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1. はじめに

Biz/Browser、Biz/Designer をご利用いただき、誠に有難うございます。

本ガイドは、Biz/Browser の位置付けと Biz/Designer の基本的な使用方法について理解していた

だくことを目的として作成致しました。

本製品の導入に向けて本ガイドが、皆様のお役に立つことを心より願っております。

� 本ガイドは Biz/Browser、Biz/Designer を使った Web システムの構築方法を具体的な例を示

しながら説明しています。

詳細情報は「Biz/Designer XE オンラインマニュアル」の「Biz/Designer オペレーションガイ

ド」および「Biz/Browser CRS マニュアル」をご覧ください。

� 本ガイド および、付属のソフトウェアに関する所有権、知的財産権、その他全ての権利 およ

び、権限は、アクシスソフト株式会社が所有しています。

� 本ガイド および、付属のソフトウェアは使用許諾契約書に記載されている内容に反して使用ま

たは複製することはできません。

� 本ガイドに記載されている内容 および、付属のソフトウェアの仕様は、将来予告なく変更する

ことがあります。

� 付属のソフトウェアを運用した結果の影響について、一切責任を負いかねますのでご了承くだ

さい。

� Windows は米国マイクロソフト社の登録商標です。

� その他の製品名は各社の商標または登録商標です。

1.1 表記について

� 画面について

操作中に表示されている画面例は、必要な部分のみ載せています。

� ヒントについて

操作方法や、設定内容に関する参考情報は、ヒントマークで表示します。

� 注意について

特に注意が必要な情報については注意マークで表示します。
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2. 動作環境とインストール

2.1 動作環境

（１）Biz/Browser は Web システムとしてクライアント側で動作するブラウザです。

動作環境は下記のとおりです。

・Windows 98 
・Windows Me 
・Windows NT 
・Windows 2000 
・Windows XP
・Windows Vista(ver 4.1.3.4～)
・Windows 7(ver 4.3.0.0～)

Windows 95 はサポート外ですのでご注意ください。

（２）Biz/Designer は開発者用の設計ツールです。動作環境は下記のとおりです。

・Windows NT（～ver 4.1.4.0）
・Windows 2000 
・Windows XP 
・Windows Vista(ver 4.1.4.1～)
・Windows 7(ver 4.3.0.0～)

Biz/Designer には設計時動作確認用に Biz/Browser が付属しております。

2.2 開発者が使用する環境のインストール

開発者が使用する環境として開発用 PC にプログラムのセットアップを行うには、CD-ROM か

ら起動させてセットアップを行います。

セットアップはアドミニストレータ権限を持つユーザで行ってください。

・ BizBrowserSetup_ja.EXE（日本語 Biz/Browser）
・ BizDesignerSetup_ja.EXE（日本語 Biz/Designer）
・ BizBrowserSetup_en.EXE（多言語対応 Biz/Browser）
・ BizDesignerSetup_en.EXE（多言語対応 Biz/Designer）

開発用コンピュータ
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3. Biz/Browserとは
Biz/Browser は、従来の HTML ブラウザでは不可能だった、高速レスポンスと、業務システム

に最適なエンドユーザオペレーションを実現した業務用 Web ブラウザです。

3.1 Biz/Browserの動作形態
Biz/Browser は、システムの運用形態により下記の３種類の方法で動作させることが可能です。

それぞれのインストールは、正式なシステム運用形態の中で方法を決めます。

１．アプリケーション版

クライアント側で InternetExplorer と別に独立で動作します。

クライアント サーバ

２．OLE － 独自通信版

InternetExplorer での OLE として動作し、通信は Biz/Browser 独自で行います。

クライアント サーバ

３．OLE －InternetExplorer 通信版

InternetExplorer での OLE として動作し、通信は InternetExplorer を利用します。

クライアント サーバ

HTTP

HTTP

HTTP

HTTP

InternetExplorer

InternetExplorer

Biz/Browser

Biz/Browser

InternetExplorer Biz/Browser
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3.2 CRS（Chain Reflection Script）プログラムとは

CRS とは、Biz/Browser に内蔵されているスクリプト言語です。

JavaScript のネイティブオブジェクト、スクリプトのステートメントや演算子などは、ほとん

どが JavaScript と同じように動作しますので、JavaScript の知識があれば、特別な習得を必

要としません。

■CRS プログラムの概要

CRS プログラムは、Biz/Browser によりロードされ中間言語にコンパイルされた後、インタ

プリタにより実行が開始されます。このとき、プログラムを構成する要素がすべて揃ってい

る必要はなく、ロードされた CRS プログラムから順次実行が開始されます。

必要な構成要素は、実行される CRS プログラムがロジックの中でロード命令［GET］を発

行することで、動的に組み立てられます。

CRS プログラムは、JavaScript 互換文法ですので、システムの将来性、永続性を確保する

と共に、他の情報系システムにおける開発スキルの共用を可能とします。しかし、完全な互

換性を持つものではありません。

■オブジェクトとイベントハンドラ

CRS プログラムは、主にオブジェクト構造の定義とイベントハンドラ関数定義で構成されま

す。

オブジェクトは Biz/Browser に 70 種類以上内蔵され、例えばボタンとしての機能を持つオ

ブジェクトなどがあります。

イベントハンドラ関数は、オブジェクトにより定義されるさまざまなイベントが渡されます。

イベントハンドラ関数には、それらのイベントに対してどのように動作するかを記述します。

例えば、ボタンをクリックしたときなどの動作を記述します。

Biz/Browser

GET命令

GET命令

CRSプログラム

CRSコンパイラ 中間言語

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

インタプリタ

CRSプログラム

CRSプログラム
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3.3 キャッシュ機能

通常の HTML ブラウザは、通信のたびにサーバから画面情報とデータを取得しますので、レ

スポンスが遅くなります。Biz/Browser は、静的な画面情報を初回ロード時にコンパイルして

クライアントのハードディスクにファイルとしてキャッシュし、動的なデータのみサーバから

取得します。動的データとキャッシュデータを統合して表示することで、通信量を少なくする

ことができ、従来型のクライアント/サーバシステムに匹敵するクイックレスポンスを実現し

ます。

キャッシュは取得される URL 単位に管理されます。

キャッシュのバージョン管理はアプリ側の責任になります。

アプリケーションのバージョン管理方法については、

「Biz/Designer XE オンラインマニュアル ＞ Biz/Browser CRS マニュアル ＞

Biz/Browser 起動時の動作 ＞ キャッシュの整合性確認」を参照して下さい。

サーバ クライアント 表示される画面

H
TM

L

ブ
ラ
ウ
ザ

B
iz/B

row
ser

画面情報ＨＴＭＬ

計算結果

毎回、画面情報と計算結果を

クライアントに送信

通通信信量量大大

画面情報CRS

計算結果

1回目のみ

通通信信量量小小

動的部分（ﾃﾞｰﾀ）

のみ通信

※静的部分（画面情報）は

ディスクにキャッシュ

ABC 

1,500

23

東Ａ５
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3.3.1 キャッシュの設定

キャッシュの設定は、［キャッシュの有無］、［キャッシュの使用容量］、［キャッシュの

配置場所］等、クライアント毎に行います。

しかし、通常の運用時には、エンドユーザ（顧客）に設定して頂くことはありません。

本ガイドでの利用においても全てデフォルト設定のままとしてください。

①Biz/Browser を起動します。

［スタート］－［プログラム］－［AXIS SOFT］－［BizBrowser］－［BizBrowser X.X］

を選択します。（x.x はバージョン番号）

②Biz/Browser のメニューバーの［表示］－［キャッシュ設定］を選択します。

■キャッシュの有効・無効を設定します。

キャッシュを使用した運用を行う場合は、［ローカルキャッシュを使用する］にチェック

をします。

キャッシュを使用した運用を行わない場合は、［ローカルキャッシュを使用する］のチェ

ックを外します。

■キャッシュとして使用するハードディスクの容量を MB で指定します。

０（ゼロ）MB を指定すると無制限になります。

■キャッシュの配置場所を変更したい場合は、［ディレクトリの変更］ボタンをクリックし、

キャッシュの配置場所を指定します。

デフォルトでは、C:¥Documents and Settings¥ユーザ名¥Application Data¥AXIS 
Soft¥BizBrowser に設定されています。

■現在のキャッシュを削除したい場合は、［現在のキャッシュを削除］ボタンをクリックし

ます。

キャッシュの配置場所に指定してある全てのキャッシュ情報を削除します。
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3.4 拡張子の関連付け

Biz/Browser をセットアップすると、次の拡張子が Windows に登録されます。

� CRS 
通常の CRS ファイルです。アイコンの「開く」操作（ダブルクリックなど）で Biz/Browser
が起動して実行します。インターネットエクスプローラで開くと、インターネットエクスプロ

ーラの内部に Biz/Browser が表示されます。

� CRX 
通常の CRS ファイルと同じ内容です。アイコンの「開く」操作（ダブルクリックなど）で

Biz/Browser が起動して実行します。インターネットエクスプローラで開くと、インターネッ

トエクスプローラの外部に Biz/Browser の新しい Windows が表示されます。

� CAR 
CRS アーカイブです。アイコンの「開く」操作（ダブルクリックなど）で Biz/Browser が起

動して実行します。インターネットエクスプローラで開くと、インターネットエクスプローラ

の外部に Biz/Browser の新しい Windows が表示されます。

� CRSnn、CRXnn、CARnn ( nn は Biz/Browser バージョンの上 2 桁です)
それぞれ、CRS,CRX,CAR の各ファイルと同じ役割ですが、以下の対応表に従ったバージョン

の Biz/Browser に関連付けされています。

例えば、Biz/Browser ver4.1.0.3 をインストールした場合、CRS41,CRX41,CAR41 となり、す

べて Biz/Browser ver4.1.0.3 に関連付けられます。

nn の付加されていない拡張子は、インストール状況により関連付けられている Biz/Browser
のバージョンは異なる可能性があります。

通常のアプリケーションでは、nn の付加されていない拡張子を使用しますが、特別な理由で

インターネットエクスプローラ内に特定のBiz/Browserのバージョンを実行したい場合に利用

する事ができます。

例えば、Biz/Browser ver4.0 用に作成したアプリケーションと、Biz/Browser ver4.1 用に作成

したアプリケーションを実行したい場合、通常は ver4.1 で利用できますが、特別な理由でそれ

ぞれ、ver4.0 と ver4.1 で実行する必要があるとき、インターネットエクスプローラによって

ダウンロードされる URL だけ crs40 や crs41 の拡張子として WEB サーバを構成します。

CRS31，CRX31，CAR31 ----- Biz/Browser3.1

CRS40，CRX40，CAR40 ----- Biz/Browser4.0

CRS41，CRX41，CAR41 ----- Biz/Browser XE（ver4.1～）
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4. Biz/Designerとは
Biz/Designer は、基幹業務システムをビジュアルな開発環境で効率よく操作できる画面開発ツ

ールです。

4.1 Biz/Designerの起動方法
Biz/Designer の起動は、下記の操作を行います。

①［スタート］－［プログラム］－［AXIS SOFT］－［BizDesignerX.X］－［BizDesignerX.X］
を選択します。（x.x はバージョン番号）

4.2 各部の名称

ツールバーや各ビューのウィンドウを自分の好きな位置に移動できます。配置情報は保存

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。

プロパティビュープロジェクトビュー

デザインペイン

スクリプト

ペイン

オブジェクトビュー ウォッチビュー アウトプットビュー クラスセレクタ
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5. Biz/Designer 開発手引き

