刷」機能を 
持っていません。 
また、InternetExplorer内でBiz/Browserを起動した場合、InternetExplorerの印刷メニューが 
無効になります。 
 
アプリケーションの仕様として印刷機能を組み込んでください。 
 
XE(Ver4.1)より、RootクラスのPrintScreenMaskメソッドを利用することで 
「画面表示イメージ転送の抑止」が可能です。 
PrintScreenMaskメソッドにtrueを指定すると、以降のPrintScreenキーの押下時の 
クリップボードには加工した画像が転送されます。 
 
PrintScreenMaskメソッドの動作とHardCopyメソッドの動作は連動していません。 
 

管理番号：Sec41_003

  



多言語対応

１ ボタンやラベルのタイトル表示をクライアントの言語に対応した表示内容にする
[内容]
外部リソース定数を利用する

１ [解決方法]
外部リソース定数を利用して、アプリケーションを複数の言語に対応させることが可能です。

ボタンやラベルのタイトル表示を$$で始まるシンボル、外部リソース定数で設定します。

Button1.Title = $$SEND_BUTTON_TITLE;

外部リソース定数は、CRSファイルと同じディレクトリに置かれているXML形式の
リソースファイルに定義します。
リソースファイルは、対応させたい言語毎に作成します。
Biz/Browserは、リソースファイル(resource.lang.xml)のlangの部分に指定された言語識別子
を
判断し、リソースファイルをロードします。

現在Biz/Browserでサポートしている言語識別子は下記の通りです。

例)
日本語環境の場合 resource.ja.xml
英語環境の場合 resource.en.xml

それぞれ、$$SEND_BUTTON_TITLEに対し"送信"や"Send"を定義します。
リソースファイルにおける外部リソース定数の定義方法の詳細はオンラインマニュアルを
ご参照ください。

言語 [LCID] 言語識別子

日本語 [1041] ja

英語 [1033] en

韓国語 [1042] ko

中国語(繁体) [1028] zh-ch

中国語(簡体) [2052] zh-tw

[サンプルコード]

[ Form1.crs ]
Button Button1 {

X = 15;
Y = 10;
Width = 100;
Height = 25;
Title = $$SEND_BUTTON_TITLE;

}

[ resource.ja.xml ]
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<resource>

<SEND_BUTTON_TITLE>送信</SEND_BUTTON_TITLE>
<CANCEL_BUTTON_TITLE>キャンセル</CANCEL_BUTTON_TITLE>

</resource>

[ resource.en.xml ]
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<resource>

<SEND_BUTTON_TITLE>Send</SEND_BUTTON_TITLE>
<CANCEL_BUTTON_TITLE>Cancel</CANCEL_BUTTON_TITLE>

</resource>

管理番号：Lan41_001
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多言語対応

３ 日本語OS以外でBiｚ/Browserを利用する場合の注意点

３ Biz/Browserは、日本語、英語、中国語（繁体字）、中国語（簡体字）、韓国語（ハング
ル）の５言語対応しておりますが、日本語OS以外で正常に動作しない機能がございま
す。

例えば、
全角半角を変換するfullp関数やhalfp関数、2バイト文字を扱うような関数やメソッド

を
利用する
IMEModeプロパティに$DHIRA、$DKANA などを指定する（※１）
Formatプロパティで"WS"、"WR"、"WYY"など和暦の指定文字（フォーマット）を指

定する
MaskEditクラスのMaskプロパティへ指定するリテラル文字に2バイトの文字列を指

定する

上記のような関数やメソッド、プロパティ等を利用した場合は、正しい結果が得られな
い事があります。開発時には十分ご注意ください。

Biz/Browserの対応言語については、サポートガイドラインをご参照ください。

※１ IMEModeプロパティに$OPEN、$CLOSE、$STD以外を指定した場合、指定したモ
ードが存在しない環境では、 $OPENと同様の動作になります。
$OPENと$CLOSEは指定どおりの動作をします。

管理番号：Lan41_003
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多言語対応

４ リソースファイルを共通化したい
[内容]
別々のフォルダに置いたCRSで同じリソースファイルを参照するので、
リソースファイルを1フォルダにまとめて設置したい。

４ 外部リソース定数は、CRSと同じディレクトリに置かれているリソースファイルからしか
参照できません。しかし、メンテナンス性を考慮すると、同じファイルをあちこちの
フォルダに置く事は避けたいものです。
そこで、パッケージを利用して間接的に別ディレクトリのリソースファイルを参照する
方法を紹介いたします。

以下に、ディレクトリAのCRSにてディレクトリBのリソースファイルを参照する方法を
例示します。
ディレクトリAとディレクトリBは、同階層にあるものとします。

リソースファイルが置かれているディレクトリBにパッケージを作成し、パッケージ内では
外部リソース定数にてリソースファイルを参照、Stringオブジェクトに代入しておきます。
ここでは「resouse.crs」という名前で作成しました。

ディレクトリAのCRSでは「resouse.crs」をインポートして使用します。

[ ディレクトリBにあるファイル ]

≪resouse.crs≫
Package resouse {

String send_button_title = $$SEND_BUTTON_TITLE;
String cancel_button_title = $$CANCEL_BUTTON_TITLE;

String cancel_button_title = $$NAME_LABEL_VALUE;
String address_label_title = $$ADDRESS_LABEL_VALUE;

}

≪resouse.ja.xml≫
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<resource>

<SEND_BUTTON_TITLE>送信</SEND_BUTTON_TITLE>
<CANCEL_BUTTON_TITLE>キャンセル</CANCEL_BUTTON_TITLE>
<NAME_LABEL_VALUE>氏名</NAME_LABEL_VALUE>
<ADDRESS_LABEL_VALUE>住所</ADDRESS_LABEL_VALUE>

<resource>

[ ディレクトリAにあるファイル ]

≪Form_A.crs≫

import "../B/resource.crs";

Form Form_A {
X = 0;
Y = 0;
Width = 400;
Height = 213;

Button Button1 {
・・・

Title = resource.send_button_title;
}

Button Button2 {
・・・

Title = resource.cancel_button_title;
}
Label Label1 {
・・・



実際の挙動については、CRSファイル形式のサンプル
「リソースファイルを共通化したい(Lan41_004.zip)」

ご参照ください。

Value = resource.cancel_button_title;
}

Label Label2 {
・・・

Value = resource.address_label_title;
}

}

管理番号：Lan41_004
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Window

１ Biz/Browserのメニューバーを非表示にしたい

１ [解決方法]
RootクラスのShowMenuメソッドでメニューバーの表示/非表示を切り替えることが可能です。
InternetExplorer内でBiz/Browserを起動した場合、この実行は無効となります。
ShowMenuメソッドは、右クリックによりデフォルトで表示される「ログイン」「プリンタの設定」等の
コンテキストメニューの抑止と連携していません。
右クリックによるメニューの表示を抑止したい場合は、
Biz-Tips ＞ マウス ＞ 右クリックによるメニュー表示を抑止する方法 をご参照ください。

[サンプルコード]

Form Form1 {
X = 0;
Y = 0;
Width = 400;
Height = 300;

CheckBox CheckBox1 {
X = 10;
Y = 10;
Width = 100;
Height = 30;
CheckItem CheckItem1[1] {

Height = 20;
Title = "非表示";
Selected = $FALSE;

Function OnTouch( e ) {
if( e.From.selected == $TRUE ){

//.ShowMenu( $FALSE );
}else{

//.ShowMenu( $TRUE );
}

}
}

}

if ( !$DESIGNTIME ) {
}

}

管理番号：Gui41_016
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Window

２ 起動時の画面サイズ指定の留意点

２ [解決方法]
起動時( if( !$DESIGNTIE ) での指定も含む ) に画面サイズを指定し、同時にShowMenu
メソッドでメニューの表示/非表示設定した場合、処理順序に注意が必要です。

例えば、処理順序が、

1．画面サイズの設定
2．ShowMenuメソッドの実行

の場合、画面表示の挙動としましては、

1．前回終了時のウィンドウサイズで開始
2．スクリプトによってFormオブジェクトのWidth、Heightプロパティを設定
3．Root.ShowMenuメソッドによるウィンドウサイズ変更
4．ウィンドウサイズ変更によってFormのWidth、Heightプロパティが更新される
5．更新されたFormのWidth、Heightプロパティの値をウィンドウサイズに適用

⇒結果、前回終了時のウィンドウサイズで画面が表示されます。

ShowMenuメソッドを実行しても前回のウィンドウサイズに影響されないようにするには、
Formオブジェクトのサイズの変更前にShowMenuメソッドを実行いただくことになります。

または、

if( !$DESIGNTIME ) {

//.Width = 100;

//.Height = 100;
//.ShowMenu( $FALSE );

：

}

if( !$DESIGNTIME ){

//.ShowMenu( $FALSE );

}
Form Form1 {

Width = 100;

Height = 100;

：
}

Form Form1 {

:

if( !$DESIGNTIME ) {

//.ShowMenu( $FALSE );
//.Width = 100;

//.Height = 100;

}

}

管理番号：Win41_001
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Window

３ ウィンドウのアイコンを変更したい

３ [解決方法]
ウィンドウのタイトルバーに表示されるアイコンは、RootクラスのSetImageメソッドと
Iconプロパティを利用することで変更出来ます。
(SetImageメソッドとIconプロパティは、ver4.1.3より追加されました。)

ImageList imglst {

MaskUse = $TRUE;

MaskColB = 255;
MaskColR = 255;

LoadImage( "appIcon.png" );

}

//.SetImage( imglst );

//.Icon = 0;

管理番号：Win41_002
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Window

４ アプリケーションをタスクトレイに格納したい

４ [解決方法]
RootクラスのVisibleプロパティとTrayIconクラスを組み合わせることで、Biz/Browserで
起動したアプリケーションをタスクトレイに格納することが出来ます。
(TrayIconクラスは、ver4.1.3より追加されました。)

RootクラスのVisibleプロパティを$FALSEに設定するとタスクバー表示も非表示にする
ことができ、TrayIconクラスを利用するとタスクトレイにアイコンを表示することが出来ます。

また、RootクラスのWindowStateChangedイベントと組み合わせることで、「画面の最小化
ボタンを押下したタイミングでタスクトレイに格納する」といった実装をすることが出来ます。

ウィンドウのタイトルバーに表示されるアイコンは、RootクラスのIconプロパティを設定する
ことで変更出来ます。

[サンプルコード]

