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リリース ノート
このリリース ノートの記事では、CA Gen 8.6 およびそのインクリメンタルリリースの主要な機能および詳細について説
明します。

インクリメンタルリリース １
コンテンツ

このセクションでは、CA Gen 8.6 インクリメンタルリリース １ に含まれている新機能および拡張機能、および PTF に
ついて説明します。

新機能

このリリースには、以下の新機能が含まれています。

Timestampdatetime

Timestampdatetime は、有効な日付と時刻を CA Gen タイムスタンプ値に変換します。詳細については、
「Timestampdatetime」を参照してください。

CA Gen Timestampdatetime 関数のホスト エンサイクロペディアの変更

スキーマ関数モデルの新バージョンをホスト エンサイクロペディアに再ロードして、CA Gen Timestampdatetime を
使用できます。新規関数の定義をモデルに変換するには、既存の 9.2.A6 モデルを変換する必要があります。Gen サ
ンプル モデルおよび Gen サンプル ヘルプ モデルの新規バージョンも使用できます。詳細については、「CA Gen
Timestampdatetime 関数のホスト エンサイクロペディアの変更」を参照してください。

CA Gen Timestampdatetime 関数のクライアント サーバ エンサイクロペディアの変更

既存の 9.2.A6 モデルで、CA Gen Timestampdatetime 関数を使用できます。新規関数の定義をモデルに変換するには、
モデルを変換する必要があります。Gen サンプル モデルの新規バージョンも使用できます。詳細については、「CA Gen
Timestampdatetime 関数のクライアント サーバ エンサイクロペディアの変更」を参照してください。

セキュリティ保護された Web サービスの利用

"Call External" ステートメントを使用して、アクション ダイアグラムでセキュリティ保護された Web サービスを使用で
きます。Gen 生成アプリケーションは、HTTPS プロトコルで必要な証明書の検証を行います。このプロセスによって、
クライアントとサーバ間の暗号化されたデータの送信が可能になります。詳細については、「Call External ステートメン
トの追加」を参照してください。

IMS Connect v14 サポート

Gen TCP/IP Direct Connect for IMS は、IMS Connect v14 で使用できます。新規ユーザ メッセージ エグジット
TIR14TCP が使用できるようになりました。詳細については、IMS Connect v14 サポートを参照してください。

拡張機能

CA Gen 8.6 リリースには、前のリリースからの以下の拡張機能が含まれています。
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ブロック モードおよびサーバ アプリケーションでの Visual Studio のバージョンの問題の修正

Gen 8.6 以降、配布されるランタイム GUI、C、C# および Java に対して変更が行われました。この変更では、Windows
GUI をターゲットとして生成されるコードのコンパイルおよびリンクで、Visual Studio 2010 以降がサポートされます。
この拡張機能によって、Gen の将来の各リリースでアプリケーションを再構築する必要がなくなります。

このインクリメンタルリリースでは、Windows C ブロック モードおよびサーバ アプリケーションのサポートを提供しま
す。 

継続的デリバリ
CA Gen 8.6 インクリメンタル リリース 1 以降、以下の機能が導入されました。 完了すると、これらの機能はインクリ
メンタル リリースではなく、継続的デリバリ プロセスでリリースされます。

ホスト エンサイクロペディアおよび MVS インストール ツールセットでの DB2 ユニバーサル コール アタッチ
（DSNULI）のサポート

DB2 V10 で導入された z/OS サーバ DB2 ユニバーサル コール アタッチ（DSNULI）のサポートで
は、RO98369、RO983670、および RO98371 が必要です。DSNULI の Gen サポートは、CICS および TSO バッチ
（JES）アプリケーションにのみ実装されています。  IMS または TSOAE アプリケーションには実装されていませ
ん。  詳細については、「RO98369RO98370RO98371」を参照してください。

Java および C# の Web サービス認定の実装

セキュリティ保護された Web サービスは、Java および C# で生成されたアプリケーションで使用できます。実装する場
合、C# については PTF RTA86101 および BTN86104 が、Java については PTF RTJ86102 および BTN86105 が必要で
す。

詳細については、「セキュリティ保護された Web サービスの利用」を参照してください。

Windows Server 2016 のサポート

ODBC 経由で MS/SQL を生成する場合、Windows Server 2016 のサポートには、PTF
GEN86105、CSN86102、CSI86101、および CSR86101 が必要です。

Microsoft SQL Server 2016 のサポート

Microsoft SQL Server 2016 のサポートが実装されます。

Java プロキシと CICS サーバ間の安全な接続の確立

commcfg.properties ファイルを設定することで、Java プロキシと CICS で実行されている CA Gen サーバの間で安全な
接続を確立できます。ファイルの設定および TLS/SSL の暗号化によって、サーバ認証を有効化します。Gen 生成アプ
リケーションは、HTTPS プロトコルで必要な証明書の検証を行います。このプロセスによって、Java プロキシと CICS
サーバ間の暗号化されたデータの送信が可能になります。詳細については、「CICS をターゲットとする安全な Java プ
ロキシ アプリケーションの実行の準備」を参照してください。

CA Gen Web アプリケーションでの WildFly アプリケーション サーバおよび JBoss EAP のサポート

JBoss、WebLogic、および WebSphere に加えて、CA Gen では WildFly アプリケーション サーバと JBoss EAP もサ
ポートされるようになりました。詳細については、「Web サービスの公開」を参照してください。

現在の WildFly および JBoss EAP 認定では、CFB サーバはサポートされていません。

詳細については、「How to Configure the CFB Server」を参照してください。

 21



 CA Gen - 86JP - Japanese - Japan

Edge および Chrome ブラウザでの ASP.NET および WebView サポート

CA Gen では、ASP.NET および WebView アプリケーションでの使用について、Edge および Chrome をサポートするよ
うになりました。

.NET 4.0 サポート

CA Gen は、.NET Framework 4.0 をサポートするようになりました。

C GUI クライアントと CICS サーバ間の安全な接続の確率

commcfg.properties ファイルと commcfg.ini ファイルを設定することで、C GUI クライアントと CICS サーバ（CA
Mainframe サーバ）の間で安全な接続を確立できます。ファイルの設定および TLS/SSL の暗号化によって、サーバ認
証を有効化します。Gen 生成アプリケーションは、HTTPS プロトコルで必要な証明書の検証を行います。このプロ
セスによって、C GUI クライアントと CICS サーバ間の暗号化されたデータの送信が可能になります。詳細について
は、Preparing C GUI Client for a Secure Connection with CICS Serverを参照してください。

