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1. はじめに

Magic uniPaaS V1 をお使いいただきまして、ありがとうございます。Magic uniPaaS V1は、高い生産

性と保守性を誇るMagicパラダイムの歴史の上に、最新のテクノロジを融合して、マルチプラット

フォーム、マルチ DBMS、マルチパラダイムの高度な RADD (Rapid Application Development and 

Deployment)/複合アプリケーション (Composite Application)開発 ツールです。

Magic製品により実現されるシステム形態は、スタンドアロンの小規模なものから大規模なクライアン

トサーバのオンラインシステム、およびサーバベースの Webアプリケーション、XMLや Webサービス、

J2EE対応アプリケーション(サーバ、クライアント共)など、非常に広範囲にわたります。

本書では、すでにMagic eBusiness Platform V9Plus をご利用されているMagic開発者を対象に、

Magic uniPaaS V1 での新機能をフォーカスして解説するものです。

本書は、V9PlusからuniPaaS V1へ移行しようとする読者を対象に書かれています。V10から

uniPaaS V1 (Ver 1.5)への移行は、非常にスムースに行うことができますので、本書では必

要最小限の事項のみに限って説明しています。

Magic uniPaaS V1の新機能は多岐にわたるので、本書の限られた範囲では基本的な機能紹介だけを行っ

ています。より詳細な機能については、リファレンスマニュアル、開発者ガイド、添付サンプルアプ

リケーション、弊社ホームページ (http://www.magicsoftware.co.jp) の技術情報などを参照される

ことをお勧めいたします。

V10.1SP4b で新しく導入され、uniPaaS V1 で大幅に改善された、RichClient の機能につい

ては、別冊「インタラクティブなリッチクライアントの開発と実行」に解説がありますので、

そちらを参照してください。
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1.1. 本書の目的

本書は、サンプルアプリケーション TravelAgency を例にとって、以下のようなMagic uniPaaS V1の

新機能を学んで行きます。

1. プロジェクト パラダイム

2. 開発エンジンのインターフェース

3. 開発エンジンの機能強化

4. データリポジトリ

5. タスクエディタ

6. 式エディタ

7. イベントをベースにしたプログラミング パラダイムを実現するためのロジックユニット

8. ユーザ独自の関数の定義

9. 新しい GUI機能を用いた、よりユーザフレンドリーなアプリケーションの設計

10. タブ順序と項目定義の順序との分離

11. サブフォーム コントロールを使った、親子タスクの表示

12. メニューリポジトリの強化

13. Magic V9PlusアプリケーションのuniPaaS V1への移行

14. Datetime型のサポート

15. データソースとして XMLファイルの利用

16. Unicodeのサポート

17. 開発エンジンと実行エンジンの分離

18. 複数のプログラムの並行実行

19. 異なるコンテキスト間のイベントの受け渡し

20. MDIとSDIのウィンドウタイプ

21. SDIプログラムを実行エンジンの起動時に開始すること

22. uniPaaS デバッガの強化
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1.2. 前提条件

本書の読者は、次のような前提条件を満たしていることが必要です。

PCに関する基礎知識 ● テキストファイル、HTMLファイルを参照・作成するためのエディタの使

い方を知っている。

● インストーラを使ってプログラムをインストール・アンインストールす

ることができる。

● Windows XPの環境についての基本的な知識を持っている。

Magic開発に関する

知識

1. Magic V9Plusを使って 6ヶ月以上の経験がある。

2. 以下の話題について基本的な知識がある。

● データベース

● Webサービス

● XML

3. 次の言葉を良く理解している。

● DLL

● Unicode

● 関数

● Windowsコントロール

● 並行実行

● コンテキスト

● イベント

● デバッガ

● ブレークポイント

● バージョン管理

● Java

データベースに関す

る知識

次のような、データベースに関する基本的な知識がある。

● データベース

● テーブル

● 行/レコード

● フィールド/カラム

● インデックス

● Datetime

● ストアド プロシージャ

Webサービスに関す

る知識

次のような Webサービスに関する言葉を理解している。

● UDDI

● WSDL

● RPC/ドキュメント形式

XMLに関する知識 次のような XMLに関する言葉を理解している。

● XSD (スキーマ)

● 要素

● 複合要素

● 名前空間
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1.3. 本書で使う表記

本書では、次のようなアイコンを使っています。

参考： 補足的な説明を簡単に記述します。

操作： Magicを実際に操作する手順を説明します。

TIPS: 知っておくと便利な豆知識を紹介します。

注意： おちいりやすい落とし穴、間違えやすい事柄などを示します。

V9Plusとの比較： V9Plusとの差異点を対照して説明します。
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1.4. サンプル実行環境の設定

本書は、サンプルアプリケーション TravelAgency を例として説明しています。TravelAgencyは

uniPaaS Studio製品にサンプルとしてとして添付されており、インストーラは環境を設定しますので

、通常は特別な設定なくそのままで使うことができます。uniPaaS Studioの起動のしかたは、2.1 

uniPaaS Studioを起動する を参照してください。

ここでは、参考のために、TravelAgency で必要な設定について説明します。何らかの理由で、再度設

定しなおす必要がでてきた場合には、以下の要領でセットアップしてください。

サンプル TravelAgency を設定するには・・・

1. Projects というディレクトリの下に Accounting および TravelAgency というサブディレクトリ

があるのを確認してください。もしなければ、uniPaaS Studioの修復インストールを行ってくださ

い。

2. MAGIC.INI の[MAGIC_DATABASES] セクションに、以下の定義を追加してください。

[MAGIC_DATABASES]
Travel Database = DBMS, 1, MAGIC, %Travel%Data\, , , , , NoMagicRecordLock,+
 ChangeFileInToolkit, CheckDefinition, CheckKey, FileLocks, , , NoCheckExis+
t, 0, , NoAS400SrvrSort,
Travel XML Files = XML, 0, , %Travel%XML\, , , , , NoMagicRecordLock, +
ChangeFileInToolkit, CheckDefinition, CheckKey, FileLocks, , , NoCheckExist+
, 0, , NoAS400SrvrSort, , Memory

   また、[MAGIC_LOGICAL_NAMES] セクションに、以下の定義を追加してください。

[MAGIC_LOGICAL_NAMES]
Travel = .\
Travel_Pics = %Travel%Pictures\

以上です。

上のステップ 3は、以下のようにuniPaaS Studioを起動して、データベーステーブルおよ

び論理名テーブルを編集しても同じです。

データベーステーブル：

以下の二つのデータベースを登録します。

 Travel Databse

 Travel XML Files

Travel Database は通常の Btrieve データベースで、位置 として %Travel%Data% を指定します。

Travel XML Files は、Magic uniPaaS V1で導入された XML View の機能を使うデータベースで、デー

タソースタイプ 欄として、X=MLファイル を指定します。このデータソースタイプは既定義のものな
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ので、データソースタイプ 欄のコンボボックスから選んで設定します。

論理名テーブル

以下の論理名を右図のように指定してください。

● Travel

● Travel_Pics
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2. プロジェクトを開く

Magic uniPaaS V1 では、「プロジェクト」をもとにした開発を行います。本章では、プロジェクトと

それに関連する設定について説明します。

プロジェクトは、Magic の全リポジトリを含む、システム開発の単位です。V9Plusまでは「アプリケー

ション」と呼んでいましたが、ひとつのまとまった仕事を行う「アプリケーション」は複数のコンポー

ネントから成ることがあるので、Magic の開発単位を「アプリケーション」という名称で呼ぶことは

不適切であると考えられるようになりました。従って、Magic V10からはこれを「プロジェクト」と呼

ぶようにし、「アプリケーション」という名前は、必要なコンポーネントまですべて含めた実行時の

環境全体を指すようにしました。Magic uniPaaS V1でも、この開発方法をそのまま継承しています。

本章の内容の詳細については、リファレンスマニュアルの以下の箇所を参考にしてください

プロジェクトとアプリケーションの概念と取り扱い： プロジェクトとアプリケーション の章

デフォルトプロジェクト： 設定 → 動作環境 → [システム] タブ
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2.1. uniPaaS Studioを起動する

最初に、uniPaaS Studioを起動しましょう。

uniPaaS Studioを起動するには、いくつかの方法があります。

1. スタートメニューから 

すべてのプログラム(P)

   → uniPaaS Studio V1

    → uniPaaS Studio V1

を選びます。

2. デスクトップ上のuniPaaS 

Studio アイコンをダブルク

リックしても起動できます。

3. Magicプロジェクトファイル 

(Projects\TravelAgency\Trave

lAgency.edpファイル) をダブ

ルクリックして開くこともでき

ます。この方法については、

2.3既存のプロジェクトを開く 

で説明します。
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uniPaaS Studioの起動初期画面は右

図のようなものです。

第2章 プロジェクトを開く 19



2.2. プロジェクトのソースファイル

Magic V9Plusまでは、プロジェクト(アプリケーション)を CTLファイル(MCFファイル)というバイナリ

のPervasiveファイルとして格納していましたが、uniPaaS Studio V1は、プロジェクトの定義をソー

スファイルの形式で、リポジトリごと、プログラムごとに分けて管理します。

2.2.1. プロジェクトファイル

サンプルで具体的に見ていきましょ

う。前章で作成した、

Projects\TravelAgency ディレクト

リの中身を見てください。ここには

右図のようなファイルがあるはずで

す。

TravelAgency.edp というファイル

がuniPaaSの プロジェクトファイ

ル です。

プロジェクトファイル には、この

プロジェクトに関する基本的な定義

情報しか格納されていません。個々

のリポジトリの定義情報は、Source 

サブディレクトリの下に格納されて

います。

2.2.2. リポジトリソースファイル

次に、Sourceサブディレクトリを開いてみてください。プロジェクトの個々のリポジトリ定義が、XML

ファイルの形式で格納されています。右図に見るように、だいたいひとつのリポジトリに一つの XML

ファイルが対応しています。ただし、プログラムリポジトリについては、一つのプログラムがひとつ

の XMLファイルに対応しています。

これらの XMLファイルはテキストファイルですが、テキストエディタなどで編集してはいけ

ません。uniPaaS のリポジトリ間の整合性が壊れてしまう可能性があります。

Source サブディレクトリに並んで、Exports サブディレクトリもありますが、これはリポ

ジトリ出力を行う場合のデフォルトディレクトリで、初期状態では空です。
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2.3. 既存のプロジェクトを開く

次に、TravelAgent プロジェクトを開いて、中身を見てみましょう。既存のプロジェクトを開きたい

場合には、ファイル → プロジェクトを開く メニューで開きます。

TravelAgentプロジェクトを開くには・・・

1. ファイル メニューから プロジェクトを開く 

を選択します。

2. プロジェクトを開く ダイアログが出るので、

プロジェクトファイルを指定します。ここでは

、uniPaaSをインストールしたディレクトリの

下の

Project\TravelAgency\TravelAgency.edp

を開いてください。
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プロジェクトを開く メニューからプロジェクトファイルを選ぶのが基本ですが、その他にもプロジェ

クトの開き方があります。

TravelAgentプロジェクトを開くには・・・ (その他の方法)

 ツールバーで開く： ファイル メニュー

の代わりに、ツールバーからプロジェク

トを開くこともできます。

 プロジェクトファイルのダブルクリック

で開く： インストーラは拡張子 .edp を

uniPaaS Studioと関連付けるので、エク

スプローラなどからプロジェクトファイ

ル TravelAgency.edpをダブルクリック

すると、uniPaaS Studioが起動し、

TravelAgencyプロジェクトが開かれます

。

 起動画面から開く： uniPaaS Studioで

は、最近使ったプロジェクトを記憶して

います。一度 TravelAgency プロジェク

トを開いたことがあれば、起動画面でこ

のプロジェクトが 最近使ったプロジェク

ト の一覧に表示されますので、それをダ

ブルクリックして開くこともできます。

ダブルクリックの代わりに、Enter キー

を押したり、開く(P) ボタンを押しても、

プロジェクトが開きます。

 最近使ったプロジェクト メニューから開

く： 最近使ったプロジェクトは、ファイ

ル メニュー → 最近使ったプロジェクト 

にも登録されますので、ここから選択す

ることもできます。
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2.4. アプリケーション特性

アプリケーションを開いた状態で、アプリケーション特性を定義することができます。これはこのプ

ロジェクトを実行する際の、全般的な設定に関わるパラメータを設定するものです。

アプリケーション特性は、ファイル → アプリケーション特性メニュー から開きます。

アプリケーション特性ダイアログには、

 スタートアップ

 外部参照ファイル

 セキュリティ

という 3つのタブがあります。

2.4.1. スタートアップ

アプリケーション特性 ダイアログの 

スタートアップ タブは右図のような

ものです。

このうち、タイトル、アイコンファイ

ル名、ウィンドウリストの表示順序は

uniPaaS V1で新しく導入された特性

で、複数のタスクを同時に実行する

(第 14章)で説明します。

システムプルダウンメニュー と シス

テムコンテキストメニュー も

uniPaaS V1で新しく追加された特性

で、このプロジェクトが実行された場

合のプルダウンメニューと、コンテキ

ストメニューを指定します。

V9Plus以前では、プルダウンメニューとコンテキストメニューはメニューリポジトリの

1番と 2番とに固定されていましたが、uniPaaS V1ではメニューリポジトリで定義され

たメニューのいずれも利用することができます。

2.4.2. 外部ファイル

外部ファイル タブには、プロジェ

クトで参照する色、フォント、

キーボード、その他の設定ファ

イルのパスを定義します。
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色定義ファイルとフォント定義ファイル

V9Plusまでは、色定義ファイルとフォント定義ファイルで定義された色とフォントは、開発画面、実

行画面ともに共通のものでした。このため、アプリケーション実行時のために色やフォントの定義を

変更すると開発画面での色やフォントも変わってしまう問題がありました。

uniPaaS V1では色定義ファイルとフォント定義ファイルを目的によって次の 3つに分けています。

意味 色定義ファイル フォント定義ファイル

アプリケーション Magicアプリケーション実行時の

画面用

clr_rnt.jpn fnt_rnt.jpn

内部 Magic実行版でのシステム画面用 

(アプリケーション画面以外の箇所)

clr_int.jpn fnt_rnt.jpn

開発 uniPaaS Studioでの開発画面用 clr_std.jpn fnt_std.jpn

このうち、アプリケーションと内部については、アプリケーション特性で設定することができます。

このように色定義ファイルとフォント定義ファイルを用途によって分けることにより、色やフォント

のカスタマイズの自由度が上がりました。

uniPaaS V1での色定義ファイルとフォント定義ファイルは、V9Plusのものと形式が同じな

ので、そのまま利用することができます。

キーボード割り付けファイル

キーボード割付ファイルについては、uniPaaS V1ではスタジオでの開発用と、実行用とに分けられま

した。

実行用のキーボード割付ファイルは、アプリケーション特性で指定することができます。

uniPaaS V1  でサポートされなくなったアプリケーション特性  

 EURO関連機能： V9Plusの EURO関連機能は、uniPaaS V1でサポートされなくなり、EURO関連の

プロパティ類も削除されています。アプリケーション特性では、基準通貨 指定および通貨変換

ファイルなどのプロパティが削除されています。

 ワークグループ開発 タブ： チーム開発のためにV9Plusでは ワークグループ開発 タブがありま

したが、uniPaaS V1ではバージョン管理システムを利用してチーム開発を行うため、ワークグルー

プ開発 タブがアプリケーション特性から削除されました。
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2.5. プロジェクトを閉じる

開発作業が終わったら、プロジェクトを閉じます。

開いたプロジェクトを閉じるには・・・

ファイル → プロジェクトを閉じる メニューを選

びます。

ここでは、いったん TravelAgency プロジェクトを閉じて置いてください。プロジェクトに定義され

ている各リポジトリの内容は、次章以下で見ていきます。
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2.6. 新しいプロジェクトを作成する

2.6.1. 新規プロジェクトの作成

新規プロジェクトを作成するには、新規プロジェクト ダイアログを利用します。

新しいプロジェクトを作成するには・・・

1. ファイルメニューから、新規作成 を

選択します。

ウェルカム画面の「新規作成(N)」を

クリックして、新しいプロジェクト

を作成することもできます。

2. 新規プロジェクトダイアログボック

スが開きますので、プロジェクト名

を指定します。

位置には、プロジェクトファイルを

格納しておくフォルダ名を指定しま

す。デフォルトでは、Magicインス

トールディレクトリの下の Projects 

サブディレクトリになります。   

3. OKボタンを押すと、プロジェクト

ファイルが作成され、開かれます。

指定したディレクトリが存在しない場合には、確認ダイ

アログが出ますので、はい(Y) を選んで作成してくださ

い。
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2.6.2. V9Plusとの比較

V9Plusでの新規アプリケーション作成と、uniPaaS V1での新規プロジェクト作成を比較し

てみると、次のような違いがあります。

アプリケーションタイプ

V9Plusでは、新規アプリケーションダイアロ

グで、アプリケーションタイプとして、E=空

のアプリケーション、X=XMLコンポーネント、

J=Javaコンポーネント を選択することがで

きました。

uniPaaS V1では、アプリケーションタイプの

選択はなくなり、つねに空のプロジェクトを

作成します。

V9Plusの新規アプリケーションダイアログ

アプリケーションリポジトリ

V9Plusでは、アプリケーションリポジトリ 

(設定 メニュー → アプリケーション)があ

り、そこにアプリケーションを登録しておき、

アプリケーションを開く場合にはその中から

選択するようになっていました。

uniPaaS V1では、プロジェクトをもとにして

開発を行うため、アプリケーションテーブル

はなくなりました。

V9Plusのアプリケーションテーブル

2.6.3. ソースファイルのディレクトリ名を変える

新規プロジェクトを作成した

ときのソースディレクトリは、

プロジェクトファイルの下の 

Source という名前のディレク

トリですが、この名前は動作

環境の設定により変更するこ

とが可能です。

動作環境ダイアログを開き、

動作設定(P) タブの デフォル

トソースディレクトリ で、作

成されるサブディレクトリ名

を指定します。デフォルトで

は Source となっていますが、

他の名前に変更することもで

きます。

同様に、リポジトリ出力用ディレクトリのサブディレクトリ名も、デフォルト出力ディレクトリ の設

定で変更することが可能です。
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2.7. プロジェクトモジュールとナビゲーション

uniPaaS V1では、モジュール という概念を導入しました。モジュールとは、あるプロジェクトに関連

のあるプロジェクトを定義する機能で、コンポーネントや、相互に協調しながら動作する他のプロ

ジェクトなどをまとめ、プロジェクトをすばやく開いたり、デバッグしたりすることができるように

なります。

2.7.1. 新規プロジェクトをモジュールとして追加する

あるプロジェクトを開いている状態

で、このプロジェクトに、新しいプ

ロジェクトを作成して追加したい場

合には、ファイル → 新規プロジェ

クト ダイアログで、 現在のプロジェ

クトに追加する にチェックして作成

します。

このようにして作成されたプ

ロジェクトは、もとのプロジェ

クトに属するモジュールとし

て登録されます。モジュール

の所属関係は、ナビゲータで 

モジュール を選択すると表示

されます。

2.7.2. 既存のプロジェクトをモジュールとして追加する

今開いているプロジェクトに、他の既存のプロジェクトをモジュールとして追加するには、プロジェ

クト → モジュール追加 メニューで行います。

プロジェクトを選択 ダイアログが開くので、モジュールとして追加したプロジェクトファイルを選択

します。
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2.7.3. プロジェクト中のモジュールを移動する

モジュールとして登録することの利点の一つは、プロジェクトを開く／閉じるが簡単に行えることで

す。

例えば、現在 TravelAgency プロジェクトを開いており、モジュールとして Accounting が登録されて

いたとします。このときに、Accounting プロジェクトを開いて編集したいと思う場合には、ナビゲー

タから Accounting をダブルクリックするだけで、開くことができます。

下図は、TravelAgency プロジェクトを開いているときに、モジュール一覧から Accounting をダブル

クリックしたところです。TravelAgencyが閉じて、Accountingプロジェクトが開いたことが、タイト

ル行に表示されているプロジェクト名からわかります。

2.7.4. モジュールを名前変更・削除する

モジュールの名前を変更したり、登録してあるモジュールを削除したりすることもできます。

名前変更、削除の際には、現在開いているプロジェクトを対象にすることができません。例えば

Accounting が開いている場合、Accounting を削除したり、名前を変更したりすることはできません。

この場合には、いったん TravelAgency を開いて、その上で削除・変更するようにしてください。

 名前を変更するには、ナビゲータ の モ

ジュール 表示で、変更したいモジュールを

選択して、右クリックによりコンテキスト

メニューを出し、ツリー編集 を選んでくだ

さい。

ノードが編集可能になりますので、適当な

名前に変更してください。
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 モジュールを削除する場合には、同じく、

ナビゲータでモジュールを選び、メニュー

で 行削除 を選んでください。

以下の説明では、Accounting プロジェクトは利

用しないので、ここでモジュールから削除してお

いてください。

モジュールを削除しても、登録情報が削除されるだけで、プロジェクトファイルそのもの

は削除されません。
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2.8. デフォルトプロジェクトを設定する

V9Plusでの デフォルトアプリケーション 設定と同様に、uniPaaS Studioを開いたときに自動的に開

くプロジェクトを指定することができます。uniPaaS V1では、デフォルトプロジェクト と呼びます。

デフォルトプロジェクトを設定するには・・・

1. オプション→設定→動作環境 

ダイアログを開きます。

2. システム タブを開きます。

3. デフォルトプロジェクト パラ

メータからズームして、プロ

ジェクトを選択 ダイアログを

開きます。

4. プロジェクトファイルを選択

し、開く ボタンを押します。

● デフォルトプロジェクトには、論理名を使うことができます。

● デフォルトプロジェクトの設定は、uniPaaS Studio(開発時)にだけ有効です。

● 実行版起動時に自動的に実行されるプロジェクトを指定する場合には、開始アプリ

ケーション パラメータに設定します。
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3. データリポジトリ

V9Plusでのテーブルリポジトリは、uniPaaS V1では データリポジトリ と呼ばれるようになりました。

これは、uniPaaS V1で XMLデータソースを利用できるようになったため、ここで定義するデータがデー

タベースのテーブルに限らず、より一般化されたためです。

本章の内容の詳細についてはリファレンスマニュアルの以下の箇所を参考にしてください。

モデルについて モデル の章

データソースについて データソース の章

データベース特性 設定 → データベース
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3.1. 新しいインターフェース

uniPaaS V1では、データリポジ

トリのデザインが変更されてい

ます。ここで見るように、画面

は上下二つの分割ウィンドウ

(ペインと呼びます)に分割され

ています。

 上のペインにはテーブル

／XMLファイルの一覧が表

示されます。

 下のペインには各テーブ

ル／XMLファイルの詳細が

表示されます。

下のペインには、カラム、イン

デックス、外部キーなどのタブ

があります。

以下に、それぞれの部分につい

て説明していきます。

3.1.1. 上のペイン

上のペインには、プロジェクトで利用するテーブルや XMLファイルの一覧が表示されます。

データベース としては、V9Plusと同じく、Pervasive、Memory、MS-SQL Server、Oracle などの通常

のデータベースのほかに、uniPaaS V1で新たに XML ファイルをデータベースとして利用できるように

なりました。

TravelAgencyアプリケーションでは、11番までがPervasive 上に定義されたテーブルですが、12番以

降は XMLファイルです。XMLファイルのサポートについては、XMLサポート(第 11章)で詳しく説明しま

す。

データソース名 には、Pervasive の場合にはPervasiveファイルのファイル名、SQLデータベースの

場合にはテーブル名、XMLファイルの場合には、XMLのファイル名を指定します。

uniPaaS V1では、データソース名を必ず指定しなければなりません。

3.1.2. 下のペイン

下のペインには、以下の 3つのタブがあります。

 カラム

 インデックス

 外部キー

これらのタブ間を移動するには、Ctrl+Tab キーを使います。
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これらの内容は、V9Plusの場合とほとんど同じですが、カラムの定義でuniPaaS V1で変更

になった点について説明します。

以下の説明は、データリポジトリの カラム 欄、モデルリポジトリ、およびプログラムリ

ポジトリの変数やパラメータの定義においても同様です。

メモ属性

uniPaaS V1では メモ型 はなくなりました。V9Plusでメモ型として定義されていたカラムはすべて文

字型となっています。ただし、V9Plus以前で作成したデータと互換を保つため、記憶形式 が String 

Memo あるいは Magic Memo となっています。

UNICODE  型  

uniPaaS V1で新たに UNICODE型 がサポートされるようになりました。従来の文字型もそのままサポー

トされていますが、文字型は第二水準 Shift-JIS 規格で規定されている文字しか使えないのに対し、

UNICODE型では、UNICODE規格で規定されている文字が使えるようになります。

実際には、オペレーティングシステムがサポートしている UNICODEの規格により、Magicで

使える文字が制限されます。また、サロゲートペアには対応していません。
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3.2. データソースを削除する

データリポジトリからデータソースを削除するには、V9Plusの場合と同じく、編集 → 行

削除 メニュー、あるい F3キー により行います。

このときに、DBMS上に存在するテーブルも同

時に削除するかどうかは、データベーステーブ

ルの 開発モードでのテーブル変換 の指定と、

確認ダイアログに対するユーザの返答により決

まります。

開発モードのテーブル変換 にチェックが入っ

ていない場合には、Magicのデータリポジトリ

からデータソースが削除されても、DBMS上の

テーブルが削除されることはありません。デー

タリポジトリから削除するかを確認するダイア

ログが表示されます。

 はい で答えるとMagicのデータリポジトリから削除されますが DBMS上のテーブルは残ります。 

 キャンセル で答えると、何も起こりません。

開発モードのテーブル変換 にチェックが入っている場合には、Magicのデータリポジトリからデータ

ソースが削除されるときに、V9Plus以前では、DBMS上のテーブルも自動的に削除されました。

uniPaaS V1では、自動的に削除するのではなく、削除するかどうかを聞くダイアログが表示されます

。

 はい で答えるとMagicのデータリポジトリから削除されるとともに、DBMS上のテーブルも同時

に削除されます。

 いいえ で答えるとMagicのデータリポジトリから削除されますが、DBMS上のテーブルは残りま

す。 

 キャンセル で答えると、何も起こりません。
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4. タスクエディタ

uniPaaS V1では、タスクエディタのユーザインターフェースが大幅に改善されていて、入力が容易に

なり、表示も整理されてタスク全体の見通しがよくなっています。

本章の内容の詳細についてはリファレンスマニュアルの以下の箇所を参考にしてください。

プログラムリポジトリ プログラム の章

データビュー エディタ データビュー エディタ の章

ロジック エディタ ロジック エディタ の章

フォーム エディタ フォーム エディタ の章

範囲 ダイアログボックス プログラム → 範囲ウィンドウ

クイック式入力、

式エディタの強化

式エディタ の章
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4.1. プログラムリポジトリ

まずは、TravelAgencyプロジェクトのプログラムリポジトリを開いてください。

プログラムリポジトリを開くには・・・(V9Plusと同様です)

次のいずれかによって、プログラムリポジトリが開きます。

 ナビゲータから開く

 プロジェクト → プログラム メニューから開く

 Shift＋F3 キーで開く

 ツールバーから開く

プログラムリポジトリから、

プログラム 2番 位置 を開

いてください。

ここで見るように、タスク

エディタは

 データビュー

 ロジック

 フォーム

の三つのタブがあります。

これらのタブ間を移動するには、マウスでクリックするほかに、次のようなショートカット 

キーを使うこともできます。

 Ctrl+1： データビュー エディタを開きます

 Ctrl+2： ロジックエディタを開きます

 Ctrl+3： フォーム エディタを開きます

以下にこれらについて説明していきます。
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4.2. データビュー エディタ

データビューは、V9Plus以前のレコードメインに相当するもので、このタスクで利用するデータ

ビューを定義します。

例として、メインソースとリンクデータを含む、プログラム 6番 注文 を開いて、データビュー エ

ディタを開いてみてください。

4.2.1. データビューでのコマンド

 

データビューでのコマンドは、V9Plusと比較すると、次のように対応しています。

uniPaaS V1 V9Plus レベル

メインソース メインテーブル (タスク特性) ヘッダ行

Q=SQLコマンド 埋め込みSQL

L=照会リンク リンク Q=照会 コマンド

W=書込リンク リンク W=書込 コマンド

C=登録リンク リンク Ｃ=登録 コマンド

I=結合リンク リンク J=結合 コマンド

O=外部リンク リンク O=外部結合 コマンド

D=宣言 DBテーブルでの追加テーブル

C=カラム セレクト R=実データ コマンド 詳細行

V=変数 セレクト V=変数 コマンド

P=パラメータ セレクト P=パラメータ コマンド
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データビューで注意すべきことは、ここで定義される行は ヘッダ 行と、それに従属する 詳細 行と

の階層的なグループを持っているということです。上の表で、レベル 欄に ヘッダ行 と示したコマン

ドがヘッダ行となり、 詳細行 と示したコマンドが、それに従属する詳細行となることを示していま

す。

画面上では、ヘッダ行は太字で表示されます。

上の例で見てみると、1行目はメインソースを設定する行で、ここではデータリポジトリの第 9番目に

定義されている 旅行注文 テーブルがメインソースとして設定されています。

それに続くC=カラム の行は、メインソース行に従属する詳細行として、メインソースの 旅行注文 

テーブルのカラム(注文番号、注文日付、・・・) が選択されます。

第 11行目は、L=照会リンク の行で、これはヘッダ行なので、新しいグループが始まります。このリ

ンクコマンドでは、データリポジトリの第 7番の 顧客 テーブルが選択されています。従って、この

後に続く C=カラム の行は、これに従属する行として、顧客 テーブルのカラム (顧客コード、誕生

日)が選択されることになります。

4.2.2. 特性

データビュー各コマンドの詳細設定は、 特性シート で設定します。特性シートの内容は、コマンド

により変わります。

メインソース行

メインソース 行にカーソルがある場合、特性シートは下図のようになります。
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ここで設定する内容は、V9Plusでは、タスク特性と DBテーブルで設定していた内容に対応します。

 uniPaaS V1では メインソース 行、あるいは特性シート上で、データソース名 を変

更することができます。この機能は、同一のデータソースがメインソースやリンクで

利用されていたとき、項目一覧上で区別するためなどに利用することができます。

 データソース名を変更しても、実際にアクセスされるファイルやテーブルが変わるわ

けではなく、表示上だけの変更となります。実際にアクセスされるファイルやテーブ

ルの名前を指定したい場合には、 データソース名 特性で指定します。
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Q=SQL  コマンド  

M=メインソース の行は、Q=SQLコマンド に変

更することもできます。これは、V9Plus で埋め

込みSQLタスクを定義することに相当します。

M=メインソース を Q=SQLコマンド に変更する

と、 SQLコマンド ダイアログが表示されます

。SQLコマンド ダイアログは、V9Plus と同様

です。

C=  カラム 行  

C=カラム 行にカーソルがある場合、特性シートは下図のようになります。ここで指定できる設定は、

V9Plusでは セレクト コマンドおよび セレクト特性 ダイアログで設定していた内容となります。

C=カラム で選択したカラムの名前も、ここで変更することができます。これも同じ名前の

カラムがある場合に区別するため、あるいはフォーム上でのラベルを変えたい場合などに利

用することができます。

Ｖ  =  変数 および   P=  パラメータ 行  

カーソルが V=変数 行、あるいは P=パラメータ 行にある場合の特性シートは以下のようなものです

。実際の内容は、変数項目のデータ型により異なります。ここで指定できる内容は、V9Plusでは、 セ

レクト コマンド、あるいは変数テーブルで指定していた内容となります。
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リンク行

カーソルが L=照会リンク、W=書き込みリンク、C=登録リンク、I=結合リンク、O=外部リンク などの 

リンク コマンド上にある場合には、特性シートは次のようになります。
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 ここで指定する内容は、V9Plusでは リンク コマンド、リンク特性、あるいは DBテー

ブルで指定していた内容に対応します。

 方向 パラメータは、V9Plusでは A=昇順 および D=降順 でしたが、uniPaaS V1では 

D=デフォルト および R=逆方向 となっています。V9Plusのとき、インデックスの順

番が D=降順 に設定されていて、リンクの 方向 が D=降順 に設定されていた場合に

は、実際には昇順でリンクレコードが検索されていましたので、名前と実行結果とが

異なる結果となっていました。uniPaaS V1ではこれを正すために、D=デフォルト と 

R=逆方向 としました。

D=  宣言  

V9Plusにはなかったコマンドとして、D=宣言 というものがあります。これは、このタスクでは利用し

ないが、サブタスクなどで利用することがわかっているテーブルについて、予めここでオープンして

おく場合に利用します。

D=宣言 の特性は、V9Plusで DBテーブルで設定していた内容と同じです。

4.2.3. 複数一括選択

カラムの一括選択

効率向上のため、uniPaaS V1のデータビュー画面では、カラムを一括して複数選択することができる

ようになりました。実際に操作してみてください。

カラムを一括選択する方法 (旅行注文テーブルの全カラムを選択する例)

1. プログラムリポジトリで新規プログラムを作成して、開いてください。名前は「注文１」などと

してください。

2. データビューを開き、メインソースとして9番 (旅行注文)を選びます。

3. F4で1行作成し、C=カラム を選んでください。
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4. Tabで次の欄に進み、ズーム します。カラム一覧が表示されます。

5. ここで、全カラムを選択します。複数カラムの選択は、Shift キーを押しながらマウスクリック

します。

6. 選択 ボタンを押すと、全カラムについて C=カラム コマンドが作成されています。

リンクするデータソースの一括選択

複数のテーブルをリンクする場合、リンクコマンドのデータソース欄から複数データソースを選択す

ることもできます。

複数のデータソースをリンクする方法 (カウンタ、顧客、割引 のデータソースをリンクす

る例)

1. データビューに新しいヘッダ行を作成します。ヘッダ行は、Ctrl+H で作成します。
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2. Tabキーで次の欄に移り、ズームすると、データソース一覧が表示されます。

3. 一覧から、カウンタ、顧客、割引 を選択します。個々に複数選択する場合には、Ctrl キーを押

しながらマウスクリックします。

 

4. 選択 ボタンを押します。データビューに、３つの L=照会リンク コマンドが作成され、それぞれ

に選択したデータソースが設定されます。

ここで、カラムの一括選択(43ページ)に書いた手順で、各リンクコマンドに対し、全カラムを C=カラ

ム コマンドで選択してください。

4.2.4. データビュー画面の表示

デフォルト値は非表示

uniPaaS V1のデータビュー画面は、V9Plusのレコードメインとは異なり、設定されていない(デフォ

ルトのままの)欄の値は表示しません。これにより、画面がすっきりとして、読みやすくなりました。
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例えば、V9Plusの場合、実