CRSファイル形式のサンプル
「タスクトレイ格納サンプル(Win_012.zip)」

ご参照ください。

管理番号：Win41_003
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FlexView

１ FlexView タイトル行の背景色などの属性を設定したい

１ [解決方法]
FlexViewのタイトルの背景色は、FlexViewクラスのTitleBgColorプロパティで設定可能です。

FlexViewのタイトル行に関する設定は、FlexViewクラスまたはFlexItemクラスのプロパティで
設定可能です。
プロパティの内容は下記の通りです。

FlexViewクラス

FlexItemクラス

TitleBgColor 背景色を指定する

TitleFgColor 文字色を指定する

TitleBgColor 背景色を指定する

TitleFgColor 文字色を指定する

TitleHorzAlign 水平方向の割付を指定する

TitleVertAlign 垂直方向の割付を指定する

TitleMarker △▽の表示をする

TitleResize 列幅のリサイズ可/不可を指定する

管理番号：Gui41_009
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FlexView

２ FlexView 表形式でデータを表示し、関連するデータをツリー形式で表示したい

２ [解決方法]
FlexIndentLabelクラスを利用して、データの関連性に従ったツリー状の表示が可能です。
FlexIndentLabelクラスのKeyプロパティ、ParentKeyプロパティにツリー表示(インデント表示)の
キーとなる値を設定します。
Keyプロパティと同じParentKeyプロパティを持つ後続の行は、子として接続、表示されます。

FlexIndentLabelは、1列の中で階層化した表示となり、階層の深さはKeyと
ParentKeyプロパティに設定するデータにより動的に変化します。
また、折り畳むことができる部分はインデントの先頭のみとなりますが、
後続の列の内容が折畳んだ行にも表示されます。

[サンプルコード]

CRSファイル形式のサンプル
「掲示板サンプル(FlexViewXE.zip)」

をご参照ください。

管理番号：Gui41_010
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FlexView

３ FlexView タイトル行をクリックしてデータをソートさせる

３ [解決方法]
タイトル上のクリックによる処理は、FlexItemオブジェクトのTitleLClickedイベントにて
実装が可能です。
(タイトル上のマウス右クリックではTitleRClickedイベント、マウス左ダブルクリックでは
TitleDClickedイベントが発生します。）

FlexViewはSpreadと異なり、タイトル上のクリックによるイベントの発生元が
FlexItemオブジェクト(FlexLabelやFlexButtonオブジェクトなど)となり、
クリックされたオブジェクト(列)が特定されているため、OnTitleLClickedイベントハンドラの
引数として渡されるEventオブジェクトには列番号は含まれませんのでご留意ください。

FlexViewクラスには2種類のソート用メソッドが用意されています。

また、ソート処理に関連した機能として下記の機能がご利用頂けます。

Sortメソッド 行のソート

IndentSortメソッド FlexIndentLabel行のソート

FlexIndentLabelオブジェクトの列をインデントの接続ができるようにソートしたい場合には
IndentSortメソッドをご利用ください。

・FlexViewに表示されていない項目でソートする。
FlexDataクラスのDataプロパティを利用して実現可能です。
例えば、FlexLabelオブジェクトのValueプロパティには漢字で氏名を設定し、
Dataプロパティには仮名で氏名を設定。氏名でソートする際に漢字ではなくフリガナで
ソートさせる、といった実装が可能です。

・タイトルにソート(昇順・降順)のマークを表示する
FlexItemオブジェクトのTitleMarkerプロパティを利用して、列タイトルに△▽マークを
表示することが可能です。

[サンプルコード]

Form Form1 {
X = 0;
Y = 0;
Width = 400;
Height = 300;
FlexView FlexView1 {

X = 15;
Y = 15;
Width = 200;
Height = 90;
FlexRecord FlexRecord1 {



FlexLabel FlexLabel1 {
TitleHorzAlign = $CENTER;
TitleBgColor = $STD;
TitleFgColor = $STD;
Title = "氏名";
HorizontalAlign = $LEFT;
Width = 200;

Function OnTitleLClicked( e ) {
if( e.From.TitleMarker == $UPMARKER ){

^.^.Sort( 0, "d" );
e.From.TitleMarker = $DOWNMARKER;

}else{
^.^.Sort( 0, "a" );
e.From.TitleMarker = $UPMARKER;

}
/* フリガナでソートする場合
if( e.From.TitleMarker == $UPMARKER ){

^.^.Sort( 0, "d", "data" );
e.From.TitleMarker = $DOWNMARKER;

}else{
^.^.Sort( 0, "a", "data" );
e.From.TitleMarker = $UPMARKER;

}
*/

}
}

}
}
if ( !$DESIGNTIME ) {

FlexView1 << new CSVDocument << CSV( FlexLabel1.value,
FlexLabel1.data ){

"青木 一","アオキ ハジメ"
"青木 二郎","アオキ ジロウ"
"青木 三郎","アオキ サブロウ"

};

/* ソート */
FlexView1.Sort( 0, "a" );
/* △▽マークの設定 */
FlexView1.FlexRecord1.FlexLabel1.TitleMarker = $UPMARKER;

}
}

CRSファイル形式のサンプルを
「FlexViewタイトルクリックソートサンプル （Gui41_011.zip）」

よりご利用いただけます。

また、同じ機能を利用したサンプルとして、
「掲示板サンプル(FlexViewXE.zip)」

もご活用ください。
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FlexView

４ FlexView マウス操作で列幅を変更したい

４ [解決方法]
FlexItemオブジェクトのTitleResizeプロパティをtrueに設定することで、マウスの操作による列幅
の変更が可能になります。

タイトルの境界線をマウスでドラッグすることにより、列幅を変更することが可能です。

FlexColumnSetオブジェクトやFlexRowSetオブジェクトを組み合わせて複数の列が関係する境界
線ではTitleResizeプロパティの設定に関わらず変更することはできません。
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FlexView

５ FlexView 項目間のフォーカス移動
[内容]
項目間のフォーカスを移動するためにTabキーを使用したい

５ [原因]
FlexViewの項目間のフォーカス移動にTabキーを使用することはできません。
FlexViewはそれ自体が１つのオブジェクトとして動作するためTabキーを使うとフォーカスが
別なオブジェクトに移動してしまいます。

[解決方法]
項目間でフォーカスを移動する場合は矢印キー使用してください。
XE(Ver4.1)より、FlexViewクラスのCursorMoveプロパティに$ENTERを設定することで、
[Enter]キーによる項目間のフォーカス移動が可能です。
また、CursorMoveプロパティへは、下記の設定を組み合わせて矢印キーによるセルカーソルの
移動方法を設定することが可能です。

上記の複数の動作を同時に指定したい場合、加算して指定します。
例)$INPUTITEM+$LINEFEED

$INPUTITEM ユーザにより操作可能なセルに選択的に移動します。
操作可能なセルとは、FlexButton,FlexTextBoxなどから
生成されたセルです。

$ENTER Enterキーにより右矢印キーと同じようにセルカーソルを
移動します。また、Shift＋Enterキーにより左矢印キーと
同じようにセルカーソルを移動します。

$LINEFEED 行末から自動的に次の行の先頭へ、または行頭から
全行の行末へ移動します。

$STD ヘッダ系を除く、個々のセルに移動します。
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FlexView

６ FlexColumnSet・FlexRowSet幅に対する子オブジェクト幅の自動一時変更

６ [解決方法]
FlexColumnSetオブジェクトまたはFlexRowSetオブジェクトの幅と、それらの子オブジェクトの幅
に不整合な値を指定したとき（FlexRowSetよりも広い幅のFlexLabelを子オブジェクトに指定する
など）、表示結果が不定となる仕様がありました。

ver4.1.3.2より、このような不整合を検出したとき、子オブジェクトの幅を表示可能な大きさに一時
的に変更するように改善しました。
但し、変更は表示だけの一時的なものでWidthプロパティの値が変更される事はありません。
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StyleEdit

１ テキスト内のキーワードを強調したい

１ [解決方法]
StyleEditオブジェクトは、フォントや文字色をスタイルとして登録し、キーワードと関連付けて
表示するなど"テキスト表示"に関して有効な機能を持っています。
また、EditBoxオブジェクトにはなかった「行番号表示」や「ドラッグ&ドロップによる編集」
「無制限undo」などの多くの編集機能を持っています。
EditBoxに比べ長文でのレスポンスが向上しており、文章編集、表示に適したオブジェクトです。

[サンプルコード]

「コメント」欄にStyleEditオブジェクトを利用し、引用行やURL、メールアドレスなどの
文字色を変えて強調しています。

CRSファイル形式のサンプル
「StyleEditとDrag&Dropのサンプル(StyleEdit_DragDrop.zip)」

をご参照ください。
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StyleEdit

２ StyleEditの横スクロール
[内容]
WordWrapを$FALSEに設定すると、スクロールバーが必要ない場合も表示される

２ [解決方法]
StyleEditクラスのWordWrapプロパティは、$TRUEを設定すると、Widthプロパティで指定
された横幅の端(行末)で自動的に行が折り返されるようになります。

$FALSEを指定すると、表示領域よりも1行の長さが大きい場合、横スクロールが行われ、
行が折り返されることはありません。
また、常に横スクロールバーが表示されるようになります。
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StyleEdit

３ StyleEditの選択範囲
[内容]
StyleEditでドラッグまたは全選択などをした状態で、他のオブジェクトにカーソルを
移しても、選択範囲が解除されない

３ [解決方法]
StyleEditでは、カレット位置(Position)とアンカー位置(Anchor)の組み合わせで選択範囲を
表現することが出来るため、フォーカスが移動したあとも、選択範囲は表示されたままに
なります。
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GUI機能拡張

１ テキスト文書を整形して印刷する

１ [解決方法]
テキスト文書の整形にはTypesetterクラスを利用します。
Typesetterクラスでは、上下左右の余白や段落間隔、改行幅、ワードラップ、文字ピッチ、
禁則処理など細かな指定や、文字単位にフォントの属性を指示することが可能です。
また、このTypesetterクラスを利用して整形した文書はSVG形式のXMLに変換されるため、
Docオブジェクトでの印刷、Formオブジェクトでの表示が可能です。

例えば、文書中のキーワードを検出し、フォント属性を「太文字」に指定することや、
Docオブジェクトに同じサイズのFormオブジェクトを2つ配置し、2段の段組印刷を実現することも
可能です。
その際、TypesetterオブジェクトによってFormオブジェクトのサイズを基準に「整形領域」を
設定し、各段単位でSVG形式のXMLを取得可能なため、文字数、行数を意識することなく
実装することが可能です。（整形領域とは、整形する領域から余白を除いた範囲です。）

[サンプルコード]



CRSファイル形式のサンプル
「掲示板サンプル(FlexViewXE.zip)」

をご参照ください。
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GUI機能拡張

２ 文字コードを変換して出力したい

２ [解決方法]
TextConverterクラスをご利用頂けます。
このクラスをご利用頂くことで、文字コードがShift-JISのデータをEUC-JPに変換して
出力するといった実装が可能です。

TextConverterクラスが収められているConverter Packageには
いくつかのコンバート関連クラスが収められています。
Base64Encoderクラス、Base64Decoderクラスなどは、メールのデータ変換などで
ご利用頂けます。

[サンプルコード]

Form Form1 {
X = 0;
Y = 0;
Width = 400;
Height = 300;
Button Button1 {

X = 5;
Y = 5;
Width = 145;
Height = 20;
Title = "Shift_JIS → EUC-JP";

