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Biz/Browser HTは、Webシステムで使用される業務アプリケーション向けのWebブラ
ウザです。

Biz/Browser HTを使用するには、クライアントとなるハンディターミナルに
Biz/Browser HTをインストールする必要があります。

Biz/Browser HTは、Webサーバから取得したCRSファイルを解釈して実行（画面を
表示・制御）するクライアントで動作するアプリケーションのプラットフォームとなりま
す。

利用者が実際に操作するのは、アプリケーションでありUI（※）です。そのUIが業務
の生産性を決めることになります。Biz/Browser HTは、入力を行う業務のUIを提供
するプラットフォームともいえます。

※UI ユーザインターフェース（User Interface）の略語。コンピュータとその利用者
の間での情報をやりとりするためのインターフェース。

（Biz/Browser HTはUIのプラットフォーム）

Biz/Browser HTとは

クライアント Webサーバ

CRS CRS
CRSファイルを取得し
て画面を表示

Operating System

Biz/Browser

Application

利用者
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Biz/Browser HT上で動作するアプリケーションは、CRSという独自の言語で書かれ
たプログラムとなります。開発には、専用の開発環境Biz/Designer Mobileを使用し
ます。

Biz/Designer Mobileでボタンやテキストボックス、表といったような画面を構成する
部品を使用して、画面レイアウトを作成します。また、ボタンをクリックしたときの挙
動などを記述します。そうしてBiz/Designer Mobileで作成されたCRSファイルを、
Webサーバに配置することになります。

• CRSファイルとは
CRSファイルには、画面レイアウトの定義とボタンをクリックした時などの挙動内容
のみを記述します。HTMLと違って、所謂ビジネスデータは基本的に記述されておら
ず、画面レイアウトや画面制御の定義情報とデータが分離されています。

Biz/Browser HTとは

開発環境 Webサーバ

CRS CRS

Biz/Designer Mobileで作
成されたCRSファイル
をWebサーバに配置

<html>
<body>

<table>
<tr><th>商品名</th><th>数量</th></tr>
<tr><td>商品A</td><td>10個</td></tr>
<tr><td>商品B</td><td>5個</td></tr>
<tr><td>商品C</td><td>1個</td></tr>
<tr><td>商品D</td><td>5個</td></tr>

</table>
</body>
</html>

表の例.crs 表の例.html

ビジネスデータ

7

FlexView FlexView1 {
FlexRecord FlexRecord1 {

FlexLabel FlexLabel1;
FlexLabel1.Title = "商品名";

FlexLabel FlexLabel2;
FlexLabel2.Title = "数量";

}
}



• ビジネスデータの取得
ビジネスデータは、CRSファイルを取得する通信とは別に、アプリケーションサーバ
に要求（リクエスト）を送信して、アプリケーションサーバから間接的にデータを提供
してもらいます。

• システム構成

Webサーバやアプリケーションサーバとの通信はWebの標準プロトコルであるHTTP
を使用するため、サーバの種類は問いません。また、DBの種類も問いません。

Biz/Browser HTとは

クライアント アプリケーションサーバ DBサーバ

Java Servlet、PHP、
ASP.NET、 COBOLな

ど
DB

要求

ビジネ
スデー
タ

クライアント Webサーバ

CRS CRS

CRSファイルを取
得して画面を表示

アプリケーションサーバ DBサーバ

ビジネスロジック
（Java Servlet、PHP、

ASP.NET、 COBOLな
ど）

DB

要求

ビジネス
データ
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Biz/Designer Mobile入門
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Biz/Designer MobileはBiz/Browser HTのアプリケーションを作成するための開発
環境です。画面デザイン、画面制御のロジック作成、デバッグなど、Biz/Browser
HTのアプリケーション開発のための様々な機能が備わっています。

Biz/Designer Mobileとは

プロジェクトビュー

デザイン&スクリプトビュー
プロパティ&イベントビュー

プレビューウィンドウ

オブジェクトビュー
アウトプットビュー

カラーパレットビュー

クラスセレクタビュー

※一部の機能のみ表示しています
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• 1.プロジェクトを作成する
ツールバーのファイルメニューから「新規プロジェクト(N)」を選択します。

新規プロジェクトウィンドウで、「空のプロジェクト」を選択して、OKボタンをクリックし
ます。

基本操作方法

選択

選択

クリック
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「プロジェクト名」に、作成するアプリケーションの名前を入力します。本テキストでは、
「B-Programmer」と入力しています。

「プロジェクト」は同名のWindowsフォルダとして保存されます。「作成フォルダ」は、
上記のWindowsフォルダを格納する場所の指定に使用します。任意の場所を入力
してOKボタンをクリックします。

プロジェクトビューの一覧に、作成したプロジェクトが追加されます。

基本操作方法

入力

クリック
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• 2 .フォームを作成する
プロジェクトビュー内のプロジェクトアイコンを右クリックをします。ポップアップしたメ
ニューから「新規作成」を選択して、「フォーム」をクリックします。

基本操作方法

クリック

右クリック

選択
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デザインビューに、フォームが表示されます。これがBiz/Browser HTのアプリケー
ションの基本画面です。このフォームにオブジェクトを配置します。

基本操作方法

作成されたフォーム
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• 3.オブジェクトを配置する
画面右のクラスセレクタビューにある「テキストボックス」を選択します。

基本操作方法

選択
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フォーム上でマウスをドラッグしてテキストボックスを配置します。

基本操作方法

選択した後にカーソル
をフォーム上に移動

ドラッグ

配置されたテキストボックス
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クラスセレクタビューにある「標準ボタン」を選択して、テキストボックスと同様に
フォーム上にドラッグでボタンを配置します。

基本操作方法

配置されたボタン
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• 4.プロパティを設定する
配置したボタンをタップせずにキーボードでTouchイベントを発生させる代替キーを
指定します。デザインビューでボタンを選択して、画面右上のプロパティビュー内の
「AltKey」をクリックし、「$F03」を選択します。

基本操作方法

クリック

選択

選択
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• 5.イベントを設定する
配置したボタンに、ボタンが押されたときのイベントを設定します。プロパティビュー
の「イベント」タブをクリックします。

イベント一覧から「Touch」を選択し、ダブルクリックします。

基本操作方法

クリック

クリック
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デザインビューがスクリプトビューに切り替わり、

Function OnTouch(e) {

/*～～～*/

}

上記の記述が追加されます。

基本操作方法

追加されたOnTouchイベントハンドラ
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追加されたOnTouchイベントハンドラに、テキストボックスに入力された値をメッセー
ジボックスに表示する処理を下図のように記述します。

基本操作方法

テキストボックスに入力された値を
メッセージボックスに表示する処理
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• 6.保存する
ツールバーの保存ボタンをクリックします。

保存先を指定するダイアログが表示されるので、保存ボタンをクリックします。

基本操作方法

クリック

クリック
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• 7.テスト実行する（リモートデバッグ）
Biz/Designer Mobileとリモートデバッグに対応したBiz/Browser HTをネットワークを
介して接続しデバッグを行います。実機上で実際に動作するBiz/Browser HTを用
いてデバッグを行うため、より精度の高い開発を行うことが可能です。

デバッグ情報のやり取りのため、HTTP通信とは別のデバッグ専用通信セッションを
Biz/Designer MobileとBiz/Browserの間で確立します。

リモートデバッグを行うためには[ツール]-[オプション]-[基本環境]タブの[リモートデ
バッグを使用する]のチェックをONにします。

基本操作方法

リモートデバッグを使用するにチェック
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実際にリモートデバッグを行うために、PCのIPアドレスを取得する必要があります。

コマンドプロンプトを利用してIPアドレスを取得してください。

IPアドレスの取得方法

WindowsキーとRキーを同時に押して、ファイル名を指定して実行し、「cmd」と入力し
コマンドプロンプトを起動してください。

コマンドプロンプト起動後、「ipconfig」と入力すると、ネットワーク状態が取得できま
す。

取得したIPアドレスを仮に「172.16.1.24」として説明します。

IPアドレス取得後、Android端末からBiz/Browserを起動してください。

起動時のホーム画面が標準画面だった場合は、開発者用画面に切り替えてくださ
い。

基本操作方法

IPv4 アドレスの値がIPアドレスになります。
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Biz/Browserを起動し「デバッグモードを開始する」ボタンを長押しすると、デバッグ
モード設定ダイアログが表示されます。

先ほど取得したIPアドレスを「ホスト」へ入力し、「開始」ボタンを押してください。

基本操作方法

長押し
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「開始」ボタンを押すと、Biz/Designer Mobile側で接続が確立したメッセージが表示
されます。（デバッグ待機状態）

デバッグ待機状態になると、Biz/Designerのテスト実行ボタンがアクティブになりデ
バッグ実行が可能となります。

基本操作方法

クリック

端末画面のBiz/Browserのウィンドウ

接続完了時にメッセージ表示
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テキストボックスに「Hello World」と入力して、ボタンをクリックすると入力した文字が
メッセージボックスに表示されます。

メッセージボックスのOKボタンをクリックすると、メッセージボックスが消えます。

リモートデバッグが行えない場合やポート番号の変更については、[Biz/Browser
HT 開発用スタートアップガイド]を参照ください。（以下よりダウンロード可能です。）

https://biz-collections.com/support/webpages/download/index_ht.html

基本操作方法

入力（入力時に自動で
IMEがアルファベットに
設定されている）

クリック

入力した文字が表
示された
メッセージボックス
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Biz/Designerでアプリケーションを作成する流れは、以下の図のようになります。

アプリケーション作成の流れ

プロジェクトの作成

フォームの作成

部品の配置

プロパティの設定

テスト実行

デバッグ

イベント処理の記述

イベントハンドラの定義

イベントの設定
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Biz/Designer Mobileの基本機能
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Biz/Designerは、メニューバー、ツールバー、ファイルを編集するためのファイル
ビュー、補助的な情報を扱うドッキングビューで構成されています。

ドッキングビューの各ウィンドウは、自分の好きな位置に配置できます。配置情報は
自動的に保存され、次回起動時のウィンドウ配置は、前回終了時と同じになります。

ドッキングビュー

ドッキングビュー 概要

プロジェクトビュー プロジェクトファイル管理や設定を行います。

オブジェクトビュー CRSファイル内のオブジェクトへの操作やアーカイブ

内容の参照、およびブックマーク内のファイルリスト
への操作を行います。

プロパティビュー CRSオブジェクトのプロパティ設定やイベント設定を
行います。

アウトプットビュー 実行結果や検索結果、通信ログなどの出力を表示
します。

ウォッチビュー テスト実行時のオブジェクト状態の表示や検索を行
います。

クラスセレクタ デザインに使用するパッケージ・クラスの選択を行
います。

カラーパレット 色関係のプロパティ設定を簡便に行えるビューです。

30



• ドッキングビューの自動格納
各ビューに備わった、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
ることができます。

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。引き出されたウィンドウ（ドッキングビュー）はマウスカーソ
ルがそのウィンドウの上にある限り表示され続けます。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。

自動格納を解除するには再び自動格納ボタンを押すか又は、メニューバー＞表示
＞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。

ドッキングビュー

自動格納ボタン

フレームにボタン化された
ドッキングビュー

引き出されたウィンドウ
（ドッキングビュー）
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プロジェクトビューでは、プロジェクトファイルの管理や設定を行います。

上段は、プロジェクトを頂点に各プロジェクトに属するファイルがカテゴリ別に表示さ
れます。

下段は、上段でフォームなどのCRSファイルを指定した場合、その画面イメージが
表示されます。

プロジェクトビュー
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• プロジェクトビューに表示されるカテゴリとファイル一覧

※1 ブックマーク

CRSファイル以外の任意のファイルを直接参照・編集する場合に設定します。
ブックマークはユーザー別に管理され、他のユーザーが設定したブックマークは
プロジェクトには表示されません。

プロジェクトビュー

カテゴリ ファイルの種類

CRSアーカイブ プロジェクトを圧縮したファイル（拡張子.car）

CRSファイル GUIを持たないCRSファイル（拡張子.crs）

その他のファイル 他のカテゴリに属さないファイル

イメージファイル 画像ファイル

ダイアログ ダイアログのCRSファイル（拡張子.crs）

パッケージ パッケージのCRSファイル（拡張子.crs）

フォーム フォームのCRSファイル（拡張子.crs）

ブックマーク（※1） 任意のファイルの直接参照、編集用ブックマーク

リソースファイル
（※2）

ファイル名がresource.で始まるxmlファイル（拡張
子.xml）
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※2 リソースファイル

Biz/Browserは、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。外部リソース定数を定義するファイルがリソースファ
イルです。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次の表の通りです。

※3

v1.2.4以降からの機能です。それより前のバージョンでは文字列は空になります。

プロジェクトビュー

言語 言語識別子

日本語 ja

英語 en

中国語（簡体） zh-cn

上記以外 en

言語に対応するリソースファイ
ルが存在しない場合※3

（resource.xml）
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CRSファイル内のオブジェクトやブックマーク内のファイルリストへの操作を行いま
す。

プロジェクトビューで選択したファイルによって表示される内容が変わります。CRS
ファイル、フォーム、ダイアログ、ドキュメント、パッケージのいずれかが選択されて
いるときは、CRSオブジェクト階層が表示され、CRSアーカイブとブックマークが選択
されているときは、ファイルリストが表示されます。その他を選択したときは何も表示
されません。

また、オブジェクトビューは、デザインビューと同期していません。

オブジェクトビュー

CRSオブジェクト階層

ファイルリスト
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オブジェクトのプロパティ設定やイベント設定を行います。デザインビュー又は、オブ
ジェクトビューで選択中のオブジェクトに対するプロパティを設定します。