クライアント・マネージャと CICS サーバ間の安全な接続の確率

クライアント・マネージャと CICS サーバ（CA Mainframe サーバ）の間で安全な接続を確立できます。設定および TLS/
SSL の暗号化によって、サーバおよび/またはホスト認証を有効化します。Gen 生成アプリケーションは、HTTPS プロ
トコルで必要な証明書の検証を行います。このプロセスによって、クライアント・マネージャと CICS サーバ間の暗号
化および検証されたデータの送信が可能になります。詳細については、「Security in Client Manager」の「########」
と、「TCP/IP Socket Connections」の「SSL ####」を参照してください。

IMS Connect v15 サポート

CA Gen 8.6 PTF SO05670 は、Gen TCP/IP Direct Connect for IMS 機能によって使用される IMS Connect v15 の Gen 固
有のユーザ メッセージ エグジットを提供します。この新規のユーザ メッセージ エグジットは、TIR15TCP と呼ばれま
す。この名前を、このサポートを提供する PTF に記述されている CAGRITCP に変更します。さらに、TIR15TCP で利
用可能なセキュリティおよび暗号化オプションのカスタマイズを可能にするために、その他のユーザ エグジットが提供
されます。これらのユーザ エグジットの作成に使用される Gen JCL プロシージャ MKUEITCP が更新され、v15 が含ま
れるようになりました。これらのエグジットは、IMS v15 データストアをターゲットとして、IMS Connect v15 を使用し
て、正常に実行されています。

Visual Studio 2017 のサポート

Visual Studio 2017 のサポートには、PTF BTN86113、CCN86104、RTA86107、RTN86117、および TSN86116 が必要
です。

Visual Studio 2017 で高速テストを使用するには、%GEN86%Gen\toolset.bat の名前を %GEN86%Gen
\toolset.bat.vs2015 に変更し、新しく提供された %GEN86%Gen\toolset.bat.vs2017 の名前を %GEN86%Gen\toolset.bat
に変更します。

削除および廃止された機能

削除された機能

CA Gen リリース 8.6 では以下の機能がサポートされなくなりました。

• Visual Studio 2010 または 2012 で構築されたランタイム・ライブラリは、このリリースでは提供されなくなったた
め、VS100 または VS110 ディレクトリはインストール・ディレクトリに作成されません。

• Gen Studio の Web Service Access Designer はサポートされなくなりました。
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廃止された機能

CICS ソケット・サーバ・リスナ（プログラム TISRVLIS）は、CA Gen リリース 8.5 で廃止されました。  CA Gen 8.6
では引き続きサポートされていますが、新機能が追加されることはありません。  CICS マルチ ソケット サーバ リスナ
（プログラム TISRVMSL）は交換用製品です。

インストールに関する考慮事項

Windows インストール

アップグレード

Windows システムでは、CA Gen リリース 8.6 をインストールする際に、CA Gen 8.5 または CA Gen 8.0 をアンインス
トールする必要はありません。CA Gen リリース 8.6 は、同じシステム上の別のディレクトリで CA Gen 8.5 および CA
Gen 8.0 と並行して実行できます。

NOTE
注： 詳細については、「Installation」の「Installing CA Gen on the Windows Platform」を参照してください。

CA Gen に含まれるユーザ・エグジットは、新しいリリースまたはサービス・パックのインストール中に変更される場合
があります。

WARNING
重要： ユーザ・エグジットをカスタマイズした場合は、インストール・プロセスを開始する前にバックアップ
を取ってください。

インストールが完了したら、変更されたユーザ・エグジットがインストールによって更新されているかどうかを確認しま
す。インストールによってユーザ・エグジットが更新された場合は、新しいバージョンのユーザ・エグジットを変更して
再構築する必要があります。更新されたユーザ・エグジットを旧バージョンと置き換えることはしないでください。

旧バージョンのアンインストール

WARNING
重要： COOL:Gen および Advantage Gen の全バージョン、および AllFusion Gen 6.5、7、7.5、および 7.6 を
アンインストールしてください。

CA Gen のいずれかのバージョンをアンインストールする場合は、ソフトウェアをアンインストールする前に、カスタマ
イズしたファイルをバックアップまたはアーカイブしてください。CA Gen リリース 8.6 バージョンのファイルに、アー
カイブされたカスタマイズ済みのファイルを移行します。

NOTE
注： 以前のバージョンの CA Gen をアンインストールすると、以前のバージョンに依存する生成アプリケー
ションは実行できなくなります。

CA Gen のアンインストール中に、CA Gen と共有しているファイルが他のプログラムで使用されていることを示すダイ
アログが表示されます。このメッセージではプログラムが特定され、以下のオプションが提供されます。

• 競合を無視して、CA Gen のアンインストールを続行する
• 競合を引き起こすプログラムを停止して、アンインストール プロセスを再試行する
• アンインストール プロセスを中止する

競合を引き起こしているファイルはシステム・ファイルで、インストール・プロセスによって削除されることはないた
め、競合を無視してアンインストール・プロセスを続行しても問題ありません。また、競合を引き起こしているプログラ
ムに関連付けられている作業を保存し、アンインストール・プロセスを再試行しても問題ありません。
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再起動

Windows 7 では、ツールセットを初めて起動しようとすると、このダイアログ・ボックスが表示されます。Windows を
再起動すると、インストール中に変更された環境がアクティブ化され、ツールセットが起動します。

CA Gen をアンインストールして別のディレクトリにインストールする場合、Windows を再起動すると、［スタート］
メニューのオプションが正しく設定されます。