Function OnTouch( e ) {
var fs = new FileSystem();
var fr = fs.open( "shift_jis.txt", FileSystem.OPEN_READ );
var fw = fs.open( "euc_jp.txt", FileSystem.OPEN_WRITE );
var text_converter

= new TextConverter( fw, "Shift_JIS", "EUC-JP" );
text_converter.Write( fr.Read() );
text_converter.Close();
fr.Close();
fw.Close();

}
}
if ( !$DESIGNTIME ) {
}

}
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GUI機能拡張

３ サーバ毎にルートディレクトリを指定する

３ [解決方法]
XE(Ver4.1)より、FileSystemクラスに「プライベートファイルシステム」の概念が追加されました。
FileSystemオブジェクトを「プライベート属性」で作成することにより、サーバ毎に
ルートディレクトリを持つことが可能です。

プライベート属性

パブリック属性(従来の動作)

プライベート属性で生成したFileSystemオブジェクトは、Mountメソッドによりユーザが
許可した任意のフォルダを仮想ファイル名でアクセスすることが可能です。

CRSアプリケーションへの最初のアクセス時に作成されるフォルダをルートディレクトリと
します。
ルートディレクトリにCRSアプリケーションをダウンロードしたサーバ名を含むため、
別のサーバからダウンロードしたCRSプログラムからアクセスすることはできません。

Biz/Browserを最初に起動した時に作成されるフォルダをルートディレクトリとします。
アプリケーションに関わらず同じルートディレクトリを共有します。
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GUI機能拡張

４ 書き込み可能なクライアントファイル

４ [解決方法]
ルートディレクトリ以外の任意のファイルをアクセスする方法として、OpenDialogメソッドまたは、
SaveDialogメソッドによりユーザが選択した特定のファイルをオープンする方法と、
Mountメソッドによりユーザが許可したフォルダを仮想ファイル名にマップする方法があります。

OpenDialogメソッドやSaveDialogメソッドでは、ファイル選択のダイアログで選択したファイルに
アクセスすることが可能です。このファイル選択ダイアログはファイルアクセスの都度
表示します。

Mountメソッドでは、マウントした任意のフォルダにアクセスすることが可能です。
Mountメソッド実行時に「マウント確認ダイアログ」が表示されますが、確認ダイアログの
「今後、このメッセージを表示しない」をチェックして「OK」を押下した場合、
以降、同一のユーザ（Windows98,Meでユーザ共通設定のときを除く）で、同一のサーバから
ダウンロードしたCRSから、同一のpathに対するマウント要求はダイアログを表示することなく、
前回と同じ物理フォルダをマウントします。
よって、「OK」以降確認ダイアログを表示せず、ファイルにアクセスすることが可能です。

Biz/Browserではセキュリティ確保のため、ルートディレクトリ以外へのアクセスは、
ユーザの許可なく行うことはできません。

OpenDialogメソッドとSaveDialogメソッドはパブリック属性、プライベート属性のどちらの
属性で生成したFileSystemオブジェクトでも利用可能です。
Mountメソッドはプライベート属性で生成したFileSystemオブジェクトでのみ利用可能です。

※Mountメソッドの関連機能としてUnmountメソッドがあります。
Mountメソッドによってマウントされたフォルダのマウントを解除します。

[サンプルコード]
下記のサンプルでは、Mountメソッド実行時に表示された確認ダイアログで指定したフォルダ
へ"sales.txt"が出力されます。

var fs = new FileSystem( FileSystem.PRIVATE_ROOT );

/* 確認ダイアログで「キャンセル」を押下した場合、RTM-19例外が
throwされますのでtry、catchで処理を記述するようにしてください */

try{
fs.Mount( "売上げデータ", "/app/data" );

}catch(e){
MessageBox(e);
return;

}

var f = fs.Open( "/app/data/sales.txt", FileSystem.OPEN_WRITE );
f.WriteString( "出力データ" );
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GUI機能拡張

５ メール送信機能を利用したファイルアップロード

５ [解決方法]
Biz/Browserは、ファイルのUploadはサポートしておりません。
ただし、XE(Ver4.1)よりMail送受信の機能が追加されました。(Mail Package)
この機能を利用してファイルをサーバに送ることが可能となります。

Mail送受信の機能
SMTPとPOP3を使った通信機能が追加されました。電子メールの標準的なプロトコルである
SMTPとPOP3に対応したメーラプログラムをBiz/Browserで作ることも可能です。

[サンプルコード]

/*変換用文字列*/
var lng = GetLocaleInfo( "encoding" );
var org = GetLocaleInfo( "mail_encoding" );

/*インスタンス作成*/
var mm = new MailMessage;
var mh = mm.header;

/*マルチパート作成*/
var mp = new MultiPartMessage(mm);
var mpp = mp.createpart();
var mph = mpp.header;

/*メールヘッダ設定*/
var rt = new Runtime;
var user = rt.GetUserName()
mh.SetField("From", user + “@axissoft.co.jp”);
mh.SetField("To","appserver@axissoft.co.jp");
mh.SetField("Subject","upload");
mh.SetField("Content-Type","multipart/mixed; ");
mh.SetField("Content-Transfer-Encoding","7bit");

/*データファイル名の定義*/
var dataName = "business.xls";

/*マルチパートヘッダ設定*/
mph.setField("MIME-Version","1.0");
mph.setField("Content-Type","application/octet-stream");
mph.setField("Content-Transfer-Encoding","base64");
var nm = TextConverter.Convert( dataName, lng, org );
mph.setField("Content-Disposition", "attachment; filename=\"" + nm + "\"");

/*マルチパート内にデータを読み込む*/
var fs = new FileSystem;
var fp = fs.open(dataName, FileSystem.OPEN_READ);
mpp.writeString( Base64Encoder.Convert( fp.read() ) );
mp.freeze();
fp.Close();

/*メールヘッダにバウンダリを書き込む*/
mh.SetSubField("Content-Type","boundary=\"" + mp.boundary + "\"");

/*マルチパート全体をメールボディに書き込む*/
mm.write( mp.read() );

/*メール送信*/
var smtp1 = new Smtp;
try {

var res = smtp1.Connect("pop3server:25");
if ( res.Value == 0 ) {

throw new Exception("Connect",0,"Error");
}
var ret = smtp1.sendMail(mm);
if ( ret.Value == 0 ) {

throw new Exception("sendMail",0,"Error");
}



}
catch(e) {

MessageBox( e.message );
}
smtp1.Quit();
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GUI機能拡張

６ マウスポインタの表示変更
[内容]
時間がかかる処理の際に、マウスポインタを砂時計に変えたい

６ [解決方法]
XE(Ver4.1)よりSetCursorメソッド、ResetCursorメソッドをご利用頂くことでマウスポインタの
変更が可能です。
このメソッドを利用して、「サーバ側での処理中はマウスポインタを変更する」「ボタンの上に
マウスを合わせた場合にマウスポインタを変更する」などの機能が実装可能です。

この機能は、DisplayObjectクラスの派生クラスで利用可能です。
また、Active=$TRUEのオブジェクトに有効です。Active=$FALSEのオブジェクトにマウスを
合わせても変更は反映されません。

実装の際は、下記の内容にご留意ください。

Biz/Browser Ver4.0以前のバージョンでは、マウスポインタの表示に対応したメソッドは
用意しておりません。
通信／ローカルファイルアクセス／印刷など、Biz/Browserの動作状況につきましては、
インジケータ(画面左下)で表示していますので、こちらをご参照ください。

・Dialogオブジェクト表示時は、呼出元のFormオブジェクトのマウスポインタの変更は反映さ
れません。

・PulldownListオブジェクトのマウスポインタを変更した場合、リストを展開した状態で
他のオブジェクト上にマウスを移動させても、リストを選択するか他のオブジェクトに
フォーカスが移るまでマウスポインタは元の形状に戻りません。

[サンプルコード]

Form Form1 {
X = 0;
Y = 0;
Width = 400;
Height = 300;
Button Button1 {

X = 5;
Y = 5;
Width = 190;
Height = 35;
Title = "サーバ処理中は\r\nマウスポインタが変化";

Function OnTouch( e ) {
//.SetCursor("./server_process.cur");

/* サーバ処理を実行 */

//.ResetCursor();
}

}
Button Button2 {

X = 5;
Y = 50;
Width = 190;
Height = 35;
Title = "マウスをボタンの上に合わせると\r\nマウスポインタが変化";

}

if ( !$DESIGNTIME ) {
/* Button2にマウスを合わせると

マウスポインタの形状が変化 */
this.Button2.SetCursor("./button.cur");

}
}
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GUI機能拡張

７ ドラッグ&ドロップによる操作を実装したい

７ [解決方法]
ドラッグ&ドロップを実装するためのDragSourceクラスとDroppedEventクラス、
ドラッグ&ドロップに対応したクラスのAcceptDropプロパティ、Droppedイベントを
利用して実装することが可能です。

Biz/Browserのドラッグ&ドロップ機能では下記の3種類のデータ形式を扱うことの可能です。

ドラッグ&ドロップに対応したオブジェクト

１．Windows標準のテキスト転送ファイルフォーマット(CF_TEXTフォーマット)
ドラッグ&ドロップ対応エディタ等とのやり取りが可能です。

例)
ワードパッドで編集した内容を、Biz/BrowserのStyleEditオブジェクトへドラッグ&ドロップ

２．Windows標準のファイル転送フォーマット(CF_HDROPフォーマット)
エクスプローラなどのファイラとやり取りが可能です。
例)
エクスプローラ上で選択したファイルをBiz/Browserのオブジェクトへドラッグ&ドロップ

３．Biz/Browser独自形式
オブジェクトを参照形式で他のオブジェクトへ引き渡すことが可能です。
例)
ListViewの項目を、同一Biz/Browser上の他のListViewへドラッグ&ドロップ

EditBox
Form
Label
ListBox
PulldownList
Spread
TextBox
DateEdit
NumberEdit
TabForm
TreeView
ComboBox
ImageLabel
ListView
MaskEdit
SplitterForm
SplitterFrame
StyleEdit
TextFrame

[サンプルコード]



「２．Windows標準のファイル転送フォーマット」のサンプルです。
エクスプローラからファイルを「添付ファイル」欄にドラッグ&ドロップすることで、
Biz/Browserにファイルデータを読み込むことができます。

詳細なサンプルコードは、
「StyleEditとDrag&Dropのサンプル(StyleEdit_DragDrop.zip)」

をご参照ください。

また、Excelのデータをドラッグド&ロップでSpreadに登録するサンプルを
「Spread ExcelデータのDrag&Dropサンプル （SpreadDragDrop.zip）」

よりご利用いただけます
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GUI機能拡張

８ TABキー、NextTabKeyプロパティに設定されているキーなどの押下による
フォーカス移動を制御する
[内容]
TABキーまたはNextTabKey、PrevTabKeyに設定されているキー押下、AutoTabが
実行される操作で自動的に移動していたフォーカスを制御する