オブジェクトに対して、コメントを付けることもできます。

プロパティビュー

オブジェクトに対しての
コメント欄
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• プロパティビューのタブによる表示切替
アルファベット順表示

デザインビュー、又はオブジェクトビューで選択中のオブジェクトのプロパティを
設定します。プロパティをアルファベット順にソートして表示します。

カテゴリ別表示

デザインビュー又は、オブジェクトビューで選択中のオブジェクトのプロパティを
設定します。プロパティをカテゴリ別に表示します。

プロパティビュー

アルファベット順表示のタブ

カテゴリ別表示のタブ
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イベント選択表示

選択中のオブジェクトが持つイベントの名称と開発者が定義したイベントハンド
ラを表示します。ダブルクリックすると、定義済みのときは該当するスクリプトで
の定義位置にジャンプします。また、イベントハンドラが定義されていないときは、
選択中のオブジェクトのスコープ内にイベントハンドラのコードを作成し、その位
置にジャンプします。

プロパティビュー

イベント選択表示のタブ
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デザインビューへの新規オブジェクトの追加、およびパッケージ・クラスの確認を行
います。

デザインビューに追加が可能なクラスを選択（クリック）し、デザインペイン上でドラッ
グすることにより新規オブジェクトを作成できます。

クラスセレクタビュー
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• クラスセレクタの表示切替
デザイン可能クラス表示

デザインビューに追加が可能なGUIクラスを表示します。

すべてのクラス表示

仮想クラスとメソッド実行の結果として得られるクラス以外のクラスを表示します
（非GUIクラスを含む）。クラスの特性に応じて以下のように色分けされています。

黒 ：デザインペインで使用できるクラス。

緑 ：デザインペインでは使用できないクラス。スクリプト内で利用可能。

クラスセレクタビュー

クリック

クリック
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クラス派生階層表示

クラスの派生階層をツリー構造で表示します。派生階層の確認に利用すること
ができます。クラスの特性に応じて以下のように色分けされています。

黒 ：デザインペインで使用できるクラス。

緑 ：デザインペインでは使用できないクラス。スクリプト内で利用可能。

薄青 ：メソッドの結果としてのみ得ることができるクラス。

灰 ：仮想クラス。クラス派生関係を表すために存在する論理クラスです。

クラスセレクタビュー

クリック
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色のプロパティ設定を行えるビューです。

選択中のオブジェクトが持つ色のプロパティにより、下部のタブが自動的に増減しま
す。タブをクリックして対象のプロパティを選択します。カラーパレットをクリックする
と対象のプロパティに値が入力されます。

カラーパレット

選択

BgColorが変更された状態

BgColor（背景色）の選択

選択

選択中のオブジェクトによって、
タブが増減する
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画面を編集するためのビューです。

プロジェクトに組み込まれたCRSファイルの中で、最上位オブジェクトにForm、
Dialog、Docを持つものを開いた場合に表示されます。GUIの編集（デザインペイン）
と、それに同期したスクリプトを直接編集（スクリプトペイン）する2つの編集方式が
あり、下部のタブの選択によって切換えることができます。

デザインビュー

デザインペイン

スクリプトペイン
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オブジェクトの追加は、クラスセレクタで追加したいクラスを選択し、デザインペイン
上でドラッグします。追加可能なクラスはデザインペイン上にカーソルを運ぶとカー
ソルの形状が十字型に変化します。デザインペインに追加出来ないクラスは、デザ
インペイン上にカーソルを運んでもカーソルの形状は変化しません。

デザインビュー

選択した後にカーソル
をフォーム上に移動

ドラッグ&ドロップ
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• オブジェクト名のドラッグ&ドロップ
オブジェクトビューに表示されているオブジェクト名をスクリプトペインにドラッグ&ド
ロップすると、オブジェクト名をスクリプトに入力することができます。

• 入力候補の表示
オブジェクト名に続いてピリオドを入力すると、選択可能な候補のリストがポップアッ
プされます。リストに表示されるのはプロパティ名、メソッド名等です。

デザインビュー

入力したいオブジェクト名 ドラッグ&ドロップで入力された
オブジェクト名

オブジェクト名に続いて
ピリオドを入力 入力候補のリスト
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スクリプトペイン上で、Ctrl＋Spaceキーを押下すると、選択可能なクラス、プロパ
ティ、メソッドおよび下位オブジェクトの名前のリストがポップアップされます。

複数の候補がある場合には、2文字目、3文字目と入力していくと候補を絞り込むこ
とができます。

デザインビュー

Ctrl＋Spaceキーを押下入力候補のリスト
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• オブジェクトビューの同期
オブジェクトビューは、プロジェクトビューと同期していますが、デザインビューとは
同期していません。このため、複数のCRSファイルを開いて切り替えながらデザイン
ビューで編集を行うと、オブジェクトビューと編集中のCRSファイルが一致しなくなる
ことがあります。編集中のCRSファイルにオブジェクトビューを同期させるには、標準
ツールバーの「プロジェクトビューを同期」アイコンをクリックしてください。

• プロパティ集計
複数のオブジェクト選択時に、プロパティビューの各プロパティの値を表示するかど
うかを標準ツールバーの「プロパティ集計」アイコンで指定することができます。

プロパティ集計のアイコンをクリックしている場合は、選択されたオブジェクトの共通
のプロパティ、共通のプロパティ値を表示します。その際、各オブジェクトのプロパ
ティ値を参照、集計するため、処理に時間が掛ることがあります。

プロパティ集計をオフにしても複数のオブジェクトに対するプロパティ値の同時設定
機能は有効となっています。

• 移動ロック
レイアウト完了後の不本意な移動をさけるために、「移動ロック」機能があります。
「移動ロック」は、メニューバー＞編集＞移動ロック 又は、標準ツールバーの「オブ
ジェクトの移動をロック」アイコンでオン/オフできます。

移動ロックをオンにしてあっても、プロパティビューやスクリプトビューからの変更は
できます。

標準ツールバー
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レイアウトの補助機能として、選択したオブジェクトを整列したり、等間隔に配置する
機能があります。

レイアウトの補助機能は、メニューバー＞レイアウト からも実行できます。

レイアウトバー

Formを基準にして整列する

選択したオブジェクトの
縦横幅を合わせる

選択したオブジェクトのX、Y座標の
小さいほうに合わせて整列させる

選択したオブジェクト
を等間隔に配置する

グリッド操作
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アウトプットビューは、実行結果やCRS文法チェックの結果、イベントログ、プロファ
イリング、サーバとの通信ログの確認に使用します。

• 実行結果
テスト実行時のエラーメッセージやワーニングメッセージが表示されます。その他
CRS文法チェックの結果や、ソース管理の情報、テスト実行時のDebugMessage関
数の実行結果なども表示されます。

表示されたエラーメッセージをダブルクリックすると、スクリプト内のエラー発生箇所
にジャンプします。

アウトプットビュー

ダブルクリック
エラー発生箇所への

ジャンプ

括弧の中の数字はエラー
発生箇所の先頭からのバ
イト数を表しています
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• イベントログ
テスト実行時に発生しているイベントのログを表示する機能です。イベントのログ表
示は、「イベントログ」アイコンでオン/オフを切り替えるか又は、メニューバー＞実行
＞イベントログの表示 によって切り替えます。テスト実行の停止/実行中に関わら
ず、常にオン/オフの切り替えができます。

• 検索結果
メニューバー＞編集＞ファイルからの検索 実行時の結果が表示されます。

表示された検索結果をダブルクリックすると、スクリプト内の該当箇所にジャンプし
ます。

アウトプットビュー
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• 通信ログ
Biz/Browserとサーバ又は、Biz/DesignerとのHTTPの通信内容を記録し、実行結果
を表示します。使用メソッド、URL、通信結果がHTTPリクエスト毎に記録されていき
ます。

各行の色は次の意味をもちます。

白 ：現在編集中の内容をBiz/Browserに送信した

紫 ：編集中でないプロジェクト内のファイルをBiz/Browserに送信した

緑 ：プロジェクト外へアクセスをフォワードした

桃 ：再読込実行後

肌色 ：アーカイブ(.car)へのアクセス、編集中でないアーカイブ内のファイルを
送信した

：現在編集中のアーカイブ内のファイルを送信した

黒字 ：アクセス成功

赤字 ：アクセス失敗

各行をダブルクリックすると、通信がプロジェクト内の場合は該当ファイルを開いて、
指定行(エラーの場合)にジャンプします。通信がプロジェクト外の場合は、ログ
ビューをオープンします。

アウトプットビュー
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• ログビュー
HTTPリクエストのヘッダの内容、送信パラメータや、HTTPレスポンスのヘッダや受
信データの内容を参照できます。

送信パラメータ

HTTPリクエストの送信パラメータです。GET、POSTに関係なく自動的にリストに
展開されます。

アウトプットビュー

52



送信ヘッダ

HTTPリクエストのヘッダ内容を確認できます。

送信内容

リクエストの送信内容が確認できます。

アウトプットビュー

53



受信ヘッダ

HTTPレスポンスのヘッダの内容を確認できます。

受信内容

HTTPレスポンスのボディを確認できます。データの内容によりテキストビュー、
イメージビュー、バイナリビューいずれかで表示されます。参照のみで変更はで
きません。

アウトプットビュー
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• プロファイリング
プロファイリングは、テスト実行時にFunctionやメソッドのエントリ数、実行時間の計
測を行い、テスト実行終了後に集計結果を表示する機能です。アプリケーションで
実行されたFunctionやメソッドの性能を測ることができます。

アウトプットビュー
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テスト実行の際のブレークポイントの設定、一時停止した際に、オブジェクトの状態
や関数のスタック状態などを確認できます。

ブレークポイントの設定は任意の行にカーソルを置いてツールバーの下図のボタン
をクリックするか、右クリックしてポップアップしたメニューから選択します。

ブレークポイントを設定したCRSファイルをテスト実行すると、ブレークポイントで一
時停止します。一時停止したブレークポイントから次のステートメントを1ステップ実
行させることができます。

ステップオーバー

実行停止部分から１ステップ実行します。

ステップイン

実行停止部分から１ステップ実行します。関数呼び出しをステップインした場合、
呼び出した関数内部へとステップします。

ステップアウト

即座に呼び出し元の関数呼び出し位置に戻ります。

ウォッチビュー

ステップオーバー ステップイン ステップアウト
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• オブジェクトの監視
テスト実行中に、一時停止状態になるとオブジェクトタブに、オブジェクトツリーが表
示されます。

オブジェクトツリーから任意のオブジェクトを選択し、右側のウィンドウにドラッグ&ド
ロップすると、オブジェクトの状態を確認できます。

ウォッチビュー

オブジェクトツリーで任意のオブジェクトを選択し
右側のウィンドウにドラッグ&ドロップ

オブジェクトの状態が確認できる
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• コールスタック
一時停止状態までのファンクションの呼び出し履歴をツリーで表示します。また、各
ファンクション内で作成されたローカルオブジェクトをその下位に表示します。ローカ
ルオブジェクトを選択し、右側ウィンドウにドラッグ&ドロップすることで、ローカルオ
ブジェクトの状態を確認できます。

ウォッチビュー

ローカルオブジェクトを選択し右側の
ウィンドウにドラッグ&ドロップ

ローカルオブジェクトの状態が確認できる
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• 基本設定
プロジェクトの基本的な情報の設定を行います。ここで設定した内容は、基本的に
Biz/Designer上で実行する場合にのみ、有効となります。

プロジェクト名

プロジェクト名を設定します。

プロジェクトにマッピングするURL

実際にアプリケーションを配置するWebサーバのURLを設定します。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、Webサーバへのアクセスをシ
ミュレートします。このURLが示す場所へ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、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は、
このURLが示す場所にアクセスします。

プロジェクト設定
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スタートアッププロジェクトに設定

複数プロジェクトでの開発時に、このプロジェクトがアプリケーションの起点にな
ることを指定します。テスト実行時Biz/Browserはまず指定されたプロジェクトに
マッピングされたURLにアクセスを試みます。

スタートアップCRSファイルから実行する

テスト実行時Biz/Browserは起動時にスタートアッププロジェクトにマッピングさ
れたURL”menu.crs”ファイルを要求しますが、それをプロジェクト内のCRSへ変
更します。これによりアプリケーションの実行起点を自由に設定できます。

スタートアップCRSファイル

スタートアップCRSファイルを指定します。アーカイブした場合は、Loginメソッドで
自動実行されるCRSファイルとなります。プロジェクトフォルダを起点とした相対
パスで指定します。

インポートCRSファイル

アーカイブファイルをインポートするときに自動実行されるCRSファイルを設定し
ます。プロジェクトフォルダを起点とした相対パスで指定します。

このプロジェクトのソース管理を有効にする

CVSによるソース管理を行っているプロジェクトで、ソース管理をBiz/Designerで
はなく外部プログラムで行う場合、このチェックを外します。

ファイルプレビュー機能を使用する

ファイルのプレビュー機能を使用するかどうかを指定します。

[プレビューキャッシュの削除]ボタン

ファイルプレビュー機能のため作成した画像キャッシュデータを削除します。
プレビュー画像を再生成したい場合に実行します。

対象製品

シミュレートの対象となる製品を指定します。

プロジェクト設定
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対象Biz/Browserバージョン

Biz/Browser Mobile、Biz/Browser SmartDevice（AI）、Biz/Browser HTをシミュ
レートするバージョンを指定します。表示内容は対応製品で選択した製品によっ
て変わります。