項目を定義する セレクト 

R=実項目 コマンドでは、代

入式、範囲小・大、位置付

小・大、および条件式が常

に表示されていました。し

かし、実際には多くの場合

それらの値は 0 (未指定)で

した。

V9Plusのタスクエディタ

uniPaaS V1では、実項目を

定義する C=カラム 行では

、未指定の欄は表示されま

せん。ただし、下図の 2行目

にあるように、現在カーソ

ルのある行については、未

設定であっても全項目が表

示されます。

uniPaaS V1のタスクエディタ

範囲と位置付指定

一般的に言って、Magicのプログラムでは、メインデータソースには範囲付けでデータを絞り込み、リ

ンクデータソースは位置付でレコードを特定します。このため、データビューエディタの表示上でも

、メインデータソースのカラム定義には範囲設定を、リンクデータソースのカラム定義には位置付を

表示します。

例として、右図(注文タスクの

データビュー)の 2行目と13行目

を見てください。

2行目は、メインソース(旅行注

文)のカラム 注文番号 を定義す

るものです。ここには、範囲 (範

囲開始)と 終了 とが表示されて

います。

1２行名は、同じく C=カラム で

すが、リンクデータソース 顧客

コード のカラムを定義している

ものです。ここでは、位置付 (位置付開始) と 終了 とが表示されています。
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もし、メインデータソースで位置付を定義したい場合には、特性シート上で定義します。また、リン

クデータソースのカラムに範囲付け指定を指定したい場合にも、特性シート上で定義します。
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4.3. ロジックエディタ

ロジックエディタは、データなどに対する操作を行う ハンドラ を定義します。下図はプログラム６ 

注文 のロジックエディタです。

4.3.1. ロジックエディタの構成

ロジックエディタの画面も、ヘッダ行 と 詳細行 という階層構造をしています。ヘッダ行はハンドラ

の種類を定義し、詳細行はそのハンドラの中で実行するコマンドを定義します。

行の種類 用途 作成方法 

(ショートカットキー)

ヘッダ行 ハンドラの先頭を定義します。 Ctrl+H

詳細行 各ハンドラで実行すべきコマンドを定義します。 F4
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4.3.2. ハンドラの種類

ロジックエディタに定義するハンドラには次の種類があります。

レベル ハンドラ 備考

タスク 前処理

後処理

レコード 前処理

後処理

グループ 前処理 バッチタスクのみ

後処理

コントロール 前処理 オンラインタスクのみ

後処理

検証

イベント

項目 変更 オンラインタスクのみ

関数

ロジックエディタでは、V9Plusと比べると、次の点が異なります。

● レコード メイン はありません。データビュー がレコード メインの代わりとなって

います。

● コントロール レベルの 変更 ハンドラがなくなり、代わりに 項目変更 という、より

一般化したハンドラができました。

● 関数 という、新しい種類のハンドラができました。これはユーザ独自の関数を定義し

ます。
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4.3.3. コマンドの種類

uniPaaS V1のコマンドは、V9Plusと基本的に同じですが、概念的に整理されています。

V9Plus以前のコマンド uniPaaS V1のコマンド 補足

コメント コメント 変更なし

項目更新 項目更新 変更なし

コール (プログラム、サブタスク、

式、公開名、リモート)

コール uniPaaS V1のコールコマンドは、

Magicプログラムを呼び出す場合に

使う

コール (UDP, Webサービス、COM)、

OSコマンド

外部コール Magic以外のものを呼び出す場合に

使う。

アクション アクション 変更なし

ブロック、

ブロック終了

ブロック V9Plus以前の ブロック終了 は、ブ

ロック の End タイプとなった。

エラー エラー 変更なし

データ入力、データ出力 フォーム フォーム コマンドのタイプとして、

入力、出力 を指定するようになった

イベント実行 イベント実行 変更なし

セレクト 変数 項目 イベントハンドラ、項目変更ハンド

ラで、パラメータやローカル変数を

定義する場合に用いる。

セレクト (カラム、変数、パラメー

タ)

(データビュー) データビュー エディタで、カラム、

変数、パラメータとして定義する。

リンク (データビュー) データビュー エディタで、リンクコ

マンドとして定義する。

エディット (対応なし) 廃止

コール と 外部コール コマンド

uniPaaS V1では、コール と 外部コール という 2種類のコマンドが

あります。
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● コール コマンドは、他のMagicプログラムを呼び出す場合に使

います。コール コマンドのタイプとしては、以下のものがあり

ます。

P=プログラム 同一プロジェクト、あるいはコンポーネント中

の他のプログラムを呼び出します。

S=サブタスク 自分の下に定義されているサブタスクを呼び出

します。

E=式 プログラム番号を数値型で指定してプログラム

を呼び出します。

N=公開名 コンポーネントリポジトリに定義されていない

コンポーネントを、プロジェクトファイル名と

プログラムの公開名を直接指定することにより

、呼び出します。

R=リモート リモートマシン上で動作している、Magicアプリ

ケーションサーバ上のプログラムを、MRBのサー

ビス名とプログラムの公開名を指定することに

より呼び出します。

 外部コール コマンドは、Magic 以外のモジュールを呼び出す場

合に使います。これには、以下のものが該当します。

COM COMモジュールを呼び出します

。ActiveX型の変数と、メソッ

ド名を指定します。

OSコマンド OSレベルで実行する実行可能モ

ジュール (EXEや BATファイル) 

を実行します。

UDP DLLとして定義された外部ユー

ザ定義関数を実行します。DLL

のファイル名と、公開されてい

る関数名を指定します。

Webサービス Webサービスとして公開されて

いるサービスを呼び出します。

ブロック コマンド

ブロックコマンドは基本的にV9Plusと同じですが、細かな変更があ

ります。

● V9Plus の ブロック ループ は、ブロック While と名前が変わ

りました。

● V9Plus の ブロック終了 コマンドは、ブロック End となりま

した。

第4章 タスクエディタ 51



フォーム コマンド

V9Plus の データ入力とデータ出力コマンドは、uniPaaS V1では 

フォーム という一つのコマンドになりました。フォーム コマンドの

タイプとして、入力 か 出力 かを指定するようになっています。

V9Plus   の セレクト コマンド  

V9Plusの セレクト コマンドは、いくつかの機能を持っていましたが、uniPaaS V1では次のように整

理されています。

V9Plusのセレクトコマンドの機能 uniPaaS V1

利用場所 方法

レコードメインで、実項目、変数

項目、パラメータ項目を定義する

データビュー 画面 C=カラム、V=変数、P=パラメー

タ 行として定義する。

イベントハンドラ内で、イベント

のパラメータ、あるいはハンドラ

内でのみ用いる変数項目を定義す

る。

ロジック エディタの、イベン

トハンドラ

項目 コマンドとして定義する。

(uniPaaS V1新機能) 項目変更 ハンドラ 項目 コマンドとして、パラメー

タなどを定義する。

4.3.4. ハンドラの順序

uniPaaS V1の動作エンジンはイベントドリブン型なので、ロジックエディタで定義されているハンド

ラの順序は、基本的に実行に影響を与えません。そのため、開発者が見てわかりやすいよう、自由な

順序で定義して構いません。

ただし、次のハンドラは、定義されている順序によって実行時の動作が変わります。

 グループハンドラ： 二つ以上の変数に対してグループ化する場合、ロジックエディタで上に定

義されているグループハンドラの方が上位のグループと解釈されます。

 イベントハンドラ： あるイベントが発生した場合、イベントハンドラは、ロジックエディタで

下に定義されているものから上に向かって検索が行われます。

4.3.5. ハンドラの自動作成

内容が空のハンドラは、ロジックエディタで定義しておく必要はありません。従って、新規にプログ

ラムを作成した直後では、ロジックエディタの内容は空になっていて、ハンドラが一つも定義されて

いません。

しかし、プログラム開発の便宜のため、新規にプログラムを作成したときに、タスクレベル、レコー

ドレベル、あるいはその両方のハンドラをデフォルトで作成するように設定することもできます。

新規タスクで作成されるデフォルトハンドラを指定するには・・・

1. 動作環境 ダイアログを開き、動作設定(P) タブを開きます。

第4章 タスクエディタ 52



2. ロジックユニットの自動作成 を T=タスク、R=レコード、あるいは A=タスクとレコード のいず

れかに選びます。

3. OK で動作環境ダイアログを閉じます。

このように設定した後では、プログラムリポジトリで新しくタスクを作成した場合、設定した値に

従って、タスク、レコード、あるいはその両方のレベルの 前処理・後処理 ハンドラが自動的に作成

されます。
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4.4. フォームエディタ

フォームエディタは、 フォーム タブをクリックするか、あるいは Ctrl+3 キーを押すと開きます。

ここで表示される一覧から、F5 でズームすると、画面が表示されます。下図は、注文プログラムの親

タスクのフォームです。

V9Plusでは、フォーム一覧に 子ウィンドウ 欄がありましたが、uniPaaS V1では削除され

ています。子ウィンドウについての設定を行うには、GUI表示形式フォームのフォーム特性

中の ウィンドウ タイプ 特性により行います。

フォームエディタでの新機能については、GUIの強化(第 7章)で詳しく説明します。
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4.5. タスクエディタの保存と終了

4.5.1. タスクエディタの終了

タスクエディタを終了させるには・・・

タスクエディタは、データビュー、ロジック、フォーム エディタが開いている状態で、次のようにし

て終了します。

 Enter キーを押すと、修正内容を保存して終了します。

 ESC キー、あるいは Ctrl+F4 キー を押すか、またはウィ

ンドウの  ボタンを押すと、保存確認ダイアログが表

示されます。

 はい(Y) を押すと、変更内容を保存して、タスクエ

ディタを終了します。

 いいえ (N) を押すと、変更内容を破棄して、タスクエディタを終了します。

 キャンセル を押すと、何もせずにタスクエディタに戻ります。

4.5.2. タスク修正内容の保存

V9Plusでは、タスクの修正内容を保存するには、プログラムを閉じてタスクエディタをいったん終了

する必要がありました。uniPaaS V1では、タスクエディタを終了することなく、現時点での修正内容

を保存することができます。

修正内容を保存するには・・・

次のいずれかを行います。

 Ctrl+S キーを押します。

 オプション メニューから プログラムの保存(V)、 あるいは オ

ブジェクトを保存/閉じる(J) を選びます。
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4.6. タスク特性ダイアログボックス

タスク特性ダイアログは、タスク全体に関わるパラメータ

類を設定します。

タスク特性ダイアログを開くには・・・

タスクを開いた状態で、次のいずれかにより行います。

 Ctrl+P キー を押します。

 タスク(K) → タスク特性(T) メニューを選びます。

4.6.1. V9Plusのタスク特性/タスク制御とuniPaaSのタスク特性の対応

V9Plus でのタスク特性およびタスク制御ダイアログでの各特性が、uniPaaS V1ではどこで設定するの

かをまとめたの下表です。

V9Plusでは、タスク特性、タスク制御 の二つのダイアログで設定していましたが、

uniPaaS V1では タスク特性 ダイアログひとつにまとめ、タブで切替えて表示するように

なりました。

uniPaaS V1 V9Plus

汎用タブ タスク特性 → 特性(P) タブ
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uniPaaS V1 V9Plus

動作タブ タスク制御 → オプションタブ

インターフェースタブ タスク制御 → オプション(B) フォームオプション

タスク特性 → 高度な設定(A)  表示オプション
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uniPaaS V1 V9Plus

データタブ タスク特性 → 拡張(E) タブ

オプションタブ タスク制御 → モード(M) タブ

高度タブ タスク特性 → 高度な設定(Ａ)
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V9Plus uniPaaS V1

ダイアログ名 特性名 タスク特性ダイアログでのタブ

名

タスク特性 → 特性(P) タスク名

タスクタイプ

初期モード

タスク終了条件

チェック時期

戻り値

汎用(G)

イベント可 動作(B) 

メインテーブル

インデックス

インデックス式

(データビューに移動)

高度な設定(A) 選択テーブル

タスク常駐

一般(G) 

チャンクサイズ

終了時URL

拡張(A)

ショートカットメニュー

メインフォーム

アイコンファイル名

インターフェース(I)

拡張(E) トランザクションモード、

トランザクション開始、

ロック方式、

キャッシュ範囲

エラー発生時

データ(D)

タスク制御 → モード(M) メニュー使用、

照会、修正、登録、

位置付、範囲、削除、

インデックス変更、ソート、

入出力ファイル、

インデックス最適化、

照会モード位置付、

オプション(O)

データ出力ウィザード オプション(O) (レポートツール)

タスク制御 → オプション(B) ウィンドウ表示

ウィンドウ消去

前面表示 

インターフェース(I)

ウィンドウ再表示

レコードイベント間隔

ページあたりレコード件数

循環入力

更新確認

キャンセル確認

強制レコード後処理

レコード削除

動作(B)
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4.6.2. uniPaaS V1で新たに追加されたタスク特性

V9Plusにはなく、uniPaaS V1で新たに追加されたタスク特性には、次のようなものがあります。

タブ名 特性名 機能

汎用(G) タスクID 開発者がこのタスクの識別名を定義することができます。

この特性は、トップレベルの親タスクのほかに、サブタ

スクにも設定することができます。uniPaaS V1の新しい

関数 TaskID により、実行時にタスクIDを知ることが

できます。

ソースファイル名 (読込専用) このプログラムに対応する XMLソースファ

イル名を表示します。

データ(D) ビュー事前読込 この特性が Yes の場合には、タスク開始時に、範囲指

定を満たすレコードがすべて読み込まれ、該当するレコー

ド数が求められ、スクロールバーはそのレコード数をも

とにして表示されるようになります。スクロールバーで

正確な表示を行いたい場合、スクロールスピードを上げ

たい場合などに用います。

SQLステートメントの出力 これは読込専用の特性で、埋め込みSQLタスクの場合の 

SQL 文を表示します。

拡張(A) 並行実行

メインプログラムを初期化

グローバルパラメータを複写

単一インスタンス

これらはタスクの並列実行を制御するパラメータです。

並列実行については、複数のタスクを同時に実行する

(第 14章)で説明します。
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4.7. 範囲ダイアログボックス

範囲/位置付 ダイアログボックスは、ビューに対する 範囲指定 および 位置付指定 などを設定・表

示するものです。 ここには、次のようなタブがあります

 範囲

 SQL Where句

 式

4.7.1. 範囲タブ

範囲/位置付 タブは、uniPaaS V1で新しく作られたもので、データビュー エディタで指定された範囲

指定をまとめて表示します。

このテーブルでも、次の規則に従って範囲指定を設定することができます。

 モード 欄では範囲条件の評価方法として、F=開始、T=終了、あるいはE=同

じ を指定します。

 一つの項目に対して、範囲の F=開始 と T=終了 を、それぞれひとつづつ

式で指定することができます。

 開始と終了が同じ場合には、E=同じ として、1行で指定することもできま

す。E=同じ と指定した場合には、同一の項目に対して F=開始、T=終了 を

指定することはできません。

 ここに設定された式は、タスクの開始時、タスク前処理よりも前に評価されます

4.7.2. SQL Where と 式 タブ

SQL Where および 式 タブで表示される画面は、V9Plusの時と変りありませんので、ここでは説明を

省略します。
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4.8. データビュー／ロジックエディタの共通機能

4.8.1. クイック式入力

Magicのプログラム作成時には、式を定義することが頻繁にあります。

V9Plus では、式を新規に定義する場合には、式番号を入力するカラムで、

1. F5でズームして式テーブルを開く。

2. F4で新規行を作成する。

3. 式を定義する。

4. OK (または Enter キー)で、式テーブルを閉じる。

という手順を踏む必要がありました。

uniPaaS V1では、クイック式入力 機能があり、この一連の処理すばやく行うことができます。

クイック式入力で式を入力するには・・・

1. イコール文字 ( = )をタイプします。クイック入力ウィンドウが開きます。(式テーブルを開く必

要はありません)

2. 式を書きます。

これだけの操作で、式テーブルに式が追加され、式番号が欄に設定されます。

下図は、注文日付 の 代入 欄で、クイック式入力を使って date() と入力しているところです。

 同じ式は再利用されます。すなわち、クイック式入力で入力した式と同一の式がすで

に式テーブルに定義されていた場合には、新しく行は作成されず、既存の式番号が設

定されます。

 式番号の入力には、クイック式入力を使わず、V9Plusと同じ方法で(式欄からズーム

して)設定することもできます。式の再利用をしたくない場合、複雑な式を入力する場

合には、このほうが便利でしょう。

4.8.2. 表示の展開と縮小

データビューおよびロジックエディタでは、詳細行の表示・非表示を設定することができます。詳細

行が非表示の場合には、ヘッダ行のみが表示されます。

下図は、プログラム 6番 注文 プログラムで、ロジックエディタの画面をすべて展開した状態(上) と、

すべて閉じた状態(下)を表しています。
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ロジックエディタ

ですべて展開した

状態

すべて閉じた状態

展開されているノードは  記号で、縮小されているノードは   記号で表されます。

データビューエディタの場合

データビュー エディタでは、リンクコマンドごとに、ノードを開いたり閉じたりすることができます

。

次の図は、データビューエディタで、リンクコマンドをすべて閉じた状態の画面です。
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データビュー エディタで、開いているノードを閉じたり、開いたりするには・・・

1. デフォルトではすべてのノードが開いた状態で

す。

2. このとき  記号をクリックするか、右マウスク

リックでメニューを開いて サブツリー縮小(L) 

を選ぶと、このリンクコマンドのノードが閉じ

て、従属する C=カラム コマンドが非表示とな

ります。このときには、  記号が表示されます

。

3.  記号をクリックするか、右マウスクリックで

メニューを開いて サブツリー展開(E) を選ぶと

、このリンクコマンドのノードが開いて、従属

する C=カラム コマンドが表示されるようになり

ます。

4.  記号、  記号をクリックして、表示・非表

示を切替えることができます。

一度に全てのノードを開いたり閉じたりすることもできます。

第4章 タスクエディタ 65



データビュー エディタで、一度に全てのノードを開いたり閉じたりするには・・・

1. 右マウスクリックでメニューを出し、 全てを縮小(A) を選ぶ

と、データビュー中のリンクコマンドに従属する C=カラム コ

マンドがすべて隠れます。

2. 逆に、メニューから すべてを展開(X) を選ぶと、閉じている

ノードがすべて開きます。

   

ロジックビューの場合

データビューの場合と同様、ヘッダ行を閉じたり開いたりして、詳細行を非表示・表示を切替えるこ

とができます。

ロジックビューで、個々のハンドラの閉じる・開くを切替えるには・・・

ヘッダ行の先頭にある 、  記号をクリックして切替えます。

レコード前処理ハンドラを縮小した状態 レコード前処理ハンドラを展開した状態

ロジックビューで、すべてのハンドラを一度に閉じたり開いたりするには・・・

データビューハンドラの場合と同じく操作で行えます。 

1. 右クリックでメニューを出し、全てを縮小(A) を選ぶと、すべてのハンドラが一度に

閉じられます

2. 逆に、メニューで 全てを展開(X) を選ぶと、閉じられているハンドラがすべて開かれ

ます。

下図は、ロジックビューのハンドラをすべて縮小した状態の画面です。
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4.8.3. クイックアクセスメニュー

ヘッダ行を単位として、カーソルを移動することができます。

編集(E) メニューの クイックアクセス サブメニューには、以下のようなものがあります。

メニュー ショートカット 機能

次のヘッダ行 Alt+Ctrl+N 次のヘッダ行にカーソルを移動させる。

前のヘッダ行 Alt+Ctrl+P 前のヘッダ行にカーソルを移動させる。

照合移動 現在カーソルのあるヘッダ行に対応するヘッダ行に移動

する。(ヘッダ行にカーソルがあるときに有効となる。)

行ジャンプ Ctrl+J 指定された行に移動する。

ここで、照合移動 メニューで言う 対応するヘッダ

行、とは、次のような対応を言います。

 リンク と リンク終了

 タスク前処理 と タスク後処理

 レコード前処理 と レコード後処理

 グループ前処理 と グループ後処理

 コントロール前処理、コントロール検証、およ

び コントロール後処理

4.8.4. ヘッダ行の削除

ロジックエディタでは、ヘッダ行(ハンドラレベルを定義す

る行)を削除すると、そのハンドラ内のコマンド行も同時に

削除されます。

データビュー エディタでは、リンク コマンドの行を削除し

ようとすると、関連するカラムも同時に削除するかを確認す

るダイアログが開きます。

 はい(Y) で答えると、リンクコマンドと、それから選択されていたカラムとが同時に削除されま

す。

 いいえ(N) で答えると、リンクコマンドの行だけが削除され、カラム行はメインソースに属する

ものとなります。

 キャンセル で答えると、何も削除されません。

4.8.5. マルチマーキング

マルチマーキングは、V9Plusと同様にuniPaaS V1のデータビュー、ロジックエディタでも有効です。
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マルチマーキングした行は、コピー、切り取り、貼り付けなどを行うことができます。

ロジックエディタの場合には、ハンドラレベルを定義するヘッダ行をマークすると、ハンドラ全体を

マークしたことになります。従って、切り取りして別のところに貼り付けすると、ハンドラ全体が移

動させられます。

ヘッダ行(ハンドラレベル)と詳細行(コマンド)を混合してマルチマークすることはできません。すな

わち、詳細行をマークしている状態ではヘッダ行をマークに含めることができず、その逆も同じです。

4.8.6. テキストの検索

データビュー、ロジック エディタ上で、テキスト検索を行うことができます。

uniPaaS V1のデータビュー、ロジック エディタ上でのテキスト検索は、表示されている文字列に対し

て行われます。例えば、コマンド名、カラムや変数名、書式、更には、設定されている式の展開内容

までが検索対象になります。このため、V9Plusのときよりも検索の自由度が高くなりました。

例： 注文 タスクのデータビューで、Date() 関

数が使われている行を検索するには・・・

1. 編集(E) → 検索と置換(F) → テキスト検索(F) メニュー

で 行位置付 ダイアログを開きます。

2. 検索文字列として date を指定します。

3. OK ボタンを押すと、3行目の 注文日付 カラムの代入式

にあるのが見つかります。
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4.9. 式エディタの強化

uniPaaS V1の式エディタは、式の入力や表示を容易にするために、数々の改善がされています。

4.9.1. 関数の自動コンプリート

関数の自動コンプリート機能は、式エディタで関数名を入力しているときに、Ctrl+スペース キーを

押すと、その時点までで入力された文字列から始まる関数名を一覧で表示する機能です。

例： FileDlg 関数を自動コンプリートを使って入力するには・・・

1. 式エディタを開き、F4で新規行を追加します。

2. fi と入力した状態で、Ctrl+スペース キーを

押します。すると、関数名の一覧が表示され、

fi で始まるものに位置付られます。

3. この中から、FileDlg を選びます。すると、

「FileDlg ( 」が式エディタに表示されます。

もし、該当する関数が一つしかない場合には、一覧は表示されずに即座に関数名が入力

されます。 例えば、上の例では、filed まで入力してから Ctrl+スペース を押すと、

すぐに 「FileDlg (」 が表示されます。

4.9.2. 式の展開

V9Plus と同じく、式エディタで、F6 キーを押すと、広域表示がされます。長い式を入力する場合に

は、自動的に広域表示になります。

uniPaaS V1では、広域表示画面になっている状態で、改行やタブを使うことができるようになりまし

た。

 改行 (Enter キー)を入力すると、式が改行されて表示されます。

 タブキーを入力すると、式はインデントされて表示されます。

4.9.3. 選択リスト

式エディタで右マウスクリックでメニューを表示させると、各種の一覧が表示され、選択して式に入
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力することができるようになります。

メニュー ショートカット 説明

項目一覧 F5 または 

Ctrl+0

現在のタスクで有効な項目が一覧で表示

されます。

関数 Ctrl+1 関数一覧ダイアログを表示します。

内部イベント Ctrl+2 システム既定義の内部イベントの一覧を

表示します。

キーボード Ctrl+3 キーとその組み合わせです

権利 Ctrl+4 権利リポジトリに登録されている権利の

表示します。

コントロール Ctrl+5 現在のタスクの GUI0フォームで定義され

ているコントロールの一覧を表示します。

データソース Ctrl+6 利用可能なデータソースの一覧を表示し

ます。

プログラム Ctrl+7 呼び出し可能なプログラムの一覧を表示

します。

エラー Ctrl+8 利用可能なエラーの一覧を表示します。

メニュー Ctrl+9 トップレベルのメニューの一覧を表示し

ます。

 内部イベントは、V9Plusでは アクション と呼んでいたものです。また、V9Plus

では、リテラルとして ACT を使っていましたが、uniPaaS V1では EVENT を使いま

す。

 データソースは、V9Plusでは、テーブルと呼んで、リテラルとしては FILE を使っ

ていました。uniPaaS V1 では、より一般化したデータソースという名前になり、

リテラルとして DSOURCE を使います。

4.9.4. コンテキスト依存ヘルプ

uniPaaS V1の式エディタでは、関数のコンテキスト依存ヘルプの機能があります。

これは、式エディタ上で、関数名の上にカーソルがある状態で F1 キーを押すと、その関数に関する

リファレンス ヘルプ ページを表示するものです。
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4.9.5. V9よりの関数の変更

サポートされなくなった関数： 以下の関数は、uniPaaS V1ではサポートされなくなりま

した。

DSTR3 ISTR EVAL TSTR3 EuroCnv

DVAL3 IVAL RVAL TVAL3 EuroDel

ESTR LSTR RSTR VAL3 EuroGet

FLOW3 LVAL STR3 Pref EuroSet

EuroUpd

関数名の変更： 以下の関数は、uniPaaS V1で名前が変わりました。

V9Plusでの名前 uniPaaS V1での名前 V9Plusでの名前 uniPaaS V1での名前

IOCopy FileCopy ASC ASCIIVal

IODel FileDelete CHR ASCIIChr

IOExist FileExist MaxMagic WinMaximize

IORen FileRename MinMagic WinMinimize

IOSize FileSize ResMagic WinRestore

CtrlName LastClicked MTblSet1 MTblSet

名前の変更された関数は、V9Plusコンバータ(V9Plusよりのマイグレーションユーティリ

ティ)が自動的に改名します。V9Plus コンバータについては、第 8章 以前のバージョンか

らuniPaaS V1への移行 で説明します。
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5. 項目変更ロジックユニット

V9Plus では、オンラインプログラムで、あるコントロールの値がユーザにより変更された場合にトリ

ガされる、コントロール 変更 というハンドラを定義することができましたが、以下のような場合に

は、項目の値が変更されたときにハンドルする方法がありませんでした。

 バッチタスクの場合

 項目がオンラインフォームに配置されていなかった場合。

 項目更新コマンドなど、ユーザの入力以外の方法で、項目の値が変更された場合

uniPaaS V1では、このような場合でも、項目の値に変更が加えられた場合にトリガされる、項目 変更 

というハンドラが新たに定義されました。これに伴い、V9Plus の コントロール 変更 ハンドラは廃

止になりました。

サンプルでは、プログラム 6番 注文 で、項目変更ハンドラが定義されています。ここでは、注文総

コスト (項目 P) の値が変わったとき、10,000ドル以上の場合に支払い方法が小切手になっていない

かどうかを確認しています。

本章の内容の詳細については、リファレンスマニュアルの以下の箇所を参考にしてください

項目変更ロジックユニットの定義 ロジックエディタ → ロジックユニット 

→ 項目変更特性

項目変更ロジックユニットの実行時動作 Magicエンジン → エンジン実行レベル 

→ 項目レベル
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5.1. 項目変更ハンドラの作成

項目変更ハンドラは、次のように作成します。

項目変更ハンドラを作成するには・・・

1. ロジックエディタを開きます。

2. Ctrl+H により、ヘッダ行を作成します。

3. ロジックユニットのタイプとして、V=項

目 を選びます。

4. 項目欄からズームして、項目変更の監視

の対象となる変数を選択します。

5. 項目変更ハンドラへのパラメータ を作成

するかどうかを聞いてきます。

6. はい(Y) を選択すると、パラメータが二

つ自動的に設定されます。

いいえ(N)  を選ぶと、パラメータは作成

されません。

このパラメータには、実行時に次の値が自動的に設定されます。

# パラメータ名 データ型 意味

1 CHG_REASON_(項目名) 数値 数値型で、以下の値が渡される。

0 – ユーザ入力による変更

1 – ユーザ入力以外の原因による変更。

2 CHG_PRV_(項目名) (項目名)と同じ型と書

式

変更される前の値。
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5.2. 実行時の動作

項目変更ハンドラは、次の順序で実行されます。

1. 項目の値の更新が実行される。

2. 必要な再計算がすべて実行される。

3. 項目変更ハンドラの内容が実行される。

従って、項目変更ハンドラの実行時には、データビューの項目は、再計算の対象となるものも含め、

すべて更新されたあとの値となっています。

その他、項目変更ハンドラに関する一般規則は以下の通りです。

 複数の項目変更ハンドラが実行対象となる場合には、データビューエディタ上で上に現れるもの

が先に順番に実行されます。

 同じ項目に対して複数の項目変更ハンドラが定義されている場合には、ロジックエディタ上で一

番下にあるものだけが実行されます。

 取り消し やトランザクションのロールバックの際には、項目変更ハンドラは実行されません。

 項目変更ハンドラに指定されている項目が、オンラインフォーム上でチョイス コントロール 

(コンボボックスやリストボックスなど)に配置されている場合、チョイス コントロール上で選

択値を変えただけでも、項目変更ハンドラが実行されます。

Level 関数 (タスクの実行レベルを文字列で返します) が返す値が変わりました。

 V9Plusで コントロール 変更 ハンドラ実行中に Level 関数を実行した場合、CC_(変

数名) という値が返ってきました。

 uniPaaS V1 では、項目変更ハンドラ実行中に Level 関数を実行すると、VC_(変数名) 

という値が返ってきます。
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6. ユーザ定義関数

Magicには 200を超える組み込み関数が定義されており、プログラム中で利用することができます。

uniPaaS V1では、標準の組み込み関数に加えて、ユーザがアプリケーション独自の関数を定義し、プ

ログラム中で利用することができるようになりました。

本章の内容の詳細については、リファレンスマニュアルの以下の箇所を参考にしてください

ユーザ定義関数の定義と動作 Magicエンジン → ユーザ定義関数
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6.1. ユーザ定義関数の定義

ユーザ定義関数は、ロジック エディタで以下のように定義します。

ユーザ定義関数を定義するには・・・

1. ロジックエディタを開きます。

2. Ctrl+H で、ヘッダ行を作成します。

3. ロジックユニットのタイプとして、F=関数 を選び

ます。

4. 関数名を指定します。

5. パラメータを必要なだけ指定します。(V=項目 P=

パラメータ で定義します)

6. 必要なロジックを記述します。

7. 最後に、戻り値を式で設定します。
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6.2. ユーザ定義関数のスコープ

ユーザ定義関数のスコープ (有効範囲)は、イベントハンドラなどと

同じで、関数のヘッダ行にある スコープ パラメータにより決まり

ます。

スコープ パラメータ 説明

T=タスク 関数が定義されているタスクでだけ有効です。

S=サブツリー 関数が定義されているタスクと、それに従属する

タスク(サブタスク、孫タスク、 ・・・)で有効

です。

G=グローバル 関数はプロジェクト全体で有効です。メインプロ

グラムで関数を定義した場合にだけ選択すること

ができます。

このプロジェクトをコンポーネントとする場合、グローバル関数は、コンポーネント インターフェー

ス ビルダで選択することができます。選択すると、コンポーネントを利用するプロジェクトからも、

この関数を利用することができるようになります。
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6.3. ユーザ定義関数の参照

ユーザ定義関数は、以下に説明するように、標準の組み込み関数と同等なものとして利用することが

できます。

6.3.1. 式エディタ

ユーザ定義関数は、有効範囲内のプログラムの式エディタで参

照することができます。

6.3.2. 自動コンプリート

ユーザ定義関数は、自動コンプリートの対象となり、関数名の

一部だけ入力した状態で Ctrl+スペース キーを入力すると、

関数一覧の中に表示されます。

6.3.3. 関数一覧

式エディタで右マウスクリックによるメニューから 関数(F) を選択するか、あるいは Ctrl+1 キーを

押すと、関数一覧が表示されます。この中に、他の関数に混じって、ユーザ定義関数が表示されます

。パラメータのタイプも表示されます。

ユーザ定義関数は、全関数 グループ、あるいは ユーザ定義 グループに表示されます。
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6.3.4. シンタックスチェック

ユーザ定義関数のパラメータおよび戻り値は、シンタックス

チェックの対象となります。

例えば、Get_Discount の第２パラメータは日付型ですが、こ

れに文字型のパラメータを与えると、「定義式内の型が合っ

ていません」というエラーが表示されます。
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6.4. その他の注意事項

6.4.1. 既定義の関数と同じ関数名を使う場合

ユーザ定義関数の名前として、標準で定義されている組み込み関数と同じ名前を使うことは可能です。

この場合にはエラーにはならず、ユーザ定義関数の方が実行されます。

また、同一の名前を持つユーザ定義関数を複数定義することも可能です。この場合には、ロジックエ

ディタ上で、後(下)の方に定義されている方が実行されます。

いずれの場合にも、関数一覧には名前は一つだけしか現れません。

6.4.2. ユーザ定義関数を削除する場合

ユーザ定義関数を削除することは可能ですが、削除すると、その関数を使っている式はすべてシンタッ

クスエラーとなります。

ユーザ定義関数の名前を変更することもできますが、その関数を参照している式は自動的に更新され

ません。従って、この場合も式はシンタックスエラーとなります。

ユーザ定義関数を削除あるいは改名する場合には、予め 編集(E) → 検索と置換(F) → テキスト検索

(F) メニューなどにより、そのユーザ定義関数を使っている式がないかどうか確認してください。

6.4.3. パラメータと戻り値

パラメータは、値渡しで渡されます。従って、関数内でパラメータの値を更新した場合にも、そのも

との変数が更新されることはありません。

戻り値は、関数のロジックがすべて実行された後に、戻り に設定されている式を評価して計算します。

戻り に式番号が設定しないでおく(0のままにしておく)ことも可能です。この場合には、関数の戻り

値として Null 値が返ります。

6.4.4. レベルとタスク世代

ユーザ定義関数が定義されているタスクがどこであっても、Level 関数の結果、および タスクの世代 

をパラメータとして使う関数 (Stat関数など)の評価には影響を与えません。常にその関数を参照する

式が定義されているタスク、あるいはロジック ユニットを基準として計算されます。
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7. GUIの強化

uniPaaS V1では、オンラインフォームの GUIが強化され、最新の WindowsコントロールのLook＆Feel

が利用できるようになりました。

本章の内容の詳細については、リファレンスマニュアルの以下の箇所を参考にしてください

GUIの詳細 表示フォーム → GUI表示フォーム

表示フォーム → GUIコントロール
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7.1. TAB順序