８ [解決方法]
FocusObjectクラスのAutoTabFocusプロパティ、FocusOperationイベント、MoveFocusメソッドを
利用して、TABキーまたはNextTabKey、PrevTabKeyプロパティに設定されているキーの押下、
AutoTabが実行される操作で発生するフォーカス移動を制御することが可能です。

AutoTabFocusプロパティは、キー操作によるフォーカスの制御を設定します。
falseを設定すると、フォーカスは自動的に移動せず、ユーザのマウスオペレーションまたは、
スクリプトからのSetFocusメソッド、MoveFocusメソッドでのみフォーカスが移動します。

FocusOperationイベントは、AutoTabFocusプロパティにfalseが設定された状態で
TABキーまたはNextTabKey、PrevTabKeyに設定されているキーの押下、
AutoTabが実行される操作を行ったときに発生します。
マウスによる操作でフォーカスの移動が発生した場合、FocusOperationイベントは
発生しませんので、ご留意ください。

MoveFocusメソッドは、フォーカス移動順序に従ったフォーカス移動が可能です。

例えば、AutoTabFocusプロパティをfalseに設定し、FocusOperationイベントにて入力チェックを
実装することで、キー操作によるフォーカス遷移においては、入力エラー時に
他のオブジェクトにフォーカスを移すことなく、再入力して欲しいオブジェクトに
フォーカスを留めることが可能となります。

[サンプルコード]

TextBox TextBox1 {
X = 15;
Y = 15;
Width = 100;
Height = 25;
AutoTabFocus = $FALSE;

Function OnFocusOperation( e ) {
if( e.From == "" ){

BgColor = $CC9999;
}else{

BgColor = $STD;
MoveFocus( e.Direction );

}
}

}

管理番号：Gui41_014

アクシスソフト株式会社 Biz-Collections Bizの宝箱

Biz/Browser XE・Biz/Designer XE TIPS集 トップへ



GUI機能拡張

９ 入力補助ダイアログの表示を無効にする

９ [解決方法]
入力補助ダイアログとして、DateEditオブジェクトではカレンダー、NumberEditオブジェクトでは
電卓が表示されます。
この入力補助ダイアログは、DisableHelperプロパティにtrueを設定することで非表示することが
可能です。

管理番号：Gui41_015

アクシスソフト株式会社 Biz-Collections Bizの宝箱

Biz/Browser XE・Biz/Designer XE TIPS集 トップへ



GUI機能拡張

10 通信のタイムアウトを設定したい

10 [解決方法]
Biz/Browserは、通信にInternet Explorerにより提供されるWinInetを利用しており、
Biz/Browserの通信のタイムアウトは、基本的にWinInetに設定されたタイムアウト値に
従いますが、下記のプロパティを設定することで、独自のタイムアウト値を設定することが
出来ます。

(1)通信全体の設定

(2)通信リクエスト固有の設定

通信リクエスト固有のタイムアウト設定は、httpRequestクラスによる指定となるため、
これを使わない通信では、固有のタイムアウトを設定することはできません。
常に//.HttpTimeoutでの設定値が有効となります。
以下はhttpRequestを利用しない通信例です。

・ NetObjectクラスのGetメソッド（crsファイルのダウンロードと実行）
・ Import命令（パッケージのロード）
・ SVG内に貼り付けたイメージファイル
・ ImageクラスのLoadImageメソッドへURLを指定したとき
・ ImageLabel、ImageButtonクラスのSetImageメソッドへURLを指定したとき
・ DisplayObjectクラスのSetCursorメソッドへURLを指定したとき
・ CSVDocumentクラスのGetメソッド（CSVファイルのロード）
・ $$シンボルによる、リソースファイルのロード

また、通信を行うクラスとしてhttpDownloadクラスがありますが、このhttpDownloadの
通信のタイムアウトは、//.HttpTimeoutやhttpRequestのTimeoutプロパティの指定は
反映されず、WinInetのタイムアウト値に従います。

なお、WinInetのデフォルトタイムアウト値に関しては、マイクロソフト社の仕様に準じ、
弊社での保証はできません。

RootクラスのHttpTimeoutプロパティに秒数を指定します。
0を指定した場合は、解除され、WinInetのタイムアウト時間になります。初期値は、0です。
指定したタイムアウト値は、指定したプロセス内でのみ作用します。プロセスが
停止するまで接続先に関わらず有効となり、Loginを実行しても解除されません。
なお、WinInetのタイムアウト値を超えた値を指定した場合、WinInetの値が優先されます。

httpRequest クラスのTimeOutプロパティに秒数を指定します。
初期値は、//.HttpTimeout（上記①）の指定値です。
//.HttpTimeoutでの設定がない場合、または、0を指定した場合は、WinInetの
タイムアウト時間となります。
なお、WinInetのタイムアウト値を超えた値を指定した場合、WinInetの値が優先されます。

[サンプルコード]

(1)最初に実行するcrsに記述します。
//.HttpTimeout = 300; /* タイムアウト時間 5分 */

(2)通信毎に記述します。
・Postの場合

var session = GetHttpSession();
var request = session.CreateRequest("/xxx..jsp");
request.addparam("abc", "123");
request.addparam("def", "456");
request.Timeout = 180; /* この通信のタイムアウト3分 */
try{

response = session.post(request);
}
catch(exp){

MessageBox("タイムアウトが発生しました");
}

・Getの場合
var session = GetHttpSession();
var request = session.CreateRequest("/xxx..jsp?abc=123&def=456");
request.Timeout = 180; /* この通信のタイムアウト3分 */
try{



response = session.get(request);
}
catch(exp){

MessageBox("タイムアウトが発生しました");
}

管理番号：Gui41_017

アクシスソフト株式会社 Biz-Collections Bizの宝箱

Biz/Browser XE・Biz/Designer XE TIPS集 トップへ



GUI機能拡張

11 サポートフォント
[内容]
Biz/Browserでサポートされているフォントは何があるのか？

11 [解決方法]
SetFontFamilyメソッドを利用して、FontKindプロパティやFontFaceプロパティ($STDと$FIXED)に
対応するフォントを設定することができ、フォントの種類(FontKind)8種類にフォントの
スタイル(FontFace)の可変ピッチと固定ピッチを組み合わせた16種類のフォントを定義すること
が
可能です。

デフォルトでサポートされているフォントは下記の4種類のフォントです。

フォントの設定は、アプリケーションの初期化時に処理するようにしてください。
既に表示されているフォントをSetFontFamilyメソッドによって変更することはできません。
また、コンピュータにインストールされているフォントを指定してください。
インストールされていないフォントを指定した場合、表示結果は不定となります。

FontKind/FontFace フォント

$STD/$STD MS Pゴシック

$STD/$FIXED MS ゴシック

$FONT1/$STD MS P明朝

$FONT1/$FIXED MS 明朝

※$STDと$FONT1はシステムにより使用されているため、変更しないようにしてください。
$BOLDは$FONT1に対応します。

[サンプルコード]

Form Form1 {
X = 0;
Y = 0;
Width = 400;
Height = 300;
Button Button1 {

X = 10;
Y = 10;
Width = 200;
Height = 25;
Title = "SetFontFamilyの確認";
FontFace = $FIXED;
FontKind = $FONT2;

}

if ( !$DESIGNTIME ) {
/* $FONT2にフォントを設定 */
//.SetFontFamily($FONT2, "XXXP丸ゴシック", "XXX丸ゴシック");

}
}

管理番号：Gui41_018

アクシスソフト株式会社 Biz-Collections Bizの宝箱

Biz/Browser XE・Biz/Designer XE TIPS集 トップへ



GUI機能拡張

12 Biz/BrowserのPlugin

12 [解決方法]
DLLで定義したパッケージ相当のモジュール(プラグイン)をimport文によりロードすることが
できます。
プラグインの機能を利用して操作に対応した音を出力したり、ハードウェアの制御などの機能を
アプリケーションで実現可能となります。
プラグインの開発方法につきましては、Biz/Designerに添付されています
「CRS PluginSDKマニュアル」をご参照ください。

管理番号：Gui41_019

アクシスソフト株式会社 Biz-Collections Bizの宝箱

Biz/Browser XE・Biz/Designer XE TIPS集 トップへ



GUI機能拡張

13 オブジェクトの値をクリップボードを利用してコピー、貼り付けを行いたい

13 [解決方法]
クリップボードに対する文字列の貼り付け、取得には、RootクラスのCopyStringメソッド、
PasteStringメソッドがご利用いただけます。

例えば、コピー&ペーストの機能をButtonオブジェクトに実装することが可能です。

クリップボードが他のアプリケーションによってロックされている場合、下記の点にご留意
ください。

CopyStringメソッド コピーが行えません。

PasteStringメソッド 空文字列を返します。
※クリップボードに文字列が格納されていない場合も空文字列を

返します。

[サンプルコード]

Form Form1 {
X = 0;
Y = 0;
Width = 400;
Height = 300;
TextBox TextBox1 {

X = 10;
Y = 15;
Width = 200;
Height = 25;

}
TextBox TextBox2 {

X = 10;
Y = 150;
Width = 200;
Height = 25;

}
Button Button1 {

X = 10;
Y = 45;
Width = 200;
Height = 35;
Title = "テキストボックスの文字列を\nクリップボードへコピー";

Function OnTouch( e ) {
//.CopyString( ^.TextBox1.Value );

}
}
Button Button2 {

X = 10;
Y = 110;
Width = 200;
Height = 35;
Title = "クリップボードの内容を\nテキストボックスに貼り付ける";

Function OnTouch( e ) {
^.TextBox2 = //.PasteString();

}
}
if ( !$DESIGNTIME ) {
}

}

管理番号：Gui41_020

アクシスソフト株式会社 Biz-Collections Bizの宝箱



GUI機能拡張

14 CSVデータに対して、列名を指定してデータを登録／取得する

14 [解決方法]
CSVDocumentクラスのsetCellByName、getCellByNameメソッドを使用します。
(ver4.1.2.0より追加されました。)

このメソッドで列名を指定してデータを取得するためには、予めsetColumnNameメソッドなどで
列名を設定してください。

clearメソッドで列を削除したり、parseやloadメソッドなどでデータを登録した場合は、
列名が失われてしまいますので、setColumnNameメソッドを使用して、再度列名を
設定してください。

[サンプルコード]

Form Form1 {
X = 0;
Y = 0;
Width = 400;
Height = 300;

CSVDocument csvobj1;
CSVDocument csvobj2;

TextBox TextBox1 {
X = 10;
Y = 80;
Width = 135;
Height = 20;

}
Button Button1 {

X = 10;
Y = 10;
Width = 135;
Height = 20;
Title = "getSellByName実行";

Function OnTouch( e ) {
/* 0行目の各列を列名を指定して取得 */
^.Label1[0] = ^.csvobj1.getCellByName( 0, "id" );
^.Label1[1] = ^.csvobj1.getCellByName( 0, "name" );
^.Label1[2] = ^.csvobj1.getCellByName( 0, "furi" );

}
}
Label Label1[3] {

X = 155;
Y = 10;
Width = 150;
Height = 20;

}

Button Button2 {
X = 155;
Y = 80;
Width = 130;
Height = 20;
Title = "setSellByName実行";

Function OnTouch( e ) {
/* 0行目の name 列をテキストボックスの値に変更 */
^.csvobj1.setCellByName( 0, "name", ^.TextBox1.Value );

}
}
Button Button3 {

X = 10;
Y = 150;
Width = 135;
Height = 20;
Title = "getSellByName実行";



Function OnTouch( e ) {
/* 0行目の各列を列名を指定して取得 */
^.Label2[0] = ^.csvobj2.getCellByName( 0, "id" );
^.Label2[1] = ^.csvobj2.getCellByName( 0, "name" );
^.Label2[2] = ^.csvobj2.getCellByName( 0, "furi" );

}
}
Label Label2[3] {

X = 155;
Y = 150;
Width = 150;
Height = 20;

}

if ( !$DESIGNTIME ) {
csvobj1 << CSV{

1,鈴木,すずき
2,林,はやし
3,田中,たなか

};

/* 列名を設定する */
csvobj1.setColumnName( 0, "id" );
csvobj1.setColumnName( 1, "name" );
csvobj1.setColumnName( 2, "furi" );

/* 列名を設定する */
csvobj2 << CSV( id, name, furi ){

1,山田,やまだ
2,青山,あおやま
3,吉本,よしもと

};
}

}

管理番号：Gui41_021

アクシスソフト株式会社 Biz-Collections Bizの宝箱

Biz/Browser XE・Biz/Designer XE TIPS集 トップへ



GUI機能拡張

15 デバッグ($DEBUGTIME定数)
[内容]
テスト実行中のみデバッグ用の処理を行う

15 [解決方法]
$DEBUGTIME定数を利用して、Biz/Designer からのテスト実行か判断することができます。
(ver4.1.2.0より追加されました。)

この$DEBUGTIME定数は、Biz/Designerからのテスト実行時は 1 となり、それ以外では 0 と
なります。
if文の条件に$DEBUGTIME定数を指定して、「テスト実行中に限り、デバッグ用のメッセージを
表示する」といった処理を行うことが可能です。

[サンプルコード]

Form Form1 {
X = 0;
Y = 0;
Width = 400;
Height = 300;

Button Button1 {
X = 10;
Y = 5;
Width = 100;
Height = 20;
Title = "$DEBUGTIME";

Function OnTouch( e ) {
/* Biz/Designer からテスト実行した場合は、

メッセージが表示されます。*/
if( $DEBUGTIME ){

MessageBox( "デバッグ処理" );
}

}
}
Label Label1 {

X = 120;
Y = 5;
Width = 100;
Height = 20;

}

/* Biz/Designer からテスト実行した場合は 1 になります。
それ以外は 0 になります。 */

Label1 = $DEBUGTIME;
}

管理番号：Gui41_022

アクシスソフト株式会社 Biz-Collections Bizの宝箱

Biz/Browser XE・Biz/Designer XE TIPS集 トップへ



GUI機能拡張

16 MailMessageクラスのmailデコード方式

16 [解決方法]
ver4.1.3.2より、MailMessageクラスのmailデコードでRFC2231方式に対応しました。

管理番号：Gui41_023

アクシスソフト株式会社 Biz-Collections Bizの宝箱

Biz/Browser XE・Biz/Designer XE TIPS集 トップへ



GUI機能拡張

17 IEConnectを利用した通信でのバイナリデータ送信

17 [解決方法]
ver4.1.3.3より、IEConnectを利用した通信で、バイナリデータを送信することが可能となりまし
た。

管理番号：Gui41_025

アクシスソフト株式会社 Biz-Collections Bizの宝箱

Biz/Browser XE・Biz/Designer XE TIPS集 トップへ



GUI機能拡張

18 入力オブジェクトでコピー&ペーストを禁止したい

18 [解決方法]
ver4.1.1.0より追加されたCopyStringメソッド、PasteStringメソッドを利用してコピー&ペーストを
禁止するような動作を実現する事が可能です。

[サンプルコード]

上記のサンプルコードでは、対象のTextBoxにフォーカスがあたった際に、PasteStringメソッド
を利用してクリップボード内の値を退避し、その後クリップボードを空にしてコピーやぺースト
ができないようにしています。
また、TextBoxからフォーカスが外れた場合は、退避していたデータを再度クリップボードへセ
ットし他のオブジェクトへのペーストが可能になるよう実装しています。

TextBox TextBox1 {
X = 44;
Y = 209;
Width = 288;
Height = 27;

String cliptext = "";

Function OnGetFocus( e ) {
/* クリップボードの文字列を保存 */

cliptext = //.PasteString();
/* クリップボードを空にする */

//.CopyString("");
}

Function OnLostFocus( e ) {
/* 保存していた文字列をクリップボードに戻す */

//.CopyString(cliptext);
}

}

管理番号：Gui41_027

Biz-Collections Bizの宝箱 トップへ

Biz/Browser XE・Biz/Designer XE TIPS集 トップへ



Unicode

１ CRSスクリプト上にUnicode文字を記述したい

１ [解決方法]
CRSスクリプトに直接Unicode文字を記述することはできません。

Unicodeデータを扱うには、CSVデータやXMLデータとして読み込む、もしくは画面から
入力する、というかたちになります。

管理番号：Dsn42_A001

アクシスソフト株式会社 Biz-Collections Bizの宝箱

Biz/Browser XE・Biz/Designer XE TIPS集 トップへ



ログビュー

１ ログビューでUnicode文字を参照したい

１ [解決方法]
ver4.2よりログビューでUnicode文字の参照ができるようになりました。

ログビューでは、以下のいずれかの条件を満たすデータをUnicodeデータとして参照する
ことが出来ます。

・ HTTPレスポンスヘッダのContent-Typeに"charset=utf8"が含まれている。

・ HTTPレスポンスヘッダのContent-Typeが"text/xml"で、XML内に
encoding="utf-8"が記述されている。

・ HTTPレスポンスボディーの先頭3バイトにutf-8のBOM(Byte Order Mark)
「EF BB BF」が付いている。

管理番号：Dsn42_B001

アクシスソフト株式会社 Biz-Collections Bizの宝箱

Biz/Browser XE・Biz/Designer XE TIPS集 トップへ



ソース管理

１ ソース管理機能でCVSサーバのポート番号を指定したい

１ [解決方法]
ver4.2よりソース管理機能でCVSサーバのポート番号を指定できるようになりました。
[サーバ名:ポート番号]の形式で指定します。
デフォルトではポート番号2401に設定されています。

管理番号：Dsn42_C001

アクシスソフト株式会社 Biz-Collections Bizの宝箱

Biz/Browser XE・Biz/Designer XE TIPS集 トップへ



テスト実行

１ Biz/Designerテスト実行時、Biz/Browserが実際に通信で利用している

プロキシサーバ、プロキシポート番号を参照したい

１ [解決方法]
Biz/Browser ver4.2から、Biz/Designerでのテスト実行時でもBiz/Browserの通信環境に
より近い値をシミュレートできるようになりました。

httpSessionクラスのProxyプロパティ参照時、Biz/Browserが実際に通信に利用している
プロキシサーバやポート番号の値を返します。

Biz/Designerからテスト実行し、外部のサーバへアクセスした場合、
[Biz/Designer内蔵プロキシサーバ]→[プロキシサーバ] →[アクセス先サーバ]

の順で通信を行います。
ver4.1まではBiz/Designer内蔵プロキシサーバの値をhttpSession.proxyプロパティに
返しますが、ver4.2からはBiz/Browserが実際の通信で利用しているプロキシサーバの
値が返り、より本番環境に近い値をシミュレートしています。

◆Biz/Designerのプロキシ設定は、Biz/Designerメニューの[実行] - [ネットワークの設定]
で行います。

Biz/Designerのネットワーク設定でプロキシサーバ、プロキシポートを
設定している （ 【１】図参照 ）

version httpSession.proxyプロパティ

ver4.1 http://localhost:8888

ver4.2 設定値

Biz/Designerのネットワーク設定でInternetExplorerのプロキシ設定値を
継承している （ 【２】図参照 ）

version httpSession.proxyプロパティ

ver4.1 http://localhost:8888

ver4.2 Internet Explorerのプロキシ設定値



管理番号：Dns42_D001

アクシスソフト株式会社 Biz-Collections Bizの宝箱

Biz/Browser XE・Biz/Designer XE TIPS集 トップへ



Biz/Designerの新機能

１ Biz/Designerの新機能

１ [解決方法]
Biz/Designerに新しく多くの機能が追加されました。

※ 追加機能、仕様変更 については、リリースノートもご参照ください。

【 ver4.1.3.2 より追加された主な機能 】

【 ver4.1.2.0 より追加された主な機能 】

[ デザイン機能の向上 ]

[ ウォッチビューの改善によるデバッグ効率の向上 ]

[ スクリプトペインの機能向上 ]

・ドッキングウィンドウ格納機能

・ドッキングウィンドウの位置を初期化する機能

・プロジェクトビューにファイルプレビュー機能

・各ファイルビューでの印刷プレビュー・印刷機能

・オブジェクト命名規約カスタマイズ機能

・プロジェクトエクスポート機能

・コメント行削除機能

・CARファイル作成コマンドラインツールcar.exeを追加

・DLLによる機能拡張(エクステンション)

・デバッグ時のHTTPS通信機能追加

・デザインビュー：インライン編集による画面デザインの効率化

・プロパティビュー：カテゴリ別表示を追加。用途に応じてアルファベット順との切替が
可能

・プロジェクト設定：Biz/Browserのフォント設定機能に対応した「フォントマップ」機能を
追加

・ソース管理：SSH経由のアクセスに対応し、よりセキュアなソース管理を実現

・ステップ実行時のスピードを改善

・プロパティ欄をウォッチリストへ変更

・シンボル登録型ウォッチリストへの変更により、複数オブジェクトの同時参照や
下位オブジェクトへのドリルダウン参照

・シンボルによるによるvar変数の参照

・ウォッチリストへの登録をドラッグ&ドロップを基本とし、直感的な操作

・ウォッチリスト：編集機能による新たなオブジェクトや配列要素の参照

・ウォッチビューからスクリプト上のオブジェクト定義位置へのジャンプ

・クラスウィンドウによる派生関係の確認とクラス定義位置へのジャンプ

・スクリプトペイン上でvar変数の内容をポップアップ表示

・補完機能向上

・グローバル空間のオブジェクトへの補完

・クラス内で定義したオブジェクトへの補完

・ステートメントの補完



[ プロジェクト管理 ]

[ ネットワーク ]