5.1 目的
例題を通して、Biz/Designer の操作方法、CRS プログラム、サーバとの連携方法を習得し

ます。

5.2 例題の概要
サーバに置かれた”書籍データ”をクライアントから一覧表示したり、新規に登録したり、

変更したり、また印刷をしたりといった一般的な「書籍システム」です。

5.2.1 例題を行うために必要な環境

本書では、IIS を Web サーバとして、一台のパソコン内でクライアントとサーバのやりとり

を実現します。

ハードウェア

・ 2.1 動作環境（２）の OSいずれかがインストールされたコンピュータ

ソフトウェア

・ Biz/Designer 開発用

・ Biz/Browser テスト実行用

・ IIS Web サーバ連携テスト用

・ Microsoft Access または、ODBC ドライバ データベース操作用

※本書では、IIS を C:¥Inetpub¥wwwroot で設定したものとして説明しております。
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5.2.2 書籍マスタ項目・機能・画面レイアウト・システム構成概念図

■書籍マスタ項目

・ISBN 番号 ：文字列

・書籍名 ：文字列

・著者 ：文字列

・出版社 ：文字列

■機能

（１）書籍マスタ一覧

（２）書籍マスタ登録

（３）書籍マスタ訂正

（４）書籍マスタ削除

（５）書籍マスタ印刷

※データの一覧表示に、スプレッドシートを利用します。

■画面レイアウト

例題では、下図のような画面を作ります。画像を配置することなどでさらに見栄えの良い

画面を作成することも可能です。
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■システム構成概念図

5.2.3 例題のファイル構成

CRS ファイル

・ Form_Main.crs   メイン画面

・ Input_Dialog.crs  入力用ダイアログ画面

・ G_data.crs   データ受け渡し領域定義

・ list.crs    印刷イメージ定義

ASP 
・ ichiran.asp   一覧機能

・ touroku.asp   登録機能

・ teisei.asp   訂正機能

・ sakujo.asp   削除機能

DB 
・ book.mdb   書籍マスタデータベース

※上記のファイル一式は Biz/Designer インストールフォルダ内の”Introduction”フォルダ

に用意してあります。

デフォルトでは以下のフォルダになります。

”C:¥Program Files¥AXIS SOFT¥BizDesignerX.X¥Introduction¥japanese”
（x.x はバージョン番号）

CRS ファイルについては完成版を付けておりますが、本ガイドに沿うことにより作成する

ことができますので、極力参考としてお使いください。

CRS ﾌｧｲﾙASPDB

Web サーバ（IIS）

Biz/Browser

HTTP
このような構成で動作するアプリケ

ーションを作成します。
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5.3 Biz/Designerの設定変更

アプリケーション全体の設定を行います。

■基本環境設定

メニューバーの［ツール］－［オプション］で［オプション］ダイアログが表示されます

ので［基本環境］タブを選択します。

①Biz/Browser のパス

テスト実行に使用する Biz/Browser のパスを指定します。

Biz/Designer を初めて実行した時点でインストールされている Biz/Browser のパスが

設定されます。

通常は変更する必要はありません。

②編集ファイルのオートバックアップを有効

チェックすると編集中ファイルのバックアップを［バックアップ間隔］で指定した間隔

で定期的にバックアップを行います。

もしも不測のエラーでアプリケーションが終了してしまった場合でもバックアップフ

ァイルから復帰できる場合があります。

通常は有効に設定してください。チェックをつけましょう。

③バックアップ間隔（秒） 
オートバックアップを行う間隔を秒単位で指定します。最小 5 秒から最大 3600 秒まで

指定できます。

なるべく短く設定しましょう。ここでは 30（秒）と設定します。

④実行時に変更ファイルを保存

チェックするとテスト実行時毎に自動的に編集中のファイルをすべて保存してからテ

スト実行を開始します。

ここではテスト実行機能を多く使用することになると思われますので、チェックをはず

しましょう。
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⑤起動時に前回のプロジェクトを開く 
チェックすると起動時に前回使用したプロジェクトを自動的に読み込みます。

通常は変更する必要はありません。

⑥ファンクションコールの最大ネスト数

デザイン時およびテスト実行時の、Get()メソッドや import または Function 呼び出し

などの呼び出し最大ネスト数を指定できます。0(無制限)～100 ネストまで設定可能です。

過剰なネストが起こった場合、メモリを消費しつくしてスタックオーバーフローを引き

起こす場合がありますので、無制限に設定する場合には注意が必要です。

ここでは、デフォルトの 50 のままで、変更する必要はありません。
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5.4 新規プロジェクトの作成－ファイルの管理

①メニューバーの［ファイル］－［新規プロジェクト］を選択します。

②［空のプロジェクト］を選択し、［OK］ボタンをクリックします。

③表示された［空のプロジェクト作成］ダイアログで、プロジェクト名を設定します。

ここでは［BizSample］と入力します。

④作成フォルダは変更しないで［OK］ボタンをクリックします。

プロジェクトビューが下図の状態になります。

ファイル管理の解説

Biz/Designer は、プロジェクト単位にファイルの管理や設定を行います。これらのプロ

ジェクトの情報は、プロジェクトファイル（拡張子が bdp のファイル）に保存され、プ

ロジェクトの追加［ファイル］－［プロジェクトの追加］の操作時に解釈されます。

詳細は「Biz/Designer XE オンラインマニュアル ＞ Biz/Designer オペレーションガイ

ド ＞ ドッキングビュー ＞ プロジェクトビュー」を参照して下さい。



アクシスソフト株式会社

- 15 - 

導入ガイド

5.5 準備と設定
Biz/Designer では、Web サーバと連携した実際のアプリケーションの実行環境に近い開

発環境を提供します。そのためには若干の設定と準備が必要になります。

■ネットワーク設定

Biz/Designer は自身がプロキシサーバ機能を実装し、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することができます。

メニューバーの［実行］から［ネットワークの設定］を選択します。

①Biz/Desiger 内蔵サーバの設定

ポート番号

テスト実行時 Biz/Browser が Biz/Designer にアクセスするポート番号を設定します。

他の起動中のサーバサービスと重複しない番号を指定します。

通常は変更する必要はありません。

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。時間のかかるサーバプログラムを実行し、タイムアウトしてしまう場合には

変更して下さい。

ここでは変更する必要はありません。
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②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サーバへフォワードする場合に使用するプロキシサー

バの設定をします。外部サーバを利用する場合は、必要に応じて各項目を設定します。

ここでは変更する必要はありません。

③リダイレクトマップの設定

テスト実行時に特定の 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。

例えばプロジェクトの設定は本番サーバへの URL を設定しておき、本番サーバへアク

セスするようなコーディングをしておきながら実際にはリダイレクトでテストサーバ

へアクセスさせるような用途に用いることができます。

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。

開発環境に合わせて、設定を行って下さい。

ここでは変更する必要はありません。
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■基本設定

プロジェクトビューでプロジェクト名にフォーカスをあて、右クリックし、ポップアップ

表示されたメニューから［設定］を選択します。もしくは、メニューバーの［プロジェク

ト］－［設定］で［プロジェクトの設定］ダイアログが表示されますので［基本設定］タ

ブを選択します。

①プロジェクトにマッピングする URL
プロジェクトにマッピングする URL を指定します。

要求ファイルがプロジェクト内に存在しない場合、ここで指定した URL にあるファイ

ルを探しにいきます。

ここでは、"http://localhost/shoseki"と設定します。

Biz/Designer で上記の様にマッピングを設定すれば、Get("ichiran.asp")の様なアクセス

は自動的に http://localhost/shoseki/ichiran.asp と解釈されます。

要求ファイルがプロジェクト内に存在しない場合、Biz/Designer は、

要求 Get("http://localhost/shoseki/ichiran.asp")を実サーバに転送し、その結果を

Biz/Browser に返します。

※Biz/Designer 4.1.4.2 以降では、「プロジェクトにマッピングする URL」の 
ホスト名に「localhost」または「127.0.0.1」を使用することができなく

なりました。「localhost」ではなく、コンピュータ名を指定してください。
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5.6 便利な機能
5.6.1 プロパティ補完

スクリプトペイン上で頭文字を入力し、［Ctrl］＋［Space］キーを押下すると、記述可能

なスクリプト候補（プロパティ、メソッドや下位オブジェクトなど）がポップアップされま

す。候補をポップアップリストから選択し、［Enter］キーを押下するとスクリプトに入力

されます。複数の候補がある場合には、2 文字目、３文字目と入力すると候補を絞り込むこ

とができます。

（オブジェクト名に続けて”．”ピリオドを入力すると、［Ctrl］＋［Space］キーを押下しな

くても候補がポップアップされます。）

5.6.2 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 ＆

ドロップするとスクリプトに入力ができます。

①ドラッグ ②ドロップ

①

②
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5.7 GUIの作成
メインフォームの作成方法を説明します。

5.7.1 フォームの作成

①メニューバーの［表示］－［標準ツールバー］により標準ツールバーを表示し、［新規作

成］のアイコンをクリックします。

②表示された［新規作成］ダイアログから［フォーム］を選択し、［OK］ボタンをクリッ

クします。

③デザインペインに新規フォームが表示されます。

フォームの作成は、ショートカットメニューから行うこともできます。

①プロジェクトビューの［BizSample］を指定して右クリックします。

②ポップアップ表示されたメニューから［新規作成］－［フォーム］を選択します。

③デザインペインに新規フォームが表示されます。



アクシスソフト株式会社

- 20 - 

導入ガイド

5.7.2 フォーム名の変更

作成されたフォームに名前をつけます。わかりやすいように”Form_Main”に変更します。

①プロパティタブに表示されたプロパティ一覧の一番上の Name プロパティに”Form1”と

表示されていることを確認します。

②このプロパティの値を”Form_Main”に変更し［Enter］キーを押下します。

5.7.3 フォームの保存

標準ツールバーの［保存］のアイコンをクリックするか、メニューバーの［ファイル］－［名

前を付けて保存］を選択します。

①表示された［名前をつけて保存］ダイアログで［ファイル名］のテキストボックスに

”Form_Main”と入力し［保存］ボタンをクリックします。

フォームが指定した名前で保存されます。
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5.7.4 初期ウィンドウサイズの変更

画面作成にあたり、初期表示サイズをWebクライアントとして問題とならない 800×600（単

位：ピクセル）にフォームサイズを設定します。

”Form_Main”のプロパティで Width を 800、Height を 600 に変更してください。

変更は、デザインペイン（GUI 画面）でのプロパティタブで変更するか、スクリプトペイン

でスクリプトを直接記述します。

■プロパティタブでの変更

①プロパティビューの Width の項目の値に 800 を入力し［Enter］キーを押下します。

②プロパティビューの Height の項目の値に 600 を入力し［Enter］キーを押下します。

■スクリプトペインでの変更

①スクリプトペイン上で、Width = 800;、Height = 600; を直接記述します。
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プロパティタブの「値」の各項目をダブルクリックすると「値」の項目の右に三角ボタ

ン「▼」が表示されます。表示された三角ボタン「▼」をクリックするとプルダウンか

ら用意された値を選択できます。

5.7.5 タイトルの作成

① メニューバーの［表示］－［ドッキングバー］－［クラスセレクタ］を選択し、クラス

セレクタを表示します。

② 下記の画面が表示されますので、［ラベル］のアイコンをクリックします。

③ デザインペイン上でドラッグしてタイトル用のラベルを作成してください。

④ 下記のプロパティを設定します。

●色は濃い青 BgColor = $DBLUE
●文字色は白 FgColor = $WHITE
●フォントサイズは 24 FontSize = 24
●水平方向の中央割付け HorizontalAlign = $CENTER
●タイトルを設定 Value = ”書籍マスタメンテ”
●ラベルフィールド名 Name = Label_Title 

 

デザイン画面が小さく、操作しづらい場合は［F8］キーを押下するとデザイン画面を大き

く表示することが出来ます。元に戻す場合も［F8］キーを押下します。

文字列型のプロパティの値は””(ダブルクォート) で括る必要があります。
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5.7.6 イメージボタンの作成