V9Plusまでは、オンラインフォーム上のカーソルの TAB順序(移動順序)は、レコードメインでのセレ

クトコマンドの順番に従っていました。

uniPaaS V1 では、データビューエディタでの項目の定義順序と、オンラインフォーム上での TAB順序

とは関係がなくなり、次のいずれかの方法により TAB順序が決められます。

 手動TAB順序

 自動TAB順序

7.1.1. 自動／手動TAB順序の設定

自動タブ/手動タブは、フォームエディタを開いて、描画(R) → 表示順(O) → 自動TAB順序(B) メ

ニュー、あるいは コマンド パレットの 自動TAB順序 ボタンによりトグルさせることができます。

  

7.1.2. 手動TAB順序

手動タブ順序では、コントロール特性として TAB順序 という数値型の特性があり、ここに設定されて

いる値が小さいものから大きなものへ、カーソルが移動していきます。

手動タブ順序のモードでは、TAB順序 特性を開発者が設定できます。TAB順序の値を開発者が変更し

た場合には、Magicは他のコントロールの TAB順序を自動的に裁番しなおします。

TAB順序 特性の値は、式で設定することもできます。式で設定した場合には、すべてのコントロール
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の式が評価され、ソートされ、値の小さい順に TAB順序が決まります。

7.1.3. 自動TAB順序

自動タブ順序では、フォーム上のコントロールを、次の順序で移動します。

1. 画面上で上にあるコントロールから、下にあるコントロールへ。

2. 水平位置が同じ複数のコントロールがある場合には、左から右へ。

これは通常の場合、画面操作上、もっとも自然なカーソルの動きとなります。

7.1.4. TAB順序の表示

TAB順序は、 描画(R) → 表示順(O) → TAB順序表示(S) メニュー、あるいは コマンド パレットの 

TAB順序表示 ボタンで表示させることができます。
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7.2. GUI特性の パーク カテゴリ

GUIコントロールには、パーク というカテゴリが新たに

設定されました。

ここには、次のようなコントロール特性があります。

特性 説明 モデルリポジトリにある

か？

TAB順序 手動TAB順序の場合、カーソルの移動する順序を数値で設

定します。実行時には、値の小さい順にカーソルが移動し

ます。

自動TAB順序の場合には、無効化され、開発者は設定でき

ません。この場合には、値として、自動的に生成された

TAB順序の値が設定されます。

なし

パーキング可 カーソルがこのコントロールにパークすることができるか

を設定します。

Yes の場合には、パーク可能です。No の場合には、TAB

キー、マウスクリックに関わらず、パークすることはでき

ません。

あり

TABで移動 TABキーによりカーソルを動かす場合に、カーソルがこの

コントロールにパークするかを設定します。

Yesの場合には、パークします。Noの場合にはパークしま

せん。

いずれの場合にも、ユーザはマウスクリックによってカー

ソルをパークさせることは可能です。

あり

TAB移動方向 TAB キーによりカーソルを動かす場合、カーソルの動く方

向によりパークの可否を設定した場合に設定します。

F=前方のみ の場合には、順方向で動くときのみパークし

ます。

C=後方のみ の場合には、逆方向で動くときのみパークし

ます。

B=両方向 の場合(デフォルト)には、いずれの場合もパー

クします。

あり
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7.3. Windows コントロール

uniPaaS V1では、Windows XPの GUIインターフェースをサポートするようになりました。

下図は、プログラム 8番 顧客 プログラムの実行画面です。XPのテーマを利用する場合(左側)と、利

用しない場合(右側)の表示を見比べてください。

 

7.3.1. 前提条件

システム要件

Windows XP スタイルを利用する前提条件として、シス

テムが次のような要件を満たしている必要があります

。

 画面のプロパティで、デザインとして Windows 

XP スタイルが選択されていること。

動作設定

Windows XPの GUIインタフェースを有

効化するかどうかは、動作環境 ダイア

ログから 動作設定(P) タブを開き、

Windows XP のテーマを使用 パラメー

タでで設定することができます。

インストール時のデフォルトは Yes と

なっていますが、Windows XP の GUIイ

ンターフェースを利用したくない場合

には、No を設定します。
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7.3.2. コントロール スタイルの設定

Windows XP スタイルを使いたい場合、各コントロールの スタイ

ル 特性を D=Windows立体 に設定しておきます。これは uniPaaS 

V1 のデフォルト値です。

7.3.3. タブ コントロール

Windows XPスタイルの場合、タブコントロールは次のよ

うな特性が有効になります。

 ホットトラック

 複数行

 タブ幅

 イメージ一覧ファイル名

 イメージ一覧インデックス

以下にそれぞれの機能について説明します。

ホットトラック

ホットトラックは、マウスカーソルの動きに合わせて、タ

ブの色が変わる機能です。

下図は 顧客 プログラムの実行画面上のタブコントロール

ですが、マウスカーソルの位置にあるタブの上辺がオレンジ色で表示されています。

  

ホットトラックは、タブコントロールの ホットトラック 特性が Yes の場合に有効になります。デフォ

ルトでは No です。
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複数行

タブの数が多くて1行に収まりきらないとき、タブを 2行以上に分けて表示するかを指定します。

複数行 特性が No の場合(デフォルト値) には、タブは１

行に表示できるだけ表示され、表示されないタブは、右端

にあるスクロールボタンによって表示するようにします。

複数行 特性が Yes の場合には、2行以上に分けてタブが

表示されます。

タブ幅

タブ幅 特性は、次のような選択肢があります。

 T=テキストに合わせる (デフォルト)

 F=固定

 L=行幅に収める

T=テキストに合わせる の場合： タブの幅は、表示されてい

るテキストに合わせて自動的に計算され調整されます。タブ

はすべて右寄せで配置されます。
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F=固定 の場合： タブは全ての選択肢のテキストを収められ

る固定幅になります。

L=行幅に収める の場合： タブコントロールの幅に広がり、

各タブは均等になるように表示されます。

イメージ一覧ファイル と イメージ一覧インデックス

イメージ一覧ファイル と イメージ一覧イ

ンデックス 特性は、タブにアイコンイメー

ジを表示させるための設定です。

イメージ一覧ファイル には、アイコンイメー

ジをすべて一列に並べた形のビットマップ

イメージファイル名を指定します。

イメージ一覧インデックス は、このビット

マップイメージの中の何番目のイメージを、

何番目のタブに割り当てるかを、カンマで

区切った数字で指定します。
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例： タブにアイコンを右図のように付

加したい場合には・・・

1. 次のような４つのアイコンを含む形のイメージ

ファイルを作成し、

%Pics%CustomerTabIcons.bmp 

に格納しておきます。

4つのアイコンはそれぞれ、連絡先、詳細、職

業、イメージ のタブに表示させるものとなり

ます。

2. このイメージファイル名を、イメージ一覧ファ

イル 特性に設定します。

3. 各タブに対応するイメージの番号を イメージ一覧インデックス 特性に設定します。上の場合に

は、

   1,2,,3,,4

と設定します。アイコンを表示させる必要がないタブは空にしておきます。
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7.3.4. チェックボックス コントロール

uniPaaS V1でのチェックボックスは、V9Plusに

比べ、表示上のバラエティが多くなっています。

また、3 ステートタイプ(真、偽 のほかに Null 

を持つ)もサポートしています。

スタイル

スタイル 特性は、

 2=平面

 3=凸立体

 S=凹立体

から選択します。

実行時、2=平面、および S=凹立体 の場合には、Windows チェックボックを表示します。 3=凸立体の

場合には、V9Plus と同じ形式でチェックボックスを表示します。

3  ステータス 特性  

3 ステータス 特性は、Yes または No を設定します。デフォルトは No です。

Yes の場合には、真、偽 のほかに、「不明」の意味を表す Null も設定することができます。Null値

可 の場合には、対応する論路型項目の Null値可 特性も Yes である必要があります。

実行時、Null は、 により表示されます。
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表示方法

表示方法 特性は、

 B=ボックス (デフォルト)

 U=ボタン

を設定できます。

B=ボックス の場合は、普通のチェックボックスとして表示されます。

U=ボタン の場合には、ボタンで真偽状態を表示します。真の場合には、ボタンが押されたように、凹

型に表示され、偽の場合には 凸型に表示されます。

表示方法 = U=ボタン の場合の表示
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複数行

複数行 特性が Yes の場合には、ラベルを複数行に分けて表示することができます。

ラベルは、テキスト 特性で指定します。F6で拡大表示させると、Enter キーを使って、改行の位置を

指定することができます。

イメージファイル名

イメージファイル名 特性にイメージファイル名を指定すると、実行時にそのイメージがラベルの代わ

りに表示されます。

7.3.5. ラジオボタン コントロール

ラジオボタンコントロールも、表示上のバリエーションが増えました。
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スタイル

スタイル 特性は、次のものから選択します。

スタイル 特性値 説明 備考

2=平面 平面で表示します。 Windows のラジオボタンを使って表示します。

3=凸立体 ３ Dで盛り上がるようなイメージ

で表示します。

V9Plus と同様な表示方法です。

S=凹立体 ３ D で引っ込むようなイメージで

表示します。

uniPaaS V1でのデフォルト。Windows のラ

ジオボタンを使って表示します。

表示方法

表示方法 特性は、次の値から選択します。

表示方法 特性値 説明 備考

R=ラジオ 通常のラジオボタンの表示です。 デフォルトの設定

U=ボタン 各々の選択肢をボタンで表示します。
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表示方法 = U=ボタン のラジオボタン

複数行

複数行 特性は、ラベルを複数行に分けて表示するかを指定するもので、

Yes / No あるいは論理式で指定します。

右図は、複数行= Yes の場合の表示例です。

イメージ

イメージ特性にイメージファイル名を指定した場合には、そのイ

メージがラベル代わりに表示されます。

この場合、実行時の動作は次のようになります。

 このラジオボタンは、選択肢(選択項目リスト、および 選択

表示リスト 特性)が一つだけのものとします。複数の選択肢

がある場合には、同じイメージが複数表示されてしまいます。

 実行時には、選択、非選択、の二つの状態しかありません。

 クリックすると選択された状態になります。この後には、マウスクリックで非選択の状態にする

ことはできません。

イメージ ラジオボタンを単独で使った場合、いったん選択すると非選択に戻すことができ

ないので、通常は単独で用いることはなく、次に説明するグループ化機能を用いて、グルー

プの中の一選択項目として用います。

ラジオボタンのグループ化

V9Plusまでは、ラジオボタンの選択肢は一つのコントロールと

して、1列、あるいは1行に、同じスタイルで表示することし

かできませんでした。

uniPaaS V1では、複数のラジオボタンコントロールを、一つの

変数に結び付けることができるようになりました。これを ラ

ジオボタンのグループ化 と呼びます。右図は、すべて異なっ

たスタイルを持つラジオボタンが 6つありますが、これらはす

べて同一の変数に結び付けられています。

この場合、

 グループ化は、フォームエディタ上で、各ラジオボタン

に、データ 特性として同一の項目を割り当ててやること
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により設定します。

 各ラジオボタンコントロールのスタイルはそれぞれ独立して指定できますので、異なるスタイル

のラジオボタンであってもグループ化することができます。

 これらのラジオボタンは、物理的に隣接している必要はなく、画面上のどこにでも配置すること

ができます。

 グループ化されているラジオボタンは、お互いに排他的に選択されます。例えば、上の図では、

イメージで表示されているラジオボタン(内部の値は 紫) が選択されていますが、このときには

他のラジオボタンは非選択の状態になっています。ここで、例えば左上の 赤 をクリックすると、

赤が選択状態になり、紫 (イメージのラジオボタン)は非選択となります。

 グループを構成する各々のラジオボタンには、複数の選択肢を持たせることができます。例えば、

左側上から 2番目のラジオボタン (ボタンのスタイルで表示されているもの) では、黒 と 白 の

二つの選択肢があります。

上の例を、スタジオのフォームエディタ上で見ててみると、すべて データ 特性に、項目 M が割り当

てられています。他のラジオボタンも同様に、項目 M が割り当てられています。

グループを構成する各ラジオボタンでは、選択項目リスト 特性に、そのラジオボタンでの選択肢を設

定します。

上の例では、左上のボタンは 赤、その下のボタンは 黒 と 白、その下は 限りなく透明に近い白 な

どとなっています。

 フォームエディタ上でいずれかのラジオボタンを

クリックすると、グループ化されたラジオボタン

がすべて選択されます。

 個々のラジオボタンだけを選択したい場合には、

Ctrl キーを押しながらクリックします。
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7.4. サブフォーム

Magicでは、親子タスクでヘッダレコードと明細レコードを表示させる画面設計が良く使われます。こ

のような場合、従来は ファントムタスク としてプログラムを作りましたが、これには独特のプログ

ラミング技法と、微妙な画面設計が必要でした。

サブフォーム は、ファントムタスクを、より簡単に作りやすくする、uniPaaS V1の新機能です。

uniPaaS V1では、オンラインプログラムでもサブフォームを使えるようになりました。

サンプルでは、プログラム9番 注文(サブフォーム利用) でサブフォームを使っています。

7.4.1. サブフォームをフォームに配置する

サブフォームは、オンラインの GUIフォームで使えます。

サブフォームを配置・設定するには・・・

1. オンラインの GUIフォームをフォームエディ

タで開きます。

2. コントロールパレットから、サブフォーム コ

ントロールを選びます。

3. サブフォームコントロールをフォームにドロッ

プし、サイズを適当に変更します。実行時に

は、このサブフォームの中にサブタスクの画

面が表示されます。
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4. サブタスクコントロールのコントロール特性

を開きます。

5. 接続先 および プログラム/タスク番号 特性

は、このサブフォーム中に表示させるタスク

の指定を行います。接続先 特性は、S=サブタ

スク あるいは P=プログラム のいずれかであ

り、プログラム/タスク番号 は、呼び出すプ

ログラム番号 (P=プログラム の場合)、ある

いは サブタスクの番号 (S=サブタスク の場

合) を指定します。

6. パラメータ 特性では ズームしてパラメータ

テーブルを開き、呼び出すタスク／プログラ

ムに渡すパラメータを指定します。

以上で、サブフォームの設定は終わりです。

従来の ファントムタスク の構造では、親・子タスクに次のような特別な設定が必要でし

た：

● 親タスクでは、レコード前処理とレコードメインで、子タスクを呼び出す。

● 子タスクでは、終了条件 に Level(1) = ‘RP’ を設定し、タスク制御の ウィンド

ウを閉じる パラメータを No にする。

サブフォームを使った場合には、これらの設定は不要になります。

V9Plusとの互換性のために、従来のファントムタスクの構造もそのまま動作します。
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7.4.2. サブフォーム タスク実行ルール

サブフォームで指定されているプログラムあるいはサブタスク (サブフォームタスク)は、以下のタイ

ミングで呼び出されます。

 親プログラムが起動され、親タスクの最初のレコード前処理が終了した直後。

 親タスクでのタブの移動で、サブフォームタスク コントロールに達したとき。

 ユーザがサブフォームタスク上の画面領域をクリックした場合。

サブフォームタスクが起動されたときには、次のことが起こります。

1. フォーカスはサブフォームタスクに移動します。

2. ユーザがサブフォームタスクのパーク可能なコントロール上でクリックした場合には、そのコン

トロールにカーソルが移動します。それ以外の場合には、タブ順序で最初のコントロールにカー

ソルが移動します。

3. タスク前処理が実行されます。

4. レコード前処理が実行されます。

5. カーソルの移動先のコントロールに、コントロール検証 ハンドラが定義されていれば、それが

実行されます。

6. 同じく、コントロール前処理 ハンドラが定義されていれば、それが実行されます。

7.4.3. サブフォーム　タスク特性

サブフォームコントロールから呼び出される場合、そのタスクは次のようなタスク特性を持っている

ものとして実行されます。

タスク特性 パラメータ 値

ウィンドウ消去 No

前面表示 Yes

アイコンファイル名 無視される

その他の注意点は以下の通りです。

 子タスクの トランザクションモード が W=親と同一、あるいは D=遅延 となっている場合には、

サブフォーム タスクは、あたかも 同期 が Yes として設定されたコールコマンドで呼び出され

たのと同様に動作します。

 サブフォーム タスクを呼び出す場合、親タスクのレコードで暗黙のロックはかかりません。

7.4.4. サブフォーム タスク終了ルール

サブフォームタスクは、次のタイミングで終了します。

 ユーザがサブフォーム コントロールの外の領域でクリックした場合。

 C:閉じる イベントが発行されたとき。

 終了 条件が真になったとき。

 親タスクが終了したとき。

サブフォーム タスクが終了するとき、次のようなことが行われます。

1. 現在パークしているコントロールにコントロール後処理が定義されていたら、それを実行します。

2. レコード後処理が実行されます。
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3. タスク後処理が実行されます。

4. フォーカスが親タスクに戻り、カーソルは TAB順序に従い、サブフォームコントロールの次のコ

ントロールに移ります。

サブフォーム コントロール自体に、コントロール前処理/後処理/検証 などのハンドラを定

義することはできません。

7.4.5. サブフォームの自動再表示

サブフォームの内容は、次の条件が両方満たされている場合に自動的に再表示されます。

 サブフォーム コントロールの 自動再表示 特性が Yes になっていること。No になっている場

合には、自動再表示はされません。

 親タスクの処理の結果として、パラメータとしてサブフォーム タスクに渡される値に変更があっ

た場合。親タスクの項目に変更があり、サブフォームタスクがその項目を参照していたとしても、

パラメータとして渡されていない場合には、自動再表示はされません。

サブフォーム コントロールの 自動再表示 特性が No になっている場合でも、次に説明する サブ

フォーム再表示 イベントを発行すれば、サブフォームの内容が強制的に再表示されます。

7.4.6. サブフォーム再表示イベント

サブフォーム再表示 イベントを発行すると、そのタスクに配置されているサブフォームタスクが、強

制的に再表示させられます。

例えば、親タスクで検索条件を設定し、サブフォームタスクで検索結果を表示させるようなプログラ

ムでは、ユーザがパラメータをすべて入力した後に検索をかけたい、という場合が多いと思いますが、

このような場合に、自動再表示 特性を No にしておいて、検索 ボタンなどに サブフォーム再表示 

イベントを割り当てておくことで、そのような動作をさせることができるようになります。

パラメータ

サブフォーム再表示 イベントには、サブフォームコントロール名 というパラメータがあります。

イベント実行 コマンドで サブフォーム再表示 イベントを発行する場合には、パラメータテーブルで

このパラメータを与えることができます。

他の内部イベントと同様に、サブフォーム再表示 イベントは非同期で実行されます。この

ため、イベント実行 コマンドの ウェイト パラメータは No (内部イベントを選択した場

合のデフォルト値)にしておかなければなりません。ウェイト を Yes にした場合には、イ

ベントの効果はありません。
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サブフォーム再表示 イベントに対するイベント ハンド

ラを定義する場合には、パラメータも共に定義するかど

うかを聞かれます。

Yes と答えると、サブフォーム コントロール名 という

名前のパラメータが定義されます。

7.4.7. サブフォーム関連の関数

サブフォームに関連して、次のような関数が使えます。

関数 説明

CtrlGoTo CtrlGoTo関数のパラメータとして、サブフォーム コントロールのコントロール

名を指定することができます。この場合には、次のことが起こります。

1. 現在パーク中のコントロールのコントロール後処理が実行されます。

2. TAB順序に従って、現在パーク中のコントロールから、サブフォームコント

ロールまでの間にあるコントロールに定義されているコントロール検証が実

行されます。

3. サブフォームタスクにフォーカスが移り、最初のパーク可能なコントロール

にカーソルが移動します。

HandleCtrl この関数が サブフォーム コントロールのコントロール名を返すことはありませ

ん。

Level サブフォーム タスク中から Level(1) を実行すると、’Subform’ という文字

列を返します。

MainLevel MainLevel関数は、通常の子タスクと同様に動作します。

SubformExecMode これはuniPaaS V1の新しい関数で、タスクがサブフォームタスクとして実行さ

れているかどうかを判定するために用います。詳細は以下に説明します。

SubformExecMode   関数  

SubformExecMode関数は uniPaaS V1での新しい関数で、呼び出し形式は以下の通りです。

シンタックス SubformExecMode(世代)

パラメータ 世代 パラメータは、タスクの世代 (現タスク = 0、呼び出しタスク=１、・・・)

を表します。

戻り値 －１ タスクはサブフォームタスクとして実行されていません。

０ タスクはサブフォームタスクとして通常に実行されています。

１ タスクはサブフォームタスクですが、親タスクから最初に呼び出されて実

行されています。

２ タスクはサブフォームタスクで、再表示のために実行されています。(こ

れには、自動再表示の場合も、サブフォーム再表示 イベントによる再表

示のいずれの場合も含みます)。

第7章 GUIの強化 100



7.5. プッシュボタン コントロール

7.5.1. 実行元 特性

プッシュボタンコントロールでイベントが発行される場合、どのタスクから発行されるのかは、Magic

エンジンがイベントハンドラの検索順序を決定する上で必要な情報です。

ファントムタスクの構造をしている場合、uniPaaS V1では親タスク(コンテナタスク)、あるいはフォー

カスのあるタスクのいずれかから発行されるかを、プッシュボタンの 実行元 特性により設定できる

ようになりました。

実行元 特性には、次の二つの設定があります。

実行元 特性値 意味

C=コンテナタスク (デフォルト値) コンテナタスクからイベントが発行されます。

T=フォーカス上のタスク 現在フォーカスのあるタスクからイベントが発行されます。

右図は、プログラム9番の 注文(サブフォーム利用) 

プログラム上に配置された 終了(E) ボタンのコント

ロール特性です。ここでは、デフォルトの C=コンテ

ナ タスク になっています。

このプッシュボタンでは、実行元 特性が C=コンテナ

タスク になっているので、フォーカスが親タスクに

あっても、サブフォームタスクにあっても、このボタ

ンを押すことによって、親タスクが終了します。

もし、このボタンの 実行元 特性が T=フォーカス上

のタスク だったとすると、フォーカスがサブフォー

ムタスク上にあるときにこの 終了(E) ボタンを押す

と、サブフォームタスクが終了してフォーカスが親タスクに戻るだけで、親タスクは終了しません。
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7.6. メニュー

V9Plusでは、メニューリポジトリにおいて、1番は基本プルダウンメニュー、2番は基本コンテキスト

メニュー と固定されていました。

uniPaaS V1ではこのような決まりはなくなり、プルダウンメニューやコンテキストメニューは自由に

設定できるようになりました。また、コントロール単位でメニューを設定できるようになりました。

7.6.1. メニューリポジトリ

メニュータイプ

V9Plusでは、メニューリポジトリの

各エントリには、メニュータイプ が

あり、

● P=プルダウンメニュー

● D=コンテキストメニュー

● C=ショートカットメニュー 

などが設定されていて、各メニュー

の用途は固定されていました。

V9Plusでのメニューリポジトリ

uniPaaS V1では、メニュータイプ の

指定はなくなり、どのメニューエン

トリでも、いずれの用途にでも利用

することができます。

uniPaaS V1でのメニューリポジトリ

システムプルダウンメニューとシステムコンテキストメニューの設定

実行エンジンでアプリケーションを開いたとき、デフォルトのプルダウンメニューを システムプルダ

ウンメニュー と呼びます。また、アプリケーションを開いた直後、まだプログラムが実行されていな

い状態で、右マウスクリックで表示されるコンテキストメニューを システムコンテキストメニュー 

と呼びます。

下図は、サンプルアプリケーションのシステムプルダウンメニューです。
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システムプルダウンメニューとシステムコ

ンテキストメニューは、アプリケーション

特性の システムプルダウンメニュー およ

び システムコンテキストメニュー パラメー

タで、メニューエントリの番号で設定しま

す。

7.6.2. フォームにコンテキストメニューを設定する

uniPaaS V1では、フォームごとにコンテキストメニューを設

定することができます。フォームごとのコンテキストメニュー

は、フォーム特性の コンテキストメニュー 特性で、メニュー

のエントリ番号で指定します。

 コンテキストメニュー 特性は、式で設定する

こともできます。式で設定する場合には、 

MENU リテラルを使うと便利です。

 V9Plusでは、タスク特性でメニュー番号を指

定することができましたが、uniPaaS V1では

フォーム特性で設定します。
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7.6.3. コントロールにコンテキストメニューを設定する

uniPaaS V1では、個々のコントロールにコンテ

キストメニューを設定することもできます。こ

のメニューは、コントロールにフォーカスがあ

るときに有効となります。

コンテキストメニューは、コントロール特性の 

コンテキストメニュー 特性で、メニュー番号で

設定します。ここには式を指定することもでき

ます。

7.6.4. コンテキストメニューの表示ルール

実行時、あるコントロールの上でマウスの右クリックがなされたら、次のルールに従ってコンテキス

トメニューが表示されます。

1. もしこのコントロールに コンテキストメニュー 

特性が設定されていれば、それに従ってコンテキス

トメニューが表示されます。

2. コントロールにコンテキストメニュー 特性が設定

されていない場合には、コントロールのタイプに固

有なコンテキストメニューが表示されます。例えば、

エディットコントロールには、切り取り、コピー、

貼り付け、IMEの制御その他のコンテキストメニュー

があります。
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3. もしコントロール タイプに固有なコンテキストメ

ニューが定義されていなければ、フォームの コン

テキストメニュー 特性に設定されているメニュー

が表示されます。

4. フォームにもコンテキストメニューが定義されてい

なければ、コンテキストメニューは表示されません。

 コントロールが無効化されている状態では、コンテキストメニューは表示されません。

 OLE と ActiveX コントロールの場合には、それに固有なコンテキストメニューが表示

されます。

7.6.5. 実行時にプルダウンメニューにメニューを追加する

メニューは、実行時にダイナミックに追加・削除することができます。このために次の関数が定義さ

れています。

関数 意味

MnuAdd プログラムによって動的にメニュー構造を現在実行中のプルダウンメニュー構造

に追加します。

MnuRemove プログラムによって動的にメニュー構造を現在実行中のプルダウンメニュー構造

から削除します。

サンプルでは、プログラム８番 顧客 プログラムで、この関数が使われています。ここでは、タスク

前処理で 顧客 メニューの追加し、タスク後処理で削除しています。

この結果、このタスクが実行中の間だけ、顧客 メニューのエントリが増えています。

通常の場合
顧客 プログラム実行中の場合
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7.7. フォーム状態の保存と復元

V9Plusまでは、フォームのサイズやコントロールのサイズ、位置などをいったんマウスで変更しても、

タスクを閉じて再度開いた場合には、すべてリセットされてしまいました。uniPaaS V1ではフォーム

特性の設定をひとつ入れるだけで、ユーザごと、フォームごとに閉じたときの状態を保存し、次回に

自動的に復元されるようにできます。保存情報は Windowsにログオンしているユーザごと別々に格納

されます。

7.7.1. フォーム状態ID 特性

デフォルトでは、フォームの状態は保存されず、V9Plusまでと同じ動作となります。フォームの状態

を保存したい場合には、フォーム特性の「フォーム状態ID」特性に、識別IDを設定します。

例として、プログラム 6番 注文 にフォーム状態IDを設定してみましょう。

フォーム状態を保存・復元するようにするには・・・

1. プログラム 6番 注文 を開き、フォーム タブをクリックして

フォーム一覧を表示させます。

2. 注文 フォームのフォーム特性を開きます。

3. フォーム状態ID に 注文親画面 と指定します。

4. タスクを閉じます。

5. これで、親タスクのフォームについては、状態が保存・復元

されますが、注文 プログラムは親子タスクの構造をもってい

るので、子タスクのフォームの状態は保存・復元されません。

親子両方のフォーム状態を保存・復元するために、子タスク 

注文行 のフォームについても、同様に、フォーム状態ID 特

性に 注文明細画面 などと設定してください。

6. タスクを閉じます。

7.7.2. フォーム状態IDの効果の確認

これで設定ができたので、次にフォーム状態IDの動作の確認をしてみましょう。

ここで注意があります。フォーム状態IDは、実行版でアプリケーションを実行している場合にのみ
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有効で、スタジオから F7 キーなどでから実行する場合には、つねにフォーム状態がリセットされて

しまいます。実行版で実行するには、プロジェクトを キャビネットファイル という形式に変換して

保存する必要があります。キャビネットファイルというのは、V9Plusでのフラットファイル (MFF) 

と同じもので、詳しくは 13.2アプリケーションの配備 で説明しますが、ここでは、フォーム状態

IDの動作確認のために、簡単にキャビネットファイルの作成方法を説明します。

キャビネットファイルに保存するには・・・

1. 開いているリポジトリがあれば、すべて閉

じます。アプリケーションは開いたままに

しておきます。

2. ファイル メニューから、キャビネット作

成 を選択します。 

3. キャビネットファイル 保存のダイアログ

が開くので、TravelAgency ディレクトリ

の下に、TravelAgency.ecf と指定して、

保存(S) をクリックします。

もし、すでに同名のファイルが存在してい

たら、ファイルは上書きされます。

4. プログレスバーが消えれば、キャビネット

ファイル作成完了です。

キャビネットファイルができたら、実行版で実行してみましょう。
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キャビネットファイルを実行するには・・・

1. キャビネットファイルを実行するには、エ

クスプローラからキャビネットファイルを

ダブルクリックするのが一番簡単です。

2. その他に、実行版を起動してから、ファイ

ル メニュー より アプリケーションを開

く で、キャビネットファイルを指定して

開いて、実行する方法もあります。
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次のようにして、注文 プログラムでフォーム状態が保存されることを確認してください。

フォーム状態IDを設定した効果を確認しましょう

1. キャビネットファイ

ルを実行し、プルダ

ウンメニュー 注文

(R) を選んで、注文 

プログラムを起動し

ます。初期状態では

右図のようになって

います。

2. 内部のウィンドウを

最大化し、さらに、

明細行テーブルのタ

イトルをドラッグ＆

ドロップして、コス

ト カラムが # の次

に来るようにします

。

3. 終了(E) ボタンを押して、注文 プログラムをいったん終了します。

4. その後、再度 注文 プログラムを起動します。ここで、3 で閉じたときと同じ状態、すなわち、

内側のウィンドウは最大化され、明細行の コスト カラムは 2番目に表示されていることを確認

してください。
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7.7.3. フォーム状態ID利用上の注意点

フォーム状態ID を使う場合、次のような点に注意してください。

 フォーム状態ID 特性には、アプリケーション内で一意な名前を設定してください。重複する名

前があると、正しく復元されないことがあります。

 先の 注文 プログラムで見たように、親子構造のタスクでは、親フォームと子フォームの両方に

それぞれ フォーム状態ID を設定してください。

 フォーム状態の保存と復元の機能は、実行版で実行した場合にのみ有効です。スタジオから起動

する場合には、フォーム状態ID 特性が設定されていても保存・復元がされません。

 フォーム状態の情報は、C:\Documents and Settings\(ユーザ ID)\Local Settings\Application 

Data\MSJ\(プロジェクト ID) などのフォルダに、XMLデータの形式で格納されます。ここで、(ユー

ザ ID) というのは、Windowsにログインしているユーザ名で、(プロジェクト ID)というのは、プ

ロジェクトごとに一意に決められている内部 IDです (例： {160553AB-E5EA-481B-B776-

77ACA982DD42} など)。

7.7.4. フォーム状態関連関数

フォーム状態は自動的に更新されますが、場合によってはこれをリセットして、初期状態に戻したい

場合があります。このようなときのために、フォーム状態をリセットする関数が用意されています。

シンタックス FormStateClear (フォーム状態ID)

パラメータ フォーム状態ID(文字) … 初期化するフォームの［フォーム特性］の［フォーム状

態ID］特性に定義されている文字。

以下の予約語を使用することができます。

戻り値 論理値。指定されたフォームに保存されている状態情報が存在する場合は、True が

返ります。
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8. 以前のバージョンからuniPaaS V1への移行

uniPaaS V1が持つ多様な先進機能を実現するため、uniPaaS V1の開発においてはMagicエンジンの根

本的な再設計が行われました。同時に、過去のバージョンとの互換性維持にも努めた結果、V9から

uniPaaS V1への移行はたいへん容易に行うことができるようになっています。

本章では、過去のMagicバージョンからuniPaaS V1へ移行する場合の移行パス、注意点、移行手順な

どについて説明します。

本章の内容の詳細については、リファレンスマニュアルの以下の箇所を参考にしてください

uniPaaS V1へのマイグレーション

の詳細

マイグレーション の章

RM互換レベル ロジックエディタ → ロジックユニット → RM互換

作業ディレクトリ プロジェクトとアプリケーション → プロジェクト開発 → プロ

ジェクトディレクトリの取得

プロジェクトとアプリケーション → アプリケーション実行

権利設定 認証システム → 実行/APG権利

内部イベント(アクション) Magicエンジン → エンジン実行レベル → イベントレベル → 

イベント一覧
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8.1. 移行パス

uniPaaS V1のプロジェクトは XMLをベースとするソース形式ファイルなので、uniPaaS V1への移行は、

過去のバージョンのリポジトリ出力形式ファイルを、uniPaaS V1添付の V9Plus コンバータにより、

uniPaaS V1のプロジェクト形式に変換することにより行います。

V10からuniPaaS Ver 1.5 への移行はリポジトリ出力・入力だけで行えるので、本章では、

V10からの移行については省略し、V9Plusおよびそれ以前のバージョンからの移行について

説明をします。

V10からの移行時、新機能の追加や、細かな動作変更などにより、完全にV10の場合と同じ

動作でない場合があります。詳細については、READMEなどにより確認してください。

8.1.1. バージョン別の移行パス

ここで注意が必要なのは、V9Plusコンバータは、Ver 9.4SP6aおよびそれ以降のリポジトリ出力形式

ファイルのみを入力とすることができることです。このため、次に示すように、移行前のMCFのバー

ジョンにより、移行手順が異なります。
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uniPaaSへの移行パス

① V9Plus
(V9.4SP6b)

uniPaaS V1
プロジェクト

② V9 ～ V9Plus MCF
(V9.01 ～ V9.4SP3c) 