・オブジェクト定義のFunction引数ガイドの追加

・メソッドをオーバーライドしたFunctionの補完と引数ガイドの追加

・動的な文字コードの指定

・ファイル形式に応じたエディタ表示の自動変更

・スクリプト印刷機能を追加

・他の開発ツールとの共存を考慮し、プロジェクト毎にソース管理の有効/無効を
設定可能

・読み込み時間の短縮

・「リソースファイル」形式を追加

・帯域制限シミュレーション機能を追加

・アーカイブに加え、プラグインDLLの読み込みに対応

管理番号：Dsn41_001



Biz/Designer新機能

２ デザインペイン上で、ボタンのタイトルやラベルの値を編集したい

２ [解決方法]
一部のオブジェクトにおいて、ValueプロパティやTitleプロパティをデザインペイン上で直接編が
可能です。

対応オブジェクトは下記の通りです。
・ Label.Value
・ Button.Title
・ TextBox.Value
・ EditBox.Value
・ TextFrame.Value
・ TabForm.Title
・ GroupBox.Title
・ ImageButton.Title
・ ImageLabel.Value
・ StyleEdit.Value

オブジェクトにフォーカスを当て、[F2]キーを押下または、右クリックでコンテキストメニューを
表示し「直接編集」を選択してください。
編集内容を確定する場合は[Enter]キーを押下、キャンセルする場合は[Esc]キーを
押下してください。

EditBoxオブジェクトなどの直接編集では、[Ctrl] + [Enter]キーで改行を入力することが
可能です。
複数行を再編集する際、初期状態で1行に表示されますが、改行文字分のスペースが
入力されていますので、再度改行せず、確定してください。

管理番号：Dsn41_002



  

Biz/DesignerBiz/DesignerBiz/DesignerBiz/Designer新機能新機能新機能新機能

３３３３ クラスセレクタクラスセレクタクラスセレクタクラスセレクタからからからからデザインペインデザインペインデザインペインデザインペインへへへへオブジェクトオブジェクトオブジェクトオブジェクトをををを挿挿挿挿入入入入するするするする際際際際のののの動作動作動作動作をををを指定指定指定指定するするするする    
[[[[内内内内容容容容]]]]    
クラスセレクタクラスセレクタクラスセレクタクラスセレクタからからからからデザインペインデザインペインデザインペインデザインペインへへへへオブジェクトオブジェクトオブジェクトオブジェクトをををを挿挿挿挿入入入入するするするする際際際際のののの動作動作動作動作    
    ・・・・オブジェクトオブジェクトオブジェクトオブジェクトををををドラッグドラッグドラッグドラッグしたしたしたしたサイズサイズサイズサイズでででで作成作成作成作成するするするする    
    ・・・・自動的自動的自動的自動的にににに子子子子オブジェクトオブジェクトオブジェクトオブジェクトをををを作成作成作成作成するするするする    
ののののON/OFFON/OFFON/OFFON/OFFをををを指定指定指定指定するするするする    
    

３３３３ [[[[解決方法解決方法解決方法解決方法]]]] 
クラスセレクタからデザインペインへオブジェクトを挿入する際、デフォルト時にはオブジェクトを 
ドラッグしたサイズで作成します。 
また、必ず子オブジェクトが必要なクラス(CheckBoxクラス、Spreadクラスなど)を作成する場合 
自動的に1つの子オブジェクトを作成します。 
しかし、独自に定義したクラスの場合、上記の機能が不要な場合があります。 
 
この場合、[Ctrl]キーを押しながら作成することによりドラッグしたサイズを無視し、 
[Shift]キーを押しながら作成することにより子オブジェクトの自動作成をOFFにすることが 
可能です。 
また、XE(Ver4.1)よりこの動作と同様の設定を「アーカイブ情報ファイル」を用いて、 
クラス自体に動作を定義することが可能です。 
 
 
[[[[サンプルコードサンプルコードサンプルコードサンプルコード]]]] 
・アーカイブ情報ファイル 

<class name="TabFrameEx"> 
    <designer show="false" createChild="false" ignoreSize="true" /> 
</class> 
 
createChild="true/false" 子オブジェクトを自動的に作成する/しない 
ignoreSize="true/false" ドラッグしたサイズを無視する/しない 

管理番号：Dsn41_003

  



  

Biz/DesignerBiz/DesignerBiz/DesignerBiz/Designer新機能新機能新機能新機能

４４４４ ブレークブレークブレークブレーク時時時時ににににvarvarvarvar変数変数変数変数のののの値値値値ををををスクリプトペインスクリプトペインスクリプトペインスクリプトペイン上上上上でででで参参参参照照照照するするするする    
    

４４４４ [[[[解決方法解決方法解決方法解決方法]]]] 
ブレーク時に、var変数の値をスクリプトペイン上で参照することが可能です。 
参照したいvar変数にマウスカーソルをかざすと「変数の内容(クラス)」と表示されます。 
ウォッチリストへ登録せずvar変数の値を参照することが可能です。 
 

 
 
この参照は、ウォッチビューのコールスタックツリーと連動しています。 
 
スクリプトペイン上で参照した場合に表示される値は、コールスタックツリーの現在対象と 
なっているスコープ(赤い→で表示されているファンクション)の内容が表示されます。 
異なるスコープのvar変数の値を参照したい場合は、コールスタックにおいて「スコープの移動」 
を行い、参照の対象となるスコープを変更してください。 
「スコープの移動」は、コールスタックツリーの移動先のファンクション上で、ダブルクリック 
またはコンテキストメニューから[スコープの移動]を選択してください。 
 

管理番号：Dsn41_004

  



  

Biz/DesignerBiz/DesignerBiz/DesignerBiz/Designer新機能新機能新機能新機能

５５５５ プロパティプロパティプロパティプロパティ集計機能集計機能集計機能集計機能ののののON/OFFON/OFFON/OFFON/OFFをををを切切切切りりりり替替替替えるえるえるえる    
    

５５５５ [[[[解決方法解決方法解決方法解決方法]]]] 
複数オブジェクト選択時のプロパティ集計機能のON/OFFを、標準ツールバーの 
「プロパティ集計」ボタンで切り替えることが可能です。 
 

       
 

 
プロパティ集計を行うと、選択したオブジェクト数に比例して集計処理に時間が掛かりますが、 
プロパティ集計機能をOFFにすることでレスポンスを確保することが可能になります。 
 
プロパティ集計をOFFにしても複数オブジェクトへの共通プロパティに対する同時設定機能は 
有効です。 
 

※複数のオブジェクトを選択中の場合は、オブジェクトが持つプロパティの共通のもの 
のみがプロパティビューに表示され、選択した全てのオブジェクトのプロパティ値が 
同じ場合には「値」欄に設定値が表示されます。(プロパティ集計)

管理番号：Dsn41_005

  



  

Biz/DesignerBiz/DesignerBiz/DesignerBiz/Designer新機能新機能新機能新機能

６６６６ フォントフォントフォントフォントをををを設定設定設定設定するするするする    
    

６６６６ [[[[解決方法解決方法解決方法解決方法]]]] 
プロジェクトの設定画面－「フォントマップ」タブにおいて、フォントの種類(FontKind) 
8種類にフォントのスタイル(FontFace)の可変ピッチと固定ピッチを組み合わせた16種類の 
フォントを定義することが可能です。 
 

 

 
 
このフォントマップの定義はBiz/Browser実行時には反映されません。 
Biz/Browser実行時にも反映させるためには、SetFontFamilyメソッドを呼び出す必要が 
あります。 
[フォントマップ]で定義したフォントのSetFontFamilyメソッド文の記述は、 
メニューバーの[ツール]－[プロジェクトフォントの挿入] 
を利用して、CRSに挿入することが可能です。 
 

※$STDと$FONT1はシステムにより使用されているため、変更しないようにしてください。
FontKindの$STD(=$FONT0)を変更することは非奨励なためBiz/Designerから設定する
ことはできないようになっています。



 
 
※「FontKind = $BOLD;」はXE(Ver4.1)で動作させた場合、「FontKind = $FONT1;」と 
同じになります。 
 

管理番号：Dsn41_006

  



  

Biz/DesignerBiz/DesignerBiz/DesignerBiz/Designer新機能新機能新機能新機能

７７７７ 低速回線低速回線低速回線低速回線ののののシミュレートシミュレートシミュレートシミュレート機能機能機能機能        
    

７７７７ [[[[解決方法解決方法解決方法解決方法]]]] 
内蔵プロキシサーバの通信帯域を制限して、低速回線のシミュレートを可能です。 
「ネットワーク設定」の「帯域制限」を設定してください。 
 

 
 
単位は、bps：ビット毎秒 です。 
例えばISDN64Kを想定した場合、65536(実効速度を考慮するならそれ以下)を設定します。 
 
デフォルト(0)では、帯域の制限は行われません。 
 

管理番号：Dsn41_007

  



Biz/Designer新機能

８ 実行中のオブジェクトの状態や変数値を参照する

８ [解決方法]
実行中のオブジェクトの状態や数値はウォッチビューで確認することが可能です。
ウォッチビューでの確認手順は下記の通りです。

【オブジェクトツリー】 【ウォッチリスト】

【コールスタックツリー】

(1) テスト実行を一時停止状態にする。
メニューバーより[実行]－[一時停止]を選択、または、ツールバーの[一時停止アイコン]を
選択。
任意の場所で一時停止させる場合には、スクリプトペイン上で「ブレークポイント」を設定。
ブレークポイントに達すると自動的に一時停止状態になります。

(2) ウォッチリストに参照したいオブジェクトパスを登録する。
ウォッチリストのオブジェクトツリーやコールスタックツリーなどからドラッグ&ドロップで
ウォッチリストへオブジェクトパスを登録します。
ver4.1.3.2より、未登録の場合は1行空欄が表示され、手入力による登録も可能です。

(3) [+]マークを展開する。
実行中に存在するオブジェクトパスの前に[+]マークが表示されます。展開すると
「シンボル」欄にプロパティ名や子オブジェクトが表示されます。
「値」欄でプロパティの状態を確認することが可能です。
(存在しないオブジェクトパスの場合は「オブジェクトは存在しません」と表示されます。)

※ (2)で登録したオブジェクトパスはアプリケーション終了時に保存され、常にリストは
保たれます。

※
(2)ウォッチリストへのオブジェクトパスの登録は、オブジェクトビュー、



一時停止状態の間に値を書き換えることはできません。
変数は、名前が付いている場合にはその名前で表示されますが、イベントなど名前がない
場合には便宜上アドレスが表示されます。

ウォッチビューの詳細については、オンラインマニュアル ＞ ドッキングビュー ＞ ウォッチビュー
をご参照ください。

スクリプトペインからのドラッグ&ドロップやコピー&ペーストで登録することも可能です。
また、最上位レベルのオブジェクトパスに限り、「シンボル欄」をダブルクリックまたは
[F2]キーにより編集することが出来、編集が終了した時点で記述パスが再評価されます。

※ 配列オブジェクトの場合、「シンボル」欄を編集状態にし、[]に参照したい要素番号を
記述することで配列内の値を参照することが可能です。

管理番号：Dsn41_008



Biz/Designer新機能

９ ドッキングンビューの自動格納

９
[解決方法]
ドッキングビューをフレームに格納することが出来ます。
(ver4.1.3.2より追加されました。)