イメージボタンは JPEG もしくは PNG の画像タイプであれば、直接ファイルを指定して画像

を表示することのできるボタンです。画像ファイルをプロジェクトに読み込むことで、デザ

インペイン上で画像の状態を確認することができます。

①クラスセレクタの［イメージボタン］アイコンをクリックし、デザインペイン上でドラッ

グして作成します。

②大きさを合わせるため、残りの４つのボタンは作ったボタンをコピーし、ペーストします。

③それぞれの位置をあわせます。

Height をスクリプトペインで記述しても、デザインぺインで調整しても、どちらでも可

能です。

オブジェクトの位置決めは、グリッド表示させてから操作すると簡単にできます。

レイアウトバーのグリッドの表示非表示をクリックし、グリッドを表示させ利用できます。

デフォルトは 8 ピクセルですが、同じくレイアウトビューのグリッドの設定で自由に変更

できます。
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5.7.7 イメージボタンの設定

プロパティ設定 
各ボタンのプロパティを下記の内容で、デザインペインでのプロパティビュー、もしくはス

クリプトペインで設定します。

■各ボタンの Name の設定

一覧ボタン → Button_ichiran
登録ボタン → Button_touroku
訂正ボタン → Button_teisei
削除ボタン → Button_sakujyo
印刷ボタン → Button_insatsu 

■各ボタンの AltKey の設定

一覧ボタン → $F05
登録ボタン → $F01
訂正ボタン → $F02
削除ボタン → $F04
印刷ボタン → $F06 

■各ボタンの Title の設定

一覧ボタン → ”一覧(F5)”
登録ボタン → ”登録(F1)”
訂正ボタン → ”訂正(F2)”
削除ボタン → ”削除(F4)”
印刷ボタン → ”印刷(F6)”

■各ボタンの FontSize の設定

全て 12

AltKey の解説

指定されたキーでボタンの Touch イベントを発生させる代替のキーを指定するプロパテ

ィです。

画像設定

イメージボタンに画像を表示するには SetImage メソッドを利用します。

■各ボタンの設定

一覧ボタン → SetImage(“macpin01.jpg”)
登録ボタン → SetImage(“macpin02.jpg”)
訂正ボタン → SetImage(“macpin03.jpg”)
削除ボタン → SetImage(“macpin04.jpg”)
印刷ボタン → SetImage(“macpin05.jpg”) 

 

SetImage メソッド

呼出形式は SetImage(Object or URL)
Object 指定できるのは Image オブジェクトまたは ImageList オブジェクトになります。

URL 指定の場合は JPEG または PNG が利用できます。
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5.7.8 スプレッドシートの作成

検索されたデータを一覧で表示させる画面を作成します。

①クラスセレクタの［スプレッドシート］を選択します。

②デザインペイン上にカーソルをもってくると十字のカーソルになりますので、ドラッグし

スプレッドシートを配置します。

5.7.9 スプレッドシート カラムの追加

作成されたスプレッドシートのカラム（列）の追加と設定を行います。

①オブジェクトビューの［SpreadRow1］を選択し、マウスで右クリックすると［子オブジ

ェクトの挿入］が表示されますので選択し、子オブジェクトの挿入ダイアログを表示させ

ます。［SpreadColumn］を選択し、カラムを追加します。

②「一覧」ボタンの一覧表示で必要な「ISBN 番号」「書籍名」「著者」「出版社」の４つ

のカラムを作成します。
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5.7.10 スプレッドシート カラムの設定

各カラムを下記の内容で、デザインペインでのプロパティビュー、もしくはスクリプトペイ

ンで設定します。

■各カラムの Title の設定

SpreadColumn1 → ”ISBN 番号”
SpreadColumn2 → ”書籍名”
SpreadColumn3 → ”著者”
SpreadColumn4 → ”出版社”

■各カラムの Name の設定

SpreadColumn1 → ISBN
SpreadColumn2 → BNAME
SpreadColumn3 → WRITER
SpreadColumn4 → PUB

Spread Object の解説

格子状の表にデータを表示するオブジェクト。Spread は単独では機能しない複合 Object
で、表に表示するデータを格納するために Spread Object の下位に定められた構造で

Object を用意する必要があります。

Object の構造

Spread SP

SpreadRow SR

Spread オブジェクト本体

Spread の直下には、SpreadRow が必要。

これ以外の DisplayObject は置くことはできません。この

SpreadRow が行を管理します。

SpreadColumn SC1

SpreadColumn SC2

SpreadColumn SC3

SpreadRow の下位には、SpreadColumn が必要です。

これ以外の DisplayObject を置くことはできません。

SpreadColumn オブジェクトは Spread が表示する表の

列に相当します。よって、列の数はこの Object の数によ

って決まります。

表に表示される時、定義した順番で左列から右方向に並

びます。
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5.8 イベント処理の実装
ここでは、「一覧」ボタンがクリックされたら何を・・・といった Biz/Browser 側で実行する

スクリプトを記述します。記述は JavaScript 記法互換です。

5.8.1 一覧機能の作成
書籍マスタを全件検索し、その結果をスプレッドシートに表示します。

5.8.1.1 書籍マスタの配置
書籍マスタは用意してあります"book.mdb"を利用します。ファイルの置き場所はC:¥book
の直下とします。

※IIS が"book.mdb"に書き込みを行うために、ディレクトリ(C:¥book)と"book.mdb"に
は、インターネットゲストアカウントの書き込み権限が必要です。

5.8.1.2 書籍マスタ読み込みアプリ作成と配置
書籍マスタ（"book.mdb"）から全件データを取出して、CSV 形式のテキストファイルを

作成します。

<ichiran.asp> 

<次ページへ続く>

<%@ LANGUAGE="VBScript" %> 

<% 

On Error Resume Next 

 

Dim dbCN 

Dim dbRS 

Dim dbCOM 

 

Dim targetDB 

Dim targetTABLE 

Dim targetDIR 

'（読み込み元を変えるには、この部分を修正する。）

targetDIR = "C:¥book¥"   'データベースがあるディレクトリ（フルパス）

targetDB = "book.mdb"   'データベース名

targetTABLE = "book"   'テーブル名

'### コネクションオブジェクトを作り、データベースと接続する。

set dbCN = Server.CreateObject("ADODB.Connection") 

dbCN.Open "provider=microsoft.jet.oledb.4.0;data source=" & targetDIR & targetDB 

If Err.number <> 0 then 

 Response.AddHeader "CRS-Exception", "Method:ichiran; Code:1; Message:データベース接続エラー ;"

Response.End 

End If 

'### コマンドオブジェクトを作り、それを実行して結果をレコードセットに格納

set dbCOM = Server.CreateObject("ADODB.Command") 

set dbRS = Server.CreateObject("ADODB.RecordSet") 

set dbCOM.ActiveConnection = dbCN 
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<前頁ページから続き>

作成したファイル"ichiran.asp"の置き場所はC:¥Inetpub¥wwwroot¥shoseki の直下とし

ます。

'### SQLの整形

dbCOM.CommandText = "SELECT isbn, bname, writer, pub FROM " & targetTABLE & " " 

dbRS.Open dbCOM.CommandText,dbCN 

If Err.number <> 0 then 

 Response.AddHeader "CRS-Exception", "Method:ichiran; Code:2; Message:SQL実行エラー;" 

 Response.End 

End If 

'### レコードセットからループでデータを取り出す 

Do Until dbRS.EOF 

 Response.Write """" & dbRS.Fields("isbn").Value & """" 

 Response.Write "," 

 Response.Write """" & dbRS.Fields("bname").Value & """" 

 Response.Write "," 

 Response.Write """" & dbRS.Fields("writer").Value & """" 

 Response.Write "," 

 Response.Write """" & dbRS.Fields("pub").Value & """" 

 Response.Write vbcrlf 

 dbRS.MoveNext       

'次のデータを読む 

If Err.number <> 0 then 

Response.AddHeader "CRS-Exception", "Method:ichiran; Code:3; 次データ取得エラー;" 

 Response.End 

 End If 

Loop 

 

dbRS.Close 

 

set dbRS = Nothing 

set dbCN = Nothing 

set dbCOM = Nothing 

%> 
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5.8.1.3 イベント処理の記述

①デザインペインで「一覧」ボタンにフォーカスをあて、プロパティビューの［イベント］

タブにある［Touch］と書かれている「関数（評価式）」項目のラベル部分をダブルクリ

ックします。

下記の画像のように Touch イベント発生時に実行されるコードを記述するためのブレー

ス”Function OnTouch( e )”がスクリプトペイン上に自動生成されます。

ここに記述されるスクリプトが、「一覧」ボタンがクリックされたときに実行されることに

なります。

イベントとイベントハンドラの解説

イベントハンドラは、“On”+“イベントの名前”という名前の Function として定義しま

す。CRS の実行エンジンは、イベントの伝播先にこのような名前で定義されている Function
を探し、イベントを伝播していきます。

ラベル部分をダブルクリック

ユーザによるキー入力、マウスによるボタンのクリック、表示内容の変化、印字の改頁、印刷

時のキーブレイクなどでイベントが発生します。発生したイベントはイベントキューを経由し

て対応するイベントハンドラに渡されます。イベントハンドラ内では、オブ ジ ェ ク

トのプロパティ変更、またはメソッドの実行などイベントの内容に応じた挙動がユーザアプリ

ケーションによって定義されます。
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5.8.1.4 書籍マスタ読み込みの記述

イベントハンドラ内で書籍マスタをスプレッドシートに読み込むスクリプトを記述します。

スプレッドシートの内容をクリアしてから書籍マスタ読み込みアプリ（”ichiran.asp”）で作成

したデータをスプレッドシートに読み込みます。

1)Form_Main.Spread1.SpreadRow1.truncate(); 
truncate はスプレッドシートの内容をクリアするメソッドです。

2)var sp = new CSVDocument; 
CSV テキストロード用 CSVDocument オブジェクトを作成します。

3)sp.Get("ichiran.asp"); 
書籍マスタ読み込みアプリ（”ichiran.asp”）で作成した CSV テキストをロードします。

4)Form_Main.Spread1.SpreadRow1 << sp; 
ロードしたデータをスプレッドシートに読み込みます。

try … catch 文について

CRS は、JavaScript とほぼ同じように try…catch により例外をハンドリングすることが

できます。try ブロックで囲まれた実行文を実行し、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実行文に制御を移します。

［Form_Main.SpreadRow1］のようなオブジェクト名を記述する場合は、そのオブジェ

クトをオブジェクトビューからドラッグ＆ドロップでスクリプトペインに持ってくるこ

とで、タイプする量とタイプミスを減らすことができます。

書籍マスタが「CSV ファイル」としてサーバ側に置かれている場合の実装方法について

は「6.3.1 書籍マスタが CSV ファイルだったら？」を参照してください。

Function OnTouch( e ) { 

 Form_Main.Spread1.SpreadRow1.truncate(); 

 var sp = new CSVDocument; 

 try { 

 sp.Get("ichiran.asp"); 

 } 

 catch( e ) { 

 MessageBox( e.message, "一覧取得エラー", $OK + $ICONEXCLAMATION ); 

 //.Delete(); 

 } 

 Form_Main.Spread1.SpreadRow1 << sp; 

}
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5.8.1.5 テスト実行での確認

テスト実行で、動作を確認します。

赤色の［三角］アイコンをクリックします。もしくは、メニューバーの［実行］－［編集中フ

ァイルからテスト実行］を選択します。

フォームが表示されましたら、「一覧」ボタンをクリックして、書籍マスタ（"book.mdb"）
の内容がスプレッドシートに表示されることを確認してください。

5.8.2 登録機能の作成

登録機能は、登録用のダイアログを表示して入力、入力した内容をスプレッドシートに反映、

また同じ内容を書籍マスタへ登録します。下図はダイアログの完成イメージです。

ひとつのダイアログで登録、訂正の両方を行えるようにします。

5.8.2.1 新規ダイアログの作成

① 標準ツールバー －［新規作成］－［ダイアログ］のアイコンをクリックします。もし

くは、プロジェクトビューの［ダイアログ］にフォーカスをあて、右クリックし、ポッ

プアップ表示されたメニューから［新規ダイアログ］を選択します。

② ダイアログフォームが表示されますので、下記のプロパティを設定し、フォームの大き

さを調整します。

Width = 560 
Height = 230 

 
新規にダイアログを作成すると、自動的にその内部にフォームオブジェクトが生成されま

す。

ダイアログイメージ図
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5.8.2.2 ダイアログ画面イメージの作成
画面イメージを作ります。