アンチウイルス ヒューリスティックス

アンチウイルス・プログラムによって、Windows への CA Gen のインストール中に、1 つ以上の CA Gen DLL モジュー
ル（特に、IEFCBn.dll）が隔離される場合があります。これらの製品は、ヒューリスティックスを使用して潜在的なウイ
ルスを特定しようとしますが、それによってこれらのモジュールが誤検知され隔離されてしまうことがあります。

この問題を回避する方法は 2 つあります。1 つはインストール・プロセス中にヒューリスティックスを無効化すること
で、もう 1 つは、アンチウイルス・ソフトウェアのプロバイダが提供するツールを使用して、影響を受けたモジュール
を隔離から外すことです。ただし、隔離からモジュールを外すと、CA Gen のこのバージョンをアンインストールするこ
とが難しくなる場合があります。

UNIX インストール

アップグレード

UNIX システム上の CA Gen リリース 8.6 の場合、CA Gen 8.5 または CA Gen 8.0 をアンインストールする必要はありま
せん。CA Gen リリース 8.6 は、同じシステム上の別のディレクトリで CA Gen 8.5 および CA Gen 8.0 と並行して実行
できます。

CA Gen コンポーネントのインストールは命名されたインスタンスに関連付けられるので、旧リリースの CA Gen コン
ポーネントがすでにインストールされている UNIX システムに CA Gen リリース 8.6 をインストールする場合は、別の名
前のインスタンスを使用する必要があります。新しいインストールで同じインスタンスを使用すると、警告画面が表示さ
れ、インストールをやり直して別の名前を付けるように求められます。無名のインスタンスで CA Gen リリース 8.6 の
インストールをしようとすると、CA Gen の旧バージョンをインストールする際にインスタンスに名前を付けていなかっ
た場合、警告画面が表示されることがあります。

CA Gen リリース 8.6 を CA Gen の旧バージョンと同じディレクトリにインストールし、そのディレクトリが空でない場
合、インストール・プロセスによって、旧バージョンで変更済みの構成ファイルの名前が変更（および保持）されます。
インストール後、以前のリリースの構成ファイルをカスタマイズするために行った作業を移行してください。

CA Gen に含まれるユーザ・エグジットは、新しいリリースまたはサービス・パックのインストール中に変更される場合
があります。

WARNING
重要： ユーザ・エグジットをカスタマイズした場合は、インストール・プロセスを開始する前にバックアップ
を取ってください。

インストールが完了したら、変更されたユーザ・エグジットがインストールによって更新されているかどうかを確認しま
す。インストールによってユーザ・エグジットが更新された場合は、新しいバージョンのユーザ・エグジットに同じ変更
を適用して再構築する必要があります。更新されたユーザ・エグジットを旧バージョンと置き換えることはしないでくだ
さい。

マウントの手順

Linux 上へのマウント

Linux 用の CA Gen リリース 8.6 は、ISO ファイルとして配布されるようになりました。以下の命令を使用して ISO ファ
イルをマウントします。
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# mkdir  - p {temporary mount location}

# mount  - o loop {iso file}  {temporary mount location}

例

# mkdir  - p /mnt/iso-disk

# mount  - o loop /tmp/CAGen86.Linux.iso /mnt/iso-disk

Solaris 上へのマウント

Solaris 用の CA Gen リリース 8.6 は、ISO ファイルとして配布されるようになりました。以下の命令を使用して ISO
ファイルをマウントします。

# mkdir  - p {temporary mount location}

# lofiadm  - a {iso file}   (lofiadm creates a mountable device)    

# mount  - f hsfs  - o ro {device} {temporary mount location}

例

# mkdir  - p /mnt/iso-disk

# lofiasdm  - a /tmp/CAGen86.Solaris.iso

# mount  - f hsfs  - o ro /dev/lofi/1 /mnt/iso-disk

AIX 上へのマウント

AIX 用の CA Gen リリース 8.6 は、ISO ファイルとして配布されるようになりました。以下の命令を使用して ISO ファ
イルをマウントします。

以下の手順に従います。

1. ISO イメージのサイズを取得します。
例

ls  - la /tmp/CAGen86.AIX.iso

-rwxr-xr-x    1 root     system    253929472 Dec 26 16:05 /tmp/CAGen86.AIX.iso

2. イメージに十分なスペースを提供する 128 MB の最も近い倍数を特定します。
例では、イメージはおよそ 254 MB なのでイメージ サイズとして 256 MB を使用します。

3. このサイズの論理ボリュームを作成します。物理ボリュームに十分なスペースがあることを確認します。
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たとえば hdisk0。

# mklv -y cdlv -s n -L /dev/cdlv rootvg 256M hdisk0

4. コマンドが失敗する場合は、128 の倍数でボリューム サイズを増やします。
5. 疑似デバイスを作成するには、dd コマンドを使用します。区分に疑似デバイス用の十分なスペースがあることを確認
します。
以下のコマンド例では、疑似デバイスは /dev/cdlv です。

# dd if=/tmp/CAGen86.AIX.iso of=/dev/cdlv

NOTE
注： このコマンドは時間がかかる可能性があり、2 つの dd プロセスを作成します。

6. CD-ROM のようなデバイスを AIX にマウントします。マウント ポイントが存在することを確認します。

# mkdir -p /mnt/iso-disk

# mount -v cdrfs -o ro /dev/cdlv /mnt/iso-disk

Itanium 上へのマウント

HP Itanium 用の CA Gen リリース 8.6 は、ISO ファイルとして配布されるようになりました。以下の命令を使用して
ISO ファイルをマウントします。

以下の手順に従います。

1. HP ソフトウェア Web サイトから無料ソフトウェア デポ ISOIMAGE-ENH をダウンロードします。swinstall でソフ
トウェア デポをインストールします。
前述のパッケージには、CDFS 形式に対応するようにマウント コマンドおよびマウント解除コマンドをパッチするた
めの 4 つのパッチが含まれます。以下のコマンドを入力してデポをインストールします。