指定バージョンに基づき、Biz/Designer Mobile内部のCRS実行エンジンやクラス
がセットアップされます。

オブジェクト数警告

デザイン時、オブジェクト数の合計（グローバルオブジェクトを含む）が指定数を
超えた場合、アウトプットビューに警告を表示します。

0を指定した場合警告は発生しません。

セキュリティレベル

デバッグ実行時のBiz/Browser SmartDevice（AI）、Biz/Browser HTの実行セ
キュリティレベルを指定します。スタートアッププロジェクトの指定値が有効にな
ります。

初期スケーリング値

デバッグ実行の初期スケーリング値を指定します。スタートアッププロジェクトの
指定値が有効になります。

プロジェクト設定
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• プロジェクト情報
プロジェクトをアーカイブする場合、アーカイブファイルに添付される情報です。

会社名（グループ・チーム名）

会社名を入力します。

著作権情報

著作権情報（Copyright表記など）を入力します。

バージョン番号

プロジェクト（アーカイブ）のバージョン番号を入力します。このバージョン番号は
アーカイブ時に取り込まれてimportの際のバージョン指定に利用されます。

プロジェクト設定
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対応Biz/Browserバージョン

作成したアーカイブがどのバージョンのBiz/Browserに対応しているかを入力し
ます。現状ではユーザ向けの参考情報としての扱いです。

説明

アーカイブの説明を入力します。

コメント

コメントを入力します。

アーカイブ情報ファイルのURL

アーカイブ情報ファイル（※）の存在するURLを記述します。アーカイブ情報ファ
イルはCARファイルをプロジェクトから利用する場合に参照されるファイルで、
アーカイブ内のパッケージとクラスの情報やヘルプなどの付加情報を記載しま
す。

※アーカイブ情報ファイル

CRSアーカイブは一般ユーザへの配布を前提にしているため、開発時に必
要な情報は含んでいません。そのため開発時に必要なアーカイブや中に含
まれるパッケージとクラスの情報は、別途アーカイブ情報ファイルとして用意
します。アーカイブ参照時に同時に組み込むことでアーカイブ情報を追加す
ることができます。

アーカイブ情報ファイルによって指定できる項目は以下の通りです。

1. アーカイブに含まれるパッケージの説明

2. パッケージに含まれるクラスの説明

3. クラスをクラスセレクタに表示するかの設定

4. パッケージとクラスを説明したヘルプファイル

アーカイブ情報ファイルはBiz/Designerで自動的に生成されません。

テキストエディタで作成し、参照できるWebサーバに配置します。アーカイブ
の作成時に「プロジェクトの設定」でファイルの場所を示すURLを登録して
アーカイブとリンクさせます

プロジェクト設定
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• テスト実行前ツール
メニューバー＞ツール＞オプション＞ツール設定 で登録したツールをテスト実行前
に実行させることができます。例えば、サーバプログラムなどを実行前に自動的に
コンパイルさせるときなどに設定します。

登録ツール一覧より選択し、「<<」ボタンで実行ツール一覧へ追加、「X」ボタンで実
行ツール一覧からの削除を行います。実行順序は上から順番に実行されます。実
行順序を変更する場合は「↑」「↓」ボタンで順番を上下させます。

プロジェクト設定
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• パレット設定
Biz/BrowserではSetPaletteメソッドによって内蔵のカラーパレット（色数116個）に対
して色を再定義できます。

デザインペインではSetPaletteメソッドは無視されますが、このパレット設定機能を
使用することで、SetPaletteメソッドの実行結果をシミュレートすることができます。

逆にBiz/Browserでの実行時は、このパレット設定は反映されず、SetPaletteメソッ
ドが実行されます。

このパレット設定をBiz/Browserでの実行時にも反映させるためには、メニューバー
＞ツール＞プロジェクトパレット設定挿入 を利用して、SetPaletteメソッドをCRSに
埋め込む必要があります。

プロジェクト設定
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各パレット色

クリックして選択した色の情報が右側の入力欄に表示されます。

色シンボル

選択した色のCRS上のシンボル値が表示されます。

R・G・B

RGBの強さを入力し色を作成します。範囲は0～255で、255が最も強く、0が最も
弱くなります。

設定

作成した色をパレットで選択している色として設定します。

標準色に戻す

パレット設定を初期値に戻します。

インポート

パレット設定のエクスポートファイル（*.bpl）又は、既存のプロジェクトファイルよ
りパレット設定をインポートします。インポートした時点では、プロジェクトにパ
レット設定は反映されません。「OK」ボタンクリック時にプロジェクトに反映されま
す。

エクスポート

現在のパレット設定（編集中の色も含む）をエクスポートします。ファイル拡張子
はデフォルトで「bpl」となります。

プロジェクト設定

66



• 端末プロファイル
Biz/Browserを用いデバッグを行う場合のターゲットになる端末の情報を指定するこ
とができます。

インポート機能で既存の端末プロファイルを取り込んだり、エクスポート機能を用い
端末プロファイルを出力することも可能です。

プロジェクト設定
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端末プロファイルを使用する

チェックするとデバッグ実行時、およびフォーム新規作成時に設定値が有効にな
ります。

プロファイル名

エクスポート時に必要となります。エクスポートを行わない場合空欄でもかまい
ません。

端末タイプ

ターゲットとなる端末のOSの種類を設定します。選択により設定可能な項目が
変化します。

縦画面時サイズ

端末を縦方向に使用する場合の最上位Formのサイズを指定します。物理的な
画面サイズではないことに注意してください。

画面の縦横切り替え可能

縦横切り替えが可能なシミュレートする場合指定します。

横画面時サイズ

端末の基本方向に使用する場合の最上位Formサイズを指定します。

横画面での起動

端末の基本方向が横方向の場合指定します。

バーの高さ

Root.ShowMenuメソッドにより各バーの表示状態を変更した場合にこの値に基
づき画面サイズを補正します。

「対象Biz/Browserバージョン」の指定により動作、および影響範囲が異なります。

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

FontFaceプロパティで選択されるフォントを指定できます。

実機に近いフォントを指定することにより、より実機に近い表示を再現できます。

デフォルトでは$STDは「Tahoma」、$FIXEDは「MSゴシック」が指定されています。

プロジェクト設定
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[インポート]ボタン

端末プロファイルXMLファイルから値をインポートします。

「対象Biz/Browser Mobileバージョン」の指定と端末プロファイルのバージョンに
より指定値が自動的に補正されます。

[エキスポート]ボタン

ダイアログの設定値を端末プロファイルXMLファイルとしてエクスポートします。

プロジェクト設定
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• オブジェクト命名
クラスセレクタビュー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オブ
ジェクトの命名規約を指定できます。

命名規約は、「指定名+n」（nは連番）の形式で指定します。

プロジェクト単位で異なる設定が可能です。

プロジェクト設定
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リセット

設定値を空欄に戻します。「OK」ボタンを押すまで実際にリセットはされません。

インポート

エクスポートしたオブジェクトの命名規約をインポートします。

エクスポート

オブジェクトの命名規約をエクスポートします。各プロジェクトにインポートするこ
とで同一の命名規約を利用できます。

プロジェクト設定
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• アーカイブの参照
プロジェクトで使用するCRSアーカイブ（CARファイル）を指定します。

ここで指定されたCARファイルは、Biz/Designer上では、暗黙的にimportされます。

CARファイル作成時に「インポートCRSファイル」を指定した場合、指定されたCRS
ファイルが実行されます。これによってパッケージをCARファイルとして作成し、ユー
ザクラスをBiz/Designerのクラスセレクタに登録することができます。

プロジェクト設定
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参照アーカイブ

参照するCRSアーカイブ（CARファイル）をURL表記で指定します。プロジェクト
フォルダを起点とした相対パス表記もできます。

「追加」、「編集」、「削除」で参照アーカイブを変更します。

一覧に表記されている順序でCARファイルの読み込みが行われます。依存関係
がある場合、先に実行すべきCARファイルの順序を上にします。順序は「↑」、
「↓」ボタンで変更します。

Biz/DesignerはCARファイルを次の順序で読み込みます。

1. CARファイルとしてマッピングされたプロジェクト

2. 指定URLにマッピングされたプロジェクトに組み込まれているCARファイル

3. 実際にURLが示すサーバ

何れの場所からもCARファイルが取得出来なかった場合は、参照は失敗し「×」
マークが表示されます。一時的に参照しない場合は、一覧上のチェックを外すこ
とで読み込みをしないようにすることができます。

プロジェクト設定
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Biz/Designerはプロキシサーバ機能を持ち、デザイン中の外部アクセスやテスト実
行時のBiz/Browserからのリクエストを適切な場所に転送します。

ネットワークの設定では、その内蔵サーバの設定を行います。

ネットワーク設定

74



Biz/Designer内蔵サーバの設定

ポート番号

リクエストを待つポート番号を指定します。通常はデフォルト値で変更する必
要はありません。すでにポート番号が別のサーバで使用されている場合は
変更してください。Biz/Browserはテスト実行時、このポート番号にアクセスし
ます。

タイムアウト時間

内蔵サーバが外部サーバへリクエストをフォワードする場合のタイムアウト
時間を設定します。処理時間が長いサーバプログラムを実行する際、タイム
アウトしてしまう場合に変更してください。デフォルト値は１分（=60秒）です。

帯域制限

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行い
ます。単位は（bps：ビット毎秒）です。ISDN64Kを想定するならば65536を入力
（実効速度を考慮するならそれ以下）します。

コンピュータ名をlocalhostに置き換える

URLのホスト名がコンピュータ名だった場合、localhostに置き換えます。この
機能はInternet Explorer7以降の環境でBiz/Browserがlocalhostをコンピュー
タ名に置換する動作を逆に再度localhostに戻したい場合に使用します。

デバッグポート番号

リモートデバッグ用の通信待ち受けポート番号を指定します。デフォルトでは
44080番が指定されます。

ネットワーク設定
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フォワード時のデフォルトのプロキシサーバ

内蔵サーバがリクエストを外部へフォワードする場合に使用するプロキシサー
バを必要なら設定します。

Internet Explorerのプロキシ設定を使用する

IE又は、コントロールパネルのインターネットオプションで指定したプロキシ設
定と同じ設定で動作します。ただし、プロキシ設定の自動構成は適用されま
せん。

ホスト名

プロキシサーバのホスト名をURLで指定します。

ポート番号

プロキシサーバのポート番号を指定します。

ローカルアドレスにはプロキシを使用しない

チェックするとローカルアドレスへのアクセスにはプロキシサーバを使用しま
せん。

次で始まるアドレスにはプロキシを使用しない

プロキシを使用しないホストのアドレスを指定します。複数のホストはセミコロ
ン（;）で区切ります。

ネットワーク設定
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リダイレクトマップの設定

特定のURLへのアクセスを自動的に別のURLへリダイレクトします。

本番サーバへアクセスするようなコーディングをして、テスト実行時にはリダイレ
クトでテストサーバへアクセスさせることができます。

「追加」、「編集」、「削除」ボタンでエントリの編集を行います。表示順は「↑」、
「↓」ボタンで変更することができます。また、リダイレクトマップは重複しなけれ
ばいくつでも指定することができます。

転送元URLに限り、特殊キーワード「プロジェクト:」が指定できます。

例えば、URLの代わりに「プロジェクト:seminar01」と記述すれば、プロジェクト
seminar01にマッピングされたURLに自動的に読み替えられることになります。

ネットワーク設定

Biz/Designer

Biz/Browser

外部サーバ

テスト実行
Biz/Designer内蔵
プロキシーサーバ

プロキシーサーバ
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CRS言語は、Biz/Browser専用のスクリプト言語です。

言語使用がJavaScriptと似ており、ステートメントや演算子などほとんどが
JavaScriptと同じように動作するため、Biz/Browserのアプリケーション開発にあたっ
て習得しなければならない知識は最小限に抑えられています。

実行前にコンパイルする必要はありません。CRSで記述されたプログラムをCRSプ
ログラム、CRSが記述されたファイルをCRSファイルと呼びます。

Biz/Browserは、Webサーバから取得したCRSファイルを逐次解釈して実行します。
このとき、さらに別のCRSファイルをWebサーバから取得して、実行中のCRSプログ
ラムに動的にプログラムを結合することが可能です。

Webサーバから取得したCRSファイルは、HTMLのようにそのまま画面に表示される
のではなく、Biz/Browserが実行した結果として、CRSプログラムの内容により画面
が表示されることもあれば、単にデータだけを更新することもあります。

画面の構成部品を複数作成し、実行時に結合して１つの画面とすることや、共通の
ロジック部分を別のCRSファイルにして、プログラムの実行時に結合することができ
ます。

CRS（Chain Reflection Script）とは

CRSプログラム1

CRSプログラム2

CRSプログラム3

Biz/Browser

インタプリタ

Get命令

Get命令

Webサーバ クライアント

Base.crs

Menu.crs

AppA.crs

Footer.crs

Common.crs

Biz/Browser

Biz/Browser
業務A

業務B

検索(F1) 登録(F2) 削除(F3)

業務A画面

業務C

×Base.crs

Menu.crs AppA.crs

Footer.crs
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CRSプログラムは、主にクラスの定義、クラスのインスタンスであるオブジェクト構造
の定義とイベントハンドラの定義で構成されます。また、Biz/BrowserはRoot（//）と
いう名前のオブジェクトを頂点とした階層構造でオブジェクトを管理します。