ダイアログのタイトルをダイアログのプロパティビューの Title プロパティ、もしくはス

クリプトペインに直接記述します。

Title = "書籍マスタ登録";

Dialog Dialog 1{ 

 Title = "書籍マスタ登録";

Form Form1 { 

 Width = 560; 

 Height = 230; 

 ～
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5.8.2.3 ダイアログボックスの作成

［ダイアログイメージ図］を参考に各フィールド、ボタンのイメージを作成します。

ここまでの操作を参考に作成してみてください。

■データを入力する

［クラスセレクタ］－［マスクエディット］（ISBN 番号入力フィールド）

［クラスセレクタ］－［テキストボックス］

■項目名を表示する

［クラスセレクタ］－［ラベル］

■実行を促すボタン

［クラスセレクタ］－［標準ボタン］

下記の内容で、各フィールドのフォーム名、デザインペインでのプロパティビュー、も

しくはスクリプトペインに直接記述し名前を変更します。

■各入力フィールドの Name の設定

・MaskEdit1 → ISBN 
・TextBox1 → BNAME 
・TextBox2 → WRITER 
・TextBox3 → PUB

■各ラベルの Value と Title の設定

ラベル Value
・”ISBN 番号”

・”書籍名”

・”著者”

・”出版社”

標準ボタン Title
・”キャンセル（ESC）”

・”確定（F1）”

■保存ファイル名の設定

Input_Dialog.crs

■ダイアログの Name の設定

・Dialog1 → Input_Dialog 
・Form1 → Book 

■各ボタンの AltKey の設定

・キャンセル（ESC） → $ESC
・確定（F1） → $F01
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■入力値の制限

ISBN 番号のテキストボックス

・IMEMode = $CLOSE
・InputMode = $NUMERIC 

ISBN 番号以外のテキストボックス

・IMEMode = $DHIRA 
・InputMode 指定せず

それぞれのフィールドの入力特性として、ISBN 番号は数字、それ以外は全角ひらがな（２

バイト文字）です。

MaskEdit.Mask プロパティ

指定したリテラル文字列を入力値と組み合わせて表示します。この例では、指定桁数の数

字を入力すると指定箇所に”-”が表示されます。また未入力部分は”*”で表示されます。

MaskEdit.EditText プロパティ

画面に表示されている文字列をそのまま示します。

（このプロパティは、画面より入力した値が確定した時点でその値により設定されます。

スクリプトから Value プロパティの書き換えを行ったのみでは、反映されません。）

TextBox.IMEMode プロパティ

指定を行うとキーボードフォーカスを受けたときに指定したモードに切り替わります。

また、キーボードフォーカスを失ったときに以前の状態に復帰します。

TextBox.InputMode プロパティ

入力可能な文字種の指定をします。
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5.8.2.4 ユーザ定義クラス

前項で作成した TextBoxオブジェクトを、ユーザ定義の派生クラスとして作成する方法を
紹介します。この項に説明された内容は、前項と同じ効果となるため、どちらか一方のみ

を選択して実装します。

5.8.2.4.1 パッケージとユーザ定義クラスの作成

パッケージにはクラス、ファンクション、オブジェクトを含めることができます。ユー

ザ定義による派生クラスは、必ずパッケージに含めなければなりません。

パッケージは CRSファイルとして作成し、参照する CRS側でインポートして利用しま
す。 

ユーザ定義クラスは、Biz/Browserに内蔵されているクラスを基に別のクラスを定義(“派
生”と云う)したものを指します。新しく定義したクラスは、基のクラスの特性を受け継
ぎますが、新しい特性を定義したり元の特性を変更することもできます。

①“MyPackage.crs”を作成します。
未入力でフォーカスが外れると、再入力を促進するメッセージボックスを出すという

TextBoxの派生クラスを定義します。

②定義した tbBookを利用します。

Package MyPackage { 

class tbBook extends TextBox{ 

Width = 416; 

Height = 24; 

IMEMode = $DHIRA; 

Function OnLostFocus( e ) { 

if (Value == ""){ 

BgColor = $STD; 

MessageBox("書籍名を入力して下さい”); 

}

}

}

}

Dialog Input_Dialog { 

~

import MyPackage; 

tbBook BNAME{ 

X = 120; 

Y = 64; 

}

}
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5.8.2.5 エラーメッセージ表示エリアの作成

テキストボックスに入力した値が間違っているときに表示するエラーメッセージの表示

エリアを、ラベルを利用して作ります。

① クラスセレクタの［ラベル］のアイコンを選択します。

② デザインペイン上で選択した十字を描画し、エラーメッセージを表示させるエリアを

作成します。

③ エラーメッセージを表示させるラベルの Name を［MSG］に設定します。

値を入力し、「確定」ボタンで元の画面にデータを渡す場合、入力値のチェックはこのダ

イアログで行います。例題では、厳密な入力値のチェック仕様はありませんので入力され

ていない場合のみエラーを表示し、再入力を促します。入力チェックとして今回は各フィ

ールドのフォーカスが外れた段階で入力を促すメッセージを表示します。

エラーメッセージを表示させる

エリアを作成する
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5.8.2.6 LostFocusイベントの作成
未入力を防ぐために、各フィールドで、キーボードフォーカスを失った時に発生する

LostFocus イベントでの処理を記述します。

①デザインペインで「ISBN 番号」のテキストボックスにフォーカスをあて、プロパテ

ィビューの［イベント］タブにある［LostFocus］と書かれている「関数（評価式）」

項目のラベル部分をダブルクリックします。

スクリプトペインに LostFocus イベント処理（Function OnLostFocus( e )）の記述が

自動生成され、そこにフォーカスがあたります。

イベントハンドラ内で、Value 値が未入力かどうかチェックし、未入力なら、エラーメ

ッセージを表示するようにします。下記は、ISBN 番号用の記述例です。

メッセージの出力は、メッセージを配列で持ち、メッセージ番号により選択表示させるよう

な実装も可能です。

Function OnLostFocus( e ) { 

 /* OnLostFocus イベントハンドラ */ 

 /* ここにイベント処理を記述してください */ 

 Input_Dialog.Book.MSG = ""; 

 if(Value == ""){ 

 Input_Dialog.Book.MSG = “ISBN番号を入力してください”;

}

}
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5.8.2.7 書籍マスタ登録アプリ作成と配置
新規登録用ダイアログで入力した内容を書籍マスタ（"book.mdb"）へ登録します。

<touroku.asp> 
 

作成したファイル"touroku.asp"の置き場所は C:¥Inetpub¥wwwroot¥shoseki の直下と

します。

<%@ LANGUAGE="VBScript" %> 
<% 
On Error Resume Next 
Dim dbCN 
Dim dbRS 
Dim dbCOM 
Dim targetDB 
Dim targetTABLE 
Dim targetDIR 
'（読み込み元を変えるには、この部分を修正する。）
targetDIR = "C:¥book¥"   'データベースがあるディレクトリ（フルパス）
targetDB = "book.mdb"   'データベース名
targetTABLE = "book"   'テーブル名
'### コネクションオブジェクトを作り、データベースと接続する。

set dbCN = Server.CreateObject("ADODB.Connection") 
dbCN.Open "provider=microsoft.jet.oledb.4.0;data source=" & targetDIR & targetDB 
If Err.number <> 0 then 
 Response.Write "1,データベース接続エラー"

Response.End 
End If 
'### コマンドオブジェクトを作り、それを実行して結果をレコードセットに格納

set dbCOM = Server.CreateObject("ADODB.Command") 
set dbRS = Server.CreateObject("ADODB.RecordSet") 
set dbCOM.ActiveConnection = dbCN 
'### SQLの整形

dbCOM.CommandText = "INSERT INTO " & targetTABLE & " VALUES( " & _ 
 "'" & Request("isbn") & "'," & _ 
 "'" & Request("bname") & "'," & _ 
 "'" & Request("writer") & "'," & _ 
 "'" & Request("pub") & "' )" 
dbRS.Open dbCOM.CommandText,dbCN 
If Err.number <> 0 then 
 Response.Write "2,SQL実行エラー"

Response.End 
End If 
 
Response.Write "0,正常"

Response.End 
 

dbCN.Close 
 
set dbRS = Nothing 
set dbCN = Nothing 
set dbCOM = Nothing 
%> 



アクシスソフト株式会社

- 39 - 

導入ガイド

5.8.2.8 フォーム⇔ダイアログ間のデータの受け渡し 

フォームからダイアログに、またダイアログからフォームに、データを受け渡す必要が

あります。

それを実現させるには、下記の３つの方法があります。

１． ユーザ定義関数を利用する

２． Event オブジェクトを利用する

３． グローバル名前空間を利用する

下図のような顧客管理システム画面があるとします。

これを例にして、ダイアログからフォームにデータを渡す場合の３つの実装方法を解説

します。

ダイアログ（Dialog1.crs）で訂正した内容をフォーム（Form1.crs）に反映します。

フォーム（Form1.crs）

ダイアログ（Dialog1.crs）

【Form1.crs の定義内容】

Form → Form1

Spread → Spread1

SpreadRow → SpreadRow1

SpreadColumn「ID」 → id

SpreadColumn「顧客名」→ name

SpreadColumn「会社名」→ company

SpreadColumn「連絡先」→ tel
【Dialog1.crs の定義内容】

Dialog → Dialog1

Form → Customer

TextBox「顧客番号」 → id

TextBox「顧客名」 → name

TextBox「会社名」 → company

TextBox「連絡先」 → tel
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5.8.2.8.1 ユーザ定義関数利用

データを受け取る側にユーザ定義関数を用意し、その関数のパラメータに値をセットす

るユーザ定義関数のパラメータによるデータ受け渡しを利用した実装です。

データを渡す側の記述

受け取る側の記述

Dialog Dialog1{ 
 ~

Function OnTouch( e ) { 
 Form1. SetParam(Dialog1.Customer.id,  

Dialog1.Customer.name,  
Dialog1.Customer.company,  
Dialog.Customer.tel); 

 Dialog1.Delete(); 
 } 
 ~ 
}

Form Form1 { 

 ~ 

 Function SetParam(param1,param2,param3,param4){ 

Form1.Spread1.SpreadRow1[Form1.Spread1].id = param1; 

Form1.Spread1.SpreadRow1[Form1.Spread1].name = param2; 

Form1.Spread1.SpreadRow1[Form1.Spread1].company = param3; 

Form1.Spread1.SpreadRow1[Form1.Spread1].tel = param4; 

}

~

}
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5.8.2.8.2 Eventオブジェクト利用

ユーザ定義の Event オブジェクトにデータをセットし、イベントを発生させることでデ

ータの受け渡しを行います。

グローバル名前空間の定義に関わらずダイアログとのインタフェースが可能となるた

め、生産性と汎用性が高まります。また、グローバル名前空間に比べてイベントへのア

クセスのほうが高速であり、不要になった際にも自動的に削除されるためメモリ効率も

高くなります。

データを渡す側の記述

受け取り側の記述

Dialog Dialog1{ 

 ~ 

 Function OnTouch( e ) { 

 var ev = new Event{ 

 eventName = "Ret"; 

 String id; 

 String name; 

 String company; 

 String tel; 

 }

ev.id = Dialog1.Customer.id; 

 ev.name = Dialog1.Customer.name; 

 ev.company = Dialog1.Customer.company; 

 ev.tel = Dialog1.Customer.tel; 

 PostEvent(ev); 

 Dialog1.Delete();  