2. ISO イメージをマウントする前に、fspd という動的ロード可能カーネル モジュール（DLKM）をロードします。デポ
のインストール後に fspd モジュールをロードおよびアンロードするには、以下のコマンドを使用します。
– ロード

kcmodule fspd=loaded

kcmodule fspd=unused

– アンロード
3. 以下のように ISO イメージをマウントします。

mount -F cdfs /tmp/CAGen86.HPIA64.iso /tmp_mnt

4. マウント オプションを表示するには、以下のコマンドを入力します。

mount -v | grep /tmp_mnt

/dev/fspd1 on /tmp_mnt type cdfs imagepath=/tmp/
CAGen86.HPIA64.iso inode=46218 residing on blockdevice 0x40000003, ro,rr,dev=6000001 on Thu Jan  3 15:12:41 2013
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旧バージョンのアンインストール

CA Gen リリース 8.6 を新しい場所にインストールしてインスタンス名を付ける場合は、CA Gen の旧リリースをアンイ
ンストールする必要はありません。同じ場所にインストールする場合、または同じインスタンス名を使用する場合は、古
いリリースをアンインストールしてください。

アンインストール プロセスでは、構成ファイルとみなされたファイルは、その構成ファイルが変更されているかいない
かにかかわらず、削除されません。元のインストールの一部として配布されたその他のファイルはすべて削除されます。
変更されたファイルであっても同様です。アンインストール・プロセスでは、CA Gen インストール・ツリー内のユーザ
によって追加されたファイルおよびディレクトリは削除されません。

PTF が UNIX プラットフォーム上の CA Gen IT または CSE に適用されている場合、アンインストール・プロセスで
は、PTF のバックアップおよびスクリプトはそのまま残されます。これらのバックアップおよびスクリプトは手動で削
除してください。

インストール モード

インストールのセクションでは、CA Software Delivery （USD）を使用した UNIX および Linux 製品のインストールにつ
いて説明します。USD では、インストール時のダイアログ ボックスが、グラフィカル ユーザ インターフェース（GUI）
モードまたは VT100 モード（文字端末インターフェース）で表示されます。

CA Gen リリース 8.6 では、文字端末インターフェースのインストールに curses ライブラリを使用します。このライブ
ラリでは、カーソル・アドレッシングをサポートする端末エミュレーションが必要です。

Microsoft Telnet 端末エミュレータを使用している場合は、VT100 モードを有効化するために -t vt100 を追加します。

一部のシステムでは、vt100 モードの Microsoft Telnet で、線画文字の代わりに、l、m、k、および q の文字が表示されま
す。このような場合は、xterm モードでの Putty など、別のターミナル エミュレータの使用を検討してください。

環境変数 TERM は、使用している端末またはターミナル エミュレータの機能に応じて、線画文字が正しく表示されるよ
うに設定する必要があります。

z/OS インストール

アップグレード

CA Gen に含まれるユーザ・エグジットは、新しいリリースまたはサービス・パックのインストール中に変更される場合
があります。

WARNING
重要： ユーザ・エグジットをカスタマイズした場合は、インストール・プロセスを開始する前にバックアップ
を取ってください。

インストールが完了したら、変更されたユーザ エグジットがインストールによって更新されているかどうかを確認しま
す。インストールによってユーザ・エグジットが更新された場合は、新しいバージョンのユーザ・エグジットを変更して
再構築する必要があります。更新されたユーザ エグジットを単に旧バージョンと置き換えることはしないでください。

WARNING
重要： z/OS アプリケーション用に提供されたユーザ・エグジットは変更できますが、CA Gen リリース 8.6 を
インストールおよび展開するために使用するライブラリの中に、カスタマイズしたバージョンのエグジットは
入れないでください。これらのデータ・セットは CSM および SMP/E の制御下にあり、メンテナンスを適用す
ると変更が上書きされます。
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SMP/E の使用

CA Gen z/OS 製品のインストールは、CA Gen 8.0 から変更されました。ソフトウェアは PAX-enhanced ESD ファイル
でダウンロードが可能です。また、CA CSM または SAMPJCL のいずれかによって SMP/E を使用してインストールされ
るように再構成されました。

インストール・プロセスは、CA CSM を使用する場合は特に、単純でわかりやすいように設計されていますが、以前
のリリースで提供されていたものとは異なります。たとえば、データ・セットのブロックサイズは 32k になりました
（可能な場合）。データセット サフィックスも CA 標準に合わせて変更されました。このサフィックスは変更できませ
ん。ISPTLIB 連結に CA Gen ライブラリはなくなりました。その代わりに、BLKSIZE 27920 の一時テーブル・ライブラ
リがインストール中に割り当てられます。これらの変更により、ユーザのサイトで既存の CA Gen ログオン・プロシー
ジャが影響を受ける可能性があります。インストールを開始する前に、「Installation」の「Installing CA Gen on z/OS」
を読むこと、および SMP/E に精通しているユーザがインストール・プロセスに参加することを強くお勧めします。

CA CSM を使用したホスト エンサイクロペディア構成

CA CSM による構成には、ホスト エンサイクロペディア FMID が CA CSM によってインストールおよび展開されている
必要があります。CA Gen ホスト・エンサイクロペディア 8.6 ランタイム製品の展開を作成するための製品を選択する場
合、ランタイム・ロード・ライブラリ（CEHBPLD1）の展開バージョンも作成されるようにするために、CA Gen CICS
ランタイム 8.6 または CA Gen IMS ランタイム 8.6 のいずれかのランタイム製品が必要です。

すべての CA Gen 8.6 製品を展開できますが、現在 CA Gen ホスト・エンサイクロペディア 8.6 製品のみが、CA CSM に
よって設定可能です。CA Gen は、CSM 6.0 を使用してのみ、展開および設定できます。

インストール、展開、および構成については、「Installation」の「Installing CA Gen on z/OS」に記載されています。

ホスト エンサイクロペディアの上書き式のアップグレード

CA Gen リリース 8.6 用のスキーマには、AllFusion Gen r7.6 リリースよりも多くの行があります。そのため、AllFusion
Gen r7.6 でスキーマ・テーブルスペースの 2 次割り当てをゼロに設定していた場合に、ホスト・エンサイクロペディア
で上書き式のアップグレードを行うと、必要なテーブルスペースよりも既存のテーブルスペースが小さいために、スキー
マ・ロード・ジョブ CEJOB05 で DB2 エラーが発生する場合があります。

この問題を修正するには、上書き式のアップグレードを行う前に、以下の ALTER TABLESPACE コマンドを使用し
て、SPRP、SASC および SOBJ テーブル スペースのサイズを大きくします。

ALTER TABLESPACE schemadb.SASC PRIQTY 4800;

ALTER TABLESPACE schemadb.SOBJ PRIQTY 2400;

ALTER TABLESPACE schemadb.SPRP PRIQTY 4800;

ユーザ EXIT

Enterprise COBOL 5 を使用して CA Gen ユーザ・エグジットをコンパイルできるようにするために、新しい Samplib メ
ンバ MK5EXITS が提供されています。

MKCRUN プロシージャを使用して CA Gen アプリケーションで使用されるコードページをカスタマイズする際に
TIRXINFO ユーザ・エグジットを変更した場合は、結果として生じる TIRXINFZ DLL を CICS または IMS （CA Gen ア
プリケーションが実行される領域）に展開する必要があります。
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一般的な考慮事項
NOTE
注：  CA Gen ソフトウェアでは、MVS、メインフレーム、および z/OS という用語は同じ意味で使用されま
す。

テーブル、列、索引および制約に対して、より長い総称名が許容されるようにテクニカル設計が変更されました。モデ
ルが目標 DBMS に対して変換または特化されなかった場合、モデルは DDL のインストールに失敗する場合があります。
従って、DDL を生成およびインストールする前に、目標 DBMS に対してテクニカル設計を特化することをお勧めしま
す。

一般に、エンサイクロペディア API 関数のパフォーマンスは、対応するツールセット自動化 OLE 関数よりもが優れてい
ます。

アクセシビリティ

ユーザのアクセシビリティ操作性に影響する可能性があると識別されたあらゆる問題をテストし修正するために、多くの
CA Gen コンポーネントが VPAT （Voluntary Product Accessibility Template）プログラムを受けています。CA アクセシ
ビリティ ステートメントを確認するには、CA サポート Web ページ（http://ca.com/jp/support）を参照してください。

CA Gen VPAT へのアクセスを必要とする場合は、担当営業にお問い合わせください。

ASP.NET

CA Gen で ASP.NET を使用する場合、エクスポート・ビュー、スクリプト・インジェクション検査、およびサードパー
ティ Web コントロールで作業する際の考慮事項があります。

エクスポート ビュー

ASP.NET では、GUI クライアントよりも頻繁にページのエクスポート ビューが更新されます。ウィンドウ イベントで
ASP.NET が GUI クライアント用のコードを生成すると、メッセージ ボックスが起動されます。そのウィンドウ イベン
トで、メイン ウィンドウで表示されているエクスポート ビューが SET ステートメントなどによって変更された場合、
メイン ウィンドウには引き続きエクスポート ビューの元の値が表示されます。ASP.NET では、主ウィンドウのビュー
が即座に更新されます。

スクリプト インジェクション検査

「より小さい」または「より大きい」を表す特殊文字の < または > を含む HTML コントロールは、スクリプト インジェ
クション アタックと分類されます。このリクエスト検査をオフにするには、web.config ファイルに以下の行を追加しま
す。

  <pages validateRequest="false" />

web.config ファイル内の以下の既存の行の間に追加します。

<configuration>

  <system.web>

 

  </system.web>
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</configuration>

サード パーティ製の Web コントロールの特性

CA Gen で使用するサードパーティ製の Web コントロールの特性は、ASP.NET のセッション・ステート・メカニズムを
通して保存および転送されます。CA Gen でブラウザが管理する履歴処理をサポートするには、このメカニズムを使用す
る必要があります。

一部のサード パーティ製のコントロールで、表示の微妙な差に気付く場合があります。特に、幅と高さの変更に関する
違いです。たとえば、Microsoft のリスト Web コントロールで、通常の Visual Studio .NET で開発された Web アプリ
ケーションを実行して行の特性を変更すると、コントロールの ViewState によって高さ特性が自動的に変更されます。

SessionState 値が ViewState 特性を上書きするのを防ぐには、行の特性を変更するときに手動で高さを変更する必要
があります。行の値が変更されても高さの値は変わらないため、行の値が変更されていないように見えます。この場
合、CA Gen アプリケーション・オブジェクトの SetHeight メソッドを使用して、高さ特性を正しく更新する必要があり
ます。

NOTE
注： このタイプの違いが見られるのは、ある特性が ViewState を通して別の特性の変更を強制する場合だけで
す。

非同期サポート

NOTE
注： CA Gen がサポートする非同期フローを識別するには、CA Gen の「動作要件」の「非同期サポート」を
参照してください。

CSE 構成

CSE エンサイクロペディア サーバ ソフトウェアをインストールした後には、必ず cse_config を実行してください。同
じリリースのソフトウェアを再インストールした場合も同様です。再インストールは更新であると考えてください。最小
の構成要件は、メッセージ ディスパッチャ INI ファイルを作成することです。cse_config は cse\bin ディレクトリに適切
な csedb##.dll をコピーします。このディレクトリは、PATH 内にすでに含まれています。

Windows プラットフォームのマシンに初めて CSE サーバをインストールした場合は、cse_config の実行後にリブートし
てください。

各国語サポート

CA Gen リリース 8.6 の各国語サポート（NLS）に関する全般的な考慮事項には、全角文字および IBM WebSphere を使
用する際の考慮事項が含まれます。

各国語および全角文字についての考慮事項

CA Gen で各国語サポート（NLS）および全角文字を使用する場合は、以下の情報および制限を考慮してください。

• マニュアルで使用される頭字語の CJK は、Chinese（中国語）、Japanese（日本語）、Korean（韓国語）を意味し
ます。

• CA Gen ソフトウェアでは、ツールセットまたは CSE から z/OS プラットフォームへのクロス生成で、全角文字を使
用する言語または右から左に表記される言語（アラビア語やヘブライ語など）はサポートされていません。

• CA Gen ツールセットは Unicode に対応していないため、ローカル文字マッピング内の文字のみを表示できます。
• Web 生成アプリケーションでは、入力フィールドの MIXED および DBCS のドメイン タイプ特性は、GUI アプリ
ケーションのようには適用されません。

CA Gen では、以下のエンティティで NLS 文字の使用をサポートしていません。
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• ［言語］ダイアログ ボックスの言語名、メッセージ テーブル名、およびトランザクション テーブル名
• パス名
• ロード モジュール名
• モデル名
• トランザクション名
• ビルド ツールの［アセンブル］ダイアログ ボックス（GUI アプリケーション用）
• コンポーネント アーキテクチャ図の名前
• スコーピング サブジェクト エリア名
• Web サービス定義名

カスタム・プロキシ

カスタム プロキシに関する全般的な考慮事項には以下が含まれます。

• 日付、時刻およびタイムスタンプをリテラル値にマップする。
• リテラル値にマップされたインポート ビュー属性を公開する。

日付、時刻およびタイムスタンプのリテラル値へのマッピング

日付、時刻、およびタイムスタンプの属性は、Gen Studio のリテラル値にマップできます。Gen Studio は、これらの属
性に割り当てられたリテラルに対して適切な長さの数値のみを受け付けます。ただし、値の範囲は制限しません。たとえ
ば、Gen Studio は、「YYYY」が 4 桁の年、「MM」が月、「DD」が日を表す日付形式「YYYYMMDD」のみを受け付け
ます。リテラル値「01234567」が日付属性にマップされると、Gen Studio はこれを受け付けます。ただし、生成された
プロキシ コードを実行すると、指定された値が内部ビュー構造に割り当てられるときに例外がスローされます。クライ
アント アプリケーションの予期しない終了を回避するために、これらの属性タイプにリテラル値をマップする際は特に
注意が必要です。

Gen Studio は、各属性タイプに対する以下の形式を受け付けます。

• 日付： YYYYMMDD
• 時刻： HHMMSS
• タイムスタンプ： YYYYMMDDHHMMSSssssss

リテラル値にマップされたインポート ビュー属性の公開

現在のカスタム プロキシ インプリメンテーションでは、プロキシ コンシューマへのリテラルにマップされたインポート
ビュー属性が公開されます。これは意図された動作ではなく、将来のリリースで変更されます。そのため、プロキシを使
用するクライアント・アプリケーションではこの機能を利用しないでください。

ランタイム

これ以降のセクションでは、ランタイムに関する全般的な考慮事項について説明します。

z/OS 協調アプリケーション

 CA Gen 8.6 アプリケーションは、CA Gen 8.6 リスナで実行する必要があります。CA Gen 8.6 アプリケーションは、以
前のリリースのリスナでは実行できません。

CA Gen 8.6 ECHO アプリケーションは、CA Gen 8.6 リスナと CA Gen 8.6 ランタイムで実行する必要があります。

64 ビットの C ブロック モードおよびサーバのサポート

生成された Windows ブロックモード・アプリケーションまたはサーバ・アプリケーションが 64 ビットで構築される場
合、正しい CA Gen ランタイム・ダイナミック・リンク・ライブラリを使用するために、以下のパスを PATH 環境変数
の先頭に付ける必要があります。
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%GENxx%Gen\amd64

以下のコマンドを PATH 環境変数の設定に使用する必要があります。

PATH=%GENxx%Gen\amd64;%PATH%

64 ビット・イメージとしてビルドされたアプリケーションを起動する場合、現在のコマンド・ウィンドウで、上記のよ
うに PATH 環境変数にのみ付加する必要があります。PATH システム環境変数にはこの変更を行わないでください。

NOTE
注： xx は CA Gen の現在のリリースを示しています。

64 ビット Windows ユーザ エグジットの再構築

Windows で 64 ビット・ランタイムを使用している間に、すべてのユーザ・エグジットをバッチ・ファイルを使用して再
構築し、ファイルを %GENxx%Gen\amd64 フォルダに格納する必要があります。ユーザ エグジットを同じフォルダから
実行する必要があります。生成されたユーザ エグジット ダイナミック リンク ライブラリは同じフォルダに配置されま
す。

NOTE
注： xx は現在のリリース番号を示します。

セキュリティ・トークン・ユーザ・エグジット -- maximumLength パラメータ

メッセージが 32K の制限を超えると、セキュリティ トークン ユーザ エグジットは最大長 16777215 バイトを考慮して
長さを計算し、この結果をセキュリティ トークン用の生成コードが許容している最大長 32768 バイトに切り捨てます。

32K の制限を超えない場合、最大長は 31900 バイトのまま変わりません。

日付妥当性検査

式で日付による期間を使用するとき、期間計算の結果は、月、日および年の組み合わせとして有効な日付である必要があ
ります。

有効な日付を提供しないと、予期しない結果が生じる場合があります。

例：

• 00000000
すべてゼロなのは有効な日付です。

• 01010001
月、日および年がそれぞれ 1 に設定されている日付は有効です。

• 10002006
日の値がゼロの日付は無効です。

• 00012006
月の値がゼロの日付は無効です。

Web 生成

以下のセクションでは、Web 生成および ASP.NET に関する全般的な考慮事項について説明します。

ダイアログ ボックスの終了

ブラウザ ウィンドウの右上角にあるシステムの［閉じる］アイコンを使用してダイアログ ボックスを終了した場
合、close イベントは生成されません。CA Gen で生成された「×」ボタンか、Close イベントをトリガするように設計さ
れたコントロール（プッシュ・ボタンなど）を使用してください。
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フォーカス イベント

特定の状況で、GainFocus イベントおよび LoseFocus イベントの ASP.NET での動作が、Web 生成クライアントおよび
GUI クライアントでの動作と若干異なる場合があります。これは、これらの環境のアーキテクチャの違いによるもので
す。この動作の相違がないと、ASP.NET アプリケーションが無限ループに入る可能性があります。

たとえば、ページ上の First コントロールに GainFocus イベントと LoseFocus イベントが関連付けられており、ページ
上の他のいかなるコントロールでもフォーカスが取得されない場所（他のコントロールが存在しないウィンドウやブラ
ウザのアドレス ボックスなど）でマウスがクリックされると、LoseFocus イベントが起動されます。ページで再作図が
行われると、フォーカスが First コントロールに戻ります。GainFocus イベントは起動しません（元のフォーカスが First
コントロールにあり、さらにこれが、次にフォーカスを取得するコントロールでもあるため）。

別のマウス クリックが発生すると LoseFocus イベントは発生しません（LoseFocus が最後に処理されたイベントなの
で、重複イベントになるため）。この場合、アドレス ボックス内でマウスをクリックすると、フォーカスはアドレス
ボックス内にとどまります。イベント処理がサーバに送信されないため、ウィンドウを再作図してフォーカスを First コ
ントロールにリセットする理由がないからです。

モーダル ダイアログ ボックスおよびモードレス ダイアログ ボックス

CA Gen リリース 8.6 のモードレス・ダイアログ・ボックスの現在の Web 生成インプリメンテーションは、Microsoft の
Internet Explorer 9 ではサポートされなくなりました。将来的に見て、モーダルおよびモードレス ダイアログ ボックス
の Web 生成インプリメンテーションおよび ASP.NET インプリメンテーションは、Microsoft の Internet Explorer 10 では
サポートされません。

モーダル ダイアログ ボックスおよびモードレス ダイアログ ボックスは、ポップアップ ダイアログ ボックスおよびメッ
セージ ボックスにのみ使用されるので、この問題の影響は多少限定されています。Internet Explorer の両バージョンに関
するこの問題を解決するための変更を実施中です。

Internet Explorer 8 でアプリケーションのポップアップ ダイアログ ボックスまたはメッセージ ボックスを使用している
場合は、これらの変更が実用化され、ソリューションが提供されるまで Internet Explorer 8 の使用を続けてください。修
正が利用可能になり次第お知らせします。

ツールセット

下記のセクションでは、ツールセットに関する全般的な考慮事項について説明します。

シームレスなアップロードおよびダウンロード

CJK （中国語、日本語、韓国語）の Windows オペレーティング・システム上で実行され、IBM Personal
Communications （PC3270）製品を使用しているツールセットにシームレスなアップロードまたはダウンロードを実行
すると、CA Gen は以下のメッセージを発行します。

Fatal Error has occurred.

これは、IBM ソフトウェアの問題であり、IBMLINK Record 36052, 7TD, 000 として問題が公開されています。回避策
として、［一般］タブを使用して、デフォルトのパッケージ サイズ オプションを 8000 から 2000 に変更します。［一
般］タブを開くには、［編集］、［詳細設定］、［転送］メニュー オプションを選択してください。

LAN からの CA Gen コンポーネントの実行

CA Gen では、ツールセットやビルド・ツールなどのコンポーネントをセントラル・サーバから実行することはサポート
されていません。
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HTML コントロールおよび HTML テキスト オブジェクト

HTML コントロールまたは HTML テキスト オブジェクトが HTML モードおよび ASP.NET モードで選択されている場
合、ナビゲーション図の詳細メニューで Disabled By メニュー項目が無効になります。［使用禁止状況］ダイアログ
ボックスを使用して HTML コントロールまたは HTML テキスト オブジェクトを無効にすることはできません。

全角文字列ルーチン

全角文字列で SUBSTR は使用しないでください。SUBSTRDBCS を使用します。

Java で SUBSTRMIX は使用しないでください。Java は Unicode であるため、SUBSTR または SUBSTRDBCS を使用
します。SUBSTRMIX では、Unicode で奇数結果を返すバイト数がカウントされます。

.NET Framework 3.5

.NET Framework 3.5 は .NET Framework の以前のリリースと同時にツールセット・ワークステーションにインストール
できます。ただし、CA Gen リリース 8.6 でサポートされるのは .NET Framework 3.5 のみです。

WARNING
重要： Infragistics コントロール 1.1 バージョンはアンインストールする必要があります。

Web コントロールおよび ASP.NET

CA Gen では、.NET System.Web.UI.WebControls 由来の Web コントロールのみをサポートします。サードパー
ティ .NET Web コントロールが Visual Studio 2015 での設計時に使用できない場合、Visual Studio 2015 で設計時に使用
できる WebControl クラスはホスト内では動作しません。

NOTE
注：  CA Gen は市販されているすべての ActiveX コントロールでテストされたわけではありません。そのた
め、それらがすべて CA Gen で動作するとは限りません。

タブ コントロール

GUI アプリケーション用のタブ・コントロールのサポートは、FarPoint Technologies 社によって提供される Tab Pro コ
ントロールに限られています。このコントロールは販売元によるサポートが終了していますが、CA Gen の本バージョン
では引き続き動作します。

Treeview Web コントロール

Microsoft の Internet Explorer Web Control Treeview には、設計時に INDENT などの特性のサブセットへの変更を反映す
る問題があります。これは Treeview コントロールに関する問題です。Visual Studio でも、サンプル アプリケーションの
使用時に同じ状況が発生する場合があります。

小数フィールドの編集パターン

編集フィールドに移動された数値の小数部は、クライアント タイプに応じて表示動作が異なる場合があります。

GUI または ASP.NET クライアントでは、小数が含まれないか、または小数の数が少ない編集パターンを持つフィールド
に小数が移動されると、表示されない小数が切り捨てられます。

たとえば、156.123 を 999.99 の編集パターンでフィールドに移動すると、画面に表示される値は 156.12 になります。
その数を 999.999 の編集パターンでフィールドに戻すと、表示される値は 156.120 になり、右端の数字が切り捨てられ
ます。Web 生成クライアントでは 156.123 として値が表示されます。GUI と ASP.NET クライアントの動作は将来のリ
リースで修正される予定です。
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CEM（Common Edit Modification）

CEM がオフの状態でプッシュ ボタンを各種モードでツールバーに追加し、CEM をオンにした後にプッシュ ボタンをさ
らに追加した場合、新しいプッシュ ボタンが元のプッシュ ボタンの後ろに隠れている場合があります。この問題を回避
するには、各プッシュ ボタンをツールバーの外側に出してから、もう一度ツールバーに戻します。

NOTE
注： すべてのプッシュ ボタンを外に出してから戻してください。すべてを移動しないと問題は解決しません。

オンライン ヘルプ

ツールセットの一部のダイアログ ボックスで、ヘルプ情報が正しくなかったり欠落していたりする場合があります。こ
れらの問題は将来のリリースで解決される予定です。さまざまなトピックに関する有益な情報を検索するには、［ヘル
プ］-［ヘルプ トピック］-［索引］を使用するか、［ヘルプ］-［ヘルプ トピック］-［検索］を使用してください。

アプリケーションのマイグレート

Windows C アプリケーションのマイグレート

Windows ユーザは、CA Gen の最新リリースにマイグレートする場合、CA Gen の以前のバージョンで構築された外部
アクション・ブロックおよび生成アプリケーションをすべて再構築（再コンパイルおよび再リンク）する必要がありま
す。CA Gen ランタイムの最新リリースは Microsoft コンパイラの新バージョンを使用してコンパイルされるため、生成
コードおよび EAB はコンパイラの同じバージョンで再コンパイルされる必要があります。いずれかのユーザ・エグジッ
トが以前のリリースの CA Gen で変更されている場合は、これらの変更を最新の CA Gen ユーザ・エグジットとマージ
すると共に、再構築する必要があります。CA Gen ビルド・ツールを使用して MSI ファイル内のアプリケーションをア
センブルする場合は、これらのアプリケーションの再アセンブルも行う必要があります。

UNIX/Linux C アプリケーションのマイグレート

UNIX/Linux ユーザは、CA Gen の最新リリースにマイグレートする場合、CA Gen の以前のバージョンで構築された外部
アクション・ブロックおよび生成アプリケーションをすべて再構築（再コンパイルおよび再リンク）する必要がありま
す。コンパイラの新バージョンはすべての目標システムで使用されています。いずれかのユーザ・エグジットが以前のリ
リースの CA Gen で変更されている場合は、これらの変更を最新の CA Gen ユーザ・エグジットとマージすると共に、
再構築する必要があります。

z/OS アプリケーションのマイグレート

CA Gen 8.6 ランタイムを使用するアプリケーションは、DLL として構築するか、CA Gen 7.6 で導入された互換性機能
を使用する必要があります。 

 

一部の CA Gen ランタイムは COBOL で実装されています。CA Gen 8.6 では、これらの COBOL プログラムは
Enterprise COBOL V5.1.1 でコンパイルされています。サポートされているバージョンの Enterprise COBOL を使用して
以前にインストールされた CA Gen 生成アプリケーションは、CA Gen 8.6 ランタイムを使用できるように再インストー
ルする必要はありませんが、Enterprise COBOL V5 のランタイム・サポートが必要です。   

 

 CA Gen 8.6 ランタイム TIRMAIN* は、DLL の TIRMSETC （CICS の場合）および TIRMSET （IMS および TSO の場
合）で提供される新しいランタイム・ルーチンを呼び出すように変更されました。 バッチの変更は行われていません。 

TIRMAIN* ランタイムはダイアログ/サーバ・マネージャ DLL に静的にリンクされているため、このランタイムを取得す
るには、マネージャの再インストールが必要です。これらの新しいルーチンには、Gen 8.6 GA が提供する追加の処理は
含まれていないため、Gen の以前のリリースで構築されたアプリケーションは、CA Gen 8.6 ランタイムで動作するよ
うに再インストールする必要はありません。 TIRMSET* DLL のルーチンが変更されたときに、アプリケーションが CA
Gen 8.6 TIRMAIN* を使用していない場合、このアプリケーションを再インストールして CA Gen 8.6 TIRMAIN* を取得
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し、変更された DLL を呼び出すようにする必要があります。Gen アプリケーションで変更が必要ない場合、再インス
トールは必要ありません。

 

その他の Gen z/OS ランタイムの変更により、CA Gen 8.6 ランタイムを使用するために、CA Gen 8.6 に移行するアプリ
ケーションを再生成または再インストールする必要が生じる場合があります。リリースに導入された機能に必要な変更
は、リリース・ノートに記載されています。複数のリリース間でアプリケーションを移行する場合は、すべての中間リ
リースのリリース・ノートを参照することをお勧めします。

PTF が必要とするアクションは、特にリリース間で移行する場合には、識別するのが簡単ではありません。このセク
ションでは、影響を受けるアプリケーションの種類と必要な変更について説明します。

 

 

Gen 7.6 からの移行

AllFusion Gen 7.6 を使用して DLL または互換性アプリケーションとして構築されたほとんどのアプリケーションは、CA
Gen 8.6 ランタイムで動作するために再生成または再インストールする必要はありません。  ただし、以下の例外があり
ます。

以前のリリースから移行されている DLI バッチまたは IMS BMP を使用するバッチ・アプリケーションは、Gen 8.0 の
PTF RO40953 で導入された変更を取り入れるために再リンクする必要があります。

以前のリリースから移行されている IMS MFS 互換性アプリケーションは、Gen 8.0 の PTF RO53824 で導入された変更
を取り入れるために再リンクする必要があります。

Gen 7.6 の PTF RTM76054 （APAR RO51739）が適用される前に移行されている互換性アプリケーションは、CA Gen
8.6 ランタイムを使用するために再リンクする必要があります。    

 

CA Gen 8.6 に移行されている Gen 7.6 CICS アプリケーションで 32KB を超える CFB 機能を利用しない場合、再生成
または再インストールする必要はありません。IMS アプリケーションでは 32KB を超える CFB はサポートされていませ
ん。

CA Gen 8.5 のリリース・ノートには、32KB を超える CFB のサポートに関する詳細情報が記載されています。

 

 

Gen 8.0 からの移行

CA Gen 8.0 を使用して構築されたほとんどのアプリケーション（DLL または互換性アプリケーション）は、CA Gen 8.6
ランタイムで動作するために再生成または再インストールする必要はありません。   ただし、以下の例外があります。    
                 

Gen 8.0 の PTF RO40953 が適用される前に移行されている、DLI バッチまたは IMