


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。



画面設計/プロジェクト設計

１ モバイル用アプリケーションの一般的な注意事項

１ [解決方法]
【CPU、メモリの性能を考慮したプログラミング】

【フォームの表示サイズ】

【画面構成】

【バーコード対応】

【スクロールバーの幅、TextBoxの文字の幅】

PCに搭載されているCPU、メモリなどの性能と比較して、モバイル端末の環境はかなり
劣ります。
このため、PCでは動作スピードで問題にならないコードでも、モバイル端末では性能が
出ないことがあります。従って、パワーがないことを考慮したプログラミングを行う必要
がありまます。
例えば、ループ処理のプログラミングで、メモリ取得をループ内で行わなずに、ループ
処理の前に行うなど、一般的な効率を考慮したプログラムのテクニックを使用するという
配慮です。

［記述例］

for(var i = 0; i < 1000; i++) {
： ←× ループ回数分、メモリ取得されることになる

}

var i;
for(i = 0; i < 1000; i++) {

： ←○ ループ前に１度メモリ取得するのみ
}

モバイル端末の場合、PCと比べてQVGAと画面サイズが小さいため、大きなフォームを
作成するのは好ましくありません。
また、デザイン可能な最大領域は、機種毎に、メニューバーやステータスバーの有無
によって変わりますので、予め端末の画面サイズを確認し、画面設計を行っていただく
必要があります。

機種毎のデザイン可能領域の目安、確認方法につきましては、
Biz/Browser Mobile・Biz/Browser Mobile for PDA TIPS集 ＞ Window ＞

デザイン可能な画面サイズは？
をご参照ください。

モバイル端末は、画面表示速度がPCより遅いため、多くのオブジェクトを表示する画面を
設計する場合は、あらかじめ実機で速度を確認することをおすすめします。

端末にバーコードリーダーが付属しており、キーボードをエミュレートできるソフトが付属
している場合があります。その設定で読み取り文字の最後に改行コードを付けることが
可能な場合、読み取り後の処理を自動化できます。
入力欄のOnTouchイベントハンドラ内に読み取り後の処理を記述します。

[記述例] 商品情報画面の商品コード入力欄

TextBox:String PRODUCT_CODE {
TabIndex = 0;

Function OnTouch( e ) {
/* バーコード読み取りモジュールが最後に改行を送った場合、
指定した商品コードの商品を取得、表示*/

^.getProducts(^.PRODUCT_CODE.Value);
}

}

Form等のスクロールバーやTextBox等は、デバッグ時にPC上で表示される幅と、モバイル
版で表示される幅が異なることがあります。



緻密な画面設計を行う場合は、実機で確認することをおすすめします。

管理番号：DM_A001



画面設計/プロジェクト設計

２ 機種の画面サイズに沿って開発したい（端末プロファイルの利用）

２
[解決方法]
端末プロファイルを利用することで、機種の画面サイズに沿った開発が可能です。

[プロジェクト]メニュー → [設定] → 「プロジェクトの設定」で「端末プロファイル」タブを
選択してください。
左上の「端末プロファイルを使用する」にチェックを入れ、機種の幅と高さを入力すると、
テスト実行時に指定サイズでBiz/Browser Mobile for Windowsが実行されます。
また、フォーム新規作成時も指定サイズでフォームが作成されます。

縦横切替が可能な機種の開発を行う場合は、「画面の縦横切り替え可能」にチェックを
入れ、横画面時サイズも入力してください。

＜ver4.1.4.2の場合＞

＜ver4.1.5.0以降の場合＞

「起動時のバー表示モード」の選択値によって、Biz/Browser Mobile for WindowsのFormの
高さは以下のように設定されます。



＜Biz/Browser Mobile ver3.0の場合＞

・端末タイプで「WindowsMobile」を選択した場合は、コマンドバーの高さを 0 と計算します。

＜Biz/Browser Mobile ver3.1の場合＞

・端末タイプで「WindowsCE」を選択した場合は、タスクバー、SIPバーは選択できません。
・端末タイプで「WindowsMobile」を選択した場合は、「コマンドバーの高さ」に設定した

値がタスクバーおよびSIPバーの高さとなります。

「端末プロファイル」タブの「インポート」ボタンより読み込み可能な 『端末プロファイル
（XMLファイル）』を

Biz/Browser Mobile for Windows & 端末プロファイル ダウンロード ページ
よりダウンロードいただけます。
また、利用方法の詳細については、上記ページの「端末プロファイル設定方法」をご参照
ください。

起動時のバー表示モード Formの高さ

すべて非表示 Formの高さにコマンドバー、ステータスバーの高さが
プラスされる

コマンドバーのみ表示 Formの高さにステータスバーの高さがプラスされる

ステータスバーのみ表示 Formの高さにコマンドバーの高さがプラスされる

起動時のバー表示モード Formの高さ

コマンドバーのみ表示 Formの高さにステータスバー、タスクバー、SIPバーの高さがプラ
スされる

ステータスバーのみ表示 Formの高さにタスクバー、SIPバーの高さがプラスされる

タスクバーのみ表示 Formの高さにステータスバー、SIPバーの高さがプラスされる

SIPバーのみ表示 Formの高さにステータスバー、タスクバーの高さがプラスされる

管理番号：DM_A002

アクシスソフト株式会社 Biz-Collections Bizの宝箱

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



画面設計/プロジェクト設計

３ 実機に近いフォントで開発を行いたい（端末プロファイルの利用）

３ [解決方法]
「プロジェクトの設定」－「端末プロファイル」タブの

・ FontFace=$STD時のフォント
・ FontFace=$FIXED時のフォント

に実機の表示と近いフォントを指定いただくことで、実機環境に沿った開発が可能です。
(端末プロファイルにフォントを指定する項目は、ver4.1.6より追加されました)

デフォルトでは、$STDは「Tahoma」フォントが、$FIXEDでは「ＭＳ ゴシック」フォントが
指定されます。
存在しないフォントを指定した場合の表示はWindowsに依存します。

「端末プロファイル」タブの「インポート」ボタンより読み込み可能な 『端末プロファイル
（XMLファイル）』を

Biz/Browser Mobile for Windows & 端末プロファイル ダウンロード ページ
よりダウンロードいただけます。
利用方法の詳細については、上記ページの「端末プロファイル設定方法」をご参照
ください。

管理番号：DM_A007

アクシスソフト株式会社 Biz-Collections Bizの宝箱

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



画面設計/プロジェクト設計

４ Biz/Browser Mobileの旧バージョンの機能に合わせて開発を行いたい

４ [解決方法]
Biz/Designer Mobileでは、Biz/Browser Mobileのバージョンごとの機能に合わせて
開発を行うことが出来ます。

[プロジェクト]メニュー → [設定] → 「プロジェクトの設定」で「基本設定」タブを選択
してください。
「対象Biz/Browser Mobileバージョン」でバージョンを選択すると、クラスセレクタや
プロパティビューが指定バージョンのオブジェクト、プロパティ、イベントのみの表示に
切り替わり、旧バージョンでの開発が可能です。

管理番号：DM_A003

アクシスソフト株式会社 Biz-Collections Bizの宝箱

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



画面設計/プロジェクト設計

５ オブジェクト数を一定の数以下に抑えたい

５ [解決方法]
Biz/Browser Mobileでは、モバイル端末環境の上で動作することになりますので、CPU、
メモリの性能を考慮したプログラミングが重要になります。
Biz/Designer Mobileでは、開発時にオブジェクト数の制限値を設け、警告を出すことが
出来ます。

[プロジェクト]メニュー → [設定] → 「プロジェクトの設定」の「基本設定」タブでオブジェクト
数を設定することで、オブジェクト数が指定した数を超えた場合、 アウトプットビューに
警告を出すことが出来ます。
0 を指定した場合は無制限です。
オブジェクト数はグローバルオブジェクトも含みますのでご注意ください。

管理番号：DM_A004

アクシスソフト株式会社 Biz-Collections Bizの宝箱

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



画面設計/プロジェクト設計

６ オブジェクトの命名規約カスタマイズ

６ [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。

[プロジェクト]メニュー → [設定] → 「プロジェクトの設定」の「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
出来ます。

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：DM_A005

アクシスソフト株式会社 Biz-Collections Bizの宝箱

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



画面設計/プロジェクト設計

７ Webサーバへのアクセス（URLマッピング）
[内容]
Biz/Designer Mobile上で実サーバと連動して設計／検証を行いたい

７ [解決方法]
プロジェクトにマッピングするURLを設定するには、実際にアプリケーションを配置する
WebサーバのURLを「プロジェクト設定」ダイアログで指定します。
Biz/Designer Mobileはテスト実行時、このURLにプロジェクトフォルダをマッピングし、
Biz/BrowserからのWebサーバへのアクセスをシミュレートします。

Biz/BrowserからこのURLに対しファイルの要求があるとプロジェクト内から該当
ファイルを探し、Biz/Browserに返送します。

要求ファイルがプロジェクト内に存在しない場合、Biz/Designer MobileはURLの示す
実サーバにアクセスしファイルの取得を試みます。

[プロジェクト]メニュー → [設定] → 「プロジェクトの設定」の「基本設定」タブを選択し、
「プロジェクトに設定するURL」にURLを入力してください。

Internet Explorer 7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 を使用することが出来ません。

Biz/Designer Mobile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。

管理番号：DM_A006

アクシスソフト株式会社 Biz-Collections Bizの宝箱

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



画面設計/プロジェクト設計

８ PC版Biz/DesignerでBiz/Browser Mobile向けのCRSファイルの開発は

出来ますか？

８ [解決方法]
PC版Biz/Designer XEを利用して、Biz/Browser Mobile向けのCRSファイルを開発して
ゆくことは可能ですが、Biz/Browser Mobileにしかないクラスやメソッド、プロパティ、
イベント等の記述があった場合、アウトプットビューの実行結果にエラーが表示されて
しまいます。

＜画像をクリックすると大きい画像を開きます＞

「$Mobile」定数を利用することで、モバイル版のみに存在するクラスやメソッド、
プロパティの記述を実行モジュールがBiz/Browser Mobileであるときのみ、処理される
ようにすることが可能で、画面デザイン時のエラーを回避することが出来ます。

Biz/Browser Mobile向けの開発環境として「Biz/Designer Mobile」が提供されています。
Biz/Browser Mobile向けのCRSファイルの開発を行う場合は、「Biz/Designer Mobile」を
ご利用いただくことを推奨いたします。

Biz/Designer Mobileでは、

・端末プロファイルの利用

if( $Mobile ){

： /* Biz/Browser Mobileから実行した場合、「真」の処理が実行 */

} else {
： /* Biz/Browser(PC版)から実行した場合、$Mobileは「not Found」

となり、「偽」の処理が実行 */

}



機種の画面サイズに沿って開発したい（端末プロファイルの利用）

実機に近いフォントで開発を行いたい（端末プロファイルの利用）

・バージョン選択機能

Biz/Browser Mobileの旧バージョンの機能に合わせて開発を行いたい

が利用でき、Biz/Browser Mobile向けに、より適した開発ツールとなっていますので、
開発工数も大幅に削減することが出来ます。

管理番号：DM_A008

アクシスソフト株式会社 Biz-Collections Bizの宝箱

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



プロジェクトの流用

１ Biz/Designerで作成したプロジェクトファイル(bdpファイル)を流用したい

１ [解決方法]
PC版のBiz/Designerで作成したプロジェクトファイル(bdpファイル）を読み込むと、
自動的にBiz/Designer Mobile用プロジェクトにコンバートされ、拡張子がbpmの新しい
プロジェクトファイルが作成されます。
その際、元のbdpファイルはそのまま残ります。

管理番号：DM_B001



プロジェクトの流用

２ 別プロジェクトで作成されたCRSファイルを再利用したい

２ [解決方法]
Biz/Designer Mobileでは、１つのプロジェクトに対して、１つのプロジェクトフォルダで
管理され、プロジェクトフォルダより上位階層のフォルダを指定することはできません。

別のプロジェクトで作成されたファイルを利用する場合には、対象のプロジェクトフォルダ
内に目的のファイルをエクスプローラーなどでコピーし、プロジェクトに追加登録して
利用します。

［手順］
1. CRSファイルを対象プロジェクトのフォルダ内にファイルをコピーします。
2. [プロジェクト]メニュー → [プロジェクトへの追加]を選択します。
3. 追加ファイルを選択して、「開く」ボタンをクリックします。
4. CRSファイルが対象プロジェクトで利用可能になります。

管理番号：DM_B002



プロジェクトの流用

３ プロジェクトのエクスポート

３ [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。

管理番号：DM_B003



プロジェクトの流用

４ スクリプト中のコメントを一括で削除したい

４ [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：DM_B004



ネットワーク/通信

１ 低速回線のシミュレート機能

１ [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：DM_K001



ネットワーク/通信

２ デバッグ時のHTTPS通信

２ [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、
Biz/Designer Mobileを経由せずに直接サーバと通信を行います。
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です。

管理番号：DM_K002



操作

１ オブジェクト名をスクリプトに記述する時の便利な機能

１ [解決方法]
Biz/Designer Mobileでは、ビューからスクリプトペインへのドラッグ&ドロップにより

・プロジェクトビューからファイル名
・オブジェクトビューからオブジェクトやイベントハンドラのパス

を挿入することが出来ます。

この機能を利用することで、長いファイル名やオブジェクトパスの手入力によるスペル
ミスを防ぐことが出来ます。

【注意】
フルパスでの指定とスコープ内でのパス省略指定では同じオブジェクトを指していても
パスのたどり方の違いにより内部動作が異なります。
フルパスの場合は最上位からたどるためスコープ内での省略指定より性能は劣化します。

管理番号：DM_C001



操作

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
・ TabForm.Title
・ GroupBox.Title
・ ImageButton.Title
・ ImageLabel.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：DM_C002



操作

３ 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の動作を指定する
[内容]
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の動作

・オブジェクトをドラッグしたサイズで作成する
・自動的に子オブジェクトを作成する

のON/OFFを指定する

３ [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。

管理番号：DM_C003



操作

４ 配置したGUIオブジェクトの位置をロックする

４ [解決方法]
「移動ロック」（鍵アイコン）を利用することで、デザインペイン上のオブジェクトの座標を
ロック(固定)することが出来ます。
配置位置の決まったオブジェクトの位置がマウスやキー操作によってずれてしまった、
というオペレーションミスを防ぐことが出来ます。

ロック時には、マウスによる位置の移動やオブジェクトサイズの変更などの操作は出来
ませんが、プロパティビューでのプロパティのセットやスクリプトペインから値の変更は
可能です。

管理番号：DM_C004



操作

５ プレビューウィンドウ

５ [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。

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：DM_C005



操作

６ 最近の利用プロジェクト 履歴一覧

６ [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。
選択することにより読み込まれます。

管理番号：DM_C006



操作

７ イメージビューのマウスドラッグによるスクロール

７ [解決方法]
ファイルビューのイメージビューでは、イメージをマウスドラッグによって、
スクロールすることが出来ます。

管理番号：DM_C007



操作

８ デザインペインをもっと広くして作業したい

８ [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。

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：DM_C008



操作

９ ドッキングウィンドウの格納表示動作を早くしたい

９ [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。

[ツール]メニュー － [オプション] － [基本環境]タブ

管理番号：DM_C009



色指定

１ カラーパレットの操作
[内容]
デフォルトのカラーパレット以外の色を利用したい

１ [解決方法]
setPallette関数を使って、カラーコードが表現する色を変更できます。
標準カラーパレット112色全ての色の変更が可能です。setPallette関数による設定は、
Biz/Browser実行時に有効となります。

また、プロジェクトパレットを設定することで、変更したカラーパレットをプロジェクト内で
共通に利用することができます。プロジェクトパレットに加えた変更は、Biz/Designer Mobile
上でのデザイン時にのみ有効です。

2つの機能を組み合わせて、以下のように便利に使うことが出来ます。

便利な使い方 -１（プロジェクトパレット設定とsetPallette関数）

便利な使い方－2（プロジェクトパレットの再利用）

便利な使い方 －3（setPallette入力サポート）

・ [プロジェクト]メニュー → [設定] → 「プロジェクトの設定」の「パレット設定」タブで、
任意のカラーコードが表現する色を変更し、「設定」ボタンをクリックし、「OK」ボタンで
設定を保存します。

・ プロパティビューでBgColor、FgColorの色選択時に表示されるカラーパレットに、
上記設定が反映され、変更した色をデザイン上で使用できます。

・ 新規に設定した色は、setPallette関数でCRS内に記述することで、Biz/Browser
実行時にも反映されるようになります。スクリプトペインを表示し、スクリプト先頭で、
[ツール]メニュー → [プロジェクトパレット設定挿入]を選択すると、新規に設定した
色に対応するsetPallette関数が自動的に記述されます。

・ [プロジェクト]メニュー → [設定] → 「プロジェクトの設定」の「パレット設定」タブで
設定したパレットを、 「エクスポート」ボタンで*.bplというパレット情報ファイルに書き
出すことができます。

・ 上記で作成したファイルを同上のパレット設定画面で「インポート」することで、他の
プロジェクトでも再利用することができます。

・ setPallette関数を直接CRSスクリプト内に記述する際に、RGB値による色指定では、
表示色の確認が面倒です。スクリプトペインを表示し、[ツール]メニュー →
[setPallette入力サポート]を選択すると、カラーパレットが表示され、ここで選択
（作成）した色がスクリプトに以下の書式で反映されます。

SetPallette(PalNo, 250, 150, 202);

"PalNo" を変更対象色のインデックス番号-1（相対指定のため）に書き換えることで、
setPallette関数の記述が完了します。

setPallette関数の記述例 ： 赤をRGB（"66ff66"(16進)）に変更する
例１ setPallete（$red-1 ,0x66, 0xff ,0x66）;
例２ setPallete（5, 0x66, 0xff, 0x66）;
例３ setPallete（5, 102, 255, 102）;

【参照】
setPallette ：
オンラインマニュアル > Biz/Browser CRSマニュアル > グローバル関数 >
システム関数 > SetPalette

色のインデックス番号 ：
オンラインマニュアル > Biz/Browser CRSマニュアル > パッケージとクラス >
各クラスのBgColorもしくはFgColor

[サンプルコード]

/*インデックス番号3の$DGRAYを
RGB値199, 183, 200の薄い藤色に変更*/
SetPalette(2, 199, 183, 200);



Form Form1{
X = 0;
Y = 0;
Width = 200;
Height = 300;
TextBox TextBox1{

/*TextBoxのBgColorをカラーインデックス3に設定*/
/*Designer上ではグレーに見えるが、
テスト実行すると藤色になる*/
X = 20;
Y = 40;
Width = 150;
Height = 30;
BgColor = 3;

}
}

管理番号：DM_J001



色指定

２ カラーパレットビューの利用方法
[内容]
カラーパレットビューを使って、効率的に色指定を行う

２ [解決方法]
[表示]メニュー → [ドッキングビュー] → [カラーパレット]を選択すると、下記のようなパレットが
表示されます。

デザインビュー上でオブジェクトを選択し、カラーパレットのタブを切り替え、任意の色をクリック
することで、該当オブジェクトのFgcolor／Bgcolorプロパティにカラーが設定されます。

さらに、オブジェクトを選択する際、Shiftキー押下等により複数のオブジェクトを選択することで、
一括でカラー設定させることが可能です。

オブジェクトによっては、FgColor、BgColorプロパティを持たないものもあります。

管理番号：DM_J002



印刷

１ ファイルビューの印刷・印刷プレビュー

１ [解決方法]
ファイルビューの内容を印刷することが可能です。

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：DM_E001



プロパティ設定

１ Biz/Browser Mobileの旧バージョンの機能に合わせて開発を行いたい

１ [解決方法]
Biz/Designer Mobileでは、Biz/Browser Mobileのバージョンごとの機能に合わせて
開発を行うことが出来ます。

[プロジェクト]メニュー → [設定] → 「プロジェクトの設定」で「基本設定」タブを選択
してください。
「対象Biz/Browser Mobileバージョン」でバージョンを選択すると、クラスセレクタや
プロパティビューが指定バージョンのオブジェクト、プロパティ、イベントのみの表示に
切り替わり、旧バージョンでの開発が可能です。

管理番号：DM_G001



プロパティ設定

２ プロパティビューにある「R」欄とは？

２ [解決方法]
プロパティビューにある「R」は、チェックをオンにするとスクリプトを参照代入式"&="で記述しま
す。

また、スクリプトを参照代入式で記述するとチェックがオンになります。同様に、チェックをオフに
するとスクリプトを通常の代入式"="で記述します。また、スクリプトを通常の代入式で記述する
とチェックがオフになります。

参照代入式の詳細は、Biz/Browser Mobile・Biz/Browser for PDA TIPS集 ＞
CRSプログラミング＞ 参照演算子 をご参照ください。

チェックオン チェックオフ

(画像をクリックすると拡大表示します。)

管理番号：DM_G002



プロパティ設定

３ プロパティ集計機能のON/OFFを切り替える

３ [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：DM_G003



プロパティ設定

４ 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

４ [解決方法]
ListBox、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」の代入文を追記します。

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。

管理番号：DM_G004



デバッグ

１ 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

１ [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：DM_D001



デバッグ

２ 実行中のオブジェクトの状態や変数値を参照する

２ [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。
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：DM_D002



デバッグ

３ ウォッチビューのクラス参照ウィンドウについて

３ [解決方法]
ウォッチビューのクラス参照ウィンドウはテスト実行時に自動的に閉じる仕様となっています。

管理番号：DM_D003



デバッグ

４ ウォッチリストのオブジェクトパス編集

４ [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。

初期状態で１行空欄が表示され、初期から手入力が可能です。

管理番号：DM_D004



デバッグ

５ デバッグ時のHTTPS通信

５ [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、
Biz/Designer Mobileを経由せずに直接サーバと通信を行います。
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です。

管理番号：DM_D005



デバッグ

６ 一時オブジェクトの更新操作に対する警告メッセージ

６ [解決方法]
一時オブジェクトに対して更新操作を行ったとき、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。
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ます。

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。

例１）
var strobj = "ABC";
strobj.value = "DEF";

例２）
var strobj = "ABC";
var res = strobj．toLowerCase();

［関連TIPS］
Biz/Browser Mobile・Biz/Browser for PDA TIPS集 ＞ 関数/変数 ＞ ユーザ定義関数の引数

管理番号：DM_D006



ドッキングビュー

１ ドッキングンビューの自動格納

１
[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。

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：DM_I001



ドッキングビュー

２ ドッキングウィンドウ格納時のアニメーション動作

２ [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。
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：DM_I002



ドッキングビュー

３ ドッキングウィンドウ位置の初期化

３ [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：DM_I003



エクステンション

１ 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、 エラーが表示されてしまいます。

１ [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（Biz/Designer Mobile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。
エクステンションSDK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、
Biz/Designer Mobileインストールディレクトリ\extensionにコピーします。

管理番号：DM_H001



エクステンション

２ ドキュメント作成エクステンションで「msxml2モジュールがロード出来ません」という
エラーが表示されてしまいます。

[内容]
エクステンションの「ドキュメント作成エクステンション」をインストールしたが、
ドキュメントの作成を行うと「msxml2モジュールがロード出来ません」というエラーが
表示され、失敗してしまいます。

２ [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：DM_H002



互換性

１ プロジェクトファイルの自動変換

１ Biz/Designer Mobile Ver4.5.0.0 より、Biz/Browser AIへの対応が行われ、プロジェクトファイル
の仕様も新しくなりました。
そのため、旧バージョン(Biz/Designer Mobile Ver4.4.0.0 以前)で作成されたプロジェクトファイル
をBiz/Designer Mobile Ver4.5.0.0 へ追加した場合、自動的にBiz/Browser Mobile・Biz/Browser
AIどちらの開発も可能な新形式のプロジェクトファイルへ変換されます。

旧プロジェクトファイルの自動変換を行う際には、以下のようなメッセージが表示されます。

[メッセージ例]

上記メッセージの「いいえ」を選択すると、プロジェクトの変換が中止され、プロジェクトの追加も
行われません。
「はい」を選択すると、プロジェクトファイルの変換が行われた後にプロジェクトが追加されます。
Biz/Designer Mobile Ver4.5.0.0 で開発を行う場合は、新形式のプロジェクトへ変換する必要が
あります。

－ 旧形式のプロジェクトファイルバックアップ

プロジェクトファイルの変換が行われた場合、旧形式のプロジェクトファイルは「[プロジェク
ト]_old.bpm」というファイル名でバックアップされます。
このバックアップファイルを、Ver4.4.0.0 以前のBiz/Designer Mobile へ追加し、利用する事
も可能です。
但し、表示される内容は、バックアップが行われた当時の内容となります。新形式のプロ
ジェクトファイルに対して行われたファイルの追加・変更・削除は、バックアップファイルに
は反映されません。

－ 留意点

新形式のプロジェクトファイルと旧形式のプロジェクトファイルには互換性がなく、新形式
のプロジェクトファイルを、Ver4.4.0.0以前のBiz/Designer Mobileへ追加し利用する事はで
きません。
そのため、バージョン管理システム等を利用し、複数の開発環境でプロジェクトを共有で
利用しているような場合は、Ver4.4.0.0以前のBiz/Designer Mobileと、Ver4.5.0.0の
Biz/Designer Mobileの環境を混在して利用する事ができません。
Biz/Designer Mobile Ver4.5.0.0をご利用の場合は、全ての環境で統一してご利用頂く事を
お勧めいたします。

管理番号：DMCmp_001
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