 } 

 ~ 

}

Form Form1 { 

 ~ 

 Function OnRet(e) {  

 Form1.Spread1.SpreadRow1[Form1.Spread1].id = e.id; 

 Form1.Spread1.SpreadRow1[Form1.Spread1].name = e.name; 

 Form1.Spread1.SpreadRow1[Form1.Spread1].company = e.company; 

 Form1.Spread1.SpreadRow1[Form1.Spread1].tel = e.tel;  

 } 

 ~ 

}
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5.8.2.8.3 グローバル名前空間利用
”//”から始まる階層構造に含まれるオブジェクトの参照は、常にオブジェクトツリー

の階層により参照されますが、オブジェクトツリーとは無関係にどこからでも参照でき

るグローバル名前空間があります。

グローバル名前空間に置かれているオブジェクトは、//.Form などのピリオドによる修

飾を行わずに直接名前で参照することができます。

データ定義のみの CRS を作成し、参照が必要な CRS 側でそれを import（インポート）

して利用します。

”G_data.crs”を作成します。

データを渡す側の記述

受け取り側の記述

Record G_data{ 

 String id; 

 String name; 

 String company; 

 String tel; 

}

Dialog Dialog1{ 

 ~ 

 Function OnTouch( e ) { 

 import G_data; 

 G_data.id = Dialog1.Customer.id; 

 G_data.name = Dialog1.Customer.name; 

 G_data.company = Dialog1.Customer.company; 

 G_data.tel = Dialog1.Customer.tel;  

 PostEvent(userevent+1,"Ret"); 

 Dialog1.Delete(); 

 }  

 ~ 

}

Form Form1 { 

 ~ 

 Function OnRet ( e ) { 

 import G_data; 

 Form1.Spread1.SpreadRow1[Form1.Spread1].id = G_data.id; 

 Form1.Spread1.SpreadRow1[Form1.Spread1].name = G_data.name; 

 Form1.Spread1.SpreadRow1[Form1.Spread1].company = G_data.company; 

 Form1.Spread1.SpreadRow1[Form1.Spread1].tel = G_data.tel; 

 } 

 ~ 

}
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5.8.2.8.4 実装

では、「書籍システム」に戻って、グローバル名前空間を利用した実装を行ってみま

しょう。

① 標準ツールバー －［新規作成］－［CRS ファイル］のアイコンをクリックします。も

しくは、プロジェクトビューの［CRS ファイル］にフォーカスをあて、右クリックを

し、ポップアップ表示されたメニューから［新規 CRS ファイル］を選択します。

② CRS 記述用のテキストエディタが表示されますので、レコードオブジェクト名を

“G_data”として参照可能なデータ定義を下記のように作成します。

③ ファイル名は”G_data.crs”で保存します。

オブジェクト名とファイル名（拡張子を除いた部分）は、同じ名前を付けてください。

レコードオブジェクト内の各要素（値）の参照は［G_data.isbn］のように行います。

グローバル名前空間を利用して、”Input_Dialog” → ”Form_Main”間のデータの受

け渡し処理を実装します。

④ ”Form_Main”の「登録」ボタンの Touch イベント処理を記述します。

⑤ ”Input_Dialog”側の「確定」ボタンをクリック時の処理を記述します。

ダイアログ側で、「確定」ボタンの Touch イベントにより、入力された値をグローバル名

前空間上にセットし、［Ret］というユーザーイベントを起こします。

Function OnTouch ( e ) { 

 /* OnTouch イベントハンドラ */ 

 /* ここにイベント処理を記述してください */ 

 Form_Main.Get("Input_Dialog.crs"); ← ダイアログを表示する

}

Function OnTouch( e ) { 

 /* OnTouch イベントハンドラ */ 

 /* ここにイベント処理を記述してください */ 

 G_data.isbn = Input_Dialog.Book.ISBN; 

 G_data.bname = Input_Dialog.Book.BNAME; 

 G_data.writer = Input_Dialog.Book.WRITER; 

 G_data.pub = Input_Dialog.Book.PUB; 

 PostEvent(userevent+1, "Ret"); ← ユーザ定義イベントを発生させている

Input_Dialog.Delete();               ← 自分自身（Input_Dialog）を消している

}

Record G_data { 

 String isbn; 

 String bname; 

 String writer; 

 String pub; 

}
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⑥ ”Input_Dialog”側の「キャンセル」ボタンのクリック時の処理を記述します。

「キャンセル」ボタンをクリック時は、何もせずにダイアログを閉じます。

⑦ ”Form_Main”側にユーザ定義イベント［Ret］の処理を記述します。（記述する場

所は、Form 定義と同じ階層です）

ダイアログを呼び、ユーザーイベントを定義し待ち、イベントが発生（ダイアログから戻

る）したら、ダイアログ側でグローバル名前空間にセットされた内容をスプレッドシート

に追加し、その行にフォーカスをあてます。

また、同じ内容のデータを書籍マスタ（"book.mdb"）へも登録します。

Function OnTouch( e ) { 

 /* OnTouch イベントハンドラ */ 

 /* ここにイベント処理を記述してください */ 

 Input_Dialog.Delete();               ← 自分自身（Input_Dialog）を消している

}

Function OnRet(e){ 
Form_Main.Spread1.SpreadRow1.insert( 1 );     ← スプレッドシートにレコードを 1行追加する

var row = Form_Main.Spread1.SpreadRow1.length-1; 
Form_Main.Spread1.SpreadRow1[row].ISBN=G_data.isbn; 
Form_Main.Spread1.SpreadRow1[row].BNAME=G_data.bname; 
Form_Main.Spread1.SpreadRow1[row].WRITER=G_data.writer; 
Form_Main.Spread1.SpreadRow1[row].PUB=G_data.pub; 
Form_Main.Spread1.SetScrollPos( row ); 
Form_Main.Spread1 = row; 
 
var session = getHTTPSession(); 
var req = session.createRequest( "touroku.asp" ); 
req.addParam( "isbn", G_data.isbn ); 
req.addParam( "bname", G_data.bname ); 
req.addParam( "writer", G_data.writer ); 
req.addParam( "pub", G_data.pub ); 
try { 

var res = session.post( req ); 
if ( res.status != $HTTP_OK ) { 

MessageBox( "通信エラー:" + Str( res.status ), "登録エラー", $OK + $ICONEXCLAMATION ); 

//.Delete(); 
}
var sts = new CSVDocument; 
sts.load( res ); 
if ( sts.getCell( 0, 0 ) != "0" ) { 

MessageBox( sts.getCell( 0, 1 ), "登録エラー", $OK + $ICONEXCLAMATION ); 

//.Delete(); 
}

}
catch( e ) { 

MessageBox( e.message, "登録エラー", $OK + $ICONEXCLAMATION ); 

//.Delete(); 
}

}
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1)var session = getHTTPSession();
getHTTPSession 関数を呼び出した CRS ファイル（”Form_Main.crs”）をダウンロード

した際の httpSession オブジェクトを返します。

2)var req = session.createRequest(”touroku.asp”); 
現在の接続（上記 1)）を利用する httpRequest オブジェクトを作成します。

3)req.addParam("isbn",G_data.isbn); 
httpRequest オブジェクトの addParam メソッドにより、リクエストの FORM パラメータ

を追加します。

ここでは、新規登録用ダイアログで入力したデータ（書籍マスタ（"book.mdb"）へ登録す

るデータ）全てが対象データになります。

4)session.post(req); 
作成したリクエストを post メソッドによりサーバへ送信します。

5) sts.load( res ); 
CSVDocument オブジェクトを生成し、load メソッドにて 4)の post メソッドの戻り値から

CSV テキストをロードします。

6) if ( sts.getCell( 0, 0 ) != "0" ) { 
ロードした CSV テキストから、1 行目 1 列目のセルのデータを文字列で取り出し、

touroku.asp から返された結果が正常以外の場合、1 行目 2 列目のエラーメッセージを

MessageBox で表示しています。

5.8.2.9 テスト実行での確認

テスト実行で、動作を確認します。

赤色の［三角］アイコンをクリックします。もしくは、メニューバーの［実行］－［編

集中ファイルからテスト実行］を選択します。

フォームが表示されましたら、「登録」ボタンをクリックして、登録用のダイアログを

表示します。各項目に値を入力し、「確定」ボタンをクリックします。

入力した内容がスプレッドシートに反映、また、書籍マスタ（"book.mdb"）へ登録さ

れていることを確認してください。
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5.8.3 訂正機能の作成
訂正機能を作成します。

訂正機能を実装する際、登録機能と異なるのは、フォーカスの当たっている行の情報をダイ

アログに渡し、戻った内容をスプレッドシート、書籍マスタ（"book.mdb"）に上書きするこ

とです。

5.8.3.1 書籍マスタ訂正アプリ作成と配置
ダイアログで訂正した内容を書籍マスタ（"book.mdb"）へ上書きします。

<teisei.asp> 
 

<次ページへ続く>

<%@ LANGUAGE="VBScript" %> 
<%
On Error Resume Next 
 
Dim dbCN 
Dim dbRS 
Dim dbCOM 
 
Dim targetDB 
Dim targetTABLE 
Dim targetDIR 
 
'（読み込み元を変えるには、この部分を修正する。）
targetDIR = "C:¥book¥"    'データベースがあるディレクトリ（フルパス）
targetDB = "book.mdb"    'データベース名
targetTABLE = "book"    'テーブル名

'### コネクションオブジェクトを作り、データベースと接続する。

set dbCN = Server.CreateObject("ADODB.Connection") 
dbCN.Open "provider=microsoft.jet.oledb.4.0;data source=" & targetDIR & targetDB 
If Err.number <> 0 then 
 Response.Write "1,データベース接続エラー"

Response.End 
End If 
 
'### コマンドオブジェクトを作り、それを実行して結果をレコードセットに格納

set dbCOM = Server.CreateObject("ADODB.Command") 
set dbRS = Server.CreateObject("ADODB.RecordSet") 
set dbCOM.ActiveConnection = dbCN 
 
'### SQLの整形

dbCOM.CommandText = "UPDATE " & targetTABLE & " SET" & _ 
 " isbn='"   & Request("isbn_new")   & "'," & _ 
 " bname='" & Request("bname_new")  & "'," & _ 
 " writer='" & Request("writer_new") & "'," & _ 
 " pub='"    & Request("pub_new")    & "'"  & _ 
 " WHERE   isbn='"   & Request("isbn_old")   & "' AND" & _ 
 " bname='" & Request("bname_old")  & "' AND" & _ 
 " writer='" & Request("writer_old") & "' AND" & _ 
 " pub='"    & Request("pub_old")    & "'" 
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<前ページから続き>

作成したファイル"teisei.asp"の置き場所は C:¥Inetpub¥wwwroot¥shoseki の直下とし

ます。

dbRS.Open dbCOM.CommandText,dbCN 
If Err.number <> 0 then 
 Response.Write "2,SQL実行エラー"

Response.End 
End If 
 
Response.Write "0,正常"

dbCN.Close 
 
set dbRS = Nothing 
set dbCN = Nothing 
set dbCOM = Nothing 

%> 
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5.8.3.2 選択行の特定
① 行データをグローバル変数にコピーします。

Form_Main.Spread1 は、Value 値が行番号となっていますので、その行のデータは

Form_Main.Spread1.SpreadRow1［Form_Main.Spread1.value］で参照する事ができま

す。

② ①で”G_data”にコピーしたデータを”Input_Dialog” の各項目に設定します。

グローバル関数の文字列操作関数 split によって ISBN 番号を”－”ハイフンごとに区切

ります。”Input_Dialog”の「if ( !$DESIGNTIME )」の直下に記述します。

③ ダイアログ側で、「確定」ボタンの Touch イベントにより、入力された値をグローバ

ル名前空間上にセットし、［Ret］というユーザーイベントを起こします。

（※P43 の⑤のスクリプトと同様。）

Function OnTouch( e ) { 

 /* OnTouch イベントハンドラ */ 

 /* ここにイベント処理を記述してください */

/* フラグを更新に */  

 G_data.flag = 1; /*  

 /*行番号を変数に格納*/

var row = Form_Main.Spread1.Value; 

 /*選択行の値をグローバル変数にコピー*/ 

 G_data.isbn = Form_Main.Spread1.SpreadRow1[row].ISBN; 

 G_data.bname = Form_Main.Spread1.SpreadRow1[row].BNAME; 

 G_data.writer = Form_Main.Spread1.SpreadRow1[row].WRITER; 

 G_data.pub = Form_Main.Spread1.SpreadRow1[row].PUB; 

～

if ( !$DESIGNTIME ) { 

 /* ここに初期化処理を記述してください */ 

 /*更新フラグが立っていたらグローバル名前空間からデータをセット*/ 

 if (G_data.flag ==1) { 

 for( var i=0; i <4; i++){ 

 Input_Dialog.Book.ISBN += split(G_data.isbn,"-",i); 

 }

Input_Dialog.Book.BNAME = G_data.bname; 

 Input_Dialog.Book.WRITER = G_data.writer; 

 Input_Dialog.Book.PUB = G_data.pub; 

 } 

}
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④ ダイアログ側でグローバル名前空間にセットされた内容でスプレッドシートを更新

します。また、同じ内容のデータで書籍マスタ（"book.mdb"）へも更新します。（※

P44 の⑦のスクリプトを下記の様に訂正します。）

<次ページへ続く>

/* ダイアログ終了によって発生するイベント */ 

Function OnRet( e ) { 

/* フラグによって新規登録なのか訂正なのか判断する１は訂正、0は追加*/ 

 if ( G_data.flag == 1 ) { 

 /* 訂正の処理 */ 

 var isbn_old = Form_Main.Spread1.SpreadRow1[Form_Main.Spread1].ISBN.Value; 

 var bname_old = Form_Main.Spread1.SpreadRow1[Form_Main.Spread1].BNAME.Value; 

 var writer_old = Form_Main.Spread1.SpreadRow1[Form_Main.Spread1].WRITER.Value; 

 var pub_old = Form_Main.Spread1.SpreadRow1[Form_Main.Spread1].PUB.Value; 

 Form_Main.Spread1.SpreadRow1[Form_Main.Spread1].ISBN = G_data.isbn; 

 Form_Main.Spread1.SpreadRow1[Form_Main.Spread1].BNAME = G_data.bname; 

 Form_Main.Spread1.SpreadRow1[Form_Main.Spread1].WRITER = G_data.writer; 

 Form_Main.Spread1.SpreadRow1[Form_Main.Spread1].PUB = G_data.pub; 

 

var session = getHTTPSession(); 

 var req = session.createRequest( "teisei.asp" ); 

 req.addParam( "isbn_new", G_data.isbn ); 

 req.addParam( "bname_new", G_data.bname ); 

 req.addParam( "writer_new", G_data.writer ); 

 req.addParam( "pub_new", G_data.pub ); 

 req.addParam( "isbn_old", isbn_old ); 

 req.addParam( "bname_old", bname_old ); 

 req.addParam( "writer_old", writer_old ); 

 req.addParam( "pub_old", pub_old ); 

 

try { 

 var res = session.post( req ); 

 if ( res.status != $HTTP_OK ) { 

 MessageBox( "通信エラー:" + Str( res.status ), "訂正エラー", $OK + $ICONEXCLAMATION ); 

 //.Delete(); 

 }

var sts = new CSVDocument; 

 sts.load( res ); 

 if ( sts.getCell( 0, 0 ) != "0" ) { 

 MessageBox( sts.getCell( 0, 1 ), "訂正エラー", $OK + $ICONEXCLAMATION ); 

 //.Delete(); 

 }

}

catch( e ) { 

 MessageBox( e.message, "訂正エラー", $OK + $ICONEXCLAMATION ); 

 //.Delete(); 

 }
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<前ページから続き>

}else { 
 /* 新規の処理 */  

/* スプレッドシートに１行追加する */ 

 Form_Main.Spread1.SpreadRow1.insert( 1 ); 

 var row = Form_Main.Spread1.SpreadRow1.Length - 1; 

 Form_Main.Spread1.SpreadRow1[row].ISBN = G_data.isbn; 

 Form_Main.Spread1.SpreadRow1[row].BNAME = G_data.bname; 

 Form_Main.Spread1.SpreadRow1[row].WRITER = G_data.writer; 

 Form_Main.Spread1.SpreadRow1[row].PUB = G_data.pub; 

 Form_Main.Spread1.SetScrollPos( row ); 

 Form_Main.Spread1 = row; 

 

var session = getHTTPSession(); 

 var req = session.createRequest( "touroku.asp" ); 

 req.addParam( "isbn", G_data.isbn ); 

 req.addParam( "bname", G_data.bname ); 

 req.addParam( "writer", G_data.writer ); 

 req.addParam( "pub", G_data.pub ); 

 

try { 

 var res = session.post( req ); 

 if ( res.status != $HTTP_OK ) { 

MessageBox( "通信エラー:" + Str( res.status ), "登録エラー", $OK + 

$ICONEXCLAMATION ); 

 //.Delete(); 

 }

var sts = new CSVDocument; 

 sts.load( res ); 

 if ( sts.getCell( 0, 0 ) != "0" ) { 

 MessageBox( sts.getCell( 0, 1 ), "登録エラー", $OK + $ICONEXCLAMATION ); 

 //.Delete(); 

 }

}

catch( e ) { 

 MessageBox( e.message, "登録エラー", $OK + $ICONEXCLAMATION ); 

 //.Delete(); 

 }

}

}
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5.8.3.2.1 フラグでの定義
今回はひとつのダイアログを登録処理と訂正処理の両方で使用しますので、フラグを利

用して動作を切替える事にします。このまま”Input_Dialog”を呼ぶと、「登録」と同

じ動きをしてしまいます。フラグを一つ作りボタンによって異なる値をセットするよう

にします。

G_data.flag の値が 0 のとき→ダイアログのタイトルは、”書籍マスタ登録”

G_data.flag の値が 1 のとき→ダイアログのタイトルは、”書籍マスタ訂正”

① グローバル名前空間（”G_data”）にフラグの定義を追加します。

② クリックしたボタンによって動作が切り替わるようにします。”Form_Main”の「登

録」ボタン、「訂正」ボタンの Touch イベント処理の記述内に下記のコードを追加し

ます。

■「登録」ボタン

■「訂正」ボタン

③ ”Input_Dialog”の Title プロパティに G_data.flag の値を書き換える記述を追加し

ます。

プロパティの参照代入

ダイアログのタイトルを［書籍マスタ登録］か［書籍マスタ訂正］に変えるには、タイト

ルの Title プロパティ値に参照演算子（&=）を利用することにより、簡単に実現できます。

Title &= G_data.flag == 0 ? "書籍マスタ登録" : "書籍マスタ訂正";

プロパティビューの［R（リファレンス）］項目のチェックボックスを［ON］にすると

参照演算子（&=）が記述されます。

フラグ定義を追加

Function OnTouch( e ) { 

 /* OnTouch イベントハンドラ */

/* ここにイベント処理を記述してください */

G_data.flag = 0; 

Function OnTouch( e ) { 

 /* OnTouch イベントハンドラ */ 

 /* ここにイベント処理を記述してください */ 

 /* フラグを更新に */  

 G_data.flag = 1; 
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5.8.3.3 テスト実行での確認

テスト実行で、動作を確認します。

赤色の［三角］アイコンをクリックします。もしくは、メニューバーの［実行］－［編

集中ファイルからテスト実行］を選択します。

フォームが表示されましたら、「一覧」ボタンをクリックし、書籍マスタに登録されて

いるレコードを全件スプレッドシートに表示します。

訂正したい行にカーソルを当て、「訂正」ボタンをクリックして、訂正用のダイアログ

を表示します。

各項目に訂正する値を入力し、「確定」ボタンをクリックします。

入力した内容がスプレッドシートに反映、また、書籍マスタ（”book.mdb”）の内容が更

新されていることを確認してください。
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5.8.4 削除機能の作成
削除機能を作成します。

フォーカスの当たっている行の情報を削除します。削除する際、メッセージボックスを表示

し、削除してもよいかどうかの確認をします。

5.8.4.1 書籍マスタ削除アプリ作成と配置
削除要求があったデータを書籍マスタ（”book.mdb”）から削除します。

<sakujo.asp> 
 

作成したファイル"sakujo.asp"の置き場所は C:¥Inetpub¥wwwroot¥shosekiの直下とし
ます。

<%@ LANGUAGE="VBScript" %> 
<% 
On Error Resume Next 
 
Dim dbCN 
Dim dbRS 
Dim dbCOM 
 
Dim targetDB 
Dim targetTABLE 
Dim targetDIR 
 
'（読み込み元を変えるには、この部分を修正する。）
targetDIR = "C:¥book¥"    'データベースがあるディレクトリ（フルパス）
targetDB = "book.mdb"    'データベース名
targetTABLE = "book"    'テーブル名

'### コネクションオブジェクトを作り、データベースと接続する。
set dbCN = Server.CreateObject("ADODB.Connection") 
dbCN.Open "provider=microsoft.jet.oledb.4.0;data source=" & targetDIR & targetDB 
If Err.number <> 0 then 
 Response.Write "1,データベース接続エラー"

Response.End 
End If 
 
'### コマンドオブジェクトを作り、それを実行して結果をレコードセットに格納
set dbCOM = Server.CreateObject("ADODB.Command") 
set dbRS = Server.CreateObject("ADODB.RecordSet") 
set dbCOM.ActiveConnection = dbCN 
 
'### SQLの整形
dbCOM.CommandText = "DELETE FROM " & targetTABLE & " WHERE isbn='"   & Request("isbn")   & "' AND" & _

" bname='" & Request("bname")  & "' AND" & _ 
 " writer='" & Request("writer") & "' AND" & _ 
 " pub='"    & Request("pub")    & "'" 
dbRS.Open dbCOM.CommandText,dbCN 
If Err.number <> 0 then 
 Response.Write "2,SQL実行エラー"

Response.End 
End If 
 
Response.Write "0,正常"

dbCN.Close 
 
set dbRS = Nothing 
set dbCN = Nothing 
set dbCOM = Nothing 
%> 
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5.8.4.2 削除機能のメッセージの作成

削除処理は、登録，訂正処理で使用したダイアログ（Input_Dialog.crs）を使用せずに

「削除してよろしいですか？」といった内容の確認メッセージを表示することにします。

① デザインペインの「削除」ボタンにフォーカスをあて、プロパティビューの［イベント］

タブにある［Touch］と書かれている「関数（評価式）」項目のラベル部分をダブルクリ

ックし、Touch イベント処理を記述します。

② 確認メッセージを MessageBox を使用して表示し、その際、ISBN 番号も出力します。

「OK」ボタンがクリックされましたら、選択されている行を削除する記述をします。

③ 選択されている行を削除するスクリプトを追加します。

<次ページへ続く>

Function OnTouch( e ) { 

 /* OnTouch イベントハンドラ */ 

 /* ここにイベント処理を記述してください */ 

if (MessageBox(Form_Main.Spread1.SpreadRow1[Form_Main.Spread1].ISBN + 

 "を削除してよろしいですか？","削除の確認",$OkCancel + $IconQuestion) == OkSelected){ 

 

}

if (MessageBox(Form_Main.Spread1.SpreadRow1[Form_Main.Spread1].ISBN + 

 "を削除してよろしいですか？","削除の確認",$OkCancel + $IconQuestion) == OkSelected){ 

 var session = getHTTPSession(); 

 var req = session.createRequest("sakujo.asp"); 

 req.addParam("isbn", Form_Main.Spread1.SpreadRow1[Form_Main.Spread1].ISBN); 

 req.addParam("bname", Form_Main.Spread1.SpreadRow1[Form_Main.Spread1].BNAME); 

 req.addParam("writer", Form_Main.Spread1.SpreadRow1[Form_Main.Spread1].WRITER); 

 req.addParam("pub", Form_Main.Spread1.SpreadRow1[Form_Main.Spread1].PUB); 
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<前ページから続き>

5.8.4.3 テスト実行での確認

テスト実行で、動作を確認します。

赤色の［三角］アイコンをクリックします。もしくは、メニューバーの［実行］－［編集中

ファイルからテスト実行］を選択します。

フォームが表示されましたら、「一覧」ボタンをクリックし、書籍マスタに登録されている

レコードを全件スプレッドシートに表示します。

削除したい行にカーソルを当て、「削除」ボタンをクリックします。

本当に削除してもよいかの削除確認のメッセージボックスが表示されますので、「OK」ボ

タンをクリックします。

指定したレコードがスプレッドシートからなくなっていること、また、書籍マスタ

（”book.mdb”）から削除されていることを確認してください。

try { 
 var res = session.post( req ); 
 if ( res.status != $HTTP_OK ) { 

MessageBox( "通信エラー :" + Str( res.status ), "削除エラー ", $OK + 

$ICONEXCLAMATION ); 
 //.Delete(); 
 }

var sts = new CSVDocument; 
 sts.load( res ); 
 if ( sts.getCell( 0, 0 ) != "0" ) { 
 MessageBox( sts.getCell( 0, 1 ), "削除エラー", $OK + $ICONEXCLAMATION );

//.Delete(); 
 }

}
catch( e ) { 

 MessageBox( e.message, "削除エラー", $OK + $ICONEXCLAMATION ); 

 //.Delete(); 
 } 
 Form_Main.Spread1.SpreadRow1[Form_Main.Spread1].Delete(); 
}



アクシスソフト株式会社

- 56 - 

導入ガイド

5.8.5 印刷機能の作成

データを印刷する機能を作成します。スプレッドシートを印刷しますが、フォームはそのま

ま印刷できませんので、印刷用の Doc（ドキュメント）を作成する必要があります。作成の

方法としては、フォームと同じように考えます。下図は、Doc をプレビュー表示したもので

す。

5.8.5.1 確認メッセージの作成

”Form_Main”側に確認メッセージを作成します。

① デザインペインの「印刷」ボタンにフォーカスをあて、プロパティビューの［イベン

ト］タブにある［Touch］と書かれている「関数（評価式）」項目のラベル部分をダ

ブルクリックし、Touch イベント処理を記述します。

② 確認メッセージのスクリプトを記述します。

Function OnTouch( e ) { 

 /* OnTouch イベントハンドラ */ 

 /* ここにイベント処理を記述してください */ 

 if (MessageBox("印刷を行いますか？","印刷の確認",$OkCancel + $IconQuestion) == OkSelected){ 

 

}
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5.8.5.2 印刷ドキュメントを呼び出す記述 

「OK」ボタンがクリックされましたら、”Form_Main”側のスクリプトに印刷するフォ

ーマットを呼び出すスクリプトを記述します。

① 次項の［ドキュメントの作成］で作成する”list.crs”ファイルを Get メソッドで呼び

出すスクリプトを記述します。

② スプレッドシートに表示されているデータを印刷するため、CSVDocument オブジェ

クトにスプレッドデータを取出し、取出したデータを印刷用のスプレッドシートにロー

ドします。

代入演算子「<<」

<<演算子は、左辺のオブジェクトの型と右辺の式の型により挙動が異なります。通常は、左辺

のオブジェクトに右辺の値を挿入するような動作となります。代表的な<<演算子は、

CSVDocument オブジェクトにより定義される、CSV 定数の挿入です。

Record r1[]{ 
 number a; 
 number b; 
 number c; 
}
r1 << csv { 
 1,2,3 
 4,5,6 
 7,8,9 
 1,2,3 
};

この例では、配列化された Record オブジェクトに CSV 定数を代入しています。

if (MessageBox("印刷を行いますか？","印刷の確認",$OkCancel + $IconQuestion) == OkSelected){ 

 Get("list.crs"); 

}

if (MessageBox("印刷を行いますか？","印刷の確認",$OkCancel + $IconQuestion) == OkSelected){ 

 Get("list.crs"); 

 

var row = new CSVDocument; 

 row << Form_Main.Spread1.SpreadRow1; 

 list.Spread1.SpreadRow1 << row; 

 list.ShowPage(); 

 list.Delete(); 
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5.8.5.3 印刷ドキュメントの作成

印刷するフォーマットを作成するドキュメントを作成します。

① 標準ツールバー －［新規作成］－［ドキュメント］のアイコンをクリックします。も

しくは、プロジェクトビューの［ドキュメント］にフォーカスをあて、右クリックし、

ポップアップ表示されたメニューから［新規ドキュメント］を選択します。

② Doc オブジェクトの Name を”list”に設定します。

③ ファイル名を”list.crs”として保存します。

④ Doc オブジェクトの下の階層に、”Form_Main”側で作成した、カラムと同じカラム

内容を設定し、高さと幅を印刷するサイズに調整します。

Spread Spread1 { 

 X = 19; 

 Y = 77; 

 Width = 679; 

 Height = 1030; 

 Border = $TRUE; 

 SelectionMode = $ROW; 

 Border = $TRUE; 

 SpreadRow SpreadRow1[0] { 

 Height = 20; 

 SpreadColumn ISBN { 

 Width = 100; 

 Title = "ISBN"; 

 }

SpreadColumn BNAME { 

 Width = 340; 

 Title = "書籍名"; 

 }

SpreadColumn WRITER { 

 Width = 100; 

 Title = "著者"; 

 }

SpreadColumn BSTORE { 

 Width = 100; 

 Title = "出版社"; 

 }

}

}
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⑤ クラスセレクタ －［ラベル］で「書籍マスタ一覧表」のタイトルを作成し印刷イメー

ジを任意の大きさに調整します。

⑥ クラスセレクタ －［ラベル］で「ページ番号」を印字するためのラベルを作成します。

⑦ デザインペインの Doc オブジェクトにフォーカスをあて、プロパティビューの［イベ

ント］タブにある［PageChange］と書かれている「関数（評価式）」項目のラベル部

分をダブルクリックし、PageChange イベント処理を記述します。

1) list.PageNo.Value = str(list.PageNumber)  +  "ページ"; 
「ページ番号」を印字するためのラベルに Doc オブジェクトの PageNumber プロパティ

の値と”ページ”の文字列を代入します。

str は、数値型のデータを文字列に変換する文字列操作関数です。

Biz/Browser でのプリンタの選択は、フォーム上での右クリックでポップメニューから指

定できます。キャッシュの制御等も同じです。

Label Label1 { 

 X = 12; 

 Y = 12; 

 Width = 375; 

 Height = 47; 

 Value = "書籍マスタ一覧表";

HorizontalAlign = $CENTER; 

 VerticalAlign = $CENTER; 

 FontSize = 14; 

 FontKind = $BOLD; 

 Border = $TRUE; 

}

Label PageNo { 

 X = 676; 

 Y = 24; 

 Width = 60; 

 Height = 20; 

 FontSize = 14; 

}

Function OnPageChange( e ) { 

 /* OnPageChangeイベントハンドラ */ 

/* ここにイベント処理を記述してください */ 

 list.PageNo.Value = str(list.PageNumber)  +  "ページ"; 

}
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Doc オブジェクトのプロパティ

Format プロパティ

シンボル 値 説明

A4V A4V A4 縦

A4H A4H A4 横

A5V A5V A5 縦

A5H A5H A5 横

A3V A3V A3 縦

A3H A3H A3 横

B5V B5V B5 縦

B5H B5H B5 横

B4V B4V B4 縦

B4H B4H B4 横

印刷の出力先を指定するプロパティです。初期設定では［$PRINTER］に設定されていま

す。 

Preview プロパティ

シンボル 値 説明

$PRINTER 0 Printerプロパティに指定されたプリンタに

出力します。

$FILE 1 Doc を SVG ファイルとして出力します。

$SCREEN 2 プレビューウィンドウを開きます。

※１ ＄PRINTER 指定時に Printer プロパティに指定が無い場合には、Windows の標準の

プリンタに出力します。

※２ Biz/Designerからの実行時は＄PRINTERを指定してもプレビューウィンドウで表示

します。
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5.8.5.4 テスト実行での確認
テスト実行で、動作を確認します。

赤色の［三角］アイコンをクリックします。もしくは、メニューバーの［実行］－［編集

中ファイルからテスト実行］を選択します。

フォームが表示されたら、「一覧」ボタンをクリックし、書籍マスタに登録されているレ

コードを全件スプレッドシートに表示します。

「印刷」ボタンをクリックします。

「印刷」ボタンのクリックにより、スプレッドシートに表示された内容が、全件正しくプ

レビュー表示されることを確認してください。

Biz/Designer からのテストでは Preview プロパティを＄PRINTER に設定した場合でも

プレビューウィンドウが開きます。

5.9 実際に Biz/Browserを起動してみましょう
「６.Biz/Browser の起動」を参照してください。
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6. Biz/Browserの起動

■前準備

Biz/Designer でのテストの際、プロジェクトファイルに管理されていた CRS ファイル（”

Form_Main.crs”、”Input_Dialog.crs”、”G_data.crs”、”list.crs”）を Web サーバ上に

移行します。

置き場所は C:¥Inetpub¥wwwroot¥shoseki の直下とします。

6.1 Biz/Browser単体での起動

① ［スタート］－［プログラム］－［AXIS SOFT］－［BizBrowser］－［BizBrowserX.X］

を選択し、Biz/Browser を起動します。（x.x はバージョン番号）

② New Connection 欄に下記 CRS ファイルへのパスを記述し、Go をクリックします。

”http://localhost/shoseki/Form_Main.crs”
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6.2 InternetExplorer内での起動

■前準備

接続するべきサーバの URL を指定した Login メソッドが記述された CRS ファイル

（Login.crs）を作成し、Web サーバ上に配置します。

置き場所は C:¥Inetpub¥wwwroot¥shoseki の直下とします。

<Login.crs> 

① InternetExplorer を起動します。

② アドレスに下記 CRS ファイルへのパスを記述し、［Enter］キーを押下します。

”http://localhost/shoseki/Login.crs”

Login("http://localhost/shoseki/Form_Main.crs"); 
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InternetExplorer からの起動について

このような場合、Login.crs ファイルの中に Login 命令を本来接続するべきサーバの URL
をパラメータにして記述してください。Biz/Browser は Login.crs をロード後、即座に本

来のサーバに接続を行います。

上記ファイル名（Login.crs）は、説明の中でサンプルとしてつけた名前です。

実際の作成では、何を行う処理なのかが分かるファイル名を自由にご指定ください。

HTML

Login.crs 

Webサーバ

Webブラウザ

Login.crs 

Biz/Browser

Login.crs

ローカルファイル

Login.crs

CRS ファイルへの

ハイパーリンク

InternetExplorer で CRS ファイルに対して貼られているリンクをクリックした場合、

その CRS ファイルは InternetExplorer によりローカルファイルにダウンロードされ、

そのファイルが Biz/Browser に渡されます。従って、Biz/Browser はロードしたファ

イルがサーバからダウンロードしたファイルなのか、最初からローカルファイルとして

置かれていたファイルなのかを識別することができません。
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6.3 キャッシュのバージョン管理をしてみましょう
ここでは、古いバージョンを Ver1.0.0.1、新しいバージョンを Ver1.0.0.2 とします。

① アプリケーションのバージョン番号を設定するだけの CRS ファイル”Version.crs”を作

成します。

② 最初にロードされる CRS ファイル”menu.crs”を作成します。

最新バージョンを記述しておき、Get メソッドにより”Version.crs”をロードします。バ

ージョンが異なった場合には、キャッシュをクリアして最新の”Version.crs”をロードし

ておきます。

キャッシュがクリアされると以降呼び出される CRS ファイルは、サーバからロードされ

ますので、最新となります。バージョンのチェック後に”Form_Main.crs”ファイルを

Get メソッドで呼び出すスクリプトを記述します。

以後キャッシュ対象となる CRS ファイルの更新が必要になった場合には、”Version.crs”
と”menu.crs”内のバージョン番号を”1.0.0.2”に更新します。

”menu.crs”はキャッシュの非対称、”Version.crs”はキャッシュの対象となるため、もし、

古いバージョンがキャッシュされていれば、キャッシュからロードされますので、”1.0.0.1”
となり”menu.crs”のバージョン番号”1.0.0.2”と異なるはずです。

③ 「6.2 InternetExplorer 内での起動 前準備」の CRS ファイル”Login.crs”の 
”Form_Main.crs”の記述を”menu.crs”に変更します。

④ InternetExplorer を起動します。

⑤ アドレスに下記 CRS ファイルへのパスを記述し、［Enter］キーを押下します。

”http://localhost/shoseki/Login.crs”

Login メソッドの URL にファイル名が指定されていない場合、デフォルトの”menu.crs”
を対象とします。URL にファイル名が含まれていた場合、そのファイルが対象となりま

す。ここでは、アドレスに”http://localhost/shoseki/”と指定した場合には、

”http://localhost/shoseki/menu.crs”と解釈します。

Login メソッドから呼ばれる CRS ファイルはキャッシュの非対象となります。

Biz/Browser 単体でキャッシュのバージョン管理を行う場合には、

「6.1 Biz/Browser 単体での起動 ②」の CRS ファイルへのパスの記述を

”http://localhost/shoseki/menu.crs”とします。

string version = "1.0.0.1"; 

string curVersion = "1.0.0.1"; 
 
Get("Version.crs"); 
 
if( curVersion != version ) { 

//.DeleteCache(); 
 Get("Version.crs"); 
}

//.Get("Form_Main.crs"); 
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6.4 アーカイブ機能
複数のファイルを圧縮し１つのファイルとし、一つのアーカイブファイルとすることができま

す。Biz/Browserでは CRSアーカイブを略して CARファイルと呼びます。

CARファイルは以下のようなメリットを持ちます。

1. 複数のファイルを一度で転送できるため、通信のオーバーヘッドが極めて少ない
2. ファイルが圧縮処理されているため、絶対的な転送量が少なくなる(※すでに圧縮されてい

る JPEGなどのファイルに対しては圧縮はほとんど効果ありません)
3. テキストベースの CRS が圧縮されることにより、ソースが完全に参照不可能になり秘匿

性が向上する

4. CARファイルは import後 Biz/Browserのメモリ上にキャッシュされるため、アーカイブ
内の個々のソースへのアクセスは極めて高速

5. Biz/Browser は必要に応じてアーカイブから CRS ファイルを取り出し実行するため、必
要のない CRSファイルは実行されずメモリ・リソースの無駄が少なくなる

6. package、classと組み合わせることにより、アーカイブを拡張クラスライブラリとして第
三者に提供することが容易になる

ただし、以下の点に留意する必要があります。

1. CARファイルを転送する最初の一度は通信時間が長くなる
2. CAR ファイルは Biz/Browser のメモリ上にキャッシュされるため、過剰なアーカイブの
利用はメモリ消費の増大につながる

3. CARファイルは Biz/Designer上でのみ作成可能

一度作成した CARファイルの個々のファイルを編集することはできません。Biz/Designerで
再生成を行ってください

また、Biz/Designer では CRS アーカイブをあらかじめ読み込み(import)しておく機能を持っ
ています。

CRS アーカイブに package によるユーザーパッケージを定義しておき、import 時にその
packageを生成するように設定しておくことにより、Biz/Designerでの開発においてユーザー
パッケージを組み込みクラスと同様に扱うことが可能になります。
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6.4.1 アーカイブの作成
BizSample プロジェクトを CAR ファイルとして保存

① [ プロジェクトの設定 ] － [ 基本設定 ] － [ スタートアップ CRS ファイル ]
に”Form_Main.crs”と入力し、[OK]ボタンをクリックします。

② [プロジェクト]－[アーカイブ作成]を選択し、”BizSample.car”と名前を付けて保存します。

プロジェクトに組み込まれるすべてのファイルが対象になります。実行に必要となる画

像ファイルや XML、テキストなども同時にアーカイブに組み込むことができます。

フォルダの階層構造もプロジェクト内のものがそのまま反映されます。

アーカイブには「プロジェクト情報」で指定した情報が埋め込まれます。

実行結果はアウトプットビューに表示されます。
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6.4.2 パッケージを Biz/Designerから利用する
Biz/Designer からアーカイブに含まれたパッケージを利用するには、アーカイブ作成の際

に、「プロジェクトの設定」ダイアログから「インポート CRS ファイル」として、パッケ

ージを指定しておく必要があります。

① [プロジェクトの設定] －[基本設定] －[インポート CRS ファイル]に MyPackage.crs と

入力し、[OK]ボタンをクリックします。

② [プロジェクト]－[アーカイブ作成]を選択し、名前を付けて保存。ここでは BizSample
プロジェクト内に作成します。

③ [プロジェクト]－[プロジェクトを追加]を選択し、”Biz/Sample.car”ファイルを追加しま

す。プロジェクトビューの CRS アーカイブフォルダに追加されます。
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6.5 参考
6.5.1 書籍マスタが CSV ファイルだったら？

6.5.1.1 書籍マスタの配置

書籍マスタは、同梱された Introduction フォルダの"book.csv"を利用します。

ファイルの置き場所は C:¥Inetpub¥wwwroot¥shoseki の直下とします。

6.5.1.2 書籍マスタ読み込みの記述

Biz/Browser は CSV ファイルを簡単に取り込める命令を用意しています。

「一覧」ボタンの Touch イベントハンドラ内に、書籍マスタ（用意してある CSV ファイル(”
book.csv”)）をスプレッドシートに読み込むスクリプトを記述します。

1)Form_Main.Spread1.SpreadRow1.truncate(); 
truncate はスプレッドシートの内容をクリアするメソッドです。

2)var sp = new CSVDocument; 
CSV テキストロード用 CSVDocument オブジェクトを作成します。

3)sp.Get("book.csv"); 
書籍マスタ（book.csv）をロードします。

4)Form_Main.Spread1.SpreadRow1 << sp; 
ロードしたデータをスプレッドシートに読み込みます。

※ ここでは読み込みのみを説明致しました。その他処理については割愛いたしますのでご

了承願います。

Function OnTouch( e ) { 

 Form_Main.Spread1.SpreadRow1.truncate(); 

 var sp = new CSVDocument; 

 sp.get("book.csv"); 

 Form_Main.Spread1.SpreadRow1 << sp 

}
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7. 接続ライセンス
ver4.1より新しく接続単位のライセンス管理に対応しました。従来は、インストール単位にラ
イセンスが必要となっていたため、Biz/Browserを ASP（アプリケーション・サービス・プロ
バイダ）で利用する場合や、Biz/Browser上に構築されたパッケージ製品のデモなどに対応す
る事ができませんでした。

新しいライセンス管理では、Biz/BrowserとWEBサーバとの接続単位にライセンスを確認す
る事が可能となったため、デモや試用などの一時的な利用や、特定のサーバへの接続だけに限

定した利用形態に柔軟に対応する事ができるようになりました。ここでは、接続単位のライセ

ンス管理の仕組みと利用方法について解説します。

7.1 接続ライセンスの仕組み
7.1.1 接続ライセンスの有無で制限される機能

Biz/Browserには、多くの通信機能が搭載されていますが、そのうちNetObjectクラスの GET
メソッドを利用した httpまたは https通信だけが接続ライセンスの有無により制限されます。
その他の Loginメソッド、httpSessionクラスの GET、POSTや import命令などは、接続ラ
イセンスの有無に関わらず従来どおり実行する事ができます。

接続ライセンスがない場合

接続ライセンスには、有効期限、許可された接続先サーバの URL などが記載されています。
つまり、接続ライセンスは接続先のサーバ単位に必要となります。サーバ Aに対する接続ライ
センスではサーバ Bに対して NetObject.GETを利用する事はできません。また、有効期限が
明示されている場合（無期限の場合もあります）、示された期日以降はその接続ライセンスは

無効となります。
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7.1.2 接続ライセンスの確認

現在有効な接続ライセンスは、Biz/Browserのメニュー「表示(V)」→「接続ライセンスの確認
(L)」で表示されるダイアログで確認する事ができます。

また、CRSプログラム上では、新しいグローバル関数 HasConnectionLicenseにより確認する
事ができます。

7.1.3 接続ライセンスのロード

接続ライセンスは、接続ライセンス証明書をインストールすることにより Biz/Browserに認識
させる事ができます。接続ライセンス証明書は、次のような形式の XMLファイルです。

通常、このファイルは Biz/Browserの購入時に同梱されます。

接続ライセンス証明書は、 Biz/Browser のインストールディレクトリ内の、
settings.v41¥licenseディレクトリまたは、ユーザ別のディレクトリ内の licenseディレクトリ
に置くと、Biz/Browserの起動時にロードされます。

また、CRS プログラム上では、新しいグローバル関数 ImportConnectionLicense により指定
した URLからダウンロードしてロードする事ができます。ImportConnectionLicenseは、指
定された URL から接続ライセンス証明書をダウンロードし、記載内容を確認します。もし、
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記載内容に問題がなければ上記のディレクトリに格納し、指定された接続先への接続を許可し

ます。

接続ライセンスを使用した例

menu.crs

/* 接続ライセンスの確認とインポート */
if( sys.CLIENT_VERSION >= 4.1 ) { 
 if( !HasConnectionLicense("http://server") ) { 
 try { 
 importConnectionLicense("http://server/license.xml"); 
 }

catch(exp) { 
 MessageBox(exp); 
 login(); 
 }

}
}

/* キャッシュのバージョン確認 */ 
string curVersion="2.0.0"; 
GET("version.crs"); 
if( curVersion != version ) { 
 deleteCache(); 
 GET("version.crs"); 
}
GET("app_main.crs"); 
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7.2 接続ライセンス証明書
接続ライセンス証明書は、次のような形式の XMLファイルです。

7.2.1 接続ライセンス証明書の記載内容

接続ライセンス証明書には以下の情報が記載されています。

serial_no 
シリアル番号で、個々の接続ライセンス証明書に対してユニークな番号が振られます。

product 
ライセンスする製品名とバージョンです。

company 
ライセンスを受けた会社名です。

parson 
ライセンスを受けた担当者名です。

usage 
利用目的です。publicと privateが定義されています。

date 
この接続ライセンスを発行した日時です。

expire 
この接続ライセンスが無効となる満了日です。無期限のライセンスの場合、このフィールド

はありません。

url 
ライセンスされた接続先の URL です。NetObject.Get メソッドで通信をを行う際、この
URL のプロトコル、ホスト名、ポート番号と一致する必要があります。ホスト名は、ドメ
インの有無や IP アドレス表記など同一の接続先を示すさまざまな表記方法がありますが、
このフィールドと一致する表記の場合だけ有効となります。

このフィールドには、接続先無制限として*(アスタリスク)が記載される事があります。
このフィールドは、複数併記されることがあります。

signature 
デジタル署名です。
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7.2.2 接続ライセンス証明書の取り扱いについて

接続ライセンス証明書および、その記載内容は、Biz/Browserの表示メニューからいつでも確
認する事ができますが、インターネットやその他の通信経路を通じて、Biz/Browserから外部
に送出されることはありません。

7.2.3 接続ライセンス証明書の入手方法について

通常、接続ライセンス証明書は Biz/Browserの購入時に同梱されます。入手方法の詳細は、ア
クシスソフト株式会社営業窓口にお問い合わせください。
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