CRSプログラムの基本構造

Rootオブジェクト

オブジェクト

オブジェクト

オブジェクト

オブジェクト

イベントハンドラ

イベントハンドラ

イベントハンドラの定義

オブジェクト構造の定義
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クラスはオブジェクトの性質や動作を定義しています。

CRSでは、画面を構成する部品（ボタン、ウィンドウなど）、文字や処理を行うデータ
は、すべてクラスにより表現されます。

オブジェクトはクラスのインスタンスです。クラスにより定義されたメソッドやプロパ
ティを操作することで、オブジェクトの挙動を指示することができます。

オブジェクトの生成

オブジェクトの生成は、オブジェクトの階層構造に接続してオブジェクトを生成す
る方法と、new演算子を利用して、オブジェクトの階層構造に接続せずにオブ
ジェクトを生成する方法があります。

new演算子を利用して生成できるオブジェクトは、画面に表示されるコントロール
を持たないオブジェクトに限定されます。また、オブジェクトはスコープ（参照範
囲）やオブジェクトの用途を考慮して、生成する必要があります。

クラスとオブジェクト

81



• プロパティ
プロパティとは、プロパティ名とプロパティ値の組で表現されるオブジェクトの属性で
す。プロパティの値を変更することで、オブジェクトの見え方や、ユーザの操作に対
する反応が変わります。

プロパティは各クラスに応じて多くの種類があります。またプロパティごとにアクセス
制御が行われており、動的に変更ができるもの、読取専用のもの、オブジェクトの
生成時にしか指定ができないものがあります。

プロパティの設定例

ボタンに位置と大きさ、タイトル、文字の大きさを設定しています。

• メソッド
メソッドはオブジェクトの機能です。オブジェクトは実行されるメソッドに応じた動作を
行います。

メソッドの呼び出し例

プロパティ、メソッド
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オブジェクトがユーザによって操作された場合やオブジェクトの状態が変化した場
合にイベントが発生します。イベントの種類や発生するタイミングはクラスにより定
義されます。例えば、Buttonクラスの場合、ボタンをクリックするとTouchイベントが
発生します。

発生したイベントは、「 ”On” + イベント名」の名前をもつFunction（イベントハンドラ
と呼びます）により捕捉され、そのイベントハンドラが実行されます。イベントハンドラ
には、オブジェクトに対する操作や変化に応じた処理を記述しておきます。

ボタンのTouchイベント（ボタンが押されたときの動作）の例

発生したイベントを捕捉したイベントハンドラには、Eventオブジェクトが引数として渡
されます。 Eventオブジェクトのプロパティにより、イベントの発生元オブジェクトやイ
ベントの種類を調べることができます。

イベントとイベントハンドラについて

Eventオブジェクト
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• イベントの伝播の注意点
イベントは「親オブジェクトに伝播する」という性質を持っています。例えば、ボタンオ
ブジェクトで発生したTouchイベントは、対応するイベントハンドラ（OnTouch関数）が
なければ、自身の親オブジェクトに伝播します。

伝播していったどの親オブジェクトにも対応するイベントハンドラがなければ、「//
（ルートオブジェクト）」に達した段階でそのイベントは消滅します。

正しい使い方

複数の子オブジェクトが存在している場合に、親オブジェクトに対応するイベント
ハンドラを記述し、その中で処理を分岐させることで、保守性や可読性を向上さ
せるよう、イベントの伝播の性質を使う場合があります。

誤った使い方（注意が必要な使い方）

「//（ルートオブジェクト）」以外からDialogを呼び出すなどして、発生したイベント
が意図しないオブジェクトのイベントハンドラで捕捉されてしまう場合。

イベントとイベントハンドラについて

イベント捕捉

イベント発生
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• クラス
CRSのクラスには、Biz/Browser上でボタンやテキストボックスなどの部品として表
示される「GUIクラス」と、CSVやXMLなどのデータを扱ったりサーバとの通信を行う
ために使用する「非GUIクラス」等があります。

初期状態のクラスセレクタビューで表示されているクラスは、GUIクラスになります。

各クラスには親子関係を持つクラスも存在します。

また、クラスはCRSに始めから用意されている組み込みクラスとユーザが組み込み
クラスを拡張して作成するユーザクラスがあり、何れのクラスも必ずパッケージに属
します。

クラスとパッケージについて
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• パッケージ
パッケージとは、複数のクラスをまとめたもの（※1）を指します。クラスセレクタ
ビューの初期状態（※2）では、以下のパッケージごとに分類表示されています。

・Standard GUIの基本パッケージ

・Extension3 Biz/Browser ver.3で追加されたパッケージ

・Extension4 Biz/Browser ver.4で追加されたパッケージ

・Extension5 Biz/Browser ver.5で追加されたパッケージ

上記パッケージは機能別に分類されていません。また、GUIクラス以外にも、以下の
パッケージが存在しています。

・System CRS言語仕様に含まれるベーシックなクラス

・CSV CSVデータを使用するためのクラス

・XML XMLデータを使用するためのクラス

・JSON JSONデータを使用するためのクラス

・DB ローカルDBを操作するためのクラス

・HTTP Webサーバとの通信に使用するクラス

・FTP FTPサーバとの通信に使用するクラス

・Runtime ローカルファイルへのアクセスなどに使用するクラス

・Converter コンバート関連のクラス

・Security セキュリティ機能のクラス

・ExternalObject .NET Frameworkの外部オブジェクトを生成、実行するクラス

・Speech 音声操作の機能を扱うためのクラス

※1 パッケージ

パッケージにはクラス以外に他のクラスのオブジェクトも含めることができます。

※2 クラスセレクタビューの初期状態

ユーザクラスが含まれたパッケージを登録すると、クラスセレクタビューにユー
ザクラスを表示することができます。

クラスとパッケージについて
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GUIクラスの派生図

Object

NetObject

DisplayObject

Label

ImageLabel

ContainerObject

Form

Dialog

TabFrame

FocusObject

Button

ImageButton

PulldownList

FlexView

HtmlView

EditObject

※一部のクラスのみ表示しています

OptionButton

CheckBox

仮想クラス

GUIクラス
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GUIクラスの派生図

Object

NetObject

DisplayObject

FocusObject

EditObject

TextBox

EditBox

DataEdit

NumberEdit

MaskEdit

※一部のクラスのみ表示しています

仮想クラス

GUIクラス
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一般的なGUIオブジェクトは以下の表示順序のルールに基づいて表示されます。

通常のオブジェクトの表示順序決定要因（上が優先される）

1. TabIndexプロパティ値

2. Y座標の値（上が優先）

3. X座標の値（左が優先）

4. オブジェクトの生成順（スクリプトでの上位）

例外として、FormオブジェクトとLabelオブジェクトは上記の表示順序と異なります。
Formは画面設計のベースですので最背面に描画されます。LabelはForm上に直接
描画される仕様のため、他のオブジェクトの背面に表示されます。

Label同士の表示順序は上記の表示順序に従います。

オブジェクトの表示順序

TabIndexの
表示順序

FormとLabelの
表示順序

座標の
表示順序

89



CRSでは、ほとんどのオブジェクトを配列として定義することができます。

オブジェクトを配列として定義するには、宣言名に[]で要素数を指定します。また、
配列の各要素に対しては、インデックス値を添字することでアクセスできます。

ラベルオブジェクトとテキストボックスオブジェクトを配列化した例

プロパティの中には、配列オブジェクトの並び方を指定するLayoutプロパティや、要
素間のマージンを指定するLayoutMarginプロパティといった、配列として定義した場
合にのみ有効となるプロパティがあります。

配列オブジェクト

配列化された
ラベルオブジェクト

配列化された

テキストボックス
オブジェクト

90



オブジェクトの階層構造に接続されたオブジェクトは、グローバル変数の性質を持ち、
どのような位置からでも参照することが出来ます。

オブジェクトを参照する場合は、ルートオブジェクトや自身のオブジェクトを基点に
ハット（^）を使用して上位のオブジェクトから指定して参照したり、thisを使用してカレ
ントオブジェクト（自身のオブジェクト）から指定して参照します。

オブジェクトの参照

ルートオブジェクトか
ら指定

オブジェクト名の検
索ルールに基づいて
指定

ハット（^）を使用して

上位のオブジェクト
から指定

thisを使用してカレン
トオブジェクトを指定

カレントオブジェクト
を指定
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Biz/Browserの変数宣言は「var」を用います。これは、「var変数」と呼ばれ、すべて
のオブジェクトを格納することができる汎用的な変数となります。

オブジェクトをvar変数に代入した場合は、var変数からクラスで定義されているメソッ
ドやプロパティ、定数を使用することができます。

var変数はブロックスコープの変数です。そのため、forループのカウンタ変数に使用
したり、一時的な値の保持に使用することができますが、ブロック（{ }）の外側やコン
テキストが異なる場合は値が保持されません。

CRSファイル内のどのような位置からも、その値を参照したい場合は、オブジェクト
の階層構造に接続したオブジェクトを使用するか、グローバル名前空間を使用する
必要があります。

var変数
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var変数のスコープ

var変数
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グローバル名前空間とは、一度ロードされるとオブジェクトの階層構造に関係なく、
どこからでも参照することができるオブジェクト及び、関数の格納場所です。異なる
CRSファイル間でデータのやり取りを行ったり、システムの共通関数を作成するとき
などに使用します。また、始めからグローバル名前空間に用意されている組み込み
の関数もあり、そういった関数をグローバル関数と呼びます。

グローバル名前空間を使用するには、専用のCRSファイルを用意する必要がありま
す。そのCRSファイルの中で、packageステートメントを使用してパッケージにグロー
バル名前空間で使用するオブジェクトや関数を定義します。

グローバル名前空間で使用するオブジェクトや関数を定義したCRSファイル例

パッケージ名とCRSファイル名は一致させる必要があります。

グローバル名前空間

パッケージ名とCRSファイル名
を同一にする

グローバル名前空間
で使用するオブジェ
クトの定義

グローバル名前空間で使用する関数の定義
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呼び出し元のCRSファイル内でimportステートメントにより、パッケージをグローバル
名前空間にロードすることで、定義したオブジェクトや関数をアプリケーションが終
了するまで使用することができます。

呼び出し元のCRSファイルでのグローバル名前空間の使用例

グローバル名前空間

Importステートメント

にて、ロード対象の
パッケージ名かURL

を指定します

グローバル名前空間
のオブジェクトを使用

グローバル名前空間
の関数を使用

95



CRSに始めから用意されている組み込みクラスを拡張して作成するクラスをユー
ザークラスと呼びます。ユーザークラスは、基となったクラスの特性を受け継ぎ、元
の特性を変更したり、新しい特性を追加できます。

ユーザークラスを作成するには、専用のCRSファイルを用意する必要があります。
そのCRSファイルの中で、packageステートメントを使用してパッケージにユーザーク
ラスを定義します。ユーザークラスは、classステートメントを使用して定義します。そ
して、必ずextendsキーワードで継承元のクラスを指定します。

ユーザークラスを定義したCRSファイル例

※ コンストラクタ

クラスはコンストラクタと呼ばれるクラス名と同じ名前を持った初期化専用のメ
ソッドを持っています。クラスのオブジェクト生成時に自動的に呼び出されます。
ユーザークラスを定義する際、コンストラクタを通常のファンクションと同じように
定義することもできます。

ユーザークラス

ユーザークラスの定義

パッケージ名とCRSファイル名
を同一にする

コンストラクタ（※）の定義
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呼び出し元のCRSファイル内でimportステートメントにより、パッケージをロードする
ことで、定義したユーザークラスを使用することができます。

呼び出し元のCRSファイルでのユーザークラスの使用例

ユーザークラスを定義、使用する際は、以下の制限があります。

1. クラス名は異なるパッケージのクラスも含めて一意にする

2. アクセス修飾子は指定できない（全てPublicとなる）

3. 多重継承はできない

4. オーバーライドはできない（メソッドやプロパティの再定義はできない）

5. スタティックメソッドは定義できない

6. 配列として使用できない

ユーザークラス

Importステートメント

にて、ロード対象の
パッケージ名かURL

を指定します

ユーザークラスの
オブジェクトを生成
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一連の処理をまとめてファンクション（ユーザ定義関数）を定義することができます。
ユーザ定義関数は、0個以上の引数を受け取り、処理結果を返すことができます。

ユーザ定義関数の定義と使用例

ファンクション（ユーザ定義関数）

ファンクション（ユーザ定義関数）の定義

定義したファンク
ションの呼び出し
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組み込みクラスに定義されているTouchイベント等とは別に、イベントを独自に定義
することができます。独自に定義したイベントを、ユーザ定義イベントと呼びます。

ユーザ定義イベントの定義と使用例

ユーザ定義イベント

Eventクラスのコンス

トラクタの引数にイベ
ントの種類とイベント
名を指定して、Event
オブジェクトを作成

ユーザ定義イベント
のEventオブジェクト
に付随データを設定

PostEventメソッドを

使用して、指定した
イベントを発生させる

ユーザ定義イベント
のイベントハンドラ
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Biz/Browser固有の制御構文として、参照演算子（&=）があります。参照演算子は
式の右辺の値の変化が、左辺の値に参照されます。

参照演算子
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Biz/BrowserがWebサーバと通信する方法は、目的別にCRSファイルを取得、実行
する方法と、データを取得する方法の2種類あります。

• CRSファイルを取得、実行する方法
WebサーバからCRSファイルをダウンロードして実行する際は、NetObjectクラス
（※1）のGetメソッドを使用します。NetObjectクラスのGetメソッドは、引数に指定し
たURLのCRSファイルをダウンロードして、ダウンロードしたCRSファイルを実行する
までの機能を持ちます。

一度ダウンロードしたCRSファイルはローカルディスクにキャッシュ（※2）され、次回
以降同じCRSファイルを取得する際は、ローカルディスクにキャッシュされたファイル
（キャッシュファイル）を取得します。

※1 NetObjectクラス

多くのクラスの基礎となるクラスで、Webサーバとの通信機能とダウンロードした
CRSファイルのコンパイルや実行機能を装備しています。このクラスは仮想クラ
スで、それ自体をインスタンス化することはできません。

Webサーバとの通信について

絶対パスでURL指定されたサーバへリクエストを送信

相対パスでURL指定されたサーバへリクエストを送信

絶対パスとして、実行中の
CRSファイルをダウンロードし
たサーバへリクエストを送信
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※2 キャッシュ

Biz/Browserは、ダウンロードしたCRSファイルをバイナリ形式でローカルディス
クに保存します。この機能をキャッシュと呼び、保存されたファイルをキャッシュ
ファイルと呼びます。キャッシュファイルは、明示的に削除しない限り残り続けま
す。

• データを取得する方法
データを取得するには、HttpSessionクラス（※3）を使用した通信を行い、サーバサ
イドアプリケーションへリクエストを送信して、レスポンスとしてデータを取得するか、
サーバに出力されたファイルを取得します。

NetObjectクラスのGetメソッドと異なり、データを取得するのみで、取得したデータを
どう扱うかは、通信後の処理として記述する必要があります。

HttpSessionクラスを使用した通信例

※3 HttpSessionクラス

Webサーバとの接続を管理するクラスです。HttpSessionクラスのオブジェクトは、
グローバル関数のgetHttpSession関数又は、findHttpSession関数で取得します。

Webサーバとの通信について
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画面遷移について
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Biz/Browserのアプリケーション内では、画面遷移の方法が大きく分けて3つの方法
があります。

1. FormからFormへ遷移する

2. FormからDialogへ遷移する

3. DialogからFormへ遷移する

Biz/Browserのアプリケーション内では、ウィンドウコントロールを行うRootオブジェ
クトが１つ生成されます。生成されたRootオブジェクトの直下には、Formオブジェク
トは１つしか持つことができません。

そのため、画面遷移には現在表示しているFormオブジェクトをDeleteメソッドを使用
して削除（オブジェクトの階層構造から切断）してから、異なるFormをRootオブジェク
トのGｅｔメソッドを使用して取得（オブジェクトの階層構造に接続）するという手順で
行います。

また、Formクラスの他にDialogクラスを利用すると、アプリケーションモーダルで画
面を表示することができます。表示しているDialogの画面から元の画面に制御を戻
すには、DialogオブジェクトをDeleteメソッドを使用して削除します。

画面遷移について
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画面遷移の3つの方法（Form→Foｒｍ、Form→Dialog、Dialog→Form）のプログラム
演習をします。

• 作成画面イメージ

• 作成手順
1. 2つのフォームと1つのダイアログを作成します。

2. フォームとダイアログに画面名のラベルとボタンを配置します。

3. ボタンにOnTouchイベントハンドラを定義します。

4. OnTouchイベントハンドラに次の画面へ遷移する処理を記述します。

5. テスト実行を行って動作を確認します。

演習問題1

frmEnsyu01_01.crs frmEnsyu01_02.crs

dlgEnsyu01_01.crs
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• 解答例
frmEnsyu01_01.crs

演習問題1
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frmEnsyu01_02.crs

演習問題1
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dlgEnsyu01_01.crs

演習問題1
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複合オブジェクトの作成と使用方法
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固有の子オブジェクトを配列化して持つオブジェクトを複合オブジェクトと呼びます。
ListBoxクラス、 PulldownListクラス、ComboBoxクラス、OptionButtonクラス、
CheckBoxクラス、FlexViewクラス等が該当します。

配列化された子オブジェクトを持つ複合オブジェクトでは、子オブジェクトのどの要
素が選択されているのかは、親オブジェクトのValueプロパティで参照できます。

親オブジェクトのValueプロパティに値をセットすることで、子オブジェクトの要素選択
の操作ができます。未選択の場合の親オブジェクトのValueプロパティは「-1」となり
ます。

親子構造を持つオブジェクト
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複合オブジェクトの一つ、プルダウンリストの作成と使用方法のプログラム演習をし
ます。

• 作成画面イメージ

• 作成手順
1. フォームを新規作成します。

2. フォームにPulldownListを配置します。

3. PulldowmItemの配列数を3に変更します。

4. 配列の各要素に対しプロパティを設定します。

5. 親オブジェクトであるPulldownListのValueプロパティを設定します。

6. テスト実行を行って動作を確認します。

演習問題2

frmEnsyu02_01.crs
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• 解答例
frmEnsyu02_01.crs

演習問題2
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親子構造を持つオブジェクトの使用時に、子オブジェクトのイベントハンドラで選択さ
れている要素番号（インデックス）を取得する方法を解説します。

以下のサンプルコードでは、選択項目をクリックしたときに、自身の親オブジェクトの
Value値を利用して、選択項目のValue値をメッセージボックスで表示しています。

複合オブジェクトの選択要素番号の取得

子オブジェクトのOnTouchイベントハンドラに、
選択項目のValue値をメッセージボックスに表示する処理を記述した例

（良くない記述例）
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このCRSプログラムは、文法上は正しいのですが、選択された項目のValue値とは
異なるValue値が表示されることがあります。これはイベントの発生とValue値の確
定のタイミングが原因です。

イベントの発生とValue値の確定の順序が定まっていないため、正しい値が取得で
きない場合があります。

複合オブジェクト

複合オブジェクトの選択要素番号の取得

親オブジェクト

子オブジェクト [0]

子オブジェクト [1]

子オブジェクト [2]

Value = 0 Value = 1

子オブジェクトの
選択

子オブジェクトの
OnTouchイベントハンドラ

イベントの発生

Value値の確定

Value値の参照
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子オブジェクトのイベントで親オブジェクトの値を参照する場合は、イベントオブジェ
クトのプロパティを参照する方法を用います。

イベントオブジェクトのFromプロパティには、イベントを発生させた子オブジェクト自
身の参照が格納されています。この子オブジェクトのIndexプロパティを参照すること
で確実に選択されたオブジェクトの要素番号が取得できます。

複合オブジェクトの選択要素番号の取得

イベントオブジェクトのプロパティを
参照する方法（推奨する記述例）

イベントオブジェクト
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以下の要件に全て該当する場合は、イベントオブジェクトのプロパティを参照する方
法で、選択されたオブジェクトの要素番号を取得する必要があります。

・複合オブジェクト。（親子構造を持つオブジェクト）

・子オブジェクトの選択状態が、親オブジェクトのValueプロパティに要素番号とし

て格納され、選択によって変更される。

・子オブジェクトの選択でイベントが発生する。

・子オブジェクトのイベントで、選択された子オブジェクトの要素番号を取得する。

複合オブジェクトの選択要素番号の取得
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FlexViewクラスは、表形式のデータの表示/入力を制御するためのクラスです。任
意のグルーピング表示や、セルの分割結合に似た表示を行うことができます。また、
セルにはラベル、ボタン、チェックボックス、テキストボックス、プルダウンリスト等を
配置することができます。

• イメージ

FlexViewクラス

パッケージ名 Extension4 Package

クラス名 FlexView

下位クラス 次ページ参照

－
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• 概要
FlexViewクラスは、配下に必ず1つだけFlexRecordクラスが必要で、さらにその配下
にFlexItemの派生クラスを配置します。FlexViewクラス、FlexRecordクラス、FlexItem
の派生クラスの関係は以下の通りです。

FlexRecordクラスは、FlexViewクラスの行の表示方法を定義します。

FlexItemクラスの派生クラスは、FlexViewクラスの列の表示方法を定義します。
FlexItemクラス自体は仮想クラスで実体はありません。 FlexItemクラスの派生クラス
は、以下の表のとおりです。

FlexViewクラス

FlexView

FlexRecord

FlexItemの派生クラス

クラス名 説明

FlexRowSet 下位に配置されるFlexItemクラスの派生クラスを縦方向に
並べて表示します。

FlexColumnSet 下位に配置されるFlexItemクラスの派生クラスを横方向に
並べて表示します。

FlexHeader 行ヘッダの表示方法を定義します。対応するヘッダのセル
にValue値や行番号を表示します。

FlexGroupHeader 行ヘッダの表示方法を定義します。対応するヘッダのセル
をValue値のキーブレーク又は、指定した行数単位にグ
ループ化して表示します。

FlexTreeHeader 行ヘッダの表示方法を定義します。対応するヘッダのセル
をValue値のキーブレーク又は、指定した行数単位にグ

ループ化して、グループをツリー形式で表示します。画面操
作により、ツリー形式のグループを折畳んだり元に戻したり
することができます。

118



• 主なプロパティ
RowPosition

カーソルが示す行番号が設定されます。

ColumnPosition

カーソルが示す列番号が設定されます。列番号は、FlexHeaderクラス及び、そ
の派生クラスにより構成された列を除く、FlexItemクラスの派生クラスの定義順
に（左側から） 0、1、2…となります。

RowCount

現在の総行数が設定されます。

CursorMove

カーソルの移動方法が設定されます。

• 主なメソッド
Sort

指定した列番号の列で行をソートします。

InsertRow

指定した行番号に行を挿入します。

DeleteRow

指定した行番号の行を削除します。

GetRow

指定した行番号の行を取得します。

FlexViewクラス

FlexLabel 対応するセルをラベルのように表示します。

FlexIndentLabel 対応するセルをインデント付きのラベルのように表示します。

FlexButton 対応するセルをボタンのように表示します。

FlexCheckButton 対応するセルをチェックボックスのように表示します。

FlexListBox 対応するセルをプルダウンリストのように表示します。

FlexTextBox 対応するセルをテキストボックスのように表示します。
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• FlexView、 FlexRecord、 FlexItemクラスの派生図

FlexViewクラス

Object

NetObject

DisplayObject

FocusObject

FlexView
仮想クラス

GUIクラス

FlexRecord

FlexItem

FlexRowSet

FlexColumnSet

FlexData

FlexHeader

FlexGroupHeader

FlexTreeHeader

FlexButton

FlexCheckButton

FlexLabel

FlexIndentLabel

FlexListBox

FlexTextBox
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• セルに対するアクセス
FlexViewクラスの個々のセルは、内部データとして管理されています。

そのため、個々のセルに対してのアクセスは、セルへのアクセッサとして定義されて
いるFlexCellクラスの派生クラスを使用する必要があります。

FlexViewオブジェクト

FlexViewクラス

FlexViewオブジェクト

セル セル

FlexRecordオブジェクト

行の表示方法を定義 列の表示方法を定義

FlexViewの内部データとして管理されている
（オブジェクトではない）

FlexItemクラスの
派生クラスのオブジェクト

FlexRecordオブジェクト

FlexItem クラスの
派生クラスのオブジェクト

FlexCellクラスの派生
クラスのオブジェクト

セルに対するアクセッサ

アクセス
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• FlexRow、FlexCellクラスの派生図

FlexViewクラス

Object

仮想クラス

非GUIクラス

FlexRow

FlexICell

FlexHeaderCell

FlexGroupHeaderCell

FlexTreeHeaderCell

FlexIndentLabelCell

FlexLabelCell

FlexButtonCell

FlexCheckButtonCell

FlexTextBoxCell

FlexListBoxCell
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• アクセッサの生成
アクセッサは、FlexViewクラスが持つGetRowメソッド、InsertRowメソッド、DeleteRow
メソッドの戻り値や、各種イベントの付加データとして得られるFlexRowオブジェクト
の子オブジェクトとして生成されます。

FlexRowオブジェクトは表の特定の行をポイントしており、セルの元となったFlexItem
クラスの派生クラスのオブジェクトと同じ名前をもつFlexCellクラスの派生クラスのオ
ブジェクト（アクセッサ）を子オブジェクトに持ちます。それぞれのFlexCellクラスの派
生クラスのオブジェクト（アクセッサ）は、FlexRowオブジェクトがポイントしている行
の対応するセルをポイントします。

アクセッサの生成例

FlexViewクラス

FlexRecord

FlexLabel1

FlexLabel2

FlexLabel3

FlexRow

FlexLabel1

FlexLabel2

FlexLabel3

FlexLabelクラスのオブジェクト

FlexLabelCellクラスのオブジェクト
（アクセッサ）

GetRowメソッドの実行

戻り値として
FlexRowオブジェクトを取得

FlexRow.FlexLabel3.Valueで
カーソルが示すセルの値を取得
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• アクセッサに関する主なプロパティ
FlexCell.Value

セルの値が設定されます。

FlexRow.Position

FlexRowオブジェクトがポイントしている行番号が設定されます。

FlexRow.End

FlexRowオブジェクトのポイントする行が終端を越えたときに$TRUEが設定され
ます。

• アクセッサに関する主なメソッド
FlexView.GetRow

指定した行番号をポイントするFlexRowオブジェクトのリファレンスを返します。

FlexView.InsertRow

指定した行番号に行を挿入します。挿入した先頭行をポイントするFlexRowオブ
ジェクトのリファレンスを返します。

FlexView.DeleteRow

指定した行番号の行を削除します。削除した行の次の行をポイントするFlexRow
オブジェクトのリファレンスを返します。

FlexRow.MoveNext

FlexRowオブジェクトのポイントする行を、次の行に進めます。

FlexRow.MovePrev

FlexRowオブジェクトのポイントする行を、前の行に戻します。

FlexRow.GetColumn

指定した列番号のFlexCellクラスの派生クラスのオブジェクトのリファレンスを返
します。

FlexViewクラス
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• アクセッサに関する主なイベント
FlexView.CursorMoved

カーソルの移動で発生します。CursorMovedイベントのEventオブジェクトは、以
下の構造となります。

Eventオブジェクト（e）を親オブジェクトとして、子オブジェクトにFlexRowオブジェ
クト（row）とNumberオブジェクト（col）を持ちます。

カーソルが示すセルの位置は、RowPositionプロパティとColumnPositionプロパ
ティで参照することができますが、Eventオブジェクトの子オブジェクトとなる
FlexRowオブジェクトとNumberオブジェクトは、その時点でカーソルが示すセル
の位置とは異なる位置をポイントしていることがあります。

従って、FlexView.CursorMovedイベントに限らず、イベントが発生したセルを操
作するには、Eventオブジェクトの子オブジェクトとなるFlexRowオブジェクト（row）
やNumberオブジェクト（col）により、セルを指定するようにしてください。

FlexViewクラス

Event e

FlexRow row

Number col

移動した行をポイントする
FlexRowオブジェクト

移動した列番号
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FlexViewの作成と使用方法のプログラム演習をします。

• 作成画面イメージ

• 作成画面概要
・ フォームにFlexViewとボタンを配置する。

・ （FlexViewにCSV定数とオペレータを使用してデータを設定する。）

・ 初期化処理で1列目の背景色を赤色に設定する。

・ ボタン押下時に、選択セルの値をメッセージボックスで表示する。

・ 1列目のセルのダブルクリック時に、選択セルの値をメッセージボックスで表

示する。

・ カーソル移動時に、選択セルの値をメッセージボックスで表示する。

演習問題3

frmEnsyu03_01.crs
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• 解答例
frmEnsyu03_01.crs

※次ページに続く

演習問題3
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演習問題3
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CSVデータの扱い方
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CSVデータを扱うためのクラスとして、 CSVDocumentクラスが用意されています。
CSVDocumentクラスは、以下のような特徴を持っています。

・ 1つのCSVDocumentクラスのオブジェクトにすべてのセルが格納されている。

・ 行、列ともに自由に追加、削除が可能。

・ ソートやマージ、ファイル入出力が可能。

・ CSVデータをCRSプログラムに直接記述できるCSV定数が用意されている。

・ CSVDocumentオブジェクトと配列オブジェクトやFlexViewオブジェクト、CSV

定数とのデータのやり取り容易にするためのオペレータが用意されている。

• イメージ
GUIクラスではないため、イメージはありません。

• 主なプロパティ
Columns

現在の総列数が設定されます。（読み込み専用）

Rows

現在の総行数が設定されます。（読み込み専用）

• 主なメソッド
GetCell

指定した行番号、列番号のセルの値を文字列で取得します。

SetCell

指定した行番号、列番号のセルに、指定した文字列を設定します。

CSVDocumentクラス

パッケージ名 CSV Package

クラス名 CSVDocument

下位クラス －

－
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InsertColumn

指定した列番号に列を挿入します。

InsertRow

指定した行番号に行を挿入します。

DeleteColumn

指定した列番号の列を削除します。

DeleteRow

指定した行番号の行を削除します。

Truncate

全ての行又は、指定した行番号以降の行を削除します。

Get

指定したURLよりCSVファイルをロードします。

Load

指定したReadオブジェクトよりCSVデータをロードします。Readオブジェクトは、
ReadLine メ ソ ッ ド を 利 用 で き る ク ラ ス の オ ブ ジ ェ ク ト で す 。 File ク ラ ス 、
HttpResponseクラス等のオブジェクトを指定することができます。

Sort

ソート順序を指定して、ロードされているCSVデータをソートします。

Merge

2つのCSVDocumentオブジェクトを結合し、結合された新しいCSVDocumentオブ
ジェクトのリファレンスを返します。

Splice

分割条件を指定して、 CSVDocumentオブジェクトを分割します。一致した行だ
けからなる、新しいCSVDocumentオブジェクトのリファレンスを返します。一致し
ていない行は、元のCSVDocumentオブジェクトに格納されます。

Find

検索条件を指定して、CSVDocumentオブジェクトを検索します。最初に一致した
行の行番号を返します。

Replace

置換対象の条件と置換する新しい値を指定して、一致する複数のセルの値を一
括で置換します。

SetColumnName

列に列名を設定します。列名にオブジェクト名やプロパティ名を明示的に指定す
ることができ、オペレータで配列オブジェクトやFlexViewオブジェクトに代入する
際に機能します。

CSVDocumentクラス
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CSVDocumentクラスは、CSVデータをCRSプログラム内に直接記述するための、
CSV定数を定義しています。CSV定数は、オペレータにより配列やCSVオブジェクト
へデータをロードするために使用することができます。

CSV定数のブロック内は、CRSプログラムとは文法的な関連性はないため、CRSの
文法（文字列を””で括るなど）や定数（$REDなど）、演算子（+や-など）、関数等を利
用することはできません。CSVとしての書式に従う必要があります。

CSV定数の使用例

CSV定数は、列に対して列名を設定することもできます。設定する列名は、単体で
使用する以外に、オブジェクトやプロパティを表すことができます。列名を設定した
CSV定数とオペレータを使用して、配列オブジェクトやCSVDocumentオブジェクトに
ロードすることにより、ロード先のオブジェクトやプロパティを明示的に指定すること
ができます。

CSV定数

列に対して列名を設定
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CSVDocumentオブジェクトと配列オブジェクトやFlexViewオブジェクト、CSV定数と
のデータのやり取りを容易にするための特殊なオペレータが用意されています。

オペレータ

オペレータ 説明

CSVDocument << CSVDocument 左辺のCSVDocumentオブジェクトに対して、
右辺のCSVDocumentオブジェクトをロードし
ます。

CSVDocument << [ ] 左辺のCSVDocumentオブジェクトに対して、
右辺の配列オブジェクトをロードします。

CSVDocument << CSV定数 左辺のCSVDocumentオブジェクトに対して、
右辺のCSV定数をロードします。

CSVDocument << FlexView 左辺のCSVDocumentオブジェクトに対して、
右辺のFlexViewオブジェクトをロードします。

[ ] << CSVDocument 左辺の配列オブジェクトに対して、右辺の
CSVDocumentのデータをロードします。

[ ] << CSV定数 左辺の配列オブジェクトに対して、右辺の
CSV定数をロードします。

FlexView << CSVDocument 左辺のFlexViewオブジェクトに対して、右辺
のCSVDocumentオブジェクトをロードします。
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[ ] << CSV定数 オペレータの使用例

オペレータ

配列オブジェクトのFlexView1に
CSV定数をロード
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FlexView << CSVDocument オペレータの使用例

オペレータ

CSVDocumentオブジェクトにCSVファイルを
ロードして、そのCSVDocumentオブジェクト
をFlexViewオブジェクトにロード

CSVファイル「File1.csv」
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CSVデータの扱い方のプログラム演習をします。

• 作成画面イメージ

• 作成画面概要
・ フォームにプルダウンリストとFlexViewを配置する。

・ プルダウンリストに列名を設定したCSV定数と [ ] << CSV定数 オペレータを使用

してデータを設定する。

・ 初期化処理でCSVDocumentオブジェクトにCSVファイルをロードして、FlexView

に FlexView << CSVDocument オペレータを使用してデータを設定する。

演習問題4

frmEnsyu04_01.crs

File2.csv
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• 解答例
frmEnsyu04_01.crs

※次ページに続く

演習問題4
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File2.csv

演習問題4
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XMLデータの扱い方
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XMLデータを扱うためのクラスを集めた、XMLパッケージが用意されています。

XMLパッケージは、W3C（World Wide Web Consortium）で策定されているDOM
（Document Object Model） （※1） Level2 Core Specificationの一部の機能を除い
たサブセットです。XMLデータを、Biz/Browserの画面に表示又は、印刷するための
所謂ビジネスデータとして利用することを想定しています。

XMLパッケージが
提供する機能

DOMツリー
（※2）

XMLパッケージ

ルート

社員リスト

社員

氏名所属 性別

XMLパーサ

Writeオブジェクト

要素

要素の追加

要素の切り離し

各要素に
対する操作

“プロダクト事業本部” “アクシス 太郎” “男性”

XMLデータの読み込み

DOMツリーの構築

XMLデータの書き出し
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そのため、DOM（※1） Level2 Core Specificationで定められる仕様の内、この目的
には通常必要としない機能や実行性能を損なう仕様は除いています。また、XML
データのロードやセーブ機能、要素の検索機能等を独自に付加しています。

XMLパッケージに含まれる主なクラス

※1 DOM（Document Object Model）

DOMは、W3Cから勧告されているHTML文書やXML文書をアプリケーションから
利用するためのAPIです。W3CではAPIの仕様を定義しているのみで、特定のプ
ログラム言語を対象としたものではありません。

※2 DOMツリー

XMLパーサは、XMLデータをロードすると、XMLデータのあらゆる要素をノードと
してとらえ、ノードのツリーとしてメモリ上に展開します。そのツリーをDOMツリー
と呼びます。DOMは、DOMツリーを構成するノードをすべて「オブジェクト」として
とらえます。

XMLパッケージ

クラス 説明

XmlDOMImplementation DOMの特定のオブジェクトに依存しない機能が実装
されています。XmlDocumentクラスのオブジェクトの
生成等を行います。

XmlNode DOMツリー（※2）を構成するノードの基本機能を提
供する、仮想クラスです。

XmlDocument DOMツリーのルートのオブジェクトとなり、XMLデー
タ全体を表すクラスです。（Documentノード）

XmlElement 要素を表すクラスです。（Elementノード）

XmlCharacterData 文字列を格納するDOMのオブジェクトの基礎となる、
仮想クラスです。

XmlText 文字列を格納するDOMのオブジェクトです。（Text
ノード）

XmlNodeList ノードの集合をリストで管理するクラスです。
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• DOMツリーのオブジェクトの概念

XMLパッケージ

DOMツリー

XmlElementオブジェクト
tagName：所属

XmlElementオブジェクト
tagName：性別

XmlElementオブジェクト
tagName：社員リスト

XmlElementオブジェクト
tagName：社員

ID：1

XMLパーサ

XmlElementオブジェクト
tagName：氏名

XmlDocumentオブジェクト

XmlTextオブジェクト
data ：プロダクト事業本部

XmlTextオブジェクト
data ：男性

XmlTextオブジェクト
data ：アクシス 太郎

オブジェクト
属性

XMLデータの読み込み

DOMツリーの構築

Documentノード

Elementノード

Elementノード

Elementノード Elementノード Elementノード

Textノード Textノード Textノード
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• XMLパッケージ内のクラスの派生図

XMLパッケージ

Object

仮想クラス

非GUIクラス

Exception

xmlNode

xmlDocumentFragment

xmlDocument

xmlAttr

xmlElement

xmlText

xmlDOMException

xmlDOMImplementation

xmlNodeList

xmlNamedNodeMap

xmlCharacterData

xmlCDATASection

xmlComment

xmlProcessingInstruction
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DOMの特定のオブジェクトに依存しない機能が実装されています。XmlDocumentク
ラスのオブジェクトの生成等を行います。

• 主なプロパティ
実装されているプロパティはありません。

• 主なメソッド
CreateDocument

XmlDocumentクラスのオブジェクトを生成します。

Parse

指定した文字列からXMLデータを読み込み、XmlDocumentオブジェクトとして返
します。

Load

指定したReadオブジェクトよりXMLデータを読み込み、XmlDocumentオブジェクト
として返します。Readオブジェクトは、ReadLineメソッドを利用できるクラスのオブ
ジェクトです。Fileクラス、HttpResponseクラス等のオブジェクトを指定することが
できます。

※内部文字コードについて

CreateDocumentメソッド、Parseメソッド、Loadメソッドで作成されるXmlDocument
オブジェクトの内部文字コードは、通常プラットホームの言語設定に依存したマ
ルチバイト文字コード（日本語環境の場合にはShift-JIS）となり、そこから作成さ
れた、XMLパッケージのクラスの各オブジェクトも同じ内部文字コードとなります。

XMLデータに、unicode固有の文字や、プラットホームの文字コード（日本語環境
の 場 合 に は Shift-JIS ） に は 無 い 文 字 を 使 用 し た い 場 合 は 、
XmlDOMImplementation ク ラ ス の コ ン ス ト ラ ク タ の 引 数 に
XmlDOMimplementation.unicodeを指定し、内部文字コードをunicodeにする必要
があります。

XMLデータのエンコードがutf-8の場合（encoding=“utf-8”の記述がある場合）で
も、自動的に内部文字コードをunicodeとして扱わないため注意して下さい。また、
XMLパッケージ以外の一部のクラスのプロパティやメソッドでは、内部文字コー
ドがunicodeのXMLパッケージのクラスのオブジェクトは指定しないで下さい。エ
ラーが発生したり、期待する結果とならない場合があります。

XmlDOMImplementationクラス
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DOMツリーを構成するノードの基本機能を提供する、仮想クラスです。XmlNodeクラ
スから派生するクラスは以下のクラスとなります。

XmlDocumentFragment

XmlDocument

XmlAttr

XmlElement

XmlCharacterData

XmlText

XmlCDATASection

XmlComment

XmlProcessingInstruction

• 主なプロパティ
NodeName

ノードの名前が設定されます。（読み込み専用）

NodeValue

ノードの値が設定されます。NodeTypeプロパティの値により動作が異なります。

NodeType

ノードの種類が設定されます。（読み込み専用）

• 主なメソッド
InsertBefore

指定した子ノードの位置にノードを追加します。

RemoveChild

指定した子ノードをDOMツリーから切り離します。

Normalize

Textノードを正規化します。空のTextノードは削除され、隣り合ったTextノードは
連結され1つのTextノードとなります。

SelectNodes

検索条件をXPathで指定して、ノードを検索します。一致した全てのノードを含む
XmlNodeListオブジェクトを返します。

SelectSingleNode

検索条件をXPathで指定して、ノードを検索します。最初に一致したノードを返し
ます。

XmlNodeクラス
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DOMツリーのルートのオブジェクトとなり、XMLデータ全体を表すクラスです。
（Documentノード）

• 主なプロパティ
DocumentElement

DOMツリーの先頭のElementノードが設定されます。（読み込み専用）

IndexAttributeName

GetElementByIdメソッドで使用する属性名を設定します。未設定時は属性名
「ID」を対象にします。属性名は大文字小文字を区別しますので、注意が必要で
す。

• 主なメソッド
CreateElement

タグ名を指定して、XmlElementクラスのオブジェクトを生成します。

GetElementsByTagName

タグ名を指定して、Elementノードを検索します。一致した全てのノードを含む
XmlNodeListオブジェクトを返します。

GetElementById

ID属性の値を指定して、 Elementノードを検索します。一致したXmlElementオブ
ジェクトを返します。

Save

指定したWriteオブジェクトにXMLデータを書き出します。Writeオブジェクトは、
Writeメソッドを利用できるクラスのオブジェクトです。Fileクラス、 HttpRequestク
ラス等のオブジェクトを指定することができます。

XmlDocumentクラス
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要素を表すクラスです。

• 主なプロパティ
TagName

Elementノードのタグ名が設定されます。（読み込み専用）

• 主なメソッド
GetAttribute

指定した名前のアトリビュート（属性）の値を取得します。

SetAttribute

指定した名前、値でアトリビュート（属性）を設定します。

RemoveAttribute

指定した名前のアトリビュート（属性）を削除します。

GetElementsByTagName

タグ名を指定して、子ノードのElementノードを検索します。一致した全てのノード
を含むXmlNodeListオブジェクトを返します。

HasAttribute

指定した名前のアトリビュート（属性）の有無を確認します。

XmlElementクラス
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文字列を格納するDOMオブジェクトの基礎となる、XmlNodeクラスから派生しており

XmlCharacterDataクラスで定義されるプロパティとメソッドおよびXmlNodeクラス

で定義されるプロパティ、メソッドを引き継ぎ、同じように利用できます。

• 主なプロパティ
Data

ノードの内容（文字列）が設定されます。

Length

ノードの内容（文字列）の文字数が設定されます。

• 主なメソッド
SubstringData

取り出す位置と長さを文字数で指定し、ノードの内容（文字列）の一部を取り出し
ます。

AppendData

ノードの内容（文字列）に指定した文字列を追加します。

InsertData

挿入する位置と挿入する文字列を指定し、ノードの内容（文字列）に文字列を挿
入します。

DeleteData

削除する位置と長さを文字数で指定し、ノードの内容（文字列）の一部を削除し
ます。

ReplaceData

置換する位置と長さを文字数で指定し、ノードの内容（文字列）を指定した文字
列に置換します。

XmlCharacterDataクラス
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文字列を格納するDOMのオブジェクト（Textノード）です。

• 主なプロパティ
実装されているプロパティはありません。

• 主なメソッド
SplitText

分割位置を文字数で指定し、ノードの内容（文字列）を2つのTextノードに分割し
ます。分割した後半の文字列を含むXmlTextオブジェクトを返します。

XmlTextクラス
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ノードの集合をリストで管理するクラスです。

• 主なプロパティ
Length

XmlNodeListオブジェクトに含まれるノード数が設定されます。

• 主なメソッド
Item

指定したインデックスのXmlNodeオブジェクトを返します。

NextNode

次のXmlNodeオブジェクトを返します。

Reset

NextNodeメソッドによる、XmlNodeオブジェクトの取り出し位置をリセットします。

XmlNodeListクラス
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XMLパッケージは、XMLデータをCRSプログラム内に直接記述するための、XML定
数を定義しています。XML定数は、オペレータによりXmlDocumentオブジェクトへ
データをロードするために使用することができます。

XML定数のブロック内は、CRSプログラムとは文法的な関連性はないため、CRSの
文法（文字列を””で括るなど）や定数（$REDなど）、演算子（+や-など）、関数等を利
用することはできません。XMLとしての書式に従う必要があります。

XML定数の使用例

XML定数
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XMLDocumentオブジェクトとXML定数とのデータのやり取りをするための特殊なオ
ペレータが用意されています。

オペレータ

オペレータ 説明

XmlDocument << XML定数 左辺のXmlDocumentオブジェクトに対して、
右辺のXML定数をロードします。

XmlDocument << XmlDocument 左辺のXmlDocumentオブジェクトに対して、
右辺のXmlDocumentオブジェクトをコピーし
ます。

152



153

JSONデータの扱い方
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JSONデータを扱うためのクラスとして、 JSONDocumentクラスが用意されています。
JSONDocumentクラスは、以下のような特徴を持っています。

・ JSONデータを解析、出力するクラス。

・ Get、Load、Parseいずれかのメソッドで読み込まれたJSONデータはArray

オブジェクトへ展開され、先頭のArrayオブジェクトがValueへ設定されます。

・Saveメソッドにより、Valueに設定されたArrayオブジェクトをJSONデータに変換

します。

• イメージ
GUIクラスではないため、イメージはありません。

• 主なプロパティ
Value

JSONデータを解析した結果のArrayオブジェクト

または、JSONとして出力したいArrayオブジェクト

• 主なメソッド
Get

指定のURLからJSONデータを読み込みます。

Load

ReaderオブジェクトからJSONデータを読み込みます。

Parse

文字列からJSONデータを読み込みます。

Save

WriterオブジェクトにValueにセットされたArrayオブジェクトをJSONデータとして
出力します。

ToString

JSONデータを文字列として取得します。

JSONDocumentクラス

パッケージ名 JSON Package

クラス名 JSONDocument

下位クラス －

－
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JSONDocumentクラスは、JSONデータをCRSプログラム内に直接記述するための、
JSON定数を定義しています。JSON定数は、オペレータによりJSONオブジェクトへ
データを設定するために利用することができます。

JSON定数のブロック内は、CRSプログラムとは文法的な関連性はないため、CRS
の文法（文字列を””で括るなど）や定数（$REDなど）、演算子（+や-など）、関数等を
利用することはできません。JSONとしての書式に従う必要があります。

JSON定数の使用例

JSON定数
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JSONDocumentオブジェクトと、CSV定数とのデータのやり取りを容易にするための
特殊なオペレータが用意されています。

オペレータ

オペレータ 説明

JSONDocument << JSON定数 左辺のJSONDocumentオブジェクトに対して、
右辺のJSON定数をロードします。
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JSONDocument << JSON定数 オペレータの使用例

オペレータ

JSONDocumentにJSON定数をロード
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JSONデータの扱い方のプログラム演習をします。

• 作成画面イメージ

• 作成画面概要
・ フォームにJSONデータ作成用とJSONデータ抽出用のButtonを配置する。

・ File1.jsonファイル内のデータと同様のJSONデータをCRS内で作成する。

・ CRS内で作成したJSONデータより、指定の値をメッセージボックスに表示する。

演習問題5

frmEnsyu05_01.crs
File1.json
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• 解答例
frmEnsyu05_01.crs

※次ページに続く

演習問題5
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演習問題5
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サーバサイドアプリケーションとの連携
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サーバサイドアプリケーションとの連携は、HttpSessionクラスを使用してリクエスト
をサーバサイドアプリケーションに送信し、レスポンスを取得するという方法で実現
します。

HTTPパッケージには、HttpSessionクラスを含むサーバサイドアプリケーションと連
携を行うためのクラスが集められています。

HTTPパッケージに含まれる主なクラス

HTTPパッケージ

クラス 説明

HttpSession Webサーバとの接続を管理するクラスです。

HttpRequest HTTPリクエストを管理するクラスです。

HttpResponse HTTPレスポンスを管理するクラスです。

HttpAsyncSession バックグラウンド非同期通信を管理するクラスです。

Web/APPサーバ
クライアント

Biz/Browser

Biz/Browser

登録(F3) 検索(F6)

画面

×

サーバーサイド
アプリケーション

Java
ASP.NET 

PHP
COBOL

:

DBサーバ

PostgreSQL
MySQL
Oracle

DB2
：

レスポンス
（CSV、XML
JSON）

リクエスト
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Webサーバとの接続を管理するクラスです。このクラスはHTTP、HTTPS、FILEの各
プロトコルをサポートします。また、直接HttpSessionクラスやHttpRequestクラスを利
用して、より高度な通信を行うことが可能です。

Biz/BrowserはHttpSessionクラスのオブジェクトを接続先ごとに複数保持していま
す。同一の接続先に対する通信は、既に保持しているHttpSessionオブジェクトを再
利用します。

HttpSessionオブジェクトは、グローバル名前空間に置かれている組み込みの関数
（グローバル関数）のGetHttpSession関数又は、FindHttpSession関数を使用して取
得します。

• 主なプロパティ
Server

現在接続しているサーバが設定されます。 （読み込み専用）

• 主なメソッド
CreateRequest

現在の接続を利用する、HttpRequestオブジェクトを作成します。 HttpRequestオ
ブジェクトは１回だけ通信を行うことができます。複数の通信を行う場合は、それ
ぞれCreateRequestメソッドにより別々のHttpRequestオブジェクトを作成する必
要があります。

Get

接続先のサーバへGETリクエストを送信します。HttpResponseオブジェクトのリ
ファレンスが返ります。

Post

接続先のサーバへPOSTリクエストを送信します。HttpResponseオブジェクトのリ
ファレンスが返ります。

Put

HTTPのPUTメソッドを使用して、サーバー上にファイルを作成します。サーバー
側の設定でHTTPのPUTメソッドの使用を許可する必要があります。

Dele

HTTPのDELETEメソッドを使用して、サーバー上のファイルを削除します。サー
バー側の設定でHTTPのDELETEメソッドの使用を許可する必要があります。

HttpSessionクラス
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HTTPリクエストを管理するクラスです 。HttpRequestクラスのオブジェクトは
HttpSession.CreateRequestメソッドにより作成されます。

• 主なプロパティ
Timeout

リクエスト固有のタイムアウト値を秒数で設定します。初期値は、Rootクラスの
HttpTimeoutプロパティで設定されたタイムアウト値となります。Rootクラスの
HttpTimeoutプロパティは、デフォルトでは設定が無効となっており、タイムアウト
値はWindowsの標準タイムアウト値となります。また、Windowsの標準タイムアウ
ト値を超えた値を設定した場合は、Windowsの標準タイムアウト値が優先されま
す。

• 主なメソッド
AddParam

HTTPリクエストにPOSTパラメータを追加します。

AddBody

HTTPリクエストのメッセージボディに文字列を追加します。

SetHeader

HTTPリクエストのメッセージヘッダに指定した名前と値のヘッダを追加します。
HTTPプロトコルで規定されるヘッダは自動的に設定されますが、特別に必要な
ヘッダを追加する場合に使用します。

HttpRequestクラス
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HTTPレスポンスを管理するクラスです。HttpResponseクラスのオブジェクトは
HttpSession.Getメソッド又は、HttpSession.Postメソッドの戻り値として作成されます。

• 主なプロパティ
Body

HTTPレスポンスのメッセージボディが設定されます。（読み込み専用）

Status

HTTPレスポンスのHTTPステータスコードが設定されます。（読み込み専用）

• 主なメソッド
GetHeader

指定した名前のヘッダの値を取得します。

ReadLine

HTTPレスポンスのメッセージボディから1行だけ読み出します。次のReadLineメ
ソッドの呼び出しで次の行から読み出すことができます。

ReadBinary

HTTPレスポンスのメッセージボディ全体をByteArrayオブジェクト（バイナリー
データを格納するオブジェクト）で取り出します。

HttpResponseクラス

165



バックグラウンド非同期通信を管理するクラスです。複数のWebサーバとの通信を
ID単位にて生成・管理することができます。Webサーバとの通信は、CRSプログラム
の実行エンジンとは別スレッドにて、同時に非同期で行われます。HttpSessionと同
様にGet、Postメソッドによる単純な通信の他、HttpRequestクラスを利用した高度な
通信も可能です。

• 主なプロパティ
Sessions

現在HttpAsyncSessionオブジェクトが保持しているセッション数を取得します。こ
のセッション数は、アクティブ、非アクティブなセッションの両方を含みます。（読
み込み専用）

• 主なメソッド
CreateRequest

指定したIDでHttpRequestオブジェクトを作成します。HttpRequestオブジェクトは
１回だけ通信を行うことができます。複数の通信を行う場合は、それぞれ
CreateRequestメソッドにより別々のHttpRequestオブジェクトを作成する必要が
あります。

Get

指定したサーバへ非同期でGETリクエストを開始します。Getメソッドは実行後直
ちに終了します。

Post

指定したサーバへ非同期でPOSTリクエストを開始します。POSTメソッドは実行
後直ちに終了します。

IsBusy

指定したIDのセッションが通信中の場合、TRUEを返します。

• 主なイベント
SessionEnd

通信の１つが終了する度に発生します。SessionEndイベントは次のような構造を
持ちます。

HttpAsyncSessionクラス
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idは、Getメソッド、Postメソッド、CreateRequestメソッドで指定したIDが設定され
ます。このIDにより、どの通信が終了したかを判断します。statusは、HTTPレス
ポンスのHTTPステータスコードが設定されます。responseは、HttpResponseオ
ブジェクトを保持しています。messageは、通信の異常終了時のエラーメッセージ
を保持します。

HttpAsyncSessionオブジェクトが消滅し、接続が強制終了した場合、このイベン
トは発生しません。

HttpAsyncSessionクラス

Event e

String id

Number status

CreateRequestメソッドで
指定したID

HTTPステータスコード

httpResponse response

String message

HttpResponseオブジェクト

167

通信異常時エラーメッセージ



サーバサイドアプリケーションとの連携のプログラム演習をします。

• 作成画面イメージ

• 作成画面概要
・ フォームにテキストボックス、ボタン、FlexViewを配置する。

・ ボタン押下時に、サーバサイドアプリケーションにPOSTリクエストを送信する。

リクエストURL： http://demo.biz-browser.jp/B-Programmer/ENSYU0701/

パラメータ名：CustNameKana

パラメータ値：テキストボックスの入力値

・ サーバサイドアプリケーションから取得した、CSVデータをFlexViewに設定する。

演習問題6

frmEnsyu06_01.crs
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• 解答例
frmEnsyu06_01.crs

※次ページに続く

演習問題6
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演習問題6
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画面間のデータの受け渡し
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Biz/Browserで画面間でデータを受け渡す方法は、大きく分けて3つあります。グ
ローバル名前空間を使用する方法、ファンクション（ユーザ定義関数）を使用する方
法、ユーザ定義イベントを使用してデータを受け渡す方法です。

• グローバル名前空間を使用する方法

グローバル名前空間を使用する方法

グローバル名前空間
を定義したパッケー

ジを指定

グローバル名前空間
のオブジェクトに受
け渡すデータを設定

グローバル名前空間
に受け渡しデータを
格納するためのオブ

ジェクトを定義
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グローバル名前空間を使用する方法

グローバル名前空間のオブジェクトに設定
された、前画面の入力値を取得
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• ユーザ定義関数を使用する方法

ユーザ定義関数を使用する方法

遷移先のFormに定義された

ファンクション（ユーザ定義関
数）の引数に、受け渡すデー
タを設定
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ユーザ定義関数を使用する方法

データ受け渡し用のファンクション
（ユーザ定義関数）を定義
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• ユーザ定義イベントを使用する方法

※次ページに続く

ユーザ定義イベントを使用する方法
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ユーザ定義イベントを使用する方法

ユーザ定義イベントのイベントハンドラの引数の
イベントオブジェクトに設定されたデータを取得
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ユーザ定義イベントを使用する方法

ユーザ定義イベントを定義して、イベント
オブジェクトに受け渡すデータを設定
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例外ハンドリング
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CRSプログラムでは、例外処理をtry…catch構文によりハンドリングします。tryブ
ロックで囲まれた処理を実行し、その実行過程で例外が発生した場合、catchブロッ
クで囲まれた処理に実行が移ります。

try…catch構文の使用例

catchステートメントの仮引数eには、Exceptionオブジェクトが渡されます。Exception
オブジェクトのプロパティにより、どのような例外が発生したかを知ることができます。

e.Message エラーメッセージ

e.Method 例外を起こした機能分類

e.Code 例外コード

catchステートメントが受け取った例外を上位のブロックにスローすることもできます。

※ Print

DebugMessage関数の省略形。Biz/Designerのアウトプットビューにデバッグ用
メッセージを表示します。Biz/Designer上でのデバッグ中以外は無視されます。

• try…catch構文の有効範囲
try…catch構文による例外ハンドリングは実行時のみ有効です。Biz/Designerで生
成されるCRSファイル全体をtryブロックに入れても、イベントハンドラの実行により
発生した例外は捕らえることができないことに注意してください。

try…catch構文
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上記の例では、Form全体をtryブロックに入れていますが、このtryブロックはForm
の生成時に発生する例外は捕捉されますが、Formの生成が終わるとtryブロックを
抜けてしまうため、OnTouchイベントハンドラ内で発生する例外は捕捉することはで
きません。OnTouchで発生する例外を捕捉するためには次のように記述します。

try…catch構文

捕捉出来ない
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グローバル例外ハンドリングを定義することで、catchされていない全ての例外を捕
捉できます。個別に例外処理を必要とする処理以外は、このグローバル例外ハンド
リングで例外処理することで、実装量を大幅に削減することができます。

グローバル例外ハンドリングは、ルートオブジェクト（//）のOnException関数で定義
するか、以下のようにルート直下に直接定義することも可能です。

OnExceptionが実行されるタイミングでは、例外の発生した位置や内容が特定でき
ません。画面が正常に表示されていなかったり、オブジェクトの作成が途中で停止
して いる等 、意 図しな い 状態 に陥っ て いる 可能 性 があ ります 。そ のた め、
OnException関数の処理では、エラー報告を行った後、戻り値としてFalseを返して
処理を停止するか、Loginメソッドによりセッションをリセットしてアプリケーションを再
起動して下さい。

グローバル例外ハンドリング
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ローカルファイルの扱い方
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クライアントコンピュータのファイルシステムを扱うためのクラスとして、FileSystemク
ラスが用意されています。 FileSystemクラスは、ファイル名を仮想ファイル名で処理
します。仮想ファイル名とは、特定のディレクトリをルートディレクトリとしてマップした
アクセス範囲に制約のあるファイル名です。

• 主なメソッド
DeleteFile

指定したファイル又は、フォルダを削除します。フォルダを指定した場合、ディレ
クトリのその中に含まれるファイルとサブディレクトリは再帰的に削除します。

IsDirectory

指定したファイルがフォルダの場合、TRUEを返します。

CreateDir

指定した仮想ファイル名でディレクトリを作成します。

Open

指定したモード（読み込み、書き込み、追記）でファイルを開き、Fileクラスのオブ
ジェクトに割り当てます。ファイルがオープンできた場合、Fileクラスのオブジェク
トを返します。

OpenDialog

開くファイルをダイアログで選択して読み込みモードで開き、Fileクラスのオブ
ジェクトに割り当てます。ファイルがオープンできた場合、Fileクラスのオブジェク
トを返します。

SaveDialog

保存ダイアログでユーザが選択したファイルを書き込みモードで開き、Fileクラス
のオブジェクトに割り当てます。ファイルがオープンできた場合、Fileクラスのオ
ブジェクトを返します。

Mount

任意のフォルダを仮想ファイル名にマップします。

FileSystemクラス

パッケージ名 Runtime Package

クラス名 FileSystem

下位クラス －

－
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• アクセス可能なフォルダについて
FileSystemオブジェクト作成時のコンストラクタの引数に指定する属性により、仮想
ファイル名がマップされているルートフォルダが変わります。

パブリック属性

パブリック属性でマップされるフォルダは、すべてのCRSアプリケーションで共通
のため、複数のCRSアプリケーションの間で共有できますが、ファイル名が衝突
したり、不正にファイルの内容を参照されてしまう可能性があります。

プライベート属性

プライベート属性でマップされるフォルダは、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、サーバごとに個別にファイルを管理できます。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。

また、プライベート属性の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ォルダ名にマウントすることができます。

FileSystemクラス

ルートフォルダ（※）

/storage/emuldated/0/Android/data/jp.co.opst.bizht.v1/files/FileSystem/root
（※）Android OSのバージョンやマルチユーザ機能使用時ではパスがことなる
場合がありますのでご注意ください。

デフォルトのルートディレクトリ（※）

/data/data/jp.co.opst.bizht.v1/files/FileSystem/private_root/(サーバ名)
（※）本ディレクトリはBiz/Browser HT以外からはアクセスできません。
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ローカルファイルを扱うためのクラスとして、Fileクラスが用意されています。

• 主なプロパティ
FileName

ファイル名が設定されます。（読み込み専用）

PathName

フルパスで物理ファイル名が設定されます。 （読み込み専用）

• 主なメソッド
Close

ファイルを閉じます。

Read

ファイルからデータを読み込みます。

ReadBinary

ファイルからバイナリデータを読み込みます。

Write

ファイルにデータを書き込みます。

WriteString

ファイルに文字列データを書き込みます。

Fileクラス

パッケージ名 Runtime Package

クラス名 File

下位クラス －

－
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ログファイルの出力例

ログファイルの出力例
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ローカルDBの扱い方
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Biz/Browser HTは、専用ローカルDB（SQLite）を標準搭載しています。

データベース操作のためのクエリ生成用クラスを利用することで、簡易的なデータ
操作も可能です。

ローカルDBの本体となるクラスで、SQLiteデータベースを操作する機能を提供しま
す。データ型、型変換規則、構文、その他各種概念はSQLiteのものに準じます。

• 主なプロパティ
FileName

データベース接続を行うファイル名を示します。

LocalDBクラス

アクセッサクラス

クエリ生成用クラス

・検索結果取得
・登録/更新/削除結果取得

・データ検索
・データ登録/更新/削除

パッケージ名 DB Package

クラス名 LocalDB

下位クラス －

－
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• 主なメソッド
Begin

トランザクションを開始します。

Close

データベースへの接続を明示的にクローズします。

Commit

データベースへの変更操作をコミットします。

CreateStatement

ステートメントを作成します。

Exec

クエリを実行します。

IsTableExists

テーブルが存在するか調べます。

Rollback

データベースへの変更操作をロールバックします。

• データ型について
CRSの各型の値は、データベース型に応じて適切に変換されます。

SQLiteデータベースの型とCRSの型は下記のように対応づけて変換されます。

LocalDBクラス

CRS型 SQLite型

整数 INT

文字列 TEXT

Number REAL

null NULL

ByteArray BLOB
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LocalDBを使用する方法

データベースファイルの作成
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LocalDBを使用する方法

作成したデータベースにデータを
追加して、FlexViewにセット

192



LocalDBを使用する方法

FlexViewで表を作成
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外部デバイス制御
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Androidハンディーターミナル

Biz/Browser HTでは、Biz/Browser専用のAndroidサービスとして動作する「外部制
御モジュール」を提供しています。

これらのサービスは、メーカー提供SDKを内包したサービスとなっており、
Biz/Browser HT側から実行する際のインターフェースはすべて同一のインター
フェースとなっております。

これにより、メーカー独自仕様のSDKを意識せずに、ハンディターミナルのデバイス
制御が実現できます。

外部デバイス制御とは

Biz/Browser専用RFID制御
モジュール
（Android サービス）

RFID Extension “A”

A社
SDK

RFID Extension ”B”

B社
SDK

RFID Extension “C”

C社
SDK

マルチデバイス
アプリケーション

readTag()

CommManager
.startAccept()

getReadTags()

startReadTag()

A社
リーダー

B社
リーダー

C社
リーダー

Biz/Browser HTで、startReadTagメソッドを実装
することにより、各メーカーのSDK毎に異なるメ

ソッドを実装することなく、リーダーへの命令を
実行することが可能
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端末制御モジュールイメージ図

• セットアップの流れ
・ 各対応端末の端末制御モジュールを入手

■対応しているハンディターミナルについては、以下のサイトを参照ください。

https://biz-browser.jp/product/system/

・ 入手したapkファイルを端末内に配置して、インストールします。

バックグラウンドで動作するアプリケーションのため、アプリケーション起動などの操
作は不要です。

端末制御モジュール概要

端末制御モジュール概要

対応
Biz/Browser

インストール
方法

アプリ形態 共通I/F

端末制御モ
ジュールは
Biz/Browser HT

に対応していま
す。

Biz/Browser HT

本体とは別にイ
ンストールする
必要があります。

サービスとして
動作します。※
バックグラウンド
で動作するアプ
リケーション

Biz/Browser HT

から実行する際
のI/Fは全て共
通です。

マルチデバイス
アプリケーション

端末制御モジュール

Android
SDK

ハンディメー
カー提供SDK

共
通
I/F

USB等で端末
に直接配置インス

トール

制御命令

コールバック

実行

実行
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Biz/Browser HT用のインターフェースを持った外部サービスと連携するクラスです。

ButtonやLabel等と同じように、オブジェクトツリーに接続した状態で使います。

• 主なメソッド
Bind

外部サービスと接続します。

Invoke

接続中のサービスに対して処理の実行を要求します。

• アプリプログラムからの実行概要
プログラム処理の流れ

① 端末制御モジュールサービスとの接続

ExternalService.Bind()を使用して、端末制御モジュールのサービスと接続します。

② 端末制御モジュールサービスへ処理の実行要求

ExternalService.Invoke()を使用して、接続した端末制御モジュールのサービスに
対して処理の実行を要求します。

③ 端末制御モジュールサービスからのコールバックイベント受信

実行したメソッドに応じたコールバックイベントが発生します。

※各メーカー対応の端末制御モジュールの機能一覧及び使用方法については

リファレンスを参照ください。

ExternalServiceクラス

パッケージ名 ExternalObject Package

クラス名 ExternalService

下位クラス －

－
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端末制御モジュールを使用する方法

各端末制御モジュール専用のIDを指定

外部サービスへの接続
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端末制御モジュールを使用する方法

ブザーを鳴らすメソッド

199



Biz/Browser HT 入門
リリース日 2022年 8月 31日 初版

Copyright © Open Stream,Inc. All rights reserved.

200