③ V8.2MCF ④ 旧バージョンMCF
(V7.1以前）

V9Plus 開発版
(V9.4SP6a)

リポジトリ入出力

各々のバージョン
の開発版で

リポジトリ入出力

V8.2 開発版で

リポジトリ入出力
各々のバージョン

の開発版で
リポジトリ入出力

V9Plus
(V9.4SP6a)

リポジトリ出力形式

各バージョン
リポジトリ出力形式

各バージョン
リポジトリ出力形式

V9Plus 
コンバータ

（uniPaaS V1添付）



ケース 移行前のバージョン 手順

上図 ① V9.4SP6a 

およびそれ以降

1. V9Plus Ver 9.40J SP6a 以降で、アプリケーション全体をリ

ポジトリ出力します。

2. その後、uniPaaS V1製品に添付のV9Plusコンバータプログ

ラムを用いて、uniPaaS V1形式のプロジェクトに変換します。

 

上図 ②  

又は ③ 

V8.2 ～ V 9.40J 

SP3c 

いったん V9Plus Ver 9.4J SP6a 以降に移行した上で、上記手順

を行ってください。

上図 ④ V4 ～ V7 まず V8.2 に移行し、更に V9Plus Ver 9.4J SP6a 以降に移行し

た上で、上記手順を行ってください。 

8.1.2. 移行のための旧バージョン

上記のように、V9Plus Ver9.4SP6a より以前のバージョンから uniPaaS V1 にアプリケーションを移

行するには、V9Plus Ver9.4SP6a、あるいは、V8.2 が必要となります。Magic uniPaaS V1 製品には、

開発者の移行の便のために、V9Plus Ver9.4SP6a および V8.2K4SP2 の簡易版が同梱されています。

注意： これらのバージョンは、移行目的のためだけに提供されますので、次のような制限

があります。

 基本的に、リポジトリ入力と出力を行うためにだけ利用します。 

 開発・実行機能も利用できますが、移行の確認と最小限必要な修正のためにだけ利用してくださ

い。アプリケーション単純移行の目的を超える、新しいアプリケーション開発や新しい機能の追

加のために利用することは認められていません。 

 Web機能実行のためのモジュール類 (MRB、リクエスタ、ブラウザクライアントモジュール等)の

インストール・設定は行われません。 

 実運用環境で利用することは認められません。 

 使用権は、ご購入になったuniPaaS Studio V1製品に準ずるものとし、特定のPC1台にのみイン

ストール可能です。
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8.2. サポートされなくなった機能

uniPaaS V1 への移行を容易にするため、V9Plus の開発版で、アプリケーションを見直しておきま

しょう。特に、uniPaaS V1でサポートされなくなった以下のような機能については、V9Plus で予め削

除しておくか、あるいは別の方法に変更しておくことをお勧めします。

8.2.1. サポートされなくなった関数

uniPaaS V1 でサポートされなくなった関数については、V9よりの関数の変更(4.9.5参照)を見てくだ

さい。これらの関数があるとV9Plus コンバータが正しく動作しません。

8.2.2. Web Online

uniPaaS V1では、Web Online の機能はサポートされなくなりました。V9Plusコンバータは、

WebOnline関係のフォームはすべて削除します。従って、このフォームを参照している データ出力 コ

マンドはシンタックスエラー となります。

8.2.3. HTMLフォーム

uniPaaS V1では、インターフェースタイプが HTML のフォームをサポートしなくなりました。V9Plus

コンバータは、HTMLフォームを削除し、HTMLフォームを参照しているデータ出力コマンドでは、フォー

ム番号が 0 となります。

これに関連して、以下のような変更がなされています。

 項目やモデルで、スタイル セクション中の HTML形式 特性が削除されています。

 モデルリポジトリでは、HTML形式 のクラスが削除されています。

 アプリケーション特性では、インターネット開発ファイルルート 特性が削除されています。

 APGでは、インターネット オプションが削除されています。

 HTMLマージ形式 は、単に マージ形式 と改名しました。

8.2.4. エディット コマンド

エディット コマンドはサポートされなくなりました。

V9Plusコンバータは、エディット コマンドを OSコマンド タイプの 外部コール コマンドに変更し

ます。

8.2.5. 動作環境

動作環境テーブルに関しては、次のような変更があります。

 マルチユーザ アクセス (マルチユーザ(M) タブ) は削除されました。uniPaaS V1では常に マル

チユーザアクセス ＝ Yes の動作をします。

 Euro関係の機能が削除されたことに伴い、通貨変換ファイル (外部参照(E) タブ) が削除されま

した。また、CTL特性の 基準通貨 および 通貨変換ファイル 特性が削除されました。

 Java のブラウザクライアント アプレットはサポートされなくなったので、アプリケーション 

サーバ (N) タブのブラウザクライアント方式 パラメータが削除されました。
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8.3. V9Plusでのリポジトリ出力

準備作業が終わったら、V9Plusでアプリケーションをリポジトリ出力します。

8.3.1. リポジトリ出力時の注意事項

重要： リポジトリ出力に際しては、以下の項目が必須となりますので、必ず確認してくだ

さい。

 V9Plusのバージョンは、9.4S6a あ

るいはそれ以上であること。

 それより以前のバージョンでリ

ポジトリ出力をしたものは、

V9Plusコンバータで受け付けま

せん。

 V9Plusのバージョンは、ヘルプ 

→ Magic情報 メニューで確認

することができます。

 CONSTファイルとして、mgconstw.jp2 

を使っていること。

 使用している CONSTファイルは、設

定 → 動作環境 メニューで 外部参

照 タブを開くと確認できます。

 CONSTファイルの設定を変更した後

は、Magicをいったん終了して再起

動してください。

 これ以外の CONSTファイルを利用し

ている場合には、アプリケーションで使っているアクション名が正しく変換されない場合があり

ます。

8.3.2. リポジトリ出力ファイルの確認

リポジトリ出力ファイルがすでにある場合、上の注意事項に従ってリポジトリ出力がなされたかどう

か確認したい場合には、次の点をチェックしましょう。

Magic  バージョンの確認  

リポジトリ出力をしたMagicのバージョンは、リポジトリ出力

ファイルの先頭に記録されます。右図にあるように、キーワード 

VRSN= の値が 940.06 以上であれば OKです。それ以下の場合に

は、V9Plus Ver 9.4SP6a以降のバージョンで、リポジトリ入力・

出力が必要です。

CONST  ファイルの確認  

リポジトリ出力時に使った CONSTファイルが何であったかは、アクション名を調べてチェックするこ

とができます。リポジトリ出力ファイルをテキストエディタなどで開き、「’ACT」 をキーワードと

して文字列検索してみてください。アクションを使っているアプリケーションならば、いくつかヒッ

トすると思います。例えば、以下のように使われているでしょう。
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VRSN=940.06
APPLICATION=Y
MODEL=Y
TABLE=Y
PROGRAM=Y
MAIN_PROGRAM=Y



EXP="1",

EXP="KbGet (1)='終了'ACT OR KbGet (1)='ｷｬﾝｾﾙ(C)'ACT",

EXP="Flow ('C')",

ここで出力される ACTのリテラル名は、CONSTにより違っています。以下にいくつかの代表的なアク

ションを示します。

mgconstw.jp2 の場合 

(正しい)

mgconstw.jpn の場合 

(正しくない)

mgconst.engの場合 

(正しくない)

'終了'ACT 'E:終了'ACT 'Exit'ACT

'ｷｬﾝｾﾙ(C)'ACT 'C:取消'ACT 'Cancel'ACT

'クローズ(C)'ACT 'C:クローズ'ACT 'Close'ACT

'次項目'ACT '次項目'ACT 'Next Field'ACT

'ズーム(Z)'ACT 'ズーム'ACT 'Zoom'ACT

アクション名をチェックして、正しく mgconstw.jp2 で出力されているかを確認してください。
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8.4. 移行ユーティリティの処理プロセス

前節の内容に従って、V9Plus でアプリケーションの修正を行った後、リポジトリ出力を行います。そ

の後、uniPaaS V1 が提供する V9Plus コンバータにより、uniPaaS V1 が読み込めるプロジェクト

ファイルを作成します。

8.4.1. 移行処理の内容

ここでは、V9Plusコンバータが実行する処理を簡単に説明します。

項目 説明

タスクレイヤー  メインテーブルとデータリンクの定義などは、データビューエディタに移動

します。

 タスクのロジック部分は、ロジックエディタに移動します。

 タスクのフォームは、フォームエディタにまとめます。

DBテーブル DBテーブルでの追加テーブルは、データビュー エディタの 宣言 コマンドに移動

されます。

タスク/レコー

ドレベルのハン

ドラ

V9Plus のレコード前処理、後処理、タスク前処理・後処理は、ロジック エディタ

の、それぞれ対応するハンドラに配置されます。

レコードメイン

中のロジック

V9Plus でレコードメインで定義されていたロジックは、ロジックエディタの RM互

換 レベルに移動させられます。

コマンド V9Plus のコマンドは uniPaaS V1 のコマンドと1対1に対応していません。コマン

ド体系の違いについては、コマンドの種類(4.3.3) を参照してください。

リンク照会 の 

確認 オプショ

ン

リンク照会 では、リンクが失敗した場合にエラーメッセージを出す 確認 オプ

ションがありましたが、uniPaaS V1ではこの機能はサポートされていません。

V9Plusコンバータは、確認 が Yes のリンク照会 コマンドを、リンク照会 コマン

ドと エラー コマンドとに分けます。

コントロール変

更ハンドラ

V9Plusでのコントロール変更は、uniPaaS V1では項目 変更 ハンドラに置き換え

られます。

もし同一のコントロールに対してコントロール変更ハンドラが定義されており、異

なる条件付けがされている場合には、同等の動作を行うように変換します。

もし同一の項目が異なるフォームに配置されており、それぞれのコントロールにそ

れぞれのコントロール変更ハンドラが定義されていた場合には、MainDisplay() 関

数(uniPaaS V1での新関数)により条件付けがされます。

コントロールでの変更以外の変更によるハンドラの実行を防止するため、ハンドラ

の内容はブロックコマンドを使い、「変更理由 パラメータ = 0」という条件付け

がされます。

強制終了＝レ

コード のイベ

ント

ユーザ定義イベントで、強制終了 パラメータが レコード となっていたイベント

は、レコード更新前 に変更されます。強制終了 パラメータについては、8.4.2

ユーザ定義イベントの強制終了パラメータ を参照してください。

パーキング設定 オンラインプログラムで、あるコントロールのカーソルのパークについての設定は

、V9Plusでは セレクト コマンドの 条件 式やフロー設定により決定されていまし

た。

uniPaaS V1では、セレクトコマンドの条件、というものがなくなったので、コント

ロールの特性としてパーキング関係の設定を行うようになりました。
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パーキングについて詳しくは、8.4.3パーキング関係の設定 および 、7.1TAB順序 

を参照してください。

関数名の変更 uniPaaS V1ではいくつかの組み込み関数で名前の変更がありました。(4.9.5 V9よ

りの関数の変更 を参照。)

V9Plusコンバータでは、これらの関数が式中で使われている場合、自動的に名前を

変更します。

リテラル uniPaaS V1では、以下のリテラルの記号が変更になりました。

ACT → EVENT

KEY → INDEX

FILE → DSOURCE

V9Plusコンバータは、これらのリテラル記号を変更します。

特性の削除 uniPaaS V1ではEURO関係の機能はサポートされないので、EURO関係の特性はすべ

て削除されます。V9Plusコンバータは、EURO関係のパラメータを削除した場合、

その旨エラーメッセージをログに記録します。

メモ型データ メモ型データはサポートされなくなりました。メモ型は、文字型に変換され、デー

タの互換性を維持するため、記憶形式は String Memo あるいは Magic Memo に設

定されます。

コール Webサー

ビスコマンド

WebサービスのフレームワークがuniPaaS V1では完全に変わるため、プログラム上

はV9Plusと互換性がありません。V9Plus で コール Webサービス が使われている

場合、V9Plusコンバータは、空の 外部コール Webサービス コマンドに変換しま

す。開発者は、uniPaaS V1に移行後、Webサービス呼び出しを再定義しなくてはな

りません。

Unicode uniPaaS V1は Unicodeをサポートするようになりました。V9Plusの以下のオブジェ

クトは、自動的に Unicodeに変換されます。

 Unicode文字を格納するカラムのデータ型 (文字型から Unicode型に変換)

 メニューのエントリ テキスト

 ヘルプ・ツールチップの文字列

 値として文字型の式が設定されているコントロールのデータ型(文字型から

Unicode型に変換)

 プロパティシートに設定される種々の文字列

8.4.2. ユーザ定義イベントの強制終了パラメータ

V9Plusでは、ユーザ定義イベントの 強制終了 パラメータには、

 N=なし

 E=編集

 C=コントロール

 R=レコード

という 4つの選択肢がありました。

uniPaaS V1では、R=レコード の動作をより正確に表現するため、R=レコード更新前 と改名され、ま

た、あらたなオプションとして、P=レコード更新後 が追加されました。

次表は、強制終了パラメータ として R=レコード更新前 あるいは P=レコード更新後 となっている場

合に、実行エンジンの実行順序を示したものです。
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# R=レコード更新前 に設定されている場合 P=レコード更新後 の場合

1. コントロール検証 コントロール検証

2. コントロール後処理 コントロール後処理

3. レコード後処理 レコード後処理

4. [ユーザイベントのハンドラの処理]

5. レコード更新 レコード更新

6. レコード前処理 (次のレコードサイクルの開

始)

レコード前処理 (次のレコードサイクルの開始)

7. [ユーザイベントのハンドラの処理]

8. コントロール前処理 コントロール前処理

これからわかるように、R=レコード更新前 (V9Plusでのレコード) の場合には、ユーザイベントのハ

ンドラが実行されるタイミングでは、まだレコード更新処理が行われておらず、現在のレコードの変

更内容はまだDBMSに書き込まれていません。

一方、P=レコード更新後の場合には、ユーザイベントのハンドラはレコード更新の後で実行されるの

で、DBMSに現在のレコードの変更内容が書き出された後となります。

8.4.3. パーキング関係の設定

オンラインプログラムで、あるコントロールのカーソルのパークについての設定は、V9Plusでは セレ

クト コマンドの 条件 式やフロー設定により決定されていました。下図は、V9Plusでのレコードメイ

ンの画面です。

uniPaaS V1では、セレクトコマンドの条件、というものがなく

なったので、コントロールの特性としてパーキング関係の設定

を行うようになりました。

以下のパーキング関連のパラメータが、V9Plus コンバータによ

り、uniPaaS V1の対応するコントロール特性に設定されます。

これらの詳細については、7.1 TAB順序 を参照してください。
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項目 V9Plus uniPaaS V1

パークの可・不可 セレクトコマンドの 条件 で制御 コントロール特性の パーキング可 によ

り制御

TAB移動方向による

パークの可・不可

セレクト コマンドの フロー パラ

メータで設定

コントロール特性の TAB移動方向 パラ

メータにより設定

TAB順序 レコードメインでのセレクトコマン

ドの定義順

コントロール特性の TAB順序 パラメー

タにより制御。

モードとして、自動TAB順序 と 手動

TAB順序 とがあります。

8.4.4. 照会リンクの移行

V9Plusでは、Q=照会 リンクコマン

ドで 確認 特性が Yes の場合、リ

ンクが成功するかどうかがチェック

され、リンクに失敗した場合には、

「レコードが見つかりません： 

テーブル名」 というエラーメッ

セージが出て、フローはそこで中断

されました。(右図)

これは簡便な機能ではありましたが

、エラーメッセージが固定されて、

結局はリンク結果を格納する論理型

変数とエラーコマンドとを使って、

プログラムで対応する、ということ

が多くありました。

V9Plusでの、照会リンク (確認 特性)

このようなことから、uniPaaS V1では、リンクコマンドの 確認 特性を廃止しました。V9Plusからの

移行時に同じ動作をさせるために、V9Plusコンバータでは、照会リンクコマンドを次のような形で変

換します。

1. リンク結果を格納する論理型変数を追加します。 (以下の説明では、RC_LNK_1 という名前で呼び

ます)

2. リンクコマンドでは、戻り値 特性で、変数RC_LNK_1を設定します。

3. ロジックエディタの RM互換 レベルで、RC_LNK_1 の直後にエラーコマンドを追加します。条件と

して、NOT(RC_LNK_1) とします。
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データビューエディタ

ロジックエディタ

V9Plusコンバータでは、V9Plusでの動きとなるべく同じにするために、RM互換レベルにエ

ラーコマンドを入れていますが、新しくタスクを定義する場合には、RM互換レベルではな

く、コントロールレベルのハンドラ (コントロール後処理、あるいはコントロール検証ハン

ドラ)にチェックロジックを入れるのが適当です。

このやりかたでは、データビューに論理型の変数が、リンクコマンドの個数分だけ新たに追

加されます。このため、以下のような条件の場合、このプログラムにパラメータが正しく渡

らなくなってしまうことがあります。

 パラメータを、P=パラメータ ではなく、V=変数で渡している。(V8.2およびそれ以前のプログラ

ムではこのようにしているので、V8.2などから移行するアプリケーションでは要注意です)

 パラメータとして使っているV=変数 コマンドが、照会リンクコマンドよりも後ろに定義されて

いる。

このふたつの条件がそろった場合には、パラメータとして使っている V=変数 コマンドよりも前に、

リンク結果を格納する論理型変数が定義されることになるので、パラメータの順序が変わってしまい

ます。その結果、パラメータが正しく渡らなくなることになります。

この問題の解決方法は、パラメータを P=パラメータ で定義しなおすことです。こうすれば、リンク

結果を格納する論理型変数がどこに定義されていても、正しくパラメータと変数が区別されるので、

順序が変わってしまうことはありません。
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8.5. V9Plusコンバータのパラメータ

V9Plusコンバータは、コマンドラインのプログラムで、v9converter.exe という名前で Magic をイン

ストールしたディレクトリにあります。

V9Plusコンバータは、以下のようなパラメータを受け付けます。

パラメータ 必須？ 意味

-Export 必須 変換元であるV9Plusのリポジトリ出力ファイル名を指定します。

-Project 必須 変換結果であるuniPaaS V1のプロジェクトファイルを格納するディレクトリ

名をフルパス名で指定します。もしこの位置にすでにuniPaaS V1プロジェク

トファイルが存在していたら、変換処理は実行されず、警告メッセージが表

示されます。

-LANG 必須 言語パラメータを設定します。日本語の場合には、-LANG=JPN と指定してく

ださい。

-LOCALS 必須 国・地域に固有な、パラメータを指定します。日本語の場合には、

-LOCALS=J,./:

と指定してください。

文字の意味は、左から、日付モード(J)、数値の 3桁区切り文字(,)、小数点

文字(.)、日付セパレータ(/)、時刻セパレータ(:) です。

-LOG 任意 変換プロセスのログファイル名を指定します。

-PREFIX 任意 V9Plusのアプリケーションの識別子 (2文字) を指定します。テーブルリポ

ジトリで、テーブル名が指定されていないテーブルのデフォルト名を決める

ために使います。

下記は、V9Plus コンバータを利用する例です。(実際には行を分けず、1行で記述します)

”C:\Program Files\Magic\Studio 10.1\Projects\v9converter.exe” 

-LANG=JPN  -LOCALS=J,./: 

-EXPORT=D:\Magic\Project\Petshop\PetShop.exp 

-PROJECT=D:\Magic\Project\Petshop -PREFIX=DM

注意： -LANG および –LOCALS パラメータは、日本語環境では必須です。

-LANG および –LOCALS パラメータをつけなくとも変換プロセスは一見正常終了するように見えます。

しかし、CONST設定、日付形式の設定などが、日本語環境での設定と異なった状態で変換されるため、

日付定数やイベントなどが正しく変換されません。
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8.6. ログファイル

V9Plusコンバータは、変換処理の過程での種々の報告・警告・エラーメッセージを出力します。これ

らはすべてコマンドライン画面上にも表示されますが、ログファイルにも記録されます。

ログファイルは、v9converter.exe へのコマンドラインパラメータ –LOG= で指定します。このパラ

メータを指定しない場合には、デフォルトとして、作業ディレクトリの下に、 (プロジェクト

名)_cnv.log という名前で格納されます。

以下は、V9Plusのペットショップデモを変換したときのログの例です。

-+> Migrating table ‘制御ファイル’.

      Attribute of field ‘顧客へのメッセージ’ changed from ‘Memo’ to ‘Alpha’

-+> Migrating table ‘顧客ファイル’.

      Attribute of field ‘メモ’ changed from ‘Memo’ to ‘Alpha’

-+> Migrating table ‘商品ファイル’.

-+> Migrating table ‘受注ファイル’.

-+> Migrating table ‘受注明細ファイル’.

Processing task ‘メインプログラム’.

Task ‘メインプログラム’ migrated successfully.

Processing task ‘‘.

Task ‘‘ migrated successfully.

-+> Migrating table ‘制御ファイル’.

      Attribute of field ‘顧客へのメッセージ’ changed from ‘Memo’ to ‘Alpha’

-+> Migrating table ‘顧客ファイル’.

      Attribute of field ‘メモ’ changed from ‘Memo’ to ‘Alpha’

-+> Migrating table ‘商品ファイル’.

-+> Migrating table ‘受注ファイル’.

-+> Migrating table ‘受注明細ファイル’.

Processing task ‘メインプログラム’.

Task ‘メインプログラム’ migrated successfully.

Processing task ‘‘.

Task ‘‘ migrated successfully.

Processing task ‘制御ファイル更新 ONL’.

Task ‘制御ファイル更新 ONL’ migrated successfully.

   (途中省略)

Processing task ‘照会 - 受注明細ファイル’.

Task ‘照会 - 受注明細ファイル’ migrated successfully.

----> Internet development file root has been removed in this version.

----> Base Currency support has been removed in this version.

Saving application, please wait.

Application saved.

Conversion completed successfully.

Note:

1. Following functions have been renamed:

   MINMagic() => WINMinimize()

   MAXMagic() => WINMaximize()

   ResMagic() => WinRestore()

   Asc()      => ASCIIVal()

   CHR()      => ASCIIChr()

   CtrlName() => LastClicked()

   Sys()      => AppName()

   IOExist()  => FileExist()
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   IOSize()   => FileSize()

   IODel()    => FileDelete()

   IORen()    => FileRename()

   IOCopy()   => FileCopy()

2. The ‘Check object list’ACT & ‘Save As MFF’ACT actions are deprecated.

3. The ‘HTML’ interface type for forms is deprecated.

4. Inheritance of the following GUI display table control properties is broken:

   ‘Style’, ‘Table in Window’, ‘Row Highlight style’, ‘Border Style’,

   ‘Bottom Position Interval’, ‘Line Divider’ and ‘Column Divider’.

5. Inheritance of the all ‘Style’ properties of a blob field is broken.
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8.7. GUIエンハンサ

8.7.1. GUIエンハンサとは？

V9Plus コンバータを使ってuniPaaS V1のプロ

ジェクトを作れば、uniPaaS V1で動くアプリ

ケーションとなります。ここで、XPテーマが

有効になっていれば、V9Plusのアプリケー

ションが、自動的に XPテーマ対応のユーザイ

ンターフェースとなります。(右図)

このユーザインターフェースでは、確かに、エ

ディットコントロールやボタンコントロールが

XPテーマ対応になっているものの、テーブル

コントロールなどはV9Plusのままです。

uniPaaS V1の GUI機能を生かしきっているとは

いえません。

uniPaaS V1に移行直後の画面

V9Plusから移行してきたアプリケーションが

簡単に uniPaaS V1 の GUIの新機能を利用でき

るように、アプリケーション全体の GUI設定を

一括して uniPaaS V1 に最適なものに変更する 

GUI エンハンサ ウィザードが用意されていま

す。

このユーティリティは、まず、オンライン

フォーム上のコントロールを、すべて Windows

スタイルにします。そして、ユーザの指定によ

り、以下の設定をさせることができます。

● テーブルの 交互表示色 特性

● テーブルの 区切り 特性

● テーブルの カラムの区切り線 特性

● 平面コントロールをuniPaaS V1のスタイ

ルに変更

右図は、上のプログラムに GUIエンハンサを適

用後、一部手作業で手直しをした画面です。

テーブルが Windowsスタイルになっているのが

わかります。

GUIエンハンサ適用後、一部手作業で修正した画面
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8.7.2. GUIエンハンサの利用方法

GUIエンハンサを利用するには・・・

1. スタートメニューから

 uniPaaS Studio V1

  → マイグレーション

   → GUIエンハンサユーティリティ

を選びます。

2. 変換を行いたいプロジェクトのプロジェ

クトファイルを指定します。

このとき同時に、実行時の基本色定義

ファイルも指定します。

デフォルトでは、Magic uniPaaS V1に添

付されている、実行時基本色定義ファイ

ルとなります。

指定したら次へ(N) ボタンを押します。

3. 修正項目を選択することができます。選

択肢としては、以下のような項目をオ

ン/オフできます。

 すべての GUI表示テーブルの[交互表

示色]特性を設定

 すべての GUI表示テーブルの[区切

り]特性を設定

 すべての GUI表示テーブルの[カラム

の区切り線]特性を設定

 平面コントロールをuniPaaS V1用の

スタイルに変更

指定したら次へ(N) ボタンを押します。
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4. 設定内容を確認するダイアログが表示さ

れます。表示内容を確認し、正しければ 

次へ(N) ボタンを押します。処理が開始

されます。

まちがっているものがあれば、戻る(B) 

ボタンを押して、設定しなおします。

5. 処理が終了すれば、最終画面が表示され

ます。

 ここで、今変換したプロジェクトを

uniPaaS Studioで開きたい場合には、

プロジェクトの実行ボタンを押します。

 別のプロジェクトを変換処理したい場合

には、別のプロジェクトを修正 ボタン

を押して、2 から続けます。

 何もせずに終了する場合には、終了ボタ

ン(F) を押します。
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8.8. INI変換ユーティリティ

8.8.1. INI変換ユーティリティとは？

MAGIC.INI ファイルには、論理名、データベース定義、プリンタ定義、その他のアプリケーションの

実行環境が数多く定義されています。アプリケーションをマイグレーションする場合、アプリケー

ション自体だけでなく、MAGIC.INI に定義されている環境設定も正しく移行しなければなりません。

しかし、V9Plus と uniPaaS V1とでは、MAGIC.INI の定義形式が異なっているため、V9Plusで使って

いたMAGIC.INI をそのまま uniPaaS V1 で使うことはできません。

ひとつひとつを手作業で定義しなおす手間を省くために、uniPaaS Studio V1ではV9Plus 形式の INI

ファイルをuniPaaS V1形式に変換するユーティリティを提供しています。これが INI変換ユーティリ

ティです。

INI変換ユーティリティは、V9Plusの INIファイルを読み込み、uniPaaS V1の標準 INIファイルと

マージするような形で処理を行います。このため、ユーティリティには次のようなパラメータを入力

します。

パラメータ 方向 例 (デフォルトでMagicをインストールした時の値)

V9Plusのインストール

ディレクトリ

入力 C:\Program Files\Magic\eDeveloperPlus

V9Plus形式のMAGIC.INI 

ファイル

入力 C:\Program Files\Magic\eDeveloperPlus\Magic.ini

uniPaaS V1形式の標準

MAGIC.INIファイル

入力 C:\Program Files\Magic\eDeveloperPlus\Magic.ini

新規 Magic.INIファイル 出力 C:\Program Files\Magic\eDeveloperPlus\MagicNew.ini
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8.8.2. INI変換ユーティリティの使い方

1. INI変換ユーティリティは、

スタート メニュー

  → uniPaaS Studio V1

    → マイグレーション

     → INI変換ユーティリティ

で起動します。

2. 最初の ようこそ 画面が出ます。

次へ(N) を押します。

3. パラメータを入力します。

 V9Plusのインストールディレクトリ

 V9Plus形式のMAGIC.INI ファイル

 uniPaaS V1形式の標準 MAGIC.INIファイル

 新規 Magic.INIファイル

入力し終わったら、実行(R) を押します。

4. 正常に終わったら、右のようなメッセージが

出ます。
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8.9. 権利設定とセキュリティファイル

8.9.1. 権利設定の変更

V9Plus  での権利設定  

V9Plusまでは、Magicのセキュリティ機能を

使って、開発時あるいは実行時に有効な権利

を、リポジトリ単位、プログラム単位で設定

することができました。権利の設定は権利設

定ダイアログ(右図)で行い、ここでは次のよ

うな権利を設定することができました。

権利設定内容 開発時/実行時？

照会権利 開発時権利

修正権利

削除権利

登録権利

実行/APG権利 テーブルリポジトリでは開発時権利。

プログラムリポジトリでは実行時権利。

uniPaaS V1  での権利設定  

uniPaaS V1では、実行時の権利設定は

V9Plusと同じですが、開発時にはセキュリ

ティをかけることができなくなりました。

uniPaaS V1の開発はプロジェクトベースの

XMLソースファイルを使って開発するのです

が、XMLソースファイルは通常のテキストファイルであるため、特定の開発者には開示し、別の開発者

には隠蔽する、ということができないからです。このため、V9Plusから移行する場合、次のようにな

ります。

 権利設定ダイアログには、実行/APG権利だけが残ります。その他の権利は削除されます。

 権利設定ダイアログは、プログラムリポジトリでだけ開くことができます。

実行／APG権利では、プログラムの実行または実行不可という基本的な設定しかできません。これ以上

の細かなセキュリティ制御を行いたい場合には、Rights関数と User関数を使ってプログラムで制御す

るようにします。

8.9.2. セキュリティファイル

uniPaaS V1ではセキュリティファイル(SUPPORT\usr_std.jpnなど)の内部構造が変わりましたので、

V9Plusで使っていたセキュリティファイルの内容を継続して使用したい場合は、uniPaaS Studio V1

で提供されているユーティリティ usrupd.exe を利用して、セキュリティファイルを変換する必要が

あります。

usrupd.exe は uniPaaS V1のインストールディレクトリにあるコマンドラインツールです。使い方は

第8章 以前のバージョンからuniPaaS V1への移行 130



コマンドプロンプトを開き、uniPaaS V1のインストールディレクトリに移動してから、次の形式で実

行します。

usrupd  <V9Plusセキュリティファイル名>  <uniPaaS V1セキュリティ出力ファイル名>

次は、実行例です。(usrupd コマンドのパラメータは、1行で書きます)

C:\>cd "\Program Files\uniPaaS\Studio"

C:\Program Files\uniPaaS\Studio>usrupd "c:\Program Files\uniPaaS\Studio 

\Support\usr_std.jpn" support\usr_v9plus.jpn
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8.10. ビルダデータコンバータ

V9Plus には、Magic, COM、Webサービス、EJB などのビルダ ユーティリティがありました。

uniPaaS V1でもこれらのユーティリティは提供されていますが、設定データ (Magicコンポーネント

の設定など)の形式が異なるため、そのままでは流用することができません。

uniPaaS V1のビルダ ユーティリティを使う際に、設定を最初からやりなおす手間を避けるため、

V9Plus のビルダ ユーティリティの内容を uniPaaS V1 のユーティリティのフォーマットに変換する 

ビルダ データ コンバータ が提供されています。

ビルダ データ コンバータでデータコンバートするには・・・

1. スタートメニューから起動し

ます。

2. ウィザードが起動されるので、

ウィザードの指示の従って処

理してください。
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8.11. 作業ディレクトリ

8.11.1. 作業ディレクトリの変更

uniPaaS V1では、実行時の作業ディレクトリがV9Plusと異なりますので、注意が必要です。

V9Plusでは、アプリケーション実行時の作業ディレクトリは、実行エンジン mgrntw.exe を起動した

ときの作業ディレクトリでした。起動時作業ディレクトリはショートカットのプロパティなどで設定

することができます。

uniPaaS V1では、プロジェクトファイル (.edp ファイル)、あるいはキャビネットファイル(.ecf

ファイル)のあるフォルダが作業フォルダとなります。(プロジェクト/キャビネットファイルオープン

時に変更されます)。

この変更のため、相対パスを指定して IOファイルやPervasiveテーブルをオープンする場合には、異

なる場所を参照するようになる可能性があるので注意が必要です。一般的に言って、ファイル名を指

定する場合、プログラムの中では論理名を使い、論理名テーブル上では絶対パスで定義するのが一番

トラブルが少ないといえます。

同様のことが、MAGIC.INI ファイル中の他の設定についても言えます。

8.11.2. 既定義の論理名

uniPaaS V1では、Magicをインストールしたディレクトリと、現在の作業ディレクトリを示す論理名

がエンジンで定義されています。

論理名 対応する実行名

EngineDir uniPaaSの実行エンジン uniRTE.exe が存在するディレクトリ名。

WorkingDir 作業ディレクトリ名。

これらの論理名は、Magicのエンジンで自動的に定義されるので、論理名テーブルで定義す

る必要はありません。論理名テーブルで定義したとしても無視されます。

8.11.3. コンポーネントの場合

複数のコンポーネントからなるアプリケーションの場合、作業ディレクトリは一番最初にオープンさ

れたキャビネットファイルの存在するディレクトリとなります。これは、コンポーネント中のテーブ

ルやプログラムが呼び出され実行されている場合にも変わることはありません。

このため、コンポーネントとして使われている場合には、「キャビネットファイルの存在するディレ

クトリが、作業ディレクトリになる」という仮定は成り立たなくなります。キャビネットファイルを

基準として相対パスでファイル名を指定している場合には、単体のテストでは正しく動くが、コン

ポーネントとした場合に間違った場所を参照する、ということになってしまいますので、注意してく

ださい。

第8章 以前のバージョンからuniPaaS V1への移行 133



8.12. RM互換ロジックユニット

V9Plusのレコードメインには、データ

ビューの定義とともにロジックを設定す

ることができましたが、uniPaaS V1では

レコードメインがなくなり、データ

ビューの定義はデータビュー エディタ

で、ロジックの記述はロジックエディタ

で行うようになりました。

V9Plusでレコードメインにロジックを記

述していた場合には、V9Plusコンバータ

は、レコードメイン互換 (RM互換)とい

う特殊なハンドラをロジックエディタに

作成します。

8.12.1. RM互換ハンドラの作成

V9Plus  よりの移行  

V9Plusコンバータは、V9Plus のアプリケーションを変換中に、レコードメインにロジックの書かれた

プログラムがあると、uniPaaS V1で RM互換ハンドラを生成します。レコードメインにロジックのな

いプログラムには、RM互換ハンドラを作成しません。

バッチタスクやブラウザクライアントタスクには、もともとレコードメインにロジックを書くことが

できないので、uniPaaS V1に変換する際にも RM互換ハンドラが作成されることはありません。

セレクトコマンドの条件式

V9Plusで、セレクトコマンドに設定されている 条件 は、カーソルのパーキングを制御しますが、

uniPaaS V1に変換されたプログラムでは、対応するコントロールの パーキング 関係の特性に反映さ

れます。

パーキングについての詳細は、8.4.3パーキング関係の設定 を参照してください。

8.12.2. 参照 コマンド

V9Plusでは、レコードメインでデータ項目の定義にセレクトコマンドを使い、ロジックをその間に記

述することができました。

uniPaaS V1での RM互換ハンドラでは、セレクト コマンドの変わりに、データビュー エディタで定義

された項目を参照する 参照 コマンドが使われます。

V9Plusでレコードメインに定義してあったロジック (コールコマンド、エラーコマンド、項目更新コ

マンドなど)は、uniPaaS V1の RM互換ハンドラでは、参照コマンドの間に挿入されます。

8.12.3. データビューとの同期

参照 コマンドは、データビューでの定義と自動的に同期し、開発者が 参照 コマンドを追加・削除・

修正することはできません。

また、次のような性質があります。

 データビューでの項目定義に従って自動的に作成・削除されます。

 定義内容(データ型、書式、名前など)は、表示専用です。
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 順序もデータビューでの順序に従ったものです。