各ドッキングビューの左上または左下に表示された「自動格納ボタン」を押すと、
ドッキングビューをフレームに格納することが出来ます。

デザイン／スクリプトペインの領域を広く確保することが出来、作業し易くなります。

フレームに格納されたドッキングビューはフレームにボタン化されます。

ドッキングビューを表示するにはマウスをボタン上にかざすと、ドッキングビューをフレームから
引き出すことができます。
マウスカーソルがウィンドウ外へ外れた場合再び自動的にウィンドウは格納されます。

自動格納状態を解除するには再び「自動格納ボタン」を押すか、または[表示]メニュー
－ [ドッキングビュー]から解除したいドッキングビューを選択します。

プロジェクトビューを自動格納状態にした場合、格納ボタンには現在選択中のプロジェクト名が
表示されます。
オブジェクトビューを自動格納状態にした場合、格納ボタンには、現在選択中の
オブジェクト名が表示されます。



これによってビューが格納中であっても現在ターゲットになっているプロジェクト・オブジェクトを
把握することができます。

管理番号：Dsn41_009



  

Biz/DesignerBiz/DesignerBiz/DesignerBiz/Designer新機能新機能新機能新機能

10 10 10 10 ドッキングウィンドウドッキングウィンドウドッキングウィンドウドッキングウィンドウ格納時格納時格納時格納時ののののアニメーションアニメーションアニメーションアニメーション動作動作動作動作        
    

10101010 [[[[解決方法解決方法解決方法解決方法]]]] 
プロジェクトビューなどのドッキングウィンドウを自動格納状態にした場合、格納動作をアニメー
ションにすることができます。 (ver4.1.3.2より追加されました。)  
インストール直後には、デフォルトでアニメーション表示する状態になっています。 
 
[ツール]メニュー － [オプション] － [基本環境]タブ 
 

 
 

 

※アニメーションが不必要な場合、または低パフォーマンスのマシンで動作が重くなる場合に 
OFFに設定してください。 

管理番号：Dsn41_010

  



  

Biz/DesignerBiz/DesignerBiz/DesignerBiz/Designer新機能新機能新機能新機能

11111111 ドッキングウィンドウドッキングウィンドウドッキングウィンドウドッキングウィンドウ位置位置位置位置のののの初期化 初期化 初期化 初期化     
    

11111111 [[[[解決方法解決方法解決方法解決方法]]]] 
ツールバーやプロジェクトビューなどのドッキングウィンドウを初期状態に再配置します。 
画面外にウィンドウが移動してしまった場合などから状態を回復することができます 
[ツール]メニュー － [オプション] － [基本環境]タブ 
 

 
 

管理番号：Dsn41_011

  



  

Biz/DesignerBiz/DesignerBiz/DesignerBiz/Designer新機能新機能新機能新機能

12121212 プレビューウィンドウプレビューウィンドウプレビューウィンドウプレビューウィンドウ        
    

12121212 [[[[解決方法解決方法解決方法解決方法]]]] 
プロジェクトビューで、選択したCRSファイルの画面イメージを表示することが出来ます。 
(ver4.1.3.2より追加されました。 )  
 
プロジェクトビュー下段は、プレビューウィンドウとなっています。 
フォームやダイアログなどのCRSファイルを開くことなしに画面イメージをプレビューすることが 
できます。 
 

 
 
プレビュー機能が有効な場合、プロジェクトフォルダ直下に隠しフォルダ_image_cacheが 
自動的に生成され、この中にイメージが生成されます。 
 
プレビュー機能は、[プロジェクト]メニュー－[設定]－[基本設定]タブの 
「ファイルプレビュー機能を使用する」で、ON/OFFを切り替えることが出来ます。 
 
「ファイルプレビュー機能を使用する」をOFFにした場合、_image_chacheに生成されたイメージは 
削除されません。[プレビューキャッシュの削除]ボタンで、生成されたイメージを削除することが 
出来ます。 
 

管理番号：Dsn41_012

  



  

Biz/DesignerBiz/DesignerBiz/DesignerBiz/Designer新機能新機能新機能新機能

13 13 13 13 最近最近最近最近のののの利用利用利用利用プロジェクトプロジェクトプロジェクトプロジェクト    履履履履歴歴歴歴一一一一覧覧覧覧        
    

13 13 13 13 [[[[解決方法解決方法解決方法解決方法]]]] 
[ファイル]メニューに、最近利用したプロジェクト名が過去10個まで表示されます。 
(ver4.1.3.2より追加されました。)  
選択することにより読み込まれます。  
 

 
 

管理番号：Dsn41_013

  



Biz/Designer新機能

14 ファイルビューの印刷・印刷プレビュー

14 [解決方法]
ファイルビューの印刷をすることが可能です。
(ver4.1.3.2より追加されました。)

スクリプトペイン以外にデザインペインやバイナリビュー、イメージビューなども印刷可能です。

[ファイル]メニュー － [印刷]で、現在表示中のファイルビューを印刷します。
[ファイル]メニュー － [印刷プレビュー]で、現在表示中のファイルビューの
印刷プレビューを表示します。

※ファイルビューの印刷は、ビューに表示されたままの状態を印刷しますので、
背景に設定された色も印刷されます。

管理番号：Dsn41_014



  

Biz/DesignerBiz/DesignerBiz/DesignerBiz/Designer新機能新機能新機能新機能

15151515 デザインビューデザインビューデザインビューデザインビューののののタイトルバータイトルバータイトルバータイトルバー        
    

15151515    [[[[解決方法解決方法解決方法解決方法]]]] 
デザインビューのタイトルバーには「所属プロジェクト：先頭オブジェクト名(ファイル名)」の 
形式で表示されます。 
(ver4.1.3.2より追加されました。)  
 

 
 

管理番号：Dsn41_015

  



  

Biz/DesignerBiz/DesignerBiz/DesignerBiz/Designer新機能新機能新機能新機能

16161616 オブジェクトオブジェクトオブジェクトオブジェクトのののの命名規約命名規約命名規約命名規約カスタマイズカスタマイズカスタマイズカスタマイズ        
    

16161616    [[[[解決方法解決方法解決方法解決方法]]]] 
デザインペインでオブジェクトを作成した場合に自動的に付けられるオブジェクト名の雛形を、 
プロジェクト単位であらかじめ指定することが出来ます。 
(ver4.1.3.2より追加されました。)  
 
[プロジェクト]メニュー － [設定] － [オブジェクト命名]タブで、クラスセレクタから 
オブジェクトをデザインペインに新規作成する場合の命名規約を指定できます。 
 

 
 
デザインペインに作成した場合[指定名]n(nは連番)の形式で命名されます。 
 
プロジェクト単位で異なる設定が可能です。 
 
[インポート]ボタンや[エクスポート]ボタンにて、エクスポートした命名設定ファイルを 
インポート／エクスポートすることが可能です。 
 
各プロジェクトにインポートすることで同一の命名規則を利用できます。 
 

管理番号：Dsn41_016

  



Biz/Designer新機能

17 プロジェクトのエクスポート

17 [解決方法]
[ツール]メニュー → [プロジェクトのエクスポート]にて、プロジェクトフォルダにある
ファイルから、純粋にプロジェクトに必要なファイルのみを抜き出し、別のフォルダに
コピーすることが出来ます。
また、その際、CRSファイルからコメント行を削除することもできます。
(ver4.1.3.2より追加されました。)

管理番号：Dsn41_017



Biz/Designer新機能

18 スクリプト中のコメントを一括で削除したい

18 [解決方法]
[ツール]メニュー → [プロジェクトのエクスポート]にて、プロジェクトフォルダにある
ファイルから指定したファイルのみ抜き出し、別のフォルダにコピーすることが出来ます。
その際に、[CRSファイルからコメントを削除する]にチェックを入れて実行しますと、
CRSファイルからコメント行を一括で削除できます。

管理番号：Dsn41_018



  

Biz/DesignerBiz/DesignerBiz/DesignerBiz/Designer新機能新機能新機能新機能

19191919 CRSCRSCRSCRSアーカイブファイルアーカイブファイルアーカイブファイルアーカイブファイル作成時作成時作成時作成時ののののファイルファイルファイルファイル暗暗暗暗号号号号強強強強度度度度のののの選選選選択択択択        
    

19191919 [[[[解決方法解決方法解決方法解決方法]]]] 
[プロジェクト]メニュー － [アーカイブの作成]にて、CARファイルの作成時にアーカイブを 
暗号化する場合の強度を選択することが出来ます。  
 

 
 
通常は高強度128bitを選択して問題ありませんが128bit暗号が輸出規制により使用できない 
OS上でアーカイブを共用する可能性がある場合56bitを選択してください。  
 

管理番号：Dsn41_019

  



  

Biz/DesignerBiz/DesignerBiz/DesignerBiz/Designer新機能新機能新機能新機能

20202020 Biz/DesignerBiz/DesignerBiz/DesignerBiz/Designerをををを使用使用使用使用しないでしないでしないでしないで、、、、CARCARCARCARファイルファイルファイルファイルをををを作成作成作成作成するするするする        
    

20202020 [[[[解決方法解決方法解決方法解決方法]]]] 
ver4.1.3.2より、Biz/Designerを使わずにCARファイルを作成することができる 
コマンドラインツール、car.exeがご利用いただけます。 
car.exeを用いればサーバのバッチ処理などで定期的にCARファイルを生成したりするなどと 
いった利用法が考えられます。 
car.exeはBiz/Designerのインストールフォルダ内に同時にインストールされていますが、 
単体で動作可能です。 
使用方法は、Biz/Designerオンラインマニュアル（Biz/Designerオペレーションガイド）の 
「CRSアーカイブ(CAR)の利用」「car.exeコマンドラインツール」に記載されています。 
 

管理番号：Dsn41_020

  



Biz/Designer新機能

21 デバッグ時のHTTPS通信

21 [解決方法]
デバッグ実行で、Biz/BrowserがhttpSessionクラスを利用したHTTPS通信を行った場
合、従来はエラーとなりましたが、Biz/Designerを経由せずに直接サーバと通信を行
うように変更されました。
この変更により、HTTPS通信を使用するアプリケーションのデバッグも一部可能とな
りました。

※この機能は、Biz/Browser ver4.1.3.2以上を使用したデバッグ時のみ有効です。
※Biz/DesignerのアウトプットビューへHTTPSの通信ログは表示されません。

管理番号：Dsn41_021

アクシスソフト株式会社 Biz-Collections Bizの宝箱

Biz/Browser XE・Biz/Designer XE TIPS集 トップへ



Biz/Designer新機能

22 SSHクライアントを経由してCVSサーバとの通信を行いたい

22 [解決方法]
CVSサーバとの接続時、SSHクライアントを経由させることが可能です。

まず、開発環境にSSHクライアントをインストールし、Biz/Designerメニューバー の
[ソース管理]→[ソース管理の設定]→[SSH経由の通信で使用するアプリケーション]で
SSHクライアントを選択します。

次に、Biz/Designerメニューバーの[ソース管理]→[プロジェクトのダウンロード]から、
または[ファイル]→[新規プロジェクト]→[ソース管理から作成]で[プロジェクトのダウンロード]
画面を開き、[SSH経由でアクセスする]にチェックを入れると、以降、CVS接続時に指定の
SSHクライアントを経由します。

管理番号：Dsn41_022

アクシスソフト株式会社 Biz-Collections Bizの宝箱

Biz/Browser XE・Biz/Designer XE TIPS集 トップへ



操作

１ デザインペイン上で、ボタンのタイトルやラベルの値を編集したい

１ [解決方法]
一部のオブジェクトにおいて、ValueプロパティやTitleプロパティをデザインペイン上で
直接編集が可能です。

対応オブジェクトは下記の通りです。
・ Label.Value
・ Button.Title
・ TextBox.Value
・ EditBox.Value
・ TextFrame.Value
・ TabForm.Title
・ GroupBox.Title
・ ImageButton.Title
・ ImageLabel.Value
・ StyleEdit.Value

オブジェクトにフォーカスを当て、[F2]キーを押下または、右クリックでコンテキストメニューを
表示し「直接編集」を選択してください。
編集内容を確定する場合は[Enter]キーを押下、キャンセルする場合は[Esc]キーを
押下してください。

EditBoxオブジェクトなどの直接編集では、[Ctrl] + [Enter]キーで改行を入力することが
可能です。
複数行を再編集する際に初期状態で1行に表示されますが、改行文字分のスペースが
入力されていますので、再度改行せず、確定してください。

管理番号：Ctr41_001



操作

２ デザインペインをもっと広くして作業したい

２ [解決方法]
ドッキングビューをフレームに格納することが出来ます。
(ver4.1.3.2より追加されました。)

各ドッキングビューの左上または左下に表示された「自動格納ボタン」を押すと、
ドッキングビューをフレームに格納することが出来ます。

デザイン／スクリプトペインの領域を広く確保することが出来、作業し易くなります。

フレームに格納されたドッキングビューはフレームにボタン化されます。

ドッキングビューを表示するにはマウスをボタン上にかざすと、ドッキングビューをフレームから
引き出すことができます。
マウスカーソルがウィンドウ外へ外れた場合再び自動的にウィンドウは格納されます。

自動格納状態を解除するには再び「自動格納ボタン」を押すか、
または[表示]メニュー － [ドッキングビュー]から解除したいドッキングビューを選択します。

管理番号：Ctr41_002



  

操作操作操作操作

３３３３ ドッキングウィンドウドッキングウィンドウドッキングウィンドウドッキングウィンドウのののの格納表示動作格納表示動作格納表示動作格納表示動作をををを早早早早くしたいくしたいくしたいくしたい        
    

３３３３ [[[[解決方法解決方法解決方法解決方法]]]] 
プロジェクトビューなどのドッキングウィンドウを自動格納状態にした場合の、 
格納動作アニメーションをOFFにしてください。 
インストール直後には、デフォルトでアニメーション表示する状態になっています。 
(ドッキングビューの格納機能は、ver4.1.3.2より追加されました。 ) 
 
[ツール]メニュー － [オプション] － [基本環境]タブ 
 

 
 

管理番号：Ctr41_003

  



 

エクステンションエクステンションエクステンションエクステンション

１１１１ ドキュメントドキュメントドキュメントドキュメント作成作成作成作成エクステンションエクステンションエクステンションエクステンションででででHTMLHTMLHTMLHTMLドキュメントドキュメントドキュメントドキュメント作成作成作成作成エクステンションサンプルエクステンションサンプルエクステンションサンプルエクステンションサンプルをををを作成作成作成作成しようしようしようしよう
とするととするととするととすると、 、 、 、 エラーエラーエラーエラーがががが表示表示表示表示されてしまいますされてしまいますされてしまいますされてしまいます。。。。    

１１１１ [[[[解決方法解決方法解決方法解決方法]]]] 
ドキュメント作成エクステンションでHTMLドキュメント作成エクステンションサンプルを 
作成しようとすると、  
 

 

 
というエラーが表示され、失敗してしまいます。 
 
エクステンションdllモジュールを配置したディレクトリ（インストールディレクトリ\extension）に 
テンプレートファイルが配置されていないためです。 
 
テンプレートファイルはエクステンションDLLのあるフォルダ内のHTMLDocTempフォルダに配置
します。 
インストールディレクトリ\extension_sdk\HTMLDocフォルダにサンプルのテンプレート 
（HTMLDocTempフォルダ一式）が用意されていますので、インストールディレクトリ\extensionに 
コピーします。  
 

管理番号：Ext41_001

 



  

エクステンションエクステンションエクステンションエクステンション

２２２２ ドキュメントドキュメントドキュメントドキュメント作成作成作成作成エクステンションエクステンションエクステンションエクステンションでででで「「「「msxml2msxml2msxml2msxml2モジュールモジュールモジュールモジュールががががロードロードロードロード出出出出来来来来ませんませんませんません」」」」というというというという    
エラーエラーエラーエラーがががが表示表示表示表示されてしまいますされてしまいますされてしまいますされてしまいます。 。 。 。     
    
[[[[内内内内容容容容]]]]    
エクステンションエクステンションエクステンションエクステンションのののの「「「「ドキュメントドキュメントドキュメントドキュメント作成作成作成作成エクステンションエクステンションエクステンションエクステンション」」」」ををををインストールインストールインストールインストールしたがしたがしたがしたが、、、、    
ドキュメントドキュメントドキュメントドキュメントのののの作成作成作成作成をををを行行行行うとうとうとうと「「「「msxml2msxml2msxml2msxml2モジュールモジュールモジュールモジュールががががロードロードロードロード出出出出来来来来ませんませんませんません」」」」というというというというエラーエラーエラーエラーがががが    
表示表示表示表示されされされされ、、、、失敗失敗失敗失敗してしまいますしてしまいますしてしまいますしてしまいます。。。。    
    

２２２２ [[[[解決方法解決方法解決方法解決方法]]]] 
ドキュメント作成エクステンションを使用するには、MSXML 4.0 Service Pack 2コンポーネントが 
必要です。 
このコンポーネントがインストールされていない場合、 

 
というエラーメッセージが表示され、失敗してしまいます。 
 
以下のURLよりダウンロードしてください。 
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=3144b72b-b4f2-46da-b4b6- 
c5d7485f2b42&DisplayLang=ja  
 

 

※VC2005でビルドする場合は、comsuppw.libをリンクしてください。  
 

管理番号：Ext41_002

  



 

Biz/Designer XE Biz/Designer XE Biz/Designer XE Biz/Designer XE 仕仕仕仕様変様変様変様変更更更更

１１１１ ウォッチリストウォッチリストウォッチリストウォッチリストののののオブジェクトパスオブジェクトパスオブジェクトパスオブジェクトパス編集編集編集編集        
    

１１１１ [[[[解決方法解決方法解決方法解決方法]]]] 
ウォッチリストでは、最上位レベルのオブジェクトパスに限り、ダブルクリックまたは[F2]キーによ
り編集することが出来、編集が終了した時点で記述パスが再評価されます。 
 
ver4.1.3.2より、初期状態で１行空欄を設け、初期から手入力を可能にしました。 
 

 
 

管理番号：D41Up_001

 



    

Biz/Designer XE Biz/Designer XE Biz/Designer XE Biz/Designer XE 仕仕仕仕様変様変様変様変更更更更

２２２２ 一時一時一時一時オブジェクトオブジェクトオブジェクトオブジェクトのののの更新操作更新操作更新操作更新操作にににに対対対対するするするする警告警告警告警告メッセージメッセージメッセージメッセージ        
    

２２２２ [[[[解決方法解決方法解決方法解決方法]]]] 
一時オブジェクトに対して更新操作を行っとき、アウトプットビューの「実行結果」に警告メッセー
ジが表示されます。 
(ver4.1.3.2より、一時オブジェクトに対する更新系メソッド実行時にもメッセージが表示されるよう
になりました。) 
 

 
 
このメッセージは、アプリケーションの動作に影響のあるものではありません。 
一時オブジェクトの更新は、一般的に問題となることが多いため、開発時にご留意いただけるよ
うに警告メッセージを表示しています。 
 
下記のコーディングをした場合などで表示されます。 
 var strobj = "ABC"; 
 strobj.value = "DEF";  
 
 ver4.1.3.2より、以下の場合にもメッセージが表示されます。 
 var strobj = "ABC"; 
 var res = strobj．toLowerCase(); 
 
 
関連TIPS： Biz-Tips ＞ ユーザ定義関数 ＞ ユーザ定義関数の引数 
 

管理番号：D41Up_002

    



Biz/Designer XE 仕様変更

３ イメージビューのマウスドラッグによるスクロール

３ [解決方法]
ver4.1.3.2より、ファイルビューのイメージビューでイメージをマウスドラッグによって、
スクロール出来るようになりました。

管理番号：D41Up_003



Biz/Designer XE 仕様変更

４ ウォッチビューのクラス参照ウィンドウについて

４ [解決方法]
ver4.1.3.2より、ウォッチビューのクラス参照ウィンドウをテスト実行時に自動的に閉じる
ようにしました。

管理番号：D41Up_004



Biz/Designer XE 仕様変更

５ Value値をプロパティビューから設定したときの代入文作成について

５ [解決方法]
ver4.1.3.2より、ListBox、ListView、OptionButton、PulldownList、TabFrame、Spreadの
オブジェクトにおいて、プロパティビューの「Value」欄から値を設定した場合、
子オブジェクトの下行に 「Value = xx」の代入文を追記するようになっています。

これは、上記のオブジェクトのValue値は子オブジェクトに依存するため、子オブジェクトが
生成される前のタイミングでValue値を操作すると実行時エラーになることを回避する措置です。

■ ver4.1.3.2より前のバージョンでは・・・・



■ ver4.1.3.2より、

管理番号：D41Up_005



Biz/Designer XE 仕様変更

６ Internet Explorer 7以降をインストールした環境での「プロジェクトにマッピングする
URL」

６ [解決方法]
ver4.1.4.1より、Internet Explorer 7以降をインストール環境においては、「プロジェクト
に
マッピング するURL」のホスト名に「localhost」、および「127.0.0.1」を使用することが
できなくなりました。

Biz/Designerを実行する同じマシン上のWebサーバーへのマッピングを行う場合、
「localhost」や、「127.0.0.1」ではなく、マシン名を指定してください。

関連記事
＞ Webサーバへのアクセス（URLマッピング）
＞ 「localhost(または、127.0.0.1)」を指定してhttp通信したときのメッセージ

管理番号：D41Up_006

アクシスソフト株式会社 Biz-Collections Bizの宝箱

Biz/Browser XE・Biz/Designer XE TIPS集 トップへ
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