 データビューでの項目定義が追加・削除・変更、あるいは順序の変更がされると、参照 もそれ

に従って自動的に追加・削除・変更されます。

8.12.4. TAB順序

RM互換 ハンドラがあるタスクでは、V9Plusでの TAB順序と同じ動作をさせるため、TAB順序について

は、次のようになります。

 自動TAB順序は無効化されます。

 コントロールの TAB順序 特性は無効化されます。

 TAB順序は、項目がデータビューで定義されている順序になります。

8.12.5. 行間の移動

データビュー エディタと、ロジック エディタの RM互換レベルの相互参照関係は、マウスクリックで

簡単に移動することができます。

1. RM互換レベルの 参照 コマンドにカーソルを起きます。

2. 右クリックでコンテキストメニューを開き、定義に移動 を選択

します。

3. データビュー エディタに移り、対応する項目定義の行にカーソ

ルが移動します。

1. データビュー エディタで、項目を定義するコマンド (C=カ

ラム、V=変数、P=パラメータ) にカーソルを置きます。

2. 右クリックでコンテキストメニューを開き、 参照に移動 を

選択します。

3. ロジックエディタに移動し、対応する 参照 コマンドの行に

カーソルが移動します。

第8章 以前のバージョンからuniPaaS V1への移行 135

逆に、データビュー エディタ上での 項目定義の行か

ら、対応する RM互換 ハンドラの 参照 コマンドに移

動するには ・・・

RM互換レベルの 参照 コマンドから、対応するデータ

ビュー定義に移動するには・・・



定義に移動、参照に移動 は、メニュー 編集(E) → クイックアクセス(Q) のサブメニュー

からも選択することができます。

8.12.6. コマンドの定義

V9Plusのレコードメイン中の

ロジックは、uniPaaS V1の RM

互換ハンドラに移行されます。

ただし、すべてのオペレーショ

ンが RM互換 ハンドラ中で定

義できるわけではありません。

以下のような制限に留意してください。

 ブロック コマンドの While オプション (V9Plusの Loop オプション) は利用できません。

 変数 宣言 (V9Plus のセレクト 変数 コマンド) は利用できません。

 エラー コマンドの R=復帰 オプションは利用できません。

また、他のハンドラ中のコマンドと違い、RM互換ハンドラのコマンドには次のようにフローモード と 

フロー方向 のパラメータがあります。 これらは、V9Plusでのフローの設定と同じ意味です。

フローモード：

● S=通常

● F=高速

● C=両用

● B=前置

● A=後置

フロー方向：

● F=前方

● B=広報

● C=両方向

8.12.7. RM互換ロジックユニットの実行時動作

RM互換ハンドラは、V9Plus におけるレコードメインのように動作します。すなわち、カーソルがコン

トロールから別のコントロールに移動するときには、RM互換ハンドラ中の対応する 参照 コマンドの

間に定義されたロジックが、条件やフロー定義に従って実行されます。

参照 コマンドは ブロック コマンドで囲んで条件付けすることもできます。この場合には、カーソル

は、コントロール特性の パーキング 関係の設定と、ブロックコマンドの条件とをあわせた条件に従っ

て、パーキングの可・不可が決定されます。
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8.13. dbMAGIC V8.2からの移行

dbMAGIC V8.2 およびそれ以前のバージョンから uniPaaS V1 に移行しようとしたとき、8.1.1バー

ジョン別の移行パス ですでに説明したように、直接移行することはできないので、V8.2 → V9.4SP6a 

→ V9Plusコンバータ というステップを踏んで移行することになります。

ここでは、V8.2あるいはそれ以前のバージョンから移行する場合の若干のヒントを紹介します。

8.13.1. V9Plusでの色/フォントテーブル変換は不要

V8.2とV9Plusを比較したとき、V9Plusでは色テーブルやフォントテーブルに変更があり、1～100番

までがシステム予約の番号となったため、V8.2での色/フォントテーブルをそのまま使うことができな

くなりました。そのため、V9Plusに移行する際には、V9Plus開発版に添付されている色・フォントテー

ブル変換ユーティリティを使って変換しなければなりませんでした。

さて、V8.2のアプリケーションを

uniPaaS V1に移行する際には、いったん

V9Plusを経由して移行するのですが、

V9Plusでアプリケーションを利用する予

定がない場合には、色・フォントテーブ

ルの変換は不要になります。これは、

uniPaaS V1では色、フォント、キーボー

ド割付テーブルが、開発用、実行用、内

部用と用途によって別々に定義できるよ

うになったからです。このため、アプリ

ケーション実行時用の色・フォントテー

ブルとして、V8.2で使っていた色・フォ

ント定義ファイルをそのまま設定するこ

とができるようになります。このときで

も、uniPaaS V1での開発時の画面には全く影響を与えることがありません。

この場合、色・フォントテーブルは、アプリケーション特性 ダイアログの 外部参照ファイル(E) タ

ブにパラメータに設定しておくのがよいでしょう。

8.13.2. テーブルのタイトルが消える

V8.2のテーブルコントロールでは、タイトルは

テキストコントロールで実現されていました。

右図はV8.2で実行している画面ですが、明細の

子タスクで表示しているテーブルコントロール

のタイトル (明細番号、商品番号、商品タイ

プ・・・)は、すべて、それぞれ別々のテキスト

コントロールであり、テーブルコントロールと

は親子関係を持って結合されています。

V8.2での画面 
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このようにして作成されているプログラムを 

V9Plus を経由してuniPaaS V1に移行し、さら

に GUI エンハンサを適用すると、テーブルは

Windowsスタイルのものに変換されます。この

ときにプログラムを実行してみると、右図に見

るように、明細テーブルのタイトルが消えてし

まっています。

uniPaaS V1での画面 (GUIエンハンサ実行後)

実際には、タイトルはテキストコントロールと

して残っていますが、これらのテキストコント

ロールはテーブルコントロールの背面に隠れて

しまっているために表示されない、というのが

真相です。

試しに、uniPaaS V1のフォームエディタを開い

て、テーブルコントロールを選択してみると、

右図に見るように、タイトルのところにテキス

トコントロールが存在するのが確認できます。

ただし、背面にあるので見ることができません。

uniPaaS V1フォームエディタ上でテーブルコント

ロールを選択

この問題に対しては、自動的に解決する方法は

ありません。uniPaaS V1のフォームエディタ上

で、各カラムを選択してカラムの タイトル 特

性にタイトルをひとつひとつ入力していってく

ださい。
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8.14. ファントムタスク

ファントムタスクとは、タスク特性の「ウィンドウのクローズ」を No に設定して、タスクが終了し

た後も画面が表示され続けるタスクです。オンラインの 1:N のタスクでよく使われる手法です。

Ver 9.40J SP3において、Magicのイベントドリブンアーキテクチャとの親和性を向上させるため、マ

ウスによるタスク間のフォーカスの移動方法が拡張されました。この機能拡張はuniPaaS V1でも有効

です。

その結果、Ver 9.40J SP3 よりも古いバージョンからアプリケーションをuniPaaS V1に移行する場合、

この機能拡張の影響を検討し、必要ならばプログラムの修正が必要になります。

8.14.1. Ver 9.40J SP3での機能拡張とは？

Ver 9.40J SP3より以前のバージョンでは、マウスクリックによりファントムタスクにフォーカスを移

動するには、レコードメインにファントムタスクの呼び出しのためのコールコマンドが定義されてい

る必要がありました。この場合、親タスクにカーソルがある状態でファントムタスク(子タスク)をク

リックすると、現在止まっているカーソルに対応する項目のセレクトコマンドから、そのコールコマ

ンドまでの間のコマンドが高速モードで実行され、コールコマンドが実行されて子タスクに制御が移

ります。

Ver 9.40J SP3からは、レコードメインだけでなく、他のハンドラレベル(コントロール前処理/後処理、

イベントハンドラなど)にコールコマンドが定義されている場合でも、ファントムタスク呼び出しのた

めに使われるようになりました。この場合、親タスクにカーソルがある状態でファントムタスク(子タ

スク)をマウスでクリックすると、親タスクの

1. レコードメイン 

2. 有効なイベントハンドラ(下から上に向けて) 

の順に、ファントムタスク呼び出しのコールコマンドがあるかを検索します。見つかったら、現在

フォーカスのある項目から、そのコールコマンドまでの間に定義されているコマンドは、当該イベン

トハンドラ中で定義されているものも含め、実行されるようになります。

8.14.2. 機能拡張の波及と対応方法

この機能拡張の波及効果として、Ver 9.40J SP1a およびそれ以前の旧バージョンから移行を行うと、

プログラムの構造によっては、この機能拡張によって、ファントムタスクにカーソルが移動してほし

くないときに移動してしまう、という現象が起こる可能性があります。

このような場合には、次のようにファントムタスクを呼び出すコールコマンドに条件付けを行い、不

要なときにコールコマンドが実行されないように、プログラムを修正してください。

● コントロール後処理でファントムタスクを呼び出している場合、コールコマンドに Level(0) = 

'CS_コントロール名' というような条件を付けてください。

● プッシュボタンのイベントハンドラでファントムタスクを呼び出している場合には、

LastClicked ()='ボタンのコントロール名' という条件を付けてください。
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8.15. トラブルシューティング

v9Plusコンバータ実行中に発生するエラーの代表的なものは、以下のものがあります。

現象： エラーメッセージ Missing Mandatory Parameters が出る。

原因： -EXPORT と –PROJECT パラメータは必須です。V9Plusコンバータ実行時にこのパラメータ

を指定しなかった場合にこのエラーが出力されます。

対応： これらのパラメータを指定します。

現象： エラーメッセージ Invalid Export File が出る。

原因： V9Plusのリポジトリ出力ファイルの形式が、V9Plusコンバータで処理できるものでなかっ

た場合に出ます。V9Plusコンバータは、最初にリポジトリ出力ファイルのバージョンを

チェックし、Ver 9.40J SP6 以降の開発版でリポジトリ出力したもののみ、処理します。

対応： MCFをV9Plus Ver 9.40J SP6以上の開発版でリポジトリ出力して再度実行してください。

現象： エラーメッセージ Project Directory Already Exists が出る。

原因： -PROJECT パラメータで指定したディレクトリに、プロジェクトファイルがすでに存在して

いる場合に出ます。

対応： 別のディレクトリを指定するか、既存のプロジェクトが不要であれば削除してから再実行

してください。

現象： 内部イベントのリテラルが消えてしまう。(''EVENT という形になってしまう)。

原因： V9よりのマイグレーション時に ACT が消えてしまう問題は、ほとんどの場合、V9Plusでリ

ポジトリ出力時に mgconstw.jp2 を使っていない場合に起こります。8.3.1リポジトリ出力

時の注意事項 を参照してください。また、V9Converter 実行時のパラメータを正しく設定

していない場合、同じ問題が起こります。

対応：  V9Plusでリポジトリ出力をするときには、mgconstw.jp2を使ったかどうかを確認して

ください。不明の場合には、8.3.2リポジトリ出力ファイルの確認 を参照してチェッ

クしてください。もし mgconstw.jp2 を使っていない場合には、mgconstw.jp2 を使っ

て再度リポジトリ出力してください。

 v9converter.exe 実行時に、パラメータ「-LANG=JPN 　-LOCALS=J,./:　」が抜けてい

ないことを確認して、再度実行してください。

現象： 実行時、プッシュボタンやキーなどが効かない。

カーソルの動きがおかしい。

原因： 内部イベント(アクション)が、移行時に消えてしまっていることが考えられます。

対応： プログラムを開いて、内部イベントが ''EVENT などとなってしまっていないかを確認して

ください。もしそうなっていたら、上の「内部イベントのリテラルが消えてしまう。」の

項に従って対応してください。
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現象： パラメータが正しく渡らないプログラムがある。

原因： パラメータを受け取る場合に、P=パラメータでではなく、V=変数で受け取っていて、かつ

照会リンクを使っているプログラムで起こることがあります。詳細は、8.4.4照会リンクの

移行 を参照してください。

対応： パラメータは P=パラメータ で受け取るようにしてください。

現象：  右図のように、チェックボックスの表示が乱れる (チェックボックスの上にテ

キストの一部が重複して表示されているように表示される)

原因： チェックボックスにラベル(テキスト 特性)が設定されていて、このテキストが隠れるよう

に幅を狭めている場合、V9Plusでは表示されませんでしたが、uniPaaS V1ではこれが前面

に現れるようになり、このような表示になります。

対応： ラベルを表示する必要がない場合には、テキスト 特性を削除してください。

現象： GUIエンハンサ適用後、テーブルコントロールのタイトルが消えてしまう。

原因： V8.2あるいはそれ以前のバージョンから移行してきた場合、テーブルコントロールのタイ

トルはテキストコントロールとして定義されていますが、Windowsスタイルのテーブルコン

トロールが前面に表示されるので、タイトルのテキストコントロールが隠れて見えなくな

るのが原因です。8.13 dbMAGIC V8.2からの移行 を参照してください。

対応： タイトルは、カラム タイトル 特性で設定するように修正してください。

現象： 移行後、データソースリポジトリで定義されているSQLテーブル (Oracle、MS-SQL、DB2UDB

など)のカラムの格納形式特性が変わり、データを正しくアクセスできなくなる。(例： 

ZString が String に変わってしまうなど)

原因： 移行中にリポジトリ入力をする際に、必要なデータベース定義がされていないために、

Default Database をもとにした格納形式のデフォルトにリセットされてしまうためです。

対応： 移行中に利用するV9Plusや V8.2 開発版では、リポジトリ入力を行うに先立って、アプリ

ケーションが利用しているデータベースをデータベーステーブルに定義してください。こ

れは、そのバージョンでは実行を行わない場合にも必要です。
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9. Datetimeデータ型のサポート

最近のリレーショナル型DBMSでは、Datetime型というデータ型がサポートされています。Datetime 

型は、ひとつのカラムに日付と時刻の両方のデータが格納されています。

Magicでは、日付型と時刻型とは用意されていますが、Datetime型はサポートされていませんので、

DBMSの Datetime型データを利用するのが不便でした。

uniPaaS V1では、DBMSの Datetime型カラムを利用するのに便利な機能が追加されています。

 Dateteimeデータ型のサポート機能は、SQLテーブル、ISAM AS/400 テーブル、および 

埋め込みSQLタスクの変数項目でだけ有効です。その他の ISAM テーブルの日付、時

刻型カラムのカラム特性には表示されません。

 TravelAgencyのサンプルでは、DBMSとしてPervasiveを使っているため、本章で解説

する Datetimeサポート機能を使うことができません。

 本章の内容を実際に試してみるには、Pervasiveに定義されているデータソースを 

SQL DBMS に移行して、試してみてください。

本章の内容の詳細については、リファレンスマニュアルの以下の箇所を参考にしてください

Datetimeの定義 データソース → データソースタイプ → テーブルソース

 → カラムテーブル → カラム特性 → SQL

   → Datetimeの一部

定義取得 ユーティリティ → 定義取得 → Datetimeデータの定義取

得

Datetime関連の関数 式エディタ → 関数ディレクトリ

 → AddDateTime および DifDateTime
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9.1. Datetime型のカラムをデータソースリポジトリに定義

DBMSの Datetime型のカラムには日付情報と時刻情報が含まれているので、uniPaaS で利用するには、

uniPaaS の日付型と時刻型の二つの項目にマッピングしなければなりません。

このために、uniPaaS V1のデータリポジトリでは、SQL データベースに定義されているデータソース

の日付型と時刻型のカラムに、Datetimeの一部 という特性があります。

TravelAgency アプリケーションのデータリポジトリを開くと、第 11番目に 作業者時間 というデー

タソースが定義されています。ここには、以下のようなカラムが定義されています。

ここで、開始日 と 開始時刻 カラムは、DBMS上では、From_Dateという、一つの Datetime 型のカラ

ムにマッピングされています。Magicのデータソースリポジトリでこの関連付けを定義するために、カ

ラム特性で Datetimeの一部 特性を設定します。

Magicの日付型と時刻型のカラムを、DBMS上の一つの Datetime型にマッピングするには：

1. 日付型のカラム (今の例では 開始

日) の DateTimeの一部 特性には、

対応する時刻型のカラムの番号 (こ

こでは 3、すなわち 開始時刻 カラ

ム)を指定します。この特性には、直

接カラム番号を入力することもでき

るし、ズームして一覧から選択する

こともできます。

2. 一方、時刻型のカラム特性にある DateTimeの一部 特性は、読

込専用となっていて、開発者が設定することはできません。ここ

には、日付型の DateTimeの一部 に指定された場合に、対応す

る日付型のカラム番号が自動的に設定されます。この特性は読込

専用で、開発者が変更することはできません。
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 一つのテーブル上に定義できる 日付・時刻のペアの数には、制限はありません。

 Datetimeの一部 として定義されている日付型カラムの格納形式としては、String 

Date のみがサポートされます。この場合 格納形式 特性は読込専用となり、開発者が

変更することはできません。同様に、Datetimeの一部として定義されている時刻型の

格納形式としては、String Time のみがサポートされています。

Datetimeの一部として定義されている 日付・時刻型のペアは、DBMS上では同一カラムに対応してい

ますので、次の特性は自動的に共通な値に設定されます。

● Null値可

● データベース デフォルト値

● データベース情報

● DB カラム名

● タイプ

● ユーザ タイプ
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9.2. Datetimeを構成する日付/時刻項目の変更

9.2.1. 変更時

Datetimeの一部 として定義されている日付型、あるいは時刻

型のカラムを変更しようとすると、Datetime 型のペアとして

の関連が失われてしまいます。このような場合には、次のよう

な確認ダイアログが表示され、開発者が はい(Y) で答えた場

合のみ変更がなされます。

この場合には Datetimeの一部 の設定はリセットされて 0 に

なり、Datetimeの一部 として読込専用となっていた特性は有

効化されます。

9.2.2. 削除時

Datetimeの一部 として定義されている日付型、あるいは時刻型のカラムの一方だけを削除することは

可能です。この場合にも、残された他方のカラムの Datetimeの一部 特性は 0 にリセットされ、

Datetimeの一部として読込専用となっていた特性は有効化されます。
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9.3. インデックス

9.3.1. インデックス定義

データリポジトリの インデッ

クスに、Datetime 型に対応す

る日付と時刻のペアを、イン

デックス セグメントの一部と

して定義することもできます

。

この場合、日付型と時刻型は

必ずペアになってインデック

スセグメントとなります。一

方だけをインデックスセグメントに入れることはできません。

例えば上の場合、セグメント 4 (終了日 カラム)を追加すると、対応する時刻型の 終了時刻 カラム

も自動的に入ります。

削除時にも同様に、これらのカラムを単独で削除することはできません。上の例では、終了日を削除

すると、終了時刻も自動的に削除されます。

9.3.2. 外部キー

外部キーの中に Datetimeの一部 として設定されている 日付・時刻 ペアがあった場合には、参照さ

れているテーブルのインデックスのセグメントでも Datetimeの一部 の定義が一致していなければな

りません。定義に差異があった場合には、シンタックスチェックに引っかかります。
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9.4. 定義取得

Datetime 型のカラムを含むテーブルを Magic 

に定義取得する場合、V9Plus では、日付型の

カラムとして定義取得されていました。

uniPaaS V1ではこのような場合、次のような確

認ダイアログが表示されます。

ここで開発者がどちらを答えるかにより、定義取得の結果が異なってきます。

 はい(Y) を選んだ場合には、Datetimeの一部 特性により関連付けられた 日付型と時刻型の二つ

のカラムとして定義取得されます。

 いいえ(N) を選んだ場合には、V9Plus と同様に 日付型カラムのみとして定義取得されます。

 複数のテーブルに対して定義取得を行った場合、上記の確認ダイアログは1度だけ表

示されます。Datetime 型のカラムが複数あった場合には、すべてに同じ設定が適用さ

れます。Datetimeの定義取得の方法を変えたい場合には、定義取得を 2回にわけて

行ってください。

 上記のダイアログは、埋め込みSQLタスクで、SQL APG を行ったときに Datetime 型

のカラムがあった場合にも表示されます。
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9.5. タスクでの利用

データリポジトリで Datetimeの一部 として定義した日付型・時刻型のカラムは、タスクの中で他の

カラムと同様に利用することができますが、以下の点に留意してください。

 データビュー エディタ で C=カラム によりカラムを選択する場合には、日付型と時刻型の両方

を選択しなければなりません。

 データビュー エディタで、一方のカラムのみを選択した場合には、他方のカラムも自動的に選

択されます。

 データビュー エディタで、一方のカラムを削除した場合には、他方のカラムも自動的に削除さ

れます。

 範囲、位置付 などは、日付型、時刻型それぞれに独立して設定することができます。

 ソートには、日付型、時刻型いずれか単独で設定することもできるし、両方を設定することもで

きます。

 Datetimeの一部 として定義された日付型と時刻型がインデックス セグメントとして定義されて

いて、そのインデックスが結合リンク、あるいは外部結合リンクで指定されている場合には、そ

の日付型と時刻型は、両方選択しなければなりません。

 APG を行う際、カラム選択画面で、Datetimeの一部となっている日付型・時刻型の一方を非選択

にすると(すなわち、0 を設定すると)、他方のカラムも自動的に 0 となります。
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9.6. Datetime関連の関数

uniPaaS V1では、Datetime型を扱いやすくするために、以下の関数が追加されています。

 DifDateTime

 AddDateTime

9.6.1. DifDateTime

DifDateTime は、二つの 日付・時刻ペアから、その差異を計算します。このときに、日付の繰り下が

り (時刻が 00:00:00 以下になる場合には、日付を１減らして時刻に 24時間加える) を考慮します。

結果は、日数(数値型) と 時刻型の二つの変数に格納します。

形式： DifDateTime (Date1, Time1, Date2, Time2, DestDays, DestTime)

パラメータ： Date1、Time1： 計算の基準となる日付と時刻

Date2、Time2： 差し引きとなる日付と時刻

DestDays： 計算結果のうち、日数の部分を格納する数値型変数。’x’VAR の形式

で指定します。

DestTime： 計算結果のうち、時間の部分を格納する時刻型変数。’x’VAR の形式

で指定します。

戻り値： 成功した場合には True、失敗した場合には False が返ります。

プログラム10番 作業者

時間 に、DifDateTime 

を使った例があります。

9.6.2. AddDateTime

AddDateTime は、日付・時刻ペアを基準として、年数、月数、日数、時間数、分数、秒数 をそれぞれ

数値型データとして与え、加算します。このとき、月、日、および時刻の繰上げを考慮します。

形式： AddDateTime (Date, Time, Years, Months, Days, Hours, Minutes, Seconds)

パラメータ： Date、Time： 計算の基準となる日付と時刻。結果もここに格納されます。いずれ

も、’x’VAR の形式で指定します。

Years, Months, Days, Hours, Minutes, Seconds： それぞれ、加算する年数、月

数、日数、時間数、分数、秒数を表す数値型データ

戻り値： 成功した場合には True、失敗した場合には False が返ります。
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10. ビュー事前読込

Magicでテーブルをオンライン画面に表示させるとき、テーブルコントロールのスクロールバーのつま

みの位置を正確に表示してほしい、という要望がありましたが、V9Plusまでは対応することができま

せんでした。

uniPaaS V1では、ビュー事前読込 という新機能を用いて、これに対応することができます。

本章では、ビュー事前読込の使い方と、注意点について説明します。

本章の内容については、リファレンスマニュアルの以下の箇所も参考にしてください。

ビュー事前読込 特性 プログラム → タスク特性 → データ → ビュー事前読込

DbView… 関数 式エディタ → 関数ディレクトリ → データベース関数
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10.1. ビュー事前読込特性

ビュー事前読込機能は、タスク単位で、タ

スク特性で設定します。タスク特性を開き

、データ(D) タブを開くと、管理 カテゴリ

に ビュー事前読込 特性があります。ここ

には、Yes あるいは No を設定します。デ

フォルトは No です。

この特性が No の場合には、デフォルトの

動作となり、V9Plusまでと同じ動作になり

ます。すなわち、Magicエンジンはタスク

オープン時に、初期画面を表示するに足る

レコード数だけ、レコードを読み込みます

。それ以上のレコードは読み込みません。

画面をユーザがスクロールすると、Magicエ

ンジンは画面を表示するのに必要最小限の

レコードのみを随時読み込みます。このた

め、範囲設定条件を満たす全体のレコード数が正確にはいくつあるのかがわかりませんので、スク

ロールバーの表示は正確でないことになります。

この特性が Yes の場合には、Magicエンジンはタスクオープン時にタスクに設定されている範囲設定

条件を満たすレコードをいったんすべて読み込み、キャッシュします。この時点でデータビュー全体

に含まれるレコード数が決定されるので、スクロールバーはそれに基づいて正しい表示をできるよう

になります。
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10.2. ビュー事前読込関連の関数

ビュー事前読込に関連して、次の関数が追加されています。

目的 現在のデータビュー内のレコード数を返します。

シンタックス DbViewSize(世代番号)

パラメータ 世代番号 … タスクの階層位置を表す番号。カレントのタスクが 0、親タスクが1、

その親タスクが 2 などとなります。

戻り値 数値 … キャッシュされたレコード数を表す数値

補足 メインソースが定義されていなかった場合は、0 が返ります。

ビュー事前読込 特性が Yesに設定されている場合は、ビュー定義によって取得さ

れた全てのレコード数が返ります。

目的 タスクのデータビューがキャッシュされている場合、キャッシュ内のレコード番号

を取り出します。この関数を使用することで、どの行に現在パークしているかが確

認できます。

シンタックス DbViewRowIdx (世代番号)

パラメータ 世代番号 … タスクの階層位置を表す番号。カレントのタスクが 0、親タスクが1、

その親タスクが 2 などとなります。

戻り値 数値 … キャッシュされたビュー内での、現在レコードの連番を表す数値

補足 この関数は、タスクの ビュー事前読込 特性が、Yesに設定された場合のみ有効で

す。メインソースが定義されていなかったり、ビュー事前読込 特性が Noに設定さ

れている場合は、0が返ります。
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10.3. ビュー事前読込機能のサンプル

TravelAgentサンプルのプログラム 45 照会 - 都市 (ビュー事前読込) でビュー事前呼出を利用して

います。このプログラムでは、スクロールバーが正確に表示されるほかに、ウィンドウのタイトルに

、全体のレコード数と現在のレコード位置を表示するようにしています。

このプログラムは、APGで作成されるオンライン照会プログラムに、次のような変更を加えて作成でき

ます。

スクロールバーで正しい位置を表示させるに

は： 単に、タスク特性で ビュー事前読込 特

性を Yes にするだけで実現できます。

タイトルに、「(現在のレコード位置)／(全体

のレコード数)」を表示させるには： フォー

ムの タイトル 特性で、DbViewSize()、

DbViewRowIdx() 関数を使って、タイトルを式

で設定します。サンプルでは次のような式を

使っています。

'都市 ' & Trim(Str(DbViewRowIdx 

(0),'10')) & '/' & Trim(Str(DbViewSize 

(0),'10'))

第10章 ビュー事前読込 153

スクロールバーは、正しい位置

を表しています。
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が表示されます。



10.4. ビュー事前読込利用時の注意事項と補足事項

ビュー事前読込機能を使う上での注意事項

 ビュー事前読込 特性が Yes になっている場合、その動作仕様上、範囲設定条件を満たすレコー

ドがタスクオープン時にすべて読み込まれます。対象レコード数が大きい場合には、それに比例

して時間がかかります。実用的なスピードを得るために、キー項目で範囲を絞り込んで、対象レ

コード数がせいぜい数百程度になるように設計することをお勧めします。

ビュー事前読込に関する補足事項

 ビュー事前読込 特性は、キャッシュ範囲 特性が、位置とデータ または メインソースに依存 

に設定されている場合のみ有効になります。キャッシュ範囲 特性が メインソースに依存 の場

合には、さらに、データソースリポジトリでのデータソース特性で、キャッシュ範囲 特性が 位

置とデータ に設定されていなければなりません。それ以外の場合にはシンタックスチェックで

エラーになります。

 ビュー再表示 イベントを実行すると、再度テーブルの内容が事前読み込みされます。テーブル

のつまみは、常にレコード数に反映されます。レコードが追加されたり、削除されると、つまみ

用のレコードサイズも増えたり減ったりします。

 タスクの ビュー事前読込 が Yes に設定された場合、ツリーコントロールに対するこの特性も 

Yes と見なされます。
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11. XMLサポート

XML (Extensible Markup Language) は、非常に柔軟なデータ表現を可能とする、国際標準をベースと

したデータ形式です。この柔軟性のために、インターネット、イントラネット、その他の媒体を通し

てソフトウェア間のデータ共有を行うのに大変便利なものです。

V9Plusでは、ファイル IOテーブルに XMLファイルを定義し、組み込み関数を使って XMLの要素にアク

セスすることができました。

uniPaaS V1では、XMLのサポートが更に容易になりました。uniPaaS V1では XMLをデータソースとし

て、データリポジトリに定義することができるようになり、XMLファイルを他の DBMSのテーブルと同

じように取り扱うことができます。

本章では、uniPaaS V1で新たにサポートされるようになった 次のような XML 機能について説明しま

す。

 XMLファイルをデータリポジトリで、データソースとして定義する。

 同一の XMLファイルを、異なるマッピングにより異なるデータソースとして定義する。

 XML ファイルをメインソース、リンクソースとするタスクを作成する。

 XMLファイルの特定の要素・データにアクセスする。

 XMLファイルを作成し、データを登録する。

uniPaaS V1では、XMLファイルの正当性を、スキーマファイル(XSD)を使って検証します。その結果を

調べるための新しい関数が定義されています。

また、uniPaaS V1の XMLサポートでは、名前空間が自動的に取り扱われます。

V9Plus での XMLサポート機能は、uniPaaS V1でも有効ですが、この機能とuniPaaS V1で

新たに導入された XMLサポート機能とを混在して利用することはお勧めできません。

本章の内容の詳細については、リファレンスマニュアルの以下の箇所を参考にしてください

XMLサポート全般 XML連携 の章

データリポジトリでの定義 データソース の章

XMLデータソースの定義 データソース → データソースタイプ → XMLソース

XMLデータソースの特性 データソース → データソース特性 → [XML]タブ

データビュー エディタでの、XMLデー

タソース固有の機能

データビューエディタ → メインソース特性 以下の XML関

連項目

XMLDBMSの設定 設定 → DBMS → DBMS特性 → デフォルトデータタイプ

XMLデータベースの設定 設定 → データベース 
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11.1. 設定

ここでは、uniPaaS V1の XMLサポートに関する設定について説明します。

11.1.1. DBMSリポジトリ

DBMSリポジトリには、XML File 

というエントリが常に存在しま

す。このエントリは削除するこ

とはできません。

このエントリから、コンテキストメニューで 特

性 を開くと、DBMS特性が表示されます。XML 

File の DBMS特性では、XSDでのデータ型と、

Magicでのデータ型のデフォルトのマッピング

を定義します。

データタイプ 欄は、XSD中の type= で指定す

るもので、開発者が追加・削除することはでき

ません。

型 および 書式 欄は、それに対応する Magic 

のデータ型および書式を定義します。この設定

は開発者が変更することができます。変更され

た型、および書式は、デフォルトとは異なった

色で表示されます。

11.1.2. データベースリポジトリ

XMLファイルに対しても、

データベースリポジトリで

定義をします。

XML ファイルを扱う場合に

は、データベース リポジ

トリの各欄は、次のように

設定します。

欄名 設定内容

名前 適当な名前をつけます。

データソースタイプ X=MLファイル を選択します。

DB名、および DBMS 空欄のまま。(設定できません)

位置 XMLファイルのあるディレクトリの名前、あるいは URLを設定します。実行

時には、ここでの値が、データリポジトリに設定された データソース名 に

連結されて、実際のデータソースの名前となります。
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 XML データソースを、動作環境 ダイアログで、 デフォルト データベース として設

定することは可能です。

 XMLデータソースを、ソート/一時データベース として設定することはできません。

データベース特性

XMLデータベースを定義した行から、コンテキ

ストメニューで 特性 を選ぶと、XMLファイル

の データベース特性 ダイアログが開きます。

ここにある 一時データソース には、XMLファ

イル中のデータを一時的にテーブル形式で読み

込むときに使うデータベースを指定します。通

常は Memory データベースが適当です。
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11.2. XMLファイルをデータリポジトリに定義する

ここでは、XMLファイルをデータリポジトリに定義するための手順を説明します。

XMLファイルをデータリポジトリに定義するには・・・

11.2.1. XMLデータソースファイル定義から定義取得する

スキーマファイル   (XSD)  

XMLデータソースをデータリポジトリに定義するには、大前提として、スキーマファイル (XSD) が必

要です。

TravelAgent アプリケーションでは、プロジェクトファイルのサブディレクトリ XML の中に、

Orders.xsd というスキーマファイルがあります。
<xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">

   <xsd:annotation>

      <xsd:documentation xml:lang="en">

   Order schema for Example.com.

   Copyright 2000 Example.com. All rights reserved.

  </xsd:documentation>

   </xsd:annotation>

   <xsd:element name="Orders">

      <xsd:complexType>

         <xsd:complexContent>

            <xsd:extension base="OrderType">

               <xsd:sequence>

                  <xsd:element name="Order" maxOccurs="unbounded">

                     <xsd:complexType>

                        <xsd:sequence>

                           <xsd:element name="OrderNumber" type="xsd:integer"/>

                           <xsd:element name="OrderDate" type="xsd:date"/>

                           <xsd:element name="CustomerCode" type="xsd:integer"/>

                           <xsd:element name="Order_Total" type="xsd:decimal"/>

                           <xsd:element name="DiscountPercent" type="xsd:integer"/>

                           <xsd:element name="InvoiceNumber" type="xsd:integer"/>

                           <xsd:element name="MethodofPayment" type="xsd:string"/>

                           <xsd:element name="Approved" type="xsd:boolean"/>

                           <xsd:element name="OrderLines" type="OrderLines" maxOccurs="unbounded"/>

                        </xsd:sequence>

                     </xsd:complexType>

                  </xsd:element>

               </xsd:sequence>

            </xsd:extension>

         </xsd:complexContent>

      </xsd:complexType>

   </xsd:element>

   <xsd:complexType name="OrderType"/>

   <xsd:complexType name="CustomerDetails">

      <xsd:sequence>

         <xsd:element name="Customer_Name" type="xsd:string"/>

         <xsd:element name="PhoneNumber" type="xsd:string"/>

         <xsd:element name="street" type="xsd:string"/>

         <xsd:element name="HomeNumber" type="xsd:integer"/>

         <xsd:element name="city" type="xsd:string"/>

         <xsd:element name="BirthDate" type="xsd:date"/>

         <xsd:element name="zip" type="xsd:string" minOccurs="0"/>

         <xsd:element name="Gender" type="xsd:string"/>

         <xsd:element name="GoldCustomer" type="xsd:boolean"/>

         <xsd:element name="Marital" type="xsd:string"/>

         <xsd:element name="Favorites" type="xsd:string"/>
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         <xsd:element name="FavoritesReading" type="xsd:string"/>

         <xsd:element name="FavoritesMusic" type="xsd:string"/>

      </xsd:sequence>

   </xsd:complexType>

   <xsd:complexType name="OrderLines">

      <xsd:sequence>

         <xsd:element name="Line" maxOccurs="unbounded">

            <xsd:complexType>

               <xsd:sequence>

                  <xsd:element name="LineNumber" type="xsd:integer"/>

                  <xsd:element name="DepartureLocationCode" type="xsd:integer"/>

                  <xsd:element name="DestinationLocationCode" type="xsd:integer"/>

                  <xsd:element name="AirlineCode" type="xsd:integer"/>

                  <xsd:element name="DepartureDate" type="xsd:date"/>

                  <xsd:element name="DepartureTime" type="xsd:time"/>

                  <xsd:element name="LandingDate" type="xsd:date"/>

                  <xsd:element name="LandingTime" type="xsd:time"/>

                  <xsd:element name="FlightCost" type="xsd:decimal"/>

               </xsd:sequence>

            </xsd:complexType>

         </xsd:element>

      </xsd:sequence>

   </xsd:complexType>

</xsd:schema>

このスキーマ定義は、下図のような構造を表現しています。

このスキーマファイルに基づいた XMLファイルの例として、XML ディレクトリに Order.xml という

XMLファイルがあります。
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<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no" ?>

<Orders>

  <Order>

    <OrderNumber>100</OrderNumber>

    <OrderDate>2005-12-01</OrderDate>

    <CustomerCode>7</CustomerCode>

    <Order_Total>7187.4</Order_Total>

    <DiscountPercent>15</DiscountPercent>

    <InvoiceNumber>1</InvoiceNumber>

    <MethodofPayment>Credit Card</MethodofPayment>

    <OrderLines>

      <Line>

        <LineNumber>1</LineNumber>

        <DepartureLocationCode>12</DepartureLocationCode>

        <DestinationLocationCode>6</DestinationLocationCode>

        <AirlineCode>6</AirlineCode>

        <DepartureDate>2006-03-20</DepartureDate>

        <DepartureTime>12:30:04</DepartureTime>

        <LandingDate>2006-03-21</LandingDate>

        <LandingTime>01:01:30</LandingTime>

        <FlightCost>2400</FlightCost>

      </Line>

      <Line>

        <LineNumber>2</LineNumber>

        <DepartureLocationCode>9</DepartureLocationCode>

        <DestinationLocationCode>13</DestinationLocationCode>

        <AirlineCode>6</AirlineCode>

        <DepartureDate>2006-04-20</DepartureDate>

        <DepartureTime>03:45:00</DepartureTime>

        <LandingDate>2006-04-21</LandingDate>

        <LandingTime>23:04:09</LandingTime>

        <FlightCost>2998.1</FlightCost>

      </Line>

      <Line>

        <LineNumber>3</LineNumber>

        <DepartureLocationCode>16</DepartureLocationCode>

        <DestinationLocationCode>12</DestinationLocationCode>

        <AirlineCode>9</AirlineCode>

        <DepartureDate>2006-05-09</DepartureDate>

        <DepartureTime>10:02:00</DepartureTime>

        <LandingDate>2006-05-09</LandingDate>

        <LandingTime>15:06:00</LandingTime>

        <FlightCost>1789.3</FlightCost>

      </Line>

    </OrderLines>

  </Order>

  <Order>

    <OrderNumber>101</OrderNumber>

    <OrderDate>2006-01-10</OrderDate>

    <CustomerCode>9</CustomerCode>

    <Order_Total>2320.5</Order_Total>

    <DiscountPercent>30</DiscountPercent>

    <MethodofPayment>Credit Card</MethodofPayment>

    <OrderLines>

      <Line>

        <LineNumber>1</LineNumber>

        <DepartureLocationCode>16</DepartureLocationCode>

        <DestinationLocationCode>3</DestinationLocationCode>

        <AirlineCode>9</AirlineCode>

        <DepartureDate>2005-12-29</DepartureDate>

        <DepartureTime>01:55:00</DepartureTime>

        <LandingDate>2005-12-30</LandingDate>

        <LandingTime>04:00:00</LandingTime>
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        <FlightCost>456</FlightCost>

      </Line>

      <Line>

        <LineNumber>2</LineNumber>

        <DepartureLocationCode>3</DepartureLocationCode>

        <DestinationLocationCode>4</DestinationLocationCode>

        <AirlineCode>1</AirlineCode>

        <DepartureDate>2006-03-01</DepartureDate>

        <DepartureTime>23:45:00</DepartureTime>

        <LandingDate>2006-03-02</LandingDate>

        <LandingTime>04:21:00</LandingTime>

        <FlightCost>689.5</FlightCost>

      </Line>

      <Line>

        <LineNumber>3</LineNumber>

        <DepartureLocationCode>4</DepartureLocationCode>

        <DestinationLocationCode>14</DestinationLocationCode>

        <AirlineCode>1</AirlineCode>

        <DepartureDate>2006-03-14</DepartureDate>

        <DepartureTime>02:30:00</DepartureTime>

        <LandingDate>2006-03-14</LandingDate>

        <LandingTime>08:06:00</LandingTime>

        <FlightCost>769</FlightCost>

      </Line>

      <Line>

        <LineNumber>4</LineNumber>

        <DepartureLocationCode>14</DepartureLocationCode>

        <DestinationLocationCode>15</DestinationLocationCode>

        <AirlineCode>4</AirlineCode>

        <DepartureDate>2006-04-01</DepartureDate>

        <DepartureTime>10:50:00</DepartureTime>

        <LandingDate>2006-04-01</LandingDate>

        <LandingTime>13:32:00</LandingTime>

        <FlightCost>406</FlightCost>

      </Line>

    </OrderLines>

  </Order>

  <Order>

    <OrderNumber>102</OrderNumber>

    <OrderDate>2005-12-23</OrderDate>

    <CustomerCode>90</CustomerCode>

    <Order_Total>700</Order_Total>

    <DiscountPercent>35</DiscountPercent>

    <InvoiceNumber>0</InvoiceNumber>

    <MethodofPayment>Credit Card</MethodofPayment>

    <OrderLines>

      <Line>

        <LineNumber>1</LineNumber>

        <DepartureLocationCode>4</DepartureLocationCode>

        <DestinationLocationCode>1</DestinationLocationCode>

        <AirlineCode>12</AirlineCode>

        <DepartureDate>2006-06-10</DepartureDate>

        <DepartureTime>10:06:00</DepartureTime>

        <LandingDate>2006-06-10</LandingDate>

        <LandingTime>16:00:00</LandingTime>

        <FlightCost>700</FlightCost>

      </Line>

    </OrderLines>

  </Order>

</Orders>
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XSD  から定義取得  

XMLデータソースの定義は、データリポジトリに スキーマファイルから定義取得する、という形で行

います。

TravelAgent のプロジェクトを開き、次のようにして定義取得します。

XSDから定義取得するには・・・

1. データリポジトリに新しい行を追加します。

2. データベース 欄で XML ファイル を選択します。

3. メニュー オプション(O) → 定義取得(G) を選びます。

4. テーブル定義取得 ダイアログが開きます。
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5. スキーマ URL をズームすると、

ファイルを開く ダイアログが

出ますので、スキーマファイ

ル名を指定します。

6. テーブル定義取得 ダイアログ

に戻るので、ここで OK ボタ

ンを押せば、スキーマが解析

され、データリポジトリに定

義内容が設定されます。

XMLファイルの場合、データリポジ

トリの画面の左下は スキーマツリー

画面、右下は カラムリポジトリ 

と呼ばれます。

ルート要素が複数ある場合

サンプルプロジェクトに添付されているスキーマファ

イル Orders.xsdは、要素が一つしか定義されていな

いので、その要素 Orders がデフォルトでルート要素

となりましたが、一般には、一つのスキーマファイル

に複数の要素が定義されていますので、定義取得時に

どの要素がルート要素なのかを、開発者が指定してや

る必要があります。

このような場合には、定義取得時に、次のように、ス

キーマファイル中に定義されている要素名の一覧が表

示されます。開発者はこのうちから、ルート要素とす

る要素を選択します。
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11.2.2. スキーマツリーの表示

スキーマツリーは、XSDに定義されている構造をツリー形式で表

示しているものです。

ノードの種類

スキーマツリーのノードは、XSDの定義に従って、以下のような種類の表示がされます。

要素の種類 通常状態 選択不可状態 選択済状態

単純要素

複合要素

繰り返し可能な単純要素

繰り返し可能な複合要素

ノードの展開と縮小

サブツリーのあるノードは展開・縮小ができます。

スキーマツリーのノードの展開・縮小の方法

 縮小されている(閉じている)ノードは、左側に   記号が表示されます。

すべて閉じている状態では、右図のように表示されます。

  記号をマウスでクリックすると、ノードが展開されます。展開されてい

る(開いている)ノードは、左側に  記号が表示されます。１レベルだけ開

いた状態では、右図のように表示されます。

逆に、  記号をマウスでクリックすると、ノードが縮小されます。
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 コンテキストメニューから、

すべてのノードを展開、ある

いは縮小することもできます。

すべてのノードが展開された

状態では、右図のように表示

されます。

簡易表示

XMLの構造は、ネストの深い複雑な構造になることがありますが、このときにはスキーマツリーが大き

なものになって、データリポジトリ上で全体を見るのが難しくなります。このような場合には、簡易

表示 で表示すると、全体を見やすくなります。

簡易表示 にするには、スキーマツリー上でコンテキストメニューから 簡易非表示 を選びます。簡易

非表示の状態では、単純要素が表示されなくなります。

簡易表示状態 簡易非表示状態

11.2.3. データソース ビューを定義する

XMLファイルは階層的な構造を持ったデータですが、Magic のデータソースは、リレーショナルデータ

ベースのテーブルのように、2次元のテーブル形式のデータです。このため、XMLファイルのデータ構

造を、2次元のテーブル形式にマッピングする必要があります。

データのマッピングは、データソースのビューにどの要素を含めるかを指定することにより行われま

す。

要素をビューに含める

XMLファイルの特定の要素をデータソース ビューに含めたい場合には、スキーマツリー 画面でコンテ

キストメニューを出し、ビューに含める を選択します。

例えば、Order およびその直下の要素をビューに含めたい場合には、Order ノードでコンテキストメ

ニューを出し、ビューに含める を選びます。

ビューに含むように選択されたノードは、  や  などのように、チェック記号がつきます。
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ビューから削除

ビューから特定の要素を除きたい場合には、スキーマツリー

上で、除きたいノードにカーソルを合わせて、コンテキス

トメニューを開き、ビューから削除(E) を選択します。

カラムリポジトリ

画面右下の カラムリポジトリ には、選択されたノードに

対応して、カラムが追加されます。

各カラムのデータ型および書式は、XSDのtype= 属性をも

とにして、デフォルトの値が設定されます。開発者は、モデル、型、書式の設定を変更することがで

きますが、名前を変更することはできません。

ただし、カラムリポジトリの先頭の２要素は、ノー

ド ID と 親ID で固定となっていて、開発者が変更・

削除することはできません。

 ノード ID は、XMLデータ構造の特定のノード

を一意に識別する内部番号です。この値は

Magic実行エンジン内部で作成されるもので、

Magicプログラムから修正・作成することはで

きません。また、この値は、この XMLファイル

をオープンしてからクローズするまでは一定で

すが、再度オープンすると別の値になっている

可能性があります。従って、ノード IDは、XML

ファイルがオープンされている間だけ有効な、

内部識別番号として扱ってください。

 親ID は、XMLのデータ構造において、現在のノードの親ノードの、ノード IDです。この値も
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Magic実行エンジン内部で生成されるものです。ノード IDと同じく、これも XMLファイルがオー

プンされている間だけ有効な、内部識別番号です。

カラム特性

XMLデータソースのカラムの特性には、以下のような、DBMS

のカラム特性にはない特性があります。これらの特性は、

XSD セクションの下に格納されており、読込専用で、開発

者が修正することはできません。

右図は、MethodofPayment カラムのカラム特性の例です。

特性名 説明

タイプ このカラムに対応する XML要素の、XSDタイプを示します。

属性 Yesの場合、このカラムが、XMLの要素の属性に対応することを意味します。No の場合に

は、XMLの要素に対応することを意味します。

名前 XSD中での名前です。

パス このカラムを取得するための、XMLのパスです。

カラム特性は、単純要素の場合にだけ表示されます。複合要素上にカーソルがある場合

には表示されません。

以上定義したデータソースを APGで開くと、次のようなテーブルとして見ることができます。

これを見てわかるように、このデータソースでは、Order レベルの要素のみが表示され、明細行

(OrderLines以下)はビューに含められていません。

11.2.4. インデックス定義

XMLデータベースにも、DBMSデータベースと同様、インデックスを定義することができます。
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インデックスの定義は、

インデックス タブで表

示・定義されます。

デフォルトで、 ノード

依存 という名前のイン

デックスが定義されて

います。これは、ノー

ド IDをセグメントとす

るものです。このイン

デックスは修正・削除

することができません。

開発者は、アプリケーションの必要に応じ、インデックスを追加定義することができます。

11.2.5. 同じXMLソースファイルから異なるXMLビューを定義する

XMLデータは階層的な構造を持つデータですので、異なるレベルのデータを扱うために、異なる XML

ビューを定義する必要があります。

例えば、「11.2.3 データソース ビューを定義する」では、Order.xml という XMLファイルから、

Order というタグの直下にある要素(OrderNumber、OrderDateなど)を扱いましたが、OrderLines 以下

の明細行については扱うことができませんでした。

明細行をMagicで取り扱えるようにするには、データリポジトリで、同じ Order.xml という XML ファ

イルから、OrderLines 以下の要素を含む XMLビューを定義してやります。

データリポジトリを開いて、データソース13

番 XML_OrderLine を見てください。これは、

データソース12番の XML_Ordersと同じく、

Orders.xml という XMLファイルに対応する

データソースです。

次にデータソース13番のビューを示します。

これを見てわかるように、データソース13番 XML_OrderLineでは、Lineとその直下の要素がビューに
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含められています。従って、明細行(Line要素以下)をMagicで扱う場合には、データソース13番を扱

います。

ここで注意すべきことは、Line は Order に従属する要素であるので、各Lineは、どの Orderに従属

するのかを識別できるようになっていなければなりません。そのために、データソース13番

XML_OrderLineのビューには、Orderレベルの OrderNumberが識別のためにビューに加えられています。

このように定義されたデータソース13番で、APGを実行すると、以下のようなデータが表示されます。

OrderNumber カラムは、名前が /OrderNumberとなっており、先頭にスラッシュ文字 「/」

 が付けられていますが、これは上のレベルの要素であることを示しています。

このようにデータリポジトリに定義しておけば、Magicプログラムからは、通常の DBMSと同じように

テーブルとして扱うことができ、Magicプログラムでレコードの追加、修正、削除などを行った場合に

は、対応する XMLファイル上でもデータが追加、修正、削除されます。
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11.3. XMLファイルの作成

XMLファイルや、XMLレコードを作成する場合には、通常の DBMSテーブル上に定義される

データソースにはない、以下のような注意が必要になります。

 XMLビューで定義したデータソース名で定義される XMLファイルが存在しなかった場合、Magicは

その XMLファイルを作成しますが、そのノードまでは作成しません。従って、XMLのルートとな

る要素は、必ず一つだけ、プログラムで作成しておかなければなりません。

 XMLは構造を持ったデータですので、従属する要素(明細行のデータなど)は、必ず上位の要素が

存在している状態でなければ、作成することができません。従って、同一 XMLファイルを別の

XMLビュー定義により、別のデータソースとして定義した場合にも、まず、上位のノードを作成

してから、下位のノードを作成していく、という順序でレコード追加していく必要があります。

この制約は、DBMSで参照制約が設定されている場合と似ています。

 下位ノードがどの上位ノードに従属する要素であるかがわかるように、上位ノードの要素

(「/OrderNumber」など)に、値を設定する必要があります。

 親子タスクで、上位ノード、下位ノードを扱うようなタスクの構造にする場合、上位

ノードのレコードが作成されてから下位ノードのレコードが作成されるようにするに

は、子タスクを呼び出す場合のコールコマンドで、同期 パラメータを Yes にしてお

くと便利です。

 同期 = Yes を利用するには、遅延トランザクションを利用することが必要になりま

す。
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11.4. XML関数

XMLデータソースを通して XMLファイルを作成・更新する場合、Magicは XMLファイル構造を、対応す

るスキーマファイル XSDに照らし合わせて、正当性を検証します。しかし、一部の XSD定義(制約条件

など)については検証がされません。

XMLデータ構造の正当性を正確に検証したい場合には、組み込み関数 XMLValidate を使うことができ

ます。

11.4.1. XMLValidate

XMLValidate関数は、スキーマ定義に照らし合わせて XMLデータを検証します。スキーマ定義は XMLデー

タ自身の中に、schemaLocation あるいは noNameSpaceSchemaLocation を用いて参照先を定義してお

くこともできるし、あるいは、XMLValidate関数の第二引数として URIを指定することもできます。

シンタックス XMLValidate ( XML [, XSD schema URI])

パラメータ 1. XML: XMLデータを格納している BLOB値

2. XSD schema URI: スキーマ定義ファイルを参照する URL (http またはファイ

ルシステム)。このパラメータはオプションです。指定されない場合には、

XMLファイル中のSchemaLocation 指定が参照されます。指定された場合には、

XMLファイル中のSchemaLocation指定は無視され、こちらが優先されます。

戻り値 XMLの検証が正しく行われれば、真が返ります。エラーの場合には偽が返ります。

参考  スキーマが指定されなければ、XMLファイルは正当であると解釈されます。

 警告のみが見つかった場合には、XMLファイルは正当であると解釈されます。

例 XMLValidate (File2Blb(‘C:\uniPaaS2\XML\Orders.XML’),

‘C:\uniPaaS2\XML\Orders.XSD’)

11.4.2. XMLValidationError

XMLValidate関数を実行したときにエラーが見つかった場合、エラー内容を Unicode型のベクトル値と

して返します。

シンタックス XMLValidationError ()

戻り値 エラーの詳細を説明する Unicode文字列のベクトル。ベクトルの各要素には、XMLパー

サ(Xerces)が検出したエラーメッセージが格納されています。
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12. UNICODE

Unicodeというのは、現在世界で使われている文字をコンピュータ上で統一的に扱うことを目的とした

文字コード体系です。

Unicode以前では、コンピュータ上では言語ごとに異なった文字コード体系が使われており、複数の異

なる言語の文字を一つのファイルや文字データで混在させて利用することができませんでした。しか

しながら、ビジネスや文化の国際化が進み、一つのデータ内で複数の言語を利用することが強く求め

られてきた結果、Unicodeが国際標準として制定されました。

現在においても、コンピュータ上では、言語地域ごとの文字コード体系と、Unicodeとが混在されて利

用されているのが現状です。

Magicにおいても、V9Plusまでは、ANSI/OEM文字コード (日本語の場合には Shift-JISコード)のみを

扱っていましたが、対象アプリケーションのビジネスが国際化していく流れを踏まえて、Unicodeサ

ポートをuniPaaS V1で導入し、従来の ANSI/OEMとの互換性を保ちながら、Unicodeも利用できるよう

になりました。本章では、uniPaaS V1で新しく追加された Unicodeサポート機能について説明してい

きます。

本章の内容の詳細については、リファレンスマニュアルの以下の箇所を参考にしてくださ

い。

Unicode全般 Unicodeサポート の章

外部コードページの設定 設定 → 動作環境 → [国別設定]タブ → 外部コードページ

Unicodeモデル モデル → データ項目 → 型 → Unicode型

データソースの Unicode カラム データソース → データソースタイプ → テーブルソース → 

カラムテーブル → 型

プログラムでの Unicode項目 データビューエディタ → 項目特性 → 型

プログラムの入出力ファイル プログラム → 入出力ファイル → 入出力特性 → 使用する文

字セット

変換用関数 式エディタ → 関数ディレクトリ 以下の

UnicodeChr, UnicodeFromANSI, UnicodeToANSI, UnicodeVal 

関数

メニューリポジトリでの Unicode メニューとヘルプ → メニュー → メニュー定義テーブル → 

ユーザメニュー名

ヘルプリポジトリでの Unicode メニューとヘルプ → ヘルプ → ヘルプと Unicode
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12.1. Unicode型のモデル・項目を定義する

Unicode型のモデルは、

モデルリポジトリで ク

ラス は F=項目、型 は 

U=Unicode を選択するこ

とで定義することができ

ます。

モデルリポジトリのほか

に、Unicode型のデータは、次の箇所でも定義することができます。

データリポジトリ の カラム

プログラムリポジトリのデータ

ビュー タブの V=変数 や P=パ

ラメータ 行

プログラムリポジトリの ロジッ

ク タブの 項目 行
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12.2. Unicode型モデル・項目の特性

Unicode型のモデル・項目には

右図のような特性があります。

Unicode型の特性は、文字型の

項目とほとんど同じです。

Unicode型の 記憶形式 は、文

字型と異なり、次の二つが定義

できます。

 Unicode： 固定長の

Unicode文字列。データ

ベースには、各 DBMSがサ

ポートする固定長 Unicode 

のカラムとして定義されま

す。

 ZUnicode： 最後が NULL文

字で終端されている可変長

Unicode文字列。各 DBMSが

サポートする可変長

Unicodeのカラムとして定

義されます。
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12.3. 変数間でのデータ変換

Unicode型と文字型データとは

混在して利用することができま

す。項目への代入、式の評価な

どで必要な場合には、内部で自

動的に文字コード変換が行われ

ます。この際、文字型データの

コードページとしては、動作環

境 → 動作設定 タブ → 外部

コードページ パラメータに設定

されているコードページが利用

されます。日本語の場合には イ

ンストーラによりデフォルトで 932 が設定されています。

利用可能なコードページの一覧は、「付録 A. 利用可能なコードページの一覧」を参照し

てください。
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12.4. データ変換用関数

uniPaaS V1では、Unicode型と文字型との間のデータ変換を明示的に行う組み込み関数が用意されて

います。

文字型項目から Unicode型項目、または Unicode型項目から文字型項目への代入、または

項目更新処理を行う場合、内部で変換を行いますので、開発者が明示的に

UnicodeFromANSI関数や UnicodeToANSI関数を使う必要はありません。

12.4.1. UnicodeFromANSI

シンタックス UnicodeFromANSI (ANSI String, Code Page)

パラメータ ANSI String – 文字型のデータ。

Code Page – 第一パラメータの文字データの文字コードを表すコードページ値(整

数)。この値が 0の場合には、システムデフォルトのコードページが使われます。

戻り値 変換後の Unicode文字列が返されます。

ANSIStringが Nullだったり、コードページ値が不正だった場合には、NULL値が返

されます。

12.4.2. UnicodeToANSI

シンタックス UnicodeToANSI (Unicode String, Code Page)

パラメータ Unicode String – Unicode型のデータ。

Code Page – 変換後の文字データの文字コードを表すコードページ値(整数)。この

値が 0の場合には、システムデフォルトのコードページが使われます。

戻り値 変換後の文字型データが返されます。

Unicode Stringが Nullだったり、コードページ値が不正だった場合には、NULL値

が返されます。

注意 Unicode String 中に、Code Pageで定義されていない文字データが入っていた場合

には、変換が正しく行われません。

12.4.3. UnicodeChr

シンタックス UnicodeCHR (Number)

パラメータ Number – Unicode文字のコード値。 0 - 65,535 の間の整数。

戻り値 Number をコード値とする Unicode文字 (1文字)が返ります。Unicodeのコード値と

して不正な値が指定された場合には、Null が返ります。

12.4.4. UnicodeVal

シンタックス UnicodeVAL (Unicode CHR)

パラメータ Unicode CHR -  Unicode型の文字列。この文字列に 2文字以上ある場合には、先頭

の1文字だけが対象となります。

戻り値 与えられた Unicode文字の文字コードを整数値として返します。

文字列が空の場合には、0が返ります。また、パラメータの値が Null の場合には、

Null が返ります。
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V9Plus の Chr および Val 関数は、ASCIIChr と ASCIIVal と改名されました。uniPaaS 

V1で Ansi (Shift-JIS) のコードを扱う場合には、こちらの関数を使ってください。 
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12.5. Unicodeサポート機能

モデル、カラム、変数などのほかに、次のようなところで Unicode文字を使うことができます。

12.5.1. I/Oファイル

プログラムリポジトリの入出力テーブルで、外

部ファイルとのデータ入出力処理を行う際の文

字コードを指定することができます。

プログラムを開いて、入出力テーブルを開き、

更に入出力特性を開くと、 使用する文字セッ

ト というパラメータがあり、ここで以下のよ

うな文字コード指定を行うことができます。

文字コード指定 意味

A=ANSI ANSI文字セットを使います。日本語の場合には、Shift-JISです。

O=OEM プラットフォームに依存した文字セットを使います。日本語の場合、PC上では

Shift-JISですが、他のハードウェア/オペレーティングシステム上では別の文

字セットとなる場合があります。

U=Unicode Unicode (UTF-16) を使います。

T=UTF-8 UTF-８ を使います。

BOM (Byte Order Mark)文字について

 データ出力時には、BOMが出力されます。

 データ入力時には、BOMがあるかどうかがチェックされます。BOMがあって、入出力

特性の 使用する文字セット の設定と異なっている場合には、データの読込は失敗

します。
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12.5.2. フォーム・コントロール特性

フォームエディタでのフォーム特性やコントロール特性な

ど、タスクのデータ表示に関わる箇所の多くでは Unicode 

文字を使うことができます。

12.5.3. 式

uniPaaS V1の式エディタは、Unicode ベース

で実装され、リポジトリにも Unicodeで格納さ

れます。

12.5.4. メニュー

メニューリポジトリの ユーザメニュー名 欄に

は、Unicode文字を指定することができます。

12.5.5. ヘルプリポジトリ

ヘルプリポジトリのテキストにも、Unicode文

字列を使うことができます。

上記以外のところでは、Shift-JISにない Unicode固有のデータを使うことはできません。

例えば、次のようなところでは使えません。

 モデル、データソース、プログラム等の各リポジトリ名、

 データソースリポジトリ内のカラム名、インデックス名、外部キー名 

 プログラムリポジトリの変数名、パラメータ名、ユーザイベント名、フォーム内のコ

ントロール名、など
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12.6. 実行エンジンの動作

V9PlusまでのMagic実行エンジンは、内部データの文字セットとしてShift-JISを使っていました。

uniPaaS V1からは、内部データとして Unicodeを使うようになっています。このため、実行エンジン

の動作が変わってくるところが出てきます。

ここでは、uniPaaS V1でアプリケーションを設計・開発する上で注意すべき点について説明します。

12.6.1. データの照合順序

Shift-JISと Unicodeは、格納される文字コードが異なりますので、それぞれをキー項目としたデータ

の処理順序が異なることにより、プログラムの範囲抽出処理やバッチのグループ処理に影響がでる可

能性があります。

また、SQLデータベースを利用する場合は、そのデータベースマネージャ固有の機能や設定による影響

があります。

文字コードを比較した場合の文字種類別の順序は次の通りです。

Shift-JIS(文字型項目)のコード

順序

Unicode(Unicode型)のコード

順序

1.半角数字

2.半角英

3.半角カナ

4.全角数字

5.全角英

6.ひらがな

7.カタカナ

8.漢字 

1.半角数字

2.半角英

3.ひらがな

4.カタカナ

5.漢字

6.全角数字

7.全角英

8.半角カナ

漢字については、個々の漢字のコード順序が異なります。 例えば、「亜」と「一」ではShift-JISと

Unicodeで、次のようにコードの順序が異なります。

亜 一 比較結果

Shift-JIS 0x889F 0x88EA 亜 が 一 より先

Unicode U+4E9C U+4E00 一 が 亜 より先

12.6.2. 関数

文字型項目をパラメータに持つ関数に対して、文字型項目の代わりに Unicode型項目を設定した場合、

次の点に注意が必要です。

一つの文字データをパラメータに持つ関数

Len関数など、１つの文字列をパラメータにもつ関数の場合、パラメータが文字型か Unicode型かで、

文字列の長さを数える単位が変わります。
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# パラメータの型 長さの単位

1. 文字型 バイト単位

2. Unicode型 文字単位

例えば、

 項目 Aが文字型項目で ‘あ’ を格納した場合、Len(RTrim(A))の結果は 2を返します。 

 項目 Bが Unicode型項目で ‘あ’ を格納した場合、Len(RTrim(B))の結果は1を返します。 

一つの文字パラメータを持ち、戻り値も文字データの場合

MID関数など、一つの文字データをパラメータに持ち、戻り値も文字データの関数については、文字デー

タの長さの単位は、

1. パラメータの型、

2. 戻り値の型

の順で決定されます。

# パラメータの型 戻り値の型 文字データの長さの単位

1. 文字型 文字型 バイト単位

2. 文字型 Unicode型 バイト単位

3. Unicode型 文字型 文字単位

4. Unicode型 Unicode型 文字単位

5. 固定値 (*1) 文字型 バイト単位

6. 固定値 (*1) Unicode型 文字単位

*1 式に直接、’あいうえお’ などの文字列を指定する場合

２つ以上の文字データをパラメータに持つ関数

REP関数 (文字列中の位置と文字数を指定し、その部分を別の文字列に置き換える関数) では、パラメー

タに二つの文字データがあり、戻り値も文字データです。

このような関数の場合、文字列の長さを数える単位は、次の順に決定されます。

1. 二つのパラメータの型

2. 戻り値の型

# パラメータ 1の型 パラメータ2の型 戻り値の型 長さの単位

1. 文字型 文字型 文字型 バイト単位

2. 文字型 文字型 Unicode型 バイト単位

3. 文字型 Unicode型 文字型 バイト単位

4. 文字型 Unicode型 Unicode型 文字単位

5. Unicode型 文字型 文字型 バイト単位

6. Unicode型 文字型 Unicode型 文字単位

7. Unicode型 Unicode型 文字型 文字単位
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8. Unicode型 Unicode型 Unicode型 文字単位

9. 文字型 値(*1) 文字型 バイト単位

10. 文字型 値(*1) Unicode型 バイト単位

11. Unicode型 値(*1) 文字型 文字単位

12. Unicode型 値(*1) Unicode型 文字単位

13. 値(*1) 文字型 文字型 バイト単位

14. 値(*1) 文字型 Unicode型 バイト単位

15. 値(*1) Unicode型 文字型 文字単位

16. 値(*1) Unicode型 Unicode型 文字単位

*1 式に直接、’あいうえお’などの文字列を指定する場合

12.6.3. その他の制限事項

uniPaaS V1での Unicode対応については、その他にも細かな制限事項があります。また、

データベースゲートウェイにもデータベースに固有な制限事項があります。これらの制限

事項については、Readme や弊社ホームページの技術情報などを参照して、確認してくださ

い。
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13. 開発エンジンと実行エンジンの分離

V9Plusまでは、開発版 mggenw.exe には開発機能と実行機能と両方が備わっており、ひとつのプロセ

スで開発とテスト実行とを行っていました。

uniPaaS V1では、開発機能のみを持つ開発エンジンと、実行機能のみを持つ実行エンジンとが分離さ

れました。分離することにより、次のような利点が生まれます。

 実行エンジンがなんらかの理由で異常終了した場合でも、開発エンジンはそのまま動作していま

す。これにより、異常終了によるアプリケーションの破損などの問題が起こらなくなります。

 プログラムミスなどで実行エンジンが止まらなくなってしまった場合などには、実行エンジンの

みを強制終了させることができるようになります。

 開発エンジンと実行エンジンとは別ウィンドウ上で表示されるようになるので、デバッガの取り

扱いが容易になります。(uniPaaS V1で強化されたデバッガについては、15章デバッガ で説明し

ます。)

 V9Plusでは、開発版での実行機能と、実行版あるいはサーバ版での実行機能とで、微妙に動作が

異なる場合がありましたが、uniPaaS V1では実行は常に実行エンジンで行われるので、動作の違

いがなくなります。

本章では、uniPaaS V1での開発エンジンと実行エンジンの分離について説明していきます。

開発エンジンと実行エンジンとは、次に示すような実行可能モジュールです。下表では、

比較のため、V9Plusでのモジュールファイル名も示しておきました。これらのファイルは

いずれもMagicをインストールしたディレクトリにあります。

モジュール区分 uniPaaS V1

モジュール名

V9Plusモジュール名 備考

開発エンジン uniStudio.exe mggenw.exe V9Plusまでは、開発機能・実行

機能両方が一緒になっていた。

実行エンジン uniRTE.exe mgrntw.exe

本章の内容の詳細については、リファレンスマニュアルの以下の箇所を参考にしてください

開発エンジンと実行エンジンの分離 アプリケーションのテスト → 開発エンジンと実行エンジン

の分離 

デバッガ アプリケーションのテスト → デバッガ

キャビネットファイル プロジェクトとアプリケーション → プロジェクト開発 → 

プロジェクトのキャビネットファイル

アプリケーションの実行 プロジェクトとアプリケーション → アプリケーション実行

アプリケーションの動作環境 設定 → 動作環境 → [システム]タブ 
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13.1. 開発エンジンでの操作

13.1.1. 開発エンジンからプロジェクトを実行する

開発エンジン (uniPaaS Studio)を起動し、プロ

ジェクトを開いた状態では、画面には開発エンジ

ンのウィンドウだけが表示されています。

このときに実行エンジンは、表示はされていませ

んが、背後ですでに起動されています。

現在開いているプロジェクトを実行するには、

V9Plusまでは実行モードにするために Ctrl+T を

押していましたが、uniPaaS V1では、デバッグ 

メニュー → プロジェクトの実行 (あるいは、

Ctrl+F7キー) を選択します。

すると、背後で隠れていた実行エンジンのウィン

ドウが表示されるようになります。

下図では、実行エンジンのウィンドウが前面に現

れて、開発エンジンのウィンドウが背後になった

ようすを示しています。

このとき、開発エンジンは次のように表示されま

す。

● タイトルバーには 「プロジェクト名 – 

uniPaaS Studio – Executing…」と表示さ

れます。

● 停止ボタンが四角い赤色  で表示されま

す。
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このときには、実行エンジンと開発エンジンとは

独立したプロセスとして動作しています。このた

め、実行エンジンでプログラムを実行しながら、

開発エンジンでプログラムを開くことが可能です。

ただし、この場合にはプログラムを修正すること

はできず、読込専用モードで開くことになります。

下図は、顧客 プログラムを実行している状態で、

開発エンジンでプログラムを開き、顧客プログラ

ムを開こうとしているところです。

13.1.2. RunMode関数

V9Plusでも RunMode関数がありましたが、uniPaaS V1では、開発エンジンと実行エンジンが分離され

たことにより、RunMode関数の戻り値の意味が次のように変更されました。

戻り値 意味

-1 以下のいずれかの場合です。

● 最初にメインプログラムが実行された場合

● プロジェクトがクローズされ、他のプロジェクトが最初のコンテキストでオープ

ンされた場合

● プロジェクトがマルチスレッドで最初にオープンされた場合

● サブタスクや、サブプログラムで実行された場合は、0 になります。

0 プログラムが実行版で動作している。フォアグラウンドまたは、バックグラウンドで動

作している場合

開発エンジンがバックグラウンドで動作している場合

1 (uniPaaS V1では無効です)

2 プログラムが開発版で動作しており、プロジェクトが実行モードに切り替わった場合

3 プログラムが開発版で動作しており、プログラムリポジトリ上から実行されている場合

13.1.3. 実行中のアプリケーションを閉じる

実行エンジンは、次のような事象によりアプリケーションの実行が終了した場合に閉じられます。

 アプリケーションを閉じる イベントが発行された。

 ウィンドウタイトルバーの  ボタンがクリックされた。

 メインプログラムのタスク終了条件が真になった。

開発エンジンからアプリケーションが開始された場合、アプリケーションの終了と共にアプリケーショ

ンは閉じられ、実行エンジンのウィンドウは再びデスクトップから隠れます。しかし、実行エンジン

は背後で動作したままで、後に再度実行モードになったときに現れます。

第13章 開発エンジンと実行エンジンの分離 185



13.1.4. 実行エンジンの異常終了時の動作

Magicプログラムのエラーなどにより、実行

時に不正な動作を行った場合、実行エンジン

は異常終了することがあります。また、タス

クマネージャなどから、実行エンジン 

uniRTE.exe を強制的に終了させることもで

きます。

このような場合には、オペレーティングシス

テムは次のようなダイアログを表示します 

(この表示は、オペレーティングシステムの

設定によって変わります)。

また、開発エンジンは、実行エンジンが異常

終了したことを検知し、次のようなエラーメッ

セージを出します。

その後、開発エンジンは実行エンジンを再起

動します。

この場合にも、実行エンジンは再起動されますが、ウィンドウは隠れています。次に実行モー

ドになったときにウィンドウが表示されます。

13.1.5. 開発エンジンからプログラムを実行する

開発エンジンから、特定のプログラムのみを実行することができます。

特定のプログラムを実行するには、プログラムリポジトリを開き、実

行したいプログラムにカーソルを置いてから、デバッグ メニュー → 

実行 (あるいは F7キー) を選択します。

このときには、実行エンジンは次のような動作を行います。

1. 実行エンジンのウィンドウが前面に表示されます。

2. プロジェクトが開かれます。

3. メインプログラムのタスク前処理が実行されます。

4. 指定されたプログラムが起動されます。

5. プログラムが終了したら、メインプログラムのタスク後処理が実行されます。

6. プロジェクトがクローズされ、実行エンジンのウィンドウが隠されます。

13.1.6. 実行エンジンの強制停止

プログラムのエラーなどにより、実行エンジン

が終了しなくなってしまったり、あるいは非常

に時間のかかる実行を強制的に中断させたい場

合があります。

このときには、デバッグ メニューから 停止 

を選びます。ツールバーの停止ボタン  から

停止させることもできます。
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これにより、現在実行中の実行エンジンのプロセスが強制的に終了させられ、実行エンジンが再起動

させられます。実行エンジンは再起動しますが、ウィンドウは隠されたままです。また、モードは開

発モードに戻ります。

13.1.7. 実行エンジンをリセットする

通常、開発エンジンの背後で動いている実行エンジンは、実行モー

ドが終わって開発モードに戻ったときにもそのまま実行を続けてい

ます。

しかし、プログラムのエラーなどで、実行エンジンの状態がおかし

くなっていることが疑われる場合には、実行エンジンを再起動して

リセットしたい場合があります。

このような場合には、デバッグ メニューから エンジンをリセット 

を選択します。

これにより、コンテキスト情報等が初期化されます。

第13章 開発エンジンと実行エンジンの分離 187



13.2. アプリケーションの配備

本書の今までの説明では、プログラムを実行するのに、開発エンジンから起動するようにしていまし

た。

本節では、開発エンジンを使わず、実行エンジンで直接アプリケーションを実行する場合の説明をし

ます。

開発エンジンからプロジェクトを実行する場合とは異なり、実行エンジン uniRTE.exe で直接アプリ

ケーションを実行するには、キャビネットファイル を作成しなければなりません。キャビネットファ

イルというのは、プロジェクトの全リポジトリの内容を、Magicの内部形式に変換して、コンパクトか

つ高速にアクセスできるようなバイナリ形式にしたものです。V9Plusでのフラットファイル(MFF)と似

ています。

V9Plusでは、実行エンジンはコントロールファイル MCF もフラットファイル MFF も実行

することができましたが、uniPaaS V1では、実行エンジンはキャビネットファイルのみを

実行することができます。プロジェクトファイルをそのまま実行することはできません。

13.2.1. キャビネットファイルを作成する

キャビネットファイルは、開発エンジンで作成します。キャビネットファイルを作成するのは、

V9Plusでフラットファイルを作成したのとほぼ同様の手順で行います。

キャビネットファイルの作成方法

1. 開発エンジンを起動します。

2. プロジェクトを開きます。

3. ファイル メニューから、キャビネット作成 を

選びます。

4. キャビネットファイルの位置を指定します。
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5. 保存 ボタンを押すと、キャビネットファイル

の作成を開始します。

キャビネットファイルの拡張子は、.ecf (eDeveloper Cabinet Fileの略)です。

13.2.2. キャビネットファイルをオープンする

キャビネットファイルを作成したら、実行エンジンから開いて実行させることができます。

実行エンジンからキャビネットファイルを実行させるには・・・

1. 実行エンジンを起動します。

2. ファイル メニュー から アプリケーション・

オープン を選択します。

3. 実行するキャビネットファイルを選択します。

4. 開く ボタンを押すと、アプリケーション実

行が開始されます。

 実行エンジンのデフォルトの作業ディレクトリは、キャビネットファイルの存在する

ディレクトリになります。

 エクスプローラなどから、キャビネットファイル をダブルクリックしても、実行エン
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ジンが起動されます。

13.2.3. アプリケーションを閉じる

アプリケーションを終了したい場合には、アプリケーションを閉じます。

実行エンジンで実行しているアプリケーションを閉じるには、次のいずれかを行います。

 全てのプログラムが閉じている状態で、ESCキーを押す、

あるいはウィンドウツールバーの  ボタンを押して、

実行エンジンを閉じる。

 全てのプログラムが閉じている状態で、閉じる イベント

を実行する。

 アプリケーションを閉じる イベントを実行する。

 ファイル メニューから アプリケーションを閉じる を選

ぶ。
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13.3. 動作環境の設定

動作環境 ダイアログにおいて、アプリケーション実行に関し、次のようなパラメータがあります。

 デフォルトプロジェクト

 開始アプリケーション

 実行モード

これらのパラメータの意味は次の通りです。

パラメータ 意味 MAGIC.INIのキーワード

デフォルトプロジェ

クト

開発エンジンが起動したときに、自動的に開かれ

るプロジェクトファイル名を指定します。

DefaultProject

開始アプリケーショ

ン

実行エンジンが起動したときに、自動的に開いて

実行されるキャビネットファイル名を指定します。

StartApplication

実行モード 開始アプリケーションが指定されたとき、どのよ

うな形で実行がされるのかのモードを指定します。

DeploymentMode

実行モード パラメータについては、次のような値が指定できます。
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実行モードパラメータ値 意味 MAGIC.INI での設定値

O=オンライン 通常の実行モード (実行エンジンのウィンドウ

がディスプレイ上に表示される)

O

B=バックグラウンド 実行エンジンのウィンドウは表示されず、バッ

クグラウンドのマルチスレッド アプリケーショ

ンサーバとして動作する。

B

S=SDI 実行エンジンのウィンドウは表示されず、その

代わりに、SDI スタイルのウィンドウが初期画

面として表示される。

参考： SDIスタイルのウィンドウについては、

「14.8 SDI」を参照。

S
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14. 複数のタスクを同時に実行する

V9Plus では、Magicアプリケーションサーバはマルチスレッドで動作するものであり、一つのインス

タンス(プロセス)の中で、同時に複数のバッチタスク・ブラウザタスクが並行して実行することがで

きました。しかし、V9Plusでは、フォアグラウンドのクライアントで、複数のオンラインタスクを並

行して同時に実行することはできませんでした。

Magic uniPaaS V1では、フォアグラウンドのクライアントで、複数のオンライン プログラムを並行し

て同時に実行することができるようになりました。

プログラムの並行実行は、コンテキスト を使って実装されています。あるプログラムが並行実行を開

始すると、Magic内部では新しいコンテキストが作成されます。コンテキストには、メインプログラム、

グローバル変数、メモリテーブル、実行スタック、その他のプログラム実行状態に関する情報がすべ

て格納されています。コンテキストはお互いに独立して存在するもので、普通はお互いが干渉しあう

ことはありませんが、プログラムで明示的にコンテキスト名を指定してイベントなどを使ってお互い

に通信することができます。

本章では、Magic uniPaaS V1の並行実行プログラムについて解説します。

本章の内容の詳細については、リファレンスマニュアルの以下の箇所を参考にしてください

並列実行の設定 プログラム → タスク特性 → [拡張]タブ

コールコマンド ロジックエディタ → 処理コマンド → コールプログラム

プログラム再呼出 イベント Magicエンジン → エンジン実行レベル → イベントレベル → 内部

イベント一覧 → プログラム再呼出

MDIとSDI一般 表示フォーム → MDIとSDI 

MDIとSDIの実行時動作 表示フォーム → MDIとSDI → 実行時の動作

コンテキスト間のイベント 表示フォーム → MDIとSDI → コンテキスト間のイベント

コンテキスト関数 式エディタ → 関数ディレクトリ 以下の ctx 関連関数

ウィンドウメニュー 表示フォーム → MDIとSDI → MDIサポート → ウィンドウメ

ニュー

コンテキスト関係イベント Magicエンジン → エンジン実行レベル → イベントレベル → 内部

イベント一覧

イベントメニューの出力コン

テキスト名

メニューとヘルプ → メニュー → メニュー特性 → 特性タブ

ロジックエディタ → 処理コマンド → イベント実行 → イベント

実行特性
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14.1. 並行実行プログラムのいろいろ

まずは、サンプルを使って、並行実行プログラムの基本的な動作を見ていきます。

TravelAgencyにある並行実行プログラムの実行例

1. 最初に、プロジェクトを実行モードにします。これは、

デバッグ メニューから プロジェクトの実行 を選びま

す。

2. 実行エンジンが現れるので、 並行実行 メニューから 

位置(並行実行) を選択します。

位置 (並行実行) というタスクと、航空会社位置(並行実行) というタスクとが表示されます。

左側の 位置(並行実行) のテーブルには都市の名前が表示され、右側の 航空会社位置(並行実

行) には、その都市に乗り入れている航空会社名が表示されます。

3. 都市のカーソルを移動すると、それに合わせて右側の 航空会社名の表示も変わります。

14.1.1. 並行実行の確認

これだけでは、通常の親子関係を持ったファントムタスクと似ています。この二つのタスクが並行に

実行していることを確かめるには次のことを確認してください。

 位置(並行実行) の ボタンを押して、タスクを閉じてください。位置(並行実行) のウィンド

ウが閉じますが、航空会社位置(並行実行) のウィンドウはそのままです。
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 航空会社位置(並行実行) のウィンドウも閉じ、再度 並行実行 メニューから 位置(並行実行) 

を選択してください。そして右側の 航空会社位置(並行実行) のウィンドウを先に閉じてくださ

い。今度は、左側の 位置(並行実行) ウィンドウが残ります。

このことから、この二つのタスクは親子関係をもっているのではなく、並行に平等に存在しているこ

とがわかります。
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14.2. 並行実行の設定

タスクは、デフォルトでは並行実行を行いません。並行実行をさせるには、タスク特性で指定します

。

並行実行を行うように設定するには・・・

並行実行をさせたいプログラムを開き、タスク特性 

の 拡張(A) タブを開きます。ここで、 並行実行 

というパラメータがありますので、これにチェック

を入れます。

下図は、プログラム16番 位置(並行実行) のタス

ク特性です。

並行実行 にチェックが入っているプログラムが呼び出された場合には、Magic実行エンジンは次のこ

とを行います。

1. 新たにコンテキストを作成します。このプログラム、およびこのプログラムから呼び出されるタ

スクやプログラム(並行実行 パラメータにチェックが入っていないもの)は、すべてこのコンテキ

ストの中で実行されます。

2. グローバルパラメータを複写 にチェックが入っていた場合には、呼び出し元のコンテキストから

、グローバルパラメータ(SetParamで設定される値)をこの新しいコンテキストにコピーします。

3. メインプログラムを初期化 にチェックが入っている場合には、新しいコンテキストのメインプロ

グラムのタスク前処理が実行されます。チェックが入っていない場合には、メインプログラムの

タスク前処理は実行されず、メインプログラムのグローバル変数の値は、呼び出し元のコンテキ

ストのグローバル変数からコピーされます。

なお、いずれの場合にも、コンテキストが終了する場合には、メインプログラムのタスク後処理

は実行されます。

ここには 単一インスタンス というパラメータもありますが、これについては次節で説明

します。

先に見たサンプルでは、位置(並行実行) プログラム(プログラム16番) に、並行実行 パラメータが

セットされています。また、このプログラムのレコード前処理で、航空会社位置(並行実行) プログラ

ム(プログラム17番)を呼び出していますが、このプログラムにも 並行実行 パラメータがセットされ

ています。従って、後者は前者から呼び出されるようにはなっていますが、親子関係ではなく、平等

に並行に実行されるようになります。
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14.3. 単一インスタンス

単一インスタンス パラメータは、このプログラムが複数回呼ばれた場合、それに応じて複数のコンテ

キストを作成するか、あるいは単一のコンテキストのみが許可されるかを指定します。単一インスタ

ンス パラメータにチェックが入っている場合には、単一のコンテキストのみが許可されます。

単一インスタンス パラメータの効果を、サンプルで見てみるには・・・

1. デバッグ メニュー から プロジェクトの実行 (あるいは Ctrl+F7) を選んで、実行モードにして

ください。

2. 並行実行 メニューから、位置(並行実

行) を選びます。位置(並行実行) と 航

空会社位置(並行実行) プログラムが表

示されます。

3. もう一度、並行実行 メニューから、位

置(並行実行) を選びます。すると、位

置(並行実行) プログラムは二つ表示さ

れますが、航空会社位置(並行実行) プ

ログラムはひとつだけしか表示されませ

ん。(ウィンドウが重なっているので、

ウィンドウの位置をずらして、確認して

ください)

4. 念のため更にもう一度、並行実行 メ

ニューから、位置(並行実行) を選びま

す。同様に、位置(並行実行) プログラ

ムは三つ表示されますが、航空会社位置

(並行実行) プログラムはやはりひとつ

だけしか表示されません。

この違いは、この二つのプログラムの 単一インスタンス パラメータの設定の違いによるものです。
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位置(並行実行)プログラム (プログラム

16番)のほうは、単一インスタンス に

チェックが入っていません。従って、呼

び出された回数分だけのコンテキストが

作成されます。

一方、航空会社位置(並行実行) (プログ

ラム17番)のほうには、単一インスタン

ス にチェックが入っています。このた

め、何回呼び出されても、コンテキスト

はただ一つだけしか作成されません。

第14章 複数のタスクを同時に実行する 198



14.4. プログラム再呼出 イベント

単一インスタンス にチェックが入っているプログラムでは、何回呼び出しがあってもコンテキストは

一つしか作成されません。

しかし、2回目以降の呼び出し時には、コールコマンドで与えられたパラメータや最新のデータベース

レコード値などをもとに、最新の表示に更新したいことがあります。

例えば、航空会社位置(並行実行) プログラムでは、位置(並行実行) プログラムでカーソルのある都

市に合わせて、その都市に乗り入れている航空会社の一覧を表示します。カーソルが動いたら、それ

に応じて、航空会社も再表示しなければなりません。

これを実現するために、単一インスタンスの並行実行プログラムが再度呼び出された場合に、Magic実

行エンジンは、そのプログラムに対して プログラム再呼び出し イベントを発行します。プログラム

はそのイベントに対するハンドラを定義して、表示を最新にするなどの適当な処理を行います。

このイベントを使って、次のように実現することができます。

 位置(並行実行)プログラムでは、レコード前処理で航空会社位置(並行実行)プログラムを呼び出

します。このときに、パラメータとして、現在の都市のコードを渡します。

 航空会社位置（並行実行）プログラムでは、プログラムの再呼び出し イベントのハンドラを定

義し、そこで ビュー再表示 イベントを発行します。
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14.5. 並行実行プログラム間の相互作用

並行に実行しているプログラムの間で相互作用を行いたい場合(表示の同期をとりたい場合など)は、

前節で説明したように、コールコマンドと プログラム再呼出 イベントとをもちいて実現することも

できますが、別の方法として、ここで示すように、ユーザ定義イベントを使うこともできます。

14.5.1. 航空会社プログラムの例

ここでは、サンプルの 航空会社(並行実行) プログラム (プログラム18番)と、航空会社位置(並行実

行) (プログラム17番)との間の、イベントのやりとりを例にとって説明します。

4. このプログラムは、実行モードで 並行実行 メニュー から 航

空会社(並行実行) を選択して起動します。

航空会社の一覧と、カーソルのある航空会社のロゴマークが表

示されます。

5. 位置(L) ボタンを押します。現在カーソルのある航空会社が運行する都市の一覧が右側の 航空会社

位置 (並行実行) ウィンドウに表示されます。左側のウィンドウの航空会社名を移動すると、それ

に応じて都市の一覧が更新されることを確認してください。

この二つのプログラムは、大略、次のような構成で実現されています。

1. それぞれのプログラムは、並行実行しています。(並行実行 パラメータにチェックが入ってい

ます)。このため、二つのコンテキストが並行して動作していることにになります。

2. uniPaaS V1では、CtxSetName 関数を使って、コンテキストに名前を付けることができます。
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今の場合、右側の 航空会社位置(並行実行) のプログラムが動作しているコンテキストに、

AirlineLocations という名前が付けられています。

3. また、uniPaaS V1では、イベント実行 コマンドで、イベントを発行する先のコンテキスト名

を指定することができます。今の例では、航空会社(並行実行) プログラム上でカーソルが動

いたとき、コンテキストのリフレッシュ という名前のユーザ定義イベントを、

AirlineLocations という名前のコンテキストに向けて発行します。

4. 航空会社位置(並行実行) プログラムでは、コンテキストのリフレッシュ イベントに対するイ

ベントハンドラを定義しておいて、データの再表示をさせるようにします。

5. uniPaaS V1では、イベントにパラメータを持たせることができるようになりました。データ再

表示に際しては、現在選択されている都市名を知ることが必要ですが、これは コンテキスト

のリフレッシュ イベントのパラメータとして与えるようにします。

以下に、それぞれについて詳しく説明していきます。

14.5.2. コンテキストのリフレッシュ イベントの作成

最初に、ユーザ定義イベントとして コンテキストのリフレッシュ イベントを定義します。このイベ

ントはプログラム17番と18番とで参照されるので、グローバルイベントとして、メインプログラムで

定義されている必要があります。

メインプログラムを開いて、タスク環境(K) メニューから ユーザイベント(U) (あるいは Ctrl+U) を

選択してください。ここに コンテキストのリフレッシュ というユーザ定義イベントが以下のように

定義されています。

説明： コンテキストのリフレッシュ

トリガタイプ： N=なし

パラメータ： 2 (ズームしてパラメータテーブルを表示)

強制終了： N=なし

このイベントには、パラメータが二つ定義されています。パラメータ 欄からズームすると、パラメー

タテーブルが表示されます。

14.5.3. コンテキスト名の設定

右側の 航空会社位置(並行実行) のプログラム(プログラム17番)が動作しているコンテキストには、

AirlineLocations という名前を付けます。

このために、プログラムのタスク前処理で CtxSetName(‘AirlineLocation’) を実行します。
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14.5.4. コンテキストのリフレッシュ イベントの実行

航空会社(並行実行) プログラム(プログラム18番)上でカーソルが動いたとき、ユーザ定義イベント 

コンテキストのリフレッシュを、AirlineLocations という名前のコンテキストに向けて発行します。

 プログラムのレコード前処理で、イベント実行 コマンドを実行します。

 イベント実行 コマンドの特性シート上で、出力先コンテキスト名 を式で’AirlineLocation’

と設定します。

 パラメータは、パラメータ 欄からズームして設定します。パラメータとしては、PRM_航空会社

コード と PRM_位置コード の二つがありますが、今は PRM_航空会社コード の方だけを指定し

ます。

14.5.5. コンテキストのリフレッシュ イベントの処理

このイベントは、航空会社位置(並行実行) プログラム(プログラム1７番)でキャッチして処理する必

要がありますので、イベントハンドラを定義します。

ここでは、次のような処理を行います。

1. 項目 P=パラメータ 行により、イベントのパラメータ PRM_航空会社コード および PRM_位置コー

ド を受け取ります。

2. イベントのパラメータの値を、タスクのパラメータ 航空会社コード_P および 位置コード_P に

代入します。これらのパラメータは、このタスクのビューの範囲指定に用いられています。

3. ビュー再表示 イベントを実行し、新しい範囲指定に従って、レコードの再読込を行います。
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14.6. コンテキストID

14.6.1. コンテキストIDの生成、設定と取得

コンテキスト IDは、コンテキスト作成時にMagic実行エンジンが自動的に作成します。システム生成

のコンテキスト IDは、十数桁の数値を文字列としたものです。

コンテキスト IDは、CtxSetName 関数によりプログラムから明示的に設定することもできます。

(14.5.3 コンテキスト名の設定 を参照)。

また、コンテキスト IDは、CtxGetName関数により取得することができます。

14.6.2. メインコンテキスト

アプリケーションをフォアグラウンドの実行エンジンで実行する場合、最低一つのコンテキストが存

在します。アプリケーションを開いた直後に実行されるメインプログラム、およびそこから呼び出さ

れるプログラム(並行実行 がセットされていないもの)は、すべてこのコンテキスト内で実行されます

。このコンテキストを メインコンテキスト と呼びます。メインコンテキストのコンテキスト IDは、

Main です。

14.6.3. 新規作成したコンテキストIDの取得

イベント実行 コマンドなどで、特定のコンテキストを指定した操作を行いたい場合、コンテキスト ID

を指定しますので、コンテキスト IDを知っておく必要があります。

コンテキスト IDは、比較的単純なアプリケーションでは予め固定的に決めておくこともできます。例

えば、前述の 航空会社位置(並行実行) プログラムの例では、イベント発行先のコンテキスト名は予

め AirlineLocations という名前に決められていました。しかし、より高度なプログラムでは、イベ

ント発行先のコンテキスト名を開発時には決められないこともあります。

このような場合には、次に示すように、コンテキストを作成した (すなわち、並行実行がセットされ

たプログラムを呼び出した) コール コマンドあるいはメニュー項目に、コンテキスト ID を格納する

変数を設定しておきます。

コールコマンドの コンテキスト  ID   特性  

並行実行 特性がセットされたプログラムを コール コマンドで呼

び出すと、新しいコンテキストが作成されます。このコンテキスト

IDを取得するには、コールコマンドの コンテキスト ID 特性に、

文字型あるいは Unicode型の変数を設定しておきます。こうすると、

新規に作成されたコンテキストの IDが、この変数に設定されます。

メニュー項目の コンテキスト  ID   特性  

並行実行 特性がセットされたプログラムをメニューから呼び出す

と、新しいコンテキストが作成されます。このコンテキスト IDを取得するには、メニュー特性の コ

ンテキスト ID 特性に、文字型あるいは Unicode型の変数を設定しておきます。こうすると、新規に作

成されたコンテキストの IDが、この変数に設定されます。
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メニューは、アプリケーションにグローバルに有効なものなので、ここにコンテキスト ID

として設定する変数項目は、メインプログラムで定義されたグローバル変数でなければなり

ません。

メニュー特性には、この他に ソースコンテキスト という特性があり、次の値を設定することができ

ます：

 M=メインコンテキスト

 C=現在のコンテキスト

これには、メニュー項目から呼び出されるプログラムの 並行実行 フラグがセットされているか否か

で、意味が異なります。

並行実行 がセットされているプログラムが呼び出される場合、新しいコンテキストが作成されますが

、このときに、新しく作成されるコンテキストの内容(メインプログラムのグローバル変数や、グロー

バルパラメータの値)が、どこからコピーされるかが、このパラメータにより指定されます。M=メイン

コンテキスト の場合にはメインコンテキストからコピーされ、C=現在のコンテキスト の場合には、

現在実行中でフォーカスのあるプログラムのコンテキストからコピーされます。

並行実行 がセットされていないプログラムが呼び出される場合には、新しいコンテキストは生成され

ません。
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14.6.4. コンテキストIDを指定してのイベントの発行

特定のコンテキストに対してイベントを発行したい場合には、イベント実行コマンド、あるいはイベ

ントタイプのメニュー項目により行います。

イベント実行 コマンドの 出力先コンテキスト名 特性

プログラムの中から、特定のコンテキストに対してイベントを発

行するには、イベント実行 コマンドの 出力先コンテキスト名 

を指定します。

出力先コンテキスト名は、文字型あるいは Unicode型の式で指定

することができ、実行時に動的に評価されますので、柔軟なコン

テキスト指定が可能になります。

イベントメニューの 出力先コンテキスト名 特性

タイプが イベント のメニュー項

目により、特定のコンテキストに

対してイベントを発行するには、

メニュー特性の 出力先コンテキス

ト名 を指定します。

ここに指定できるのは固定された

文字列で、実行中に動的に変更す

ることはできません。
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14.7. ウィンドウメニュー

14.7.1. メニューウィンドウの表示内容

実行エンジンには、ウィンドウ メニューがあります。プロ

グラムが実行されていない状態では、ここには右図のような

、ほぼ空のメニュー項目があります。

ここで、並行実行 メニューから、位置(並行実行) および 

航空会社(並行実行) を選択した後、つまり 3つのプログラ

ムが並行実行している状態では、ウィンドウ メニューは以

下のように、並行実行しているプログラムのウィンドウタ

イトルを表示するようになります。

このウィンドウ一覧の中からウィンドウを選択することに

より、ウィンドウにフォーカスを当てることができます。

例えば、位置(並行実行) を選ぶと、位置(並行実行) プロ

グラムのウィンドウにフォーカスが移ります。

ウィンドウ名の一覧の他に、ウィンドウ メニューには次のようなメニュー項目があります。

メニュー項目 意味

すべて閉じる(A) 現在開いているウィンドウを全て閉じます。プログラムは終了し、コンテキス

トは削除されます。

次のウィンドウ(N) 現在フォーカスのあるウィンドウから、一覧上で次のウィンドウにフォーカス

を移します。

前のウィンドウ(P) 現在フォーカスのあるウィンドウから、一覧上で前のウィンドウにフォーカス

を移します。

他のウィンドウ(M) 多くのウィンドウが開いていて、メニュー上に一覧を表示しきれない場合に、

別途ウィンドウ一覧を表示する その他のウィンドウ ダイアログを表示して、

その中から選択できるようにします。

14.7.2. ウィンドウの順序

ウィンドウ一覧に表示されるウィンドウの順序は、アプリケーション特性の ウィンドウリストの表示

順 パラメータにより決定されます。

第14章 複数のタスクを同時に実行する 207



ここには次のような選択肢があります。

ソートウィンドウ の値 意味

R=アクセスされた順 最後にフォーカスのあったものが先頭に置かれ、その一つ前にフォーカス

のあったものがその次、という順に、ダイナミックに順序が変更されます。

W=作成された順 プログラムがメニューあるいはコールコマンドにより呼び出され、コンテ

キストが作成された順に、一覧に表示されます。

14.7.3. 新しいイベント

並行実行に関連して、次のようなイベントが追加されました。

以下のイベントは、イベント実行 コマンドか、イベントタイプのメニューにより実行します。

イベント名 実行エンジンの動作

次のウィンドウ フォーカスが次のウィンドウに移動します。

前のウィンドウ フォーカスが前のウィンドウに移動します。

他のウィンドウ その他のウィンドウ ダイアログボックスが開き、ユーザがウィンドウ

一覧からフォーカスを当てたいウィンドウを選択することができるよう

になります。

コンテキストを閉じる(C) 現在実行しているコンテキストに属する全てのプログラムを閉じます。

他のコンテキストに属しているプログラムはそのままです。メインコン

テキストは閉じることができません。

全て閉じる 全てのコンテキストを終了させます。ただし、メインコンテキストは閉

じません。

プロジェクトを閉じる(C) メインコンテキストを含む全てのコンテキストを終了させ、アプリケー

ションも終了します。
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以下のイベントは、ウィンドウがフォーカスを得たとき、あるいは失ったときに、Magic実行エンジン

が発行するもので、プログラムではこれらのイベントに対するハンドラを定義して、フォーカスの移

動時に必要な処理を定義することができます。

イベント名 実行エンジンにより発行されるタイミング

コンテキストがフォーカス取得(G) 現在実行中のプログラムのコンテキストにフォーカスが移っ

た。

パラメータとして、直前までフォーカスのあったコンテキス

トの IDが渡ります。

コンテキストがフォーカス喪失(L) 現在実行中のプログラムのコンテキストからフォーカスが失

われた。パラメータとして、新たにフォーカスを得たコンテ

キストの IDが渡ります。

14.7.4. 関数

ウィンドウを指定して、フォーカスを移動させたい場合には、次の関数を使います。

シンタックス： SetWindowFocus (Window Name)

パラメータ： Window Name – フォーカスを設定したいウィンドウのタイトルを表す文字列。

戻り値： 指定したタイトルを持つウィンドウが存在して、フォーカスの移動に成功した場合

には True が返り、そうでない場合には False が返ります。
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14.8. SDIウィンドウ

オンラインプログラムの並行実行をより便利に活用するため、MDI (Multiple Document Interface) 

と SDI (Single Document Interface) というウィンドウ タイプが導入されました。

MDI というのは、Magic実行エンジ

ンのウィンドウがルートにあり、

各タスクのフォームがその子タス

クとして表示されるもので、従来

のMagicのユーザインターフェー

スがそれにあたります。

SDIというのは、Magicの実行エン

ジンのウィンドウとは独立したウィ

ンドウを使って、タスクのフォー

ムが表示されます。

Magic uniPaaS V1では、従来のMDIのインターフェースに加え、SDIのインターフェースを持ったプロ

グラムも実現できるようになりました。以下にuniPaaS V1のウィンドウタイプについて説明します。

14.8.1. ウィンドウタイプ特性

Windows上では、次のようなウィンドウのタイプを利用することができます。
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ウィンドウタイプ 意味

子ウィンドウ 二つのウィンドウが親子関係を持っている場合の、子の方のウィンド

ウ。子ウィンドウは親ウィンドウの内部だけに表示され、その枠の外

に表示されることがありません。また、親ウィンドウの外に移動する

ことができません。親ウィンドウの座標が移動すると、子ウィンドウ

もそれにつれて移動します。

親子関係を持つタスクで、子タスクで詳細行を表示する場合などに良

く使われます。

分割ウィンドウ 分割線により、一つのウィンドウを上下または左右に分割して表示し

ます。

親子関係を持つタスクで、上にヘッダ行のデータ、下に明細行データ

などを表示したりします。

モーダルウィンドウ 他のウィンドウにフォーカスを移動することができないウィンドウで

す。

エラーメッセージを表示して注意を喚起したり、ユーザの入力や応答

が必須であるような状況で使われます。

フローティングウィンドウ 実行エンジンのウィンドウの枠にとらわれずに移動することができま

す。

SDIウィンドウ フローティングと同様に、実行エンジンのウィンドウの枠にとらわれ

ずに移動することができます。フローティングとは異なり、独自のア

イコンやメニューバーを持つこともできます。また、Windowsのタスク

バーには、Magicの実行エンジンとは別に、自分自身のタスクバー ボ

タンを持つことができます。

通常 以上のいずれでもない場合、Magicタスクのウィンドウは、Magic実行

エンジンのウィンドウの内部にだけ表示されます。

V9Plusでは、これらのウィンドウのタイプを、いくつか個別の

パラメータによって設定していましたが、uniPaaS V1では ウィ

ンドウ タイプ という一つのパラメータに整理しました。
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# ウィンドウタイプ値 意味

1. D=デフォルト デフォルトの場合、ウィンドウがどのタイプで表示されるかは、呼び

出したプログラムのウィンドウのタイプと同じウィンドウタイプで表

示されます。例えば、フローティングウィンドウのタスクから呼び出

された場合、フローティングウィンドウとなります。

2. S=SDI SDIウィンドウとして、独立したウィンドウの枠をデスクトップ上に

持って表示されます。SDIウィンドウは、並行実行 フラグがセットさ

れているプログラムでのみ有効です。並行実行 フラグがセットされて

いないプログラムでS=SDIを指定しても、D=デフォルト と同じとして

扱われます。

3. C=子ウィンドウ 子ウィンドウとして、ウィンドウが開きます。

4. P=分割子ウィンドウ 分割ウィンドウの、子ウィンドウとして開きます。上下分割の場合に

は下側、左右分割の場合には右側に表示されるのが普通です。

5. F=フローティング フローティングウィンドウとして表示されます。

6. M=モーダル モーダルウィンドウとして表示されます。同一コンテキスト中の他の

ウィンドウに移動することはできませんが、別コンテキストのウィン

ドウに移動することはできます。

7. A=アプリケーション

モーダル

モーダルウィンドウと同様ですが、別のコンテキストのウィンドウに

移動することもできなくなります。

8. T=ツール フローティングと同様、Magic実行エンジンのウィンドウにとらわれ

ずに移動することができます。フローティングと異なるのは、タイト

ルバーが通常よりも低く、文字も小さめの文字で表示されることです

。

9. MDI調整 Magic実行エンジン内に、最大化されて表示されます。

ウィンドウタイプ 特性は、式で指定することもできます。式で指定する場合には、数値型の式で指定

し、上表の「#」欄の値を返すようにします。この式はタスクの開始時に評価され、タスクの途中で再

評価されることはありません。

並行実行 パラメータがセットされているプログラムでは、D=デフォルト か S=SDI のいず

れかを設定しなければなりません。

14.8.2. SDIウィンドウの例

サンプルでは、航空会社(並行実行) プログラム(プログラム18番)が、SDI タイプのウィンドウとし

て定義されています。

1. デバッグ メニューから プロジェクトの実行 (Ctrl+F7キー) を選

んで、実行モードにしてください。

2. 並行実行 メニューから、 航空会社(並行実行) を選びぶと、航空会

社(並行実行) プログラムが開始します。

このとき、航空会社(並行実行) プログラムのウィンドウについて、次の

ようになっていることを確認してください。
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 航空会社(並行実行) プログラ

ムのウィンドウは、Magic実行

エンジンの枠の外に表示されて

います。

 Magic実行エンジンのタイトル

バーをクリックすると、Magic

実行エンジンのウィンドウが前

面に表示されます。

 

 Magic実行エンジンの最小化ボ

タン  を押すと、Magic実行

エンジンのウィンドウが最小化

されますが、航空会社(並行実

行) のウィンドウはそのままで

す。
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 Windowsのタスクバーには、

Magic実行エンジンのツール

バー ボタン(TravelAgency と

いう名前のもの)と並んで、航

空会社(並行実行) というツー

ルバー ボタンがあります。ま

た、それぞれのツールボタンを

右クリックすることで、システ

ムメニューを表示させることが

でき、ウィンドウの移動、サイ

ズ変更などを行うことができま

す。

14.8.3. SDIウィンドウのプルダウンメニュー

他のタイプのウィンドウとは異なり、SDIウィンドウには、それ独自のプルダウンメニューを持たせる

ことができます。プルダウンメニューは、フォーム特性の プルダウンメニュー 特性に、メニューリ

ポジトリのエントリ番号を指定して設定できます。

例： 航空会社(並行実行) プログラム (プログラム18番)に、プルダウンメニューを付加し

たい場合には・・・

1. プログラムリポジトリを開き、プログラム18番 航空会社(並行実行) を開きます。

2. フォーム タブを開き、2番目のフォーム航空会社(並行実行) にカーソルをおきます。

3. フォーム特性の プルダウンメニュー 特性(SDI カテゴリの中にあります) からズームします。

4. メニュー一覧が表示されるので、1番 デフォルトプルダウンメニュー を選択します。

5. プログラムを閉じます。

このように設定してから、前と同様に、このプログラムを実行させてみてください。ウィンドウにプ

ルダウンメニューが付加されています。
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14.8.4. Magicのウィンドウを開かないSDIプログラム

今までは、uniPaaS Studioから実行モードにしてプログラムを実行していましたが、キャビネットファ

イルにすることにより、実行エンジンで直接アプリケーションを実行することができます。

このときに、Magic実行エンジンのウィンドウ枠を表示させずに、SDIプログラムのウィンドウのみを

表示させるようなインターフェースにすることもできます。このようにすると、アプリケーションが

Magicで作っていることさえユーザからわからないようにできます。

Magic実行エンジンのウィンドウを開かないアプリケーションを作成するには・・・

1. 動作環境 テーブルを開き、実行したいアプリケーションのキャビネットファイル (ECFファイル) 

を 開始アプリケーション パラメータに設定します。これにより、実行エンジンが起動したとき、

自動的にこのアプリケーションが開始されるようになります。

2. 動作環境 テーブルを開き、システム(S) タブから 実行モード パラメータを S=SDI に設定しま

す。

3.

実行モード パラメータは、実行エンジンの起動時に、ウィンドウはどのように表示される

かを決定するもので、V9Plus の アプリケーション起動モード パラメータに対応するもの

ですが、V9Plusと比べて、uniPaaS V1 では次のように変更されています。

 開発エンジン(スタジオ)と実行エンジンが分離されたので、T=開発モード というオプ
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ションがなくなりました。スタジオでプロジェクトを開いたときには、つねに開発モー

ドで開きます。

 V9Plusでの R=実行モード は、O=オンライン と名前が変わりました。これがインス

トール時のデフォルトの設定です。

 B=バックグラウンドは、V9Plusのときと同じです。ユーザインターフェースを使わな

い、マルチスレッドのアプリケーションサーバとして動作します。

 SDIウィンドウがサポートされるようになったので、S=SDI というオプションが追加

されました。

実行モード パラメータを S=SDI に設定すると、Magic実行エンジンは次のように動作しま

す。

 Magic実行エンジン自身のウィンドウ枠は表示しません。

 開始アプリケーション で設定されたアプリケーション ECF ファイルは開かれ、アプ

リケーションが開始されます。

 メインコンテキストが作成され、メインプログラムが実行されます。

 ユーザからの入力を待ちます。

従って、Magic実行エンジンのウィンドウを表示させず、アプリケーションのプログラムの

みをユーザに表示するようなインターフェースとすることができるようになります。

4. メインプログラムで初期プログラムを呼び出す： 実行モード パラメータを S=SDI に設定しただ

けでは、アプリケーションプログラムが開始されません。従って、メインプログラムのタスク前

処理で、初期プログラム (SDIウィンドウを持つ) を呼び出す必要があります。

サンプルでは、メインプログラムのタスク前処理で、航空会社(並行実行) プログラム (プログラム18

番) を、コールコマンドで呼び出しています。

ここで、一つ注意しなければならないことがあります。このままでは無限ループに陥って

しまうからです。この理由と回避方法を以下に説明します：

実行モード パラメータが S=SDI に設定されていたら、実行エンジンは最初にメインコンテキストを

作成します。このメインコンテキストの中でメインプログラムが実行され、そのタスク前処理で、SDI

のプログラム 航空会社(並行実行) が呼び出されます。

ところが、航空会社(並行実行) プログラムは、並行実行 パラメータがセットされているので、新た

にコンテキストを作成します。このコンテキストの中で、やはりメインプログラムが実行されます。

すると、このメインプログラムのタスク前処理でも、航空会社(並行実行) プログラムが呼び出されま

す。従って、ここで新たなコンテキストが作成され、またまたメインプログラムが実行される、とい
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うことになります。

このように、コンテキスト作成 → メインプログラム実行 → 航空会社(並行実行) プログラム呼出 

→ コンテキスト作成 → ・・・ という処理が無限に続いてしまうことになります。最終的にはリソー

スを食い尽くして、システムはハングアップするか異常終了するようになります。

これを防ぐには、メインプログラムで 航空会社(並行実行) プロ

グラムを呼び出すコールコマンドは、最初に1回だけ行う、とい

うように条件付けしてやる必要があります。条件式としては、

「メインコンテキストでだけTrueとなる」というようにしてお

いてやればよいので、条件欄に、 CtxGetName()=‘Main’ と設

定してやります。

以上のようにプログラムを変更してから、キャビネットファイルを作成しなおして、実行エンジンを

起動してください。Magicの実行エンジンのウィンドウ枠は表示されず、航空会社(並行実行) のウィ

ンドウのみが表示されます。
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14.9. コンテキスト関連のイベント

14.9.1. コンテキストを閉じる

コンテキストを閉じる(C) というイベントを実行すると、現在のコンテキストに含まれるすべてのタ

スクが終了されます。ただし、メインコンテキストは閉じることはできません。

14.9.2. アプリケーションクローズ

アプリケーション クローズ(C) というイベントを実行すると、メインコンテキストを含むすべてのコ

ンテキストが閉じられ、アプリケーションも閉じられます。
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15. デバッガ

デバッガとは、アプリケーションのエラーを修正するために、開発者がアプリケーションを実行しな

がら、実行エンジンの状態やフローの流れなどを確認したり、手動で強制的に変更したりすることの

できる、スタジオの機能です。uniPaaS V1では、開発用のスタジオと、実行用のエンジンが分離され

たため、デバッガが非常に使いやすく、かつ堅牢になっています。

本章では、以下のようなuniPaaS V1でのデバッガの基本機能について解説します。

 ブレークポイントを設定する。

 ブレーク時にタスクの項目の値を確認する。

 ブレークポイントに条件を設定する。

 ワッチリストを作成し、実行時に特定の項目の値を確認する。

 実行時に項目の値を手動で変更する。

 スタジオ内で、実行フローを確認する。

 コールスタックを見る。

 複数のコンテキストの実行状況を見る。

本章の内容の詳細については、リファレンスマニュアルの以下の箇所を参考にしてください

デバッガ一般 アプリケーションのテスト → デバッガ
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15.1. デバッガを開始する

デバッガを利用するには、uniPaaS Studioが デバッグモード で動作している必要があります。

デバッグモードに入るには・・・

デバッグモード は、メニュー デ

バッグ(D) から デバッグ モード

(D) を選択します。

デバッグモードは、ツールバーで設

定することもできます。

デバッグモードを解除するには・・・

デバッグモード を解除するには、同じく デバッグ(D) メニューから デバッグモード(D) を再度選

択します。

このメニューは、選択するたびにデバッグモードがトグルします。
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15.2. アクティビティ モニタ

アクティビティモニタは、V9Plus で フローモニタ と呼んでいたものと同じもので、Magicプログラ

ムの実行フローのトレースをとります。スタジオの画面上に表示することもできますし、ファイルに

記録するように設定することもできます。

15.2.1. ロギング フィルタ

ロギング フィルタは、フローモニタに表

示させる内容を制限するもので、ロギング 

ダイアログで設定します。

ロギング ダイアログの表示

ロギング ダイアログ は、メニュー オプ

ション(O) から 設定(S) → ロギング(O) 

と選択します。

ロギング ダイアログには、設定 と DBMS 

という二つのタブがあります。

設定 タブ

設定 タブを開くと、フローモニタに表示

するトレースのレベルを設定できます。こ

の設定内容は、V9Plusのフローモニタで

の設定とほぼ同様です。

DBMS  タブ  

DBMSタブには、現在ゲートウェイがロードさ

れている DBMSの一覧が表示され、それぞれに

ログレベルを設定できるようになっています。

V9Plusでは、データベースゲートウェイのロ

グは DBMS テーブルで設定していて、設定を

変更した場合、変更を反映させるには Magic

を再起動する必要がありました。

uniPaaS V1 では、すべてのデータベースゲー

トウェイのログの設定がこの DBMS タブで行

われるようになり、また、設定を変更した場

合には即座に変更が反映され、Magicの再起動

が不要になりました。
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15.2.2. アクティビティ モニタ

アクティビティモニタは、表示(V) メニューから アクティビティモニ

タ(M) を選択すると表示されます。 

  

アクティビティモニタにはツールバーがあり、次のような機能を持っています。これらの機能は、ア

クティビティモニタのコンテキストメニューからも実行できます。

ツールバー
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アイコン コンテキストメニュー 機能

保存(S) ログの内容を、テキストファイル

に書き出します。

出力開始(O) ログ出力を開始します。

出力停止(U) ログ出力を中断します。

クリア(C) ログ内容を消去します。

検索(F) ログの内容から文字列検索を行い

ます。

再検索(N) 次の文字列検索を続けます。

開始/終了チェック(M) 対応する 開始 あるいは 終了 に

移動します。



最後の 開始/終了チェック(M) は、ロギング 

ダイアログで、開始/終了メッセージ が Yes 

になっている場合にだけ有効です。

例えば、アクティビティモニタ上で、レコー

ド後開始 の行にカーソルがあった場合、開始

/終了チェック(M) ボタンを押すと、対応する 

レコード後終了 の行にカーソルが移動します。

15.2.3. Logging 関数

Magic uniPaaS V1では、Logging 関数を使って、記録するログの内容を、プログラムから動的に変更

することができるようになりました。

この関数を実行すると、即時に変更内容が有効になります。MAGIC.INI やロギング ダイアログでの設

定には影響を与えません。

構文： Logging (開始/停止, フィルタ)

パラメータ：  開始/停止 … フィルタの開始／停止を指定する論理値

 True…フィルタを開始します。

 False … フィルタを停止します。

 フィルタ(文字) … フィルタオプションを表す文字列。以下のオプションが指定

できます。

Task Levels DataView

Recompute Flow Events

LogBrowser Gateway TransCache

BackgroundMsg BeginEndMsg LogSynch

ALL RESET

ExecutionLogFileName=(ファイル名)

Btrieve= (N,D,S,C のどれか)

DB2400= (N,D,S,Cのどれか)

Oracle= (N,D,S,Cのどれか)

AS400= (N,D,S,Cのどれか)

DB2= (N,D,S,Cのどれか)

ODBC= (N,D,S,Cのどれか)

MicrosoftSQL = (N,D,S,Cのどれか)

Memory= (N,D,S,Cのどれか)
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戻り値： 論理値 … 処理が成功した場合「True」が返ります。

例： Logging (‘FALSE’LOG,’Oracle’)

注意事項：  ［フィルタ］の指定が正しくない場合、「False」が返ります。

 「ExecutionLogFileName」で外部ログファイル名が設定され、ファイルが作成で

きなかった場合、「False」が返ります。メッセージは mgerror.log に書き込ま

れます。(ログファイル名は、MAGIC.INI ファイルの GeneralErrorLogパラメー

タで変更できます。)

 外部ログが設定されず、デバッグモードも設定されていない場合、「False」が

返ります。

 ［開始/停止］パラメータが「True」で DBMSパラメータが「N」と評価された場

合(例：’True’,’ODBC=N’)、ゲートウェイオプションは無視され、「False」

が返ります。

 開発エンジンがデバッグモードでない場合、(指定されていれば)外部ログファイ

ルのみに反映されます。

 この関数は、MAGIC.INIを更新しません。設定された値は、現在のコンテキスト

でのみ有効です。開発エンジンに戻ると、値はMAGIC.INI に設定されているデ

フォルト値に戻ります。

 ［フィルタ］パラメータの「ALL」が停止(False)とともに使用された場合、全て

の値は Falseに設定されます。

 ［フィルタ］パラメータの「ALL」が開始(True)とともに使用された場合、全て

の非ゲートウェイ値は Trueに設定されます。

 「RESET」フィルタは、INIの値を全てリセットします。この場合、第一パラメー

タは、Trueとします。Falseが設定された場合、無視され「False」が返ります。

第15章 デバッガ 224



15.3. ブレイクポイント

ブレイクポイントは、プログラム中に開発者が設定するもので、プログラムが実行時にその位置に到

達したら、エンジンはプログラムの実行を一時的に中断(ブレイク)し、開発者がそのときのプログラ

ムの状態を調査することができるようになります。

15.3.1. ブレイクポイントを追加する

Magic uniPaaS V1でのブレイクポイントは、プログラムリポジトリ中の任意のタスクのデータビュー

エディタ、あるいはロジックエディタ上の行に設定することができます。ただし、コメント行には設

定することはできません。

ブレイクポイントを設定するには・・・

1. データビューエディタ、あるいはロジックエディタを開きます。

2. ブレイクポイントを設定したい行にカーソルを置きます。

3. デバッグ(D) メニューから、ブレイクポイント(T) を選びます。F9 キーで設定することもでき

ます。

 ブレイクポイントが設定された行には、左側に赤色の ● 印が表示されます。

 ブレイクポイントの設定は、デバッグ(D)→ ブレイクポイント(T) メニュー (あるいは F9 

キー)によりトグルします。

下図は、ロジックエディタにブレイクポイントが設定された例です。

次の図は、データビューエディタにブレイクポイントが設定された例です。
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ブレイクポイントの設定は、プロジェクトファイルに記録されます。このため、プロジェ

クトを閉じた後に再度開いたときにも、前に設定されたブレイクポイントはそのまま有効

になっています。

15.3.2. プログラムを実行する

ブレイクポイントの設定されているプログラムを実行すると、次のときにプログラムの実行がブレイ

ク(一時中断)します。

 データビューエディタに設定されているブレイクポイントの場合には、ブレイクポイントの設定

されている行で定義されている項目の値に変更があったとき。

 ロジックエディタにブレイクポイントが設定されている場合には、ブレイクポイントの設定され

ている行まで実行が進んだとき。

ブレイクポイントから実行を

再開するには、デバッグ(D) 

メニューから、次のようなオ

プションを選択できます。
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メニュー キー 意味

継続 F7 実行を継続する。

停止 プログラムを強制的に終了する。

ステップ F10 現在の行を実行し、次の行で再度ブレイク

する。

ステップ

イン

F11 ステップ と同じだが、現在の行がコール

コマンドやイベント実行コマンドの場合、

あるいは開発者定義関数を含む場合には、

それにより呼ばれるプログラム、タスク、

イベントハンドラ、関数などの最初の行ま

で進んだところで再度ブレイクする。

ステップ

アウト

Shift+F11 現在実行中のタスク、ハンドラなどを最後

まで実行し、呼出元に戻った時点で再度ブ

レイクする。



15.3.3. 実行中に強制的にブレイクする

プログラムの実行に予想以上に時間がかかる場合とか、期待していた

動作でない場合には、強制的にブレイクをかけて、現在のプログラム

の状態を調査したい場合があります。

このような場合には、プログラム実行中に、デバッグ(D) メニューか

ら、ブレイク(B) を選択します。その時点で強制的にブレイクが起こ

り、スタジオでは、実行中のタスクが自動的に開いて、以下のように、

現在実行中の行にカーソルが移動します。

 オンラインタスクでユーザのデータ入力待ちの場合には、データ

ビューエディタが開き、現在フォーカスのある項目に対応する C=

カラム あるいは V=変数 などの行のカーソルが移動します。

 その他の場合(バッチタスクの実行中、あるいはオンラインタスク

でもタスク前・後処理やレコード前・後処理実行中の場合など)に

は、ロジックエディタ上で、現在実行中の行にカーソルが移動します。

15.3.4. ブレイクポイントリポジトリ

設定したブレイクポイントは、ブレイクポイント リポジトリ で一覧表

示できます。

ブレイクポイント リポジトリは、表示(V) メニューから、ブレイクポイ

ント(B) を選択すると表示されます。

ここには、設定されたブレイクポイントが一覧で表示されます。

有効 欄は、ブレイクポイントの有効性を示すチェックボックスです。開発者はチェックボックスをク

リックすることにより、設定をトグルさせることができます。有効 にチェックが入っていないブレイ

クポイントは一時的に無効となったブレイクポイントで、設定された行まで実行が進んでもブレイク

はかかりません。

ブレイクポイント リポジトリで、右マウスクリックすると、コンテキストメニューが表示されます。
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メニュー項目 意味

削除(D) ブレイクポイントを削除します。

ソースに移動(G) ブレイクポイントの設定されているタスクが開き、その行にカーソルが移動します。

特性(P) ブレイクが起こる詳細な条件を設定することができます。詳しくは、後述の「条件

付ブレイクポイント」で説明します。

ブレイクポイントオプション

ブレイクポイントリポジトリにはツールバーがあり、次のような操作を行うことができます。

条件付ブレイクポ

イント

ブレイクポイントリポ

ジトリでは、各ブレイ

クポイントに対し、ブ

レイクする条件を設定

することができます。

ブレイクポイントの条件を設定するには・・・

1. ブレイクポイントリポジトリで、条件を設定したいブレイクポイントにカーソルを合わせます。

2. 右マウスボタンをクリックし、コンテキストメニューから 特性(P) を選びます。

3. ブレイクポイント特性 ダイアログが開きますので、ここでブレイクの条件を、次のオプションか

ら選んで設定します。
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アイコン 対応するメニュー 機能

削除(D) 現在カーソルのある行のブレイクポイントが

削除されます。

現在設定されているすべてのブレイクポイン

トが削除されます。

すべてのブレイクポイントが有効化されます。

すべてのブレイクポイントが無効化されます。

特性(P) ブレイクが起こる詳細な条件を設定すること

ができます。詳しくは、後述の「条件付ブレ

イクポイント」で説明します。



ブレイク 値 意味 ダイアログイメージ

A=常時 (デフォルト) ブレイクポイントに達した

ら常にブレイクします。

 

C=カウント 回数 欄に設定された回数だけ、このブレー

クポイントを通過するたびにブレイクし

ます。

 
N=条件 条件 欄に式を設定し、ブレイクポイント

に達したときに、この式を評価した結果、

真になった場合にのみブレイクします。

条件 欄に設定するには、プログラムリポ

ジトリで、ブレイクポイントの設定され

ているタスクを開いておく必要がありま

す。その状態で、条件 欄からズームして、

式テーブルで設定します。

条件は、ロジックビューで定義されたブレイクポイントに対してだけ設定することができ

ます。データビューに設定されたブレイクポイントには、条件を設定することはできませ

ん。

第15章 デバッガ 229



15.4. 項目一覧

項目 オプションでは、現在実行中のコンテキスト中の、項目の値を調べ、必要に応じて強制的に変更

することができます。

15.4.1. 項目一覧の表示

項目 一覧は、表示(V) メニューから 項目

(V) を選択して表示させます。

右図に示すように、現在有効な項目名、型、

データソース名、現在の値が表示されます。

項目 一覧は、プログラムがブレイクしている状態でだけ有効です。
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15.4.2. 項目一覧のオプション

項目一覧画面では、次のようなオプションが、右マウスボタンのコンテキストメニュー、あるいは

ツールバーから操作することができます。

ツールバー

コンテキストメニュー

アイコ

ン

メニュー 意味

ウォッチに追加 この変数を、ウォッチリスト に追加

します。ウォッチリスト については

、 15.5ウォッチリスト を参照して

ください。

ソースに移動 この変数が定義されている、データ

ビューエディタの行に移動します。

データの設定 この項目の値を手動で変更します。

データに Nullを設定 この項目の値を、Null に設定します

。

データの設定(S) あるいは データを Nullに設定(N) によって項目の値が変更された場合に

は、ビューの再計算は起こりません。
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15.5. ウォッチリスト

ウォッチリスト は、項目一覧と同様、項目の現在の値を調査したり設定したりするものですが、項目

一覧の場合、現在有効な項目がすべて表示されるのに対し、ウォッチリストは、開発者が指定した項

目だけを表示するところが異なります。

15.5.1. 項目をウォッチに追加する

ウォッチリストは、初期状態では空になっています。

ウォッチリストに項目を追加するには、次のいずれかによります。

 プログラムリポジトリのデータビューエディ

タで項目定義をしている行にカーソルを置き、

右マウスボタンでコンテキストメニューを出

して、ウォッチに追加(A) を選びます。

 項目一覧 から、コンテキストメニューで 

ウォッチに追加(A) を選択します。

ウォッチリストでは、項目一覧と同じように、ソースに移動、データの設定、Nullを項目に設定、な

どの操作を、ツールバー、あるいはコンテキストメニューから行うことができます。
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15.5.2. ウォッチリストの表示

ウォッチリストは、表示(V) メニューか

ら ウォッチ(H) を選んで表示させます

。

ウォッチリストには、項目一覧と同じよ

うに、項目名、型、データソース名、お

よび、現在の値が表示されます。

項目一覧の場合と同様、これらの表示は、プログラムがブレイクしている場合にのみ有

効です。
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15.6. コールスタック

コールスタックは、メインプログラムから現在実行中のプログラムまでの、呼び出しの経路を表示し

ます。

15.6.1. コールスタックの表示

コールスタックは、表示(V) メニューか

ら コールスタック(S) を選んで表示さ

せます。

コールスタック ウィンドウには、モ

ジュール名(プロジェクト名)、タスク名

、ハンドラ名、およびそのハンドラ中で

の行数が表示されます。

ここでの表示は、プログラムがブレイクされて、実行が中断している状態でのみ有効です

15.6.2. コールスタックのオプション

コールスタックウィンドウでは、コンテキストメニューから ソースに移動(G) を選ぶと、そのタスク

で現在実行中の行を、プログラムリポジトリ上で表示します。

オンラインプログラムで、ユーザからのデータ入力待ちの状態のとき、あるいは、データビュー上で

カラムや変数にブレイクポイントが設定されている場合にブレイクがかかったときには、ソースに移

動(G) を行うと、データビューエディタが開き、その項目を定義している行が表示されます。
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ロジックエディタ設定されているブレイクポイントでブレイクしたときには、ソースの移動(G) を行

うと、ロジックエディタが開き、ブレイクの起こった行が表示されます。
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15.7. 実行コンテキスト

uniPaaS V1の実行エンジンはマルチスレッドで並行実行をサポートしています。

並行実行を使わないアプリケーションならば、実行コンテキストは一つなので、コンテキストの選択

について気を使う必要はありませんが、並行実行を使うアプリケーションでは、複数のコンテキスト

が同時に実行されていることがあります。

今まで見てきたコールスタック、項目一覧などは、各コンテキスト毎に独立して存在するものなので

、正しい値を調査するには、正しいコンテキストを選択することが必要です。

15.7.1. 実行コンテキストの表示

実行コンテキストは、表示(V) メニューか

ら、実行コンテキスト(C) を選択して表示

させます。

実行コンテキスト ウィンドウには、コンテ

キスト ID (Magic実行エンジンが内部で管

理している番号)、コンテキスト名 

(CtxSetName 関数で設定された名前)、およ

びコンテキストの状態が表示されます。

右図は、TravelAgency プロジェクトを実行

して、いくつかの並行実行プログラムを起

動した状態で、ブレイクをかけたときの 実

行コンテキスト ウィンドウの例です。

この中で、# の欄に矢印  が表示されている行がありますが、これは現在選択されているコンテキ

ストを表しています。項目一覧、ウォッチリスト、コールスタックなどの表示は、現在選択されてい

るコンテキストのものが表示されます。

15.7.2. コンテキスト切替え

選択されているコンテキストを切り替えるに

は、実行コンテキスト ウィンドウのコンテ

キストメニューあるいはツールバーから、コ

ンテキストの切り替え(S) を選択します。

コンテキストを切り替えると、項目一覧、

ウォッチリスト、コールスタックなどの表示

が更新され、新しく選択されたコンテキスト

についての情報が表示されるようになります。
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コンテキストを切り替えるには、状

態が 停止済 になっている必要があ

ります。状態が 停止中 になってい

る場合には、いったん、停止済 状態にある

コンテキストに対して、コンテキストの切り

替え(S) をおこなってください。停止可能な

状態であれば、停止中 が 停止済 に変更さ

れます。
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16. 付録A. 利用可能なコードページの一覧

Code Page Description

377 IBM EBCDIC - U.S./Canada

437 OEM - united States

500 IBM EBCDIC - International 

708 Arabic - ASMO 708

709 Arabic - ASMO 449+, BCON V4

710 Arabic - Transparent Arabic

720 Arabic - Transparent ASMO

737 OEM - Greek (formerly 437G)

775 OEM - Baltic

850 OEM - Multilingual Latin I

852 OEM - Latin II

855 OEM - Cyrillic (primarily Russian)

857 OEM - Turkish

858 OEM - Multlingual Latin I + Euro symbol

860 OEM - Portuguese

861 OEM - Icelandic

862 OEM - Hebrew

863 OEM - Canadian-French

864 OEM - Arabic

865 OEM - Nordic

866 OEM - Russian

869 OEM - Modern Greek

870 IBM EBCDIC - Multilingual/ROECE (Latin-2)

874 ANSI/OEM - Thai (same as 28605, ISO 8859-15)

875 IBM EBCDIC - Modern Greek

932 ANSI/OEM - Japanese, Shift-JIS

936 ANSI/OEM - Simplified Chinese (PRC, Singapore)

949 ANSI/OEM - Korean (unified Hangeul Code)

950 ANSI/OEM - Traditional Chinese (Taiwan; Hong Kong SAR, PRC) 

1026 IBM EBCDIC - Turkish (Latin-5)
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1047 IBM EBCDIC - Latin 1/Open System

1140 IBM EBCDIC - U.S./Canada (037 + Euro symbol)

1141 IBM EBCDIC - Germany (20273 + Euro symbol)

1142 IBM EBCDIC - Denmark/Norway (20277 + Euro symbol)

1143 IBM EBCDIC - Finland/Sweden (20278 + Euro symbol)

1144 IBM EBCDIC - Italy (20280 + Euro symbol)

1145 IBM EBCDIC - Latin America/Spain (20284 + Euro symbol)

1146 IBM EBCDIC - united Kingdom (20285 + Euro symbol)

1147 IBM EBCDIC - France (20297 + Euro symbol)

1148 IBM EBCDIC - International (500 + Euro symbol)

1149 IBM EBCDIC - Icelandic (20871 + Euro symbol)

1200 Unicode UCS-2 Little-Endian (BMP of ISO 10646)

1201 Unicode UCS-2 Big-Endian 

1250 ANSI - Central European 

1251 ANSI - Cyrillic

1252 ANSI - Latin I 

1253 ANSI - Greek

1254 ANSI - Turkish

1255 ANSI - Hebrew

1256 ANSI - Arabic

1257 ANSI - Baltic

1258 ANSI/OEM - Vietnamese

1361 Korean (Johab)

10000 MAC - Roman

10001 MAC - Japanese

10002 MAC - Traditional Chinese (Big5)

10003 MAC - Korean

10004 MAC - Arabic

10005 MAC - Hebrew

10006 MAC - Greek I

10007 MAC - Cyrillic

10008 MAC - Simplified Chinese (GB 2312)

10010 MAC - Romania

10017 MAC - Ukraine

10021 MAC - Thai
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10029 MAC - Latin II

10079 MAC - Icelandic

10081 MAC - Turkish

10082 MAC - Croatia

12000 Unicode UCS-4 Little-Endian

12001 Unicode UCS-4 Big-Endian

20000 CNS - Taiwan 

20001 TCA - Taiwan 

20002 Eten - Taiwan 

20003 IBM5550 - Taiwan 

20004 TeleText - Taiwan 

20005 Wang - Taiwan 

20105 IA5 IRV International Alphabet No. 5 (7-bit)

20106 IA5 German (7-bit)

20107 IA5 Swedish (7-bit)

20108 IA5 Norwegian (7-bit)

20127 US-ASCII (7-bit)

20261 T.61

20269 ISO 6937 Non-Spacing Accent

20273 IBM EBCDIC - Germany

20277 IBM EBCDIC - Denmark/Norway

20278 IBM EBCDIC - Finland/Sweden

20280 IBM EBCDIC - Italy

20284 IBM EBCDIC - Latin America/Spain

20285 IBM EBCDIC - united Kingdom

20290 IBM EBCDIC - Japanese Katakana Extended

20297 IBM EBCDIC - France

20420 IBM EBCDIC - Arabic

20423 IBM EBCDIC - Greek

20424 IBM EBCDIC - Hebrew

20833 IBM EBCDIC - Korean Extended

20838 IBM EBCDIC - Thai

20866 Russian - KOI8-R

20871 IBM EBCDIC - Icelandic

20880 IBM EBCDIC - Cyrillic (Russian)
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20905 IBM EBCDIC - Turkish

20924 IBM EBCDIC - Latin-1/Open System (1047 + Euro symbol)

20932 JIS X 0208-1990 & 0121-1990

20936 Simplified Chinese (GB2312)

21025 IBM EBCDIC - Cyrillic (Serbian, Bulgarian)

21027 Extended Alpha Lowercase

21866 Ukrainian (KOI8-U)

28591 ISO 8859-1 Latin I

28592 ISO 8859-2 Central Europe

28593 ISO 8859-3 Latin 3 

28594 ISO 8859-4 Baltic

28595 ISO 8859-5 Cyrillic

28596 ISO 8859-6 Arabic

28597 ISO 8859-7 Greek

28598 ISO 8859-8 Hebrew

28599 ISO 8859-9 Latin 5

28605 ISO 8859-15 Latin 9

29001 Europa 3

38598 ISO 8859-8 Hebrew

50220 ISO 2022 Japanese with no halfwidth Katakana

50221 ISO 2022 Japanese with halfwidth Katakana

50222 ISO 2022 Japanese JIS X 0201-1989

50225 ISO 2022 Korean 

50227 ISO 2022 Simplified Chinese

50229 ISO 2022 Traditional Chinese

50930 Japanese (Katakana) Extended

50931 US/Canada and Japanese

50933 Korean Extended and Korean

50935 Simplified Chinese Extended and Simplified Chinese

50936 Simplified Chinese

50937 US/Canada and Traditional Chinese

50939 Japanese (Latin) Extended and Japanese

51932 EUC - Japanese

51936 EUC - Simplified Chinese

51949 EUC - Korean
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51950 EUC - Traditional Chinese

52936 HZ-GB2312 Simplified Chinese 

54936 Windows XP: GB18030 Simplified Chinese (4 Byte) 

57002 ISCII Devanagari

57003 ISCII Bengali

57004 ISCII Tamil

57005 ISCII Telugu

57006 ISCII Assamese

57007 ISCII Oriya

57008 ISCII Kannada

57009 ISCII Malayalam

57010 ISCII Gujarati

57011 ISCII Punjabi

65000 Unicode UTF-7

65001 Unicode UTF-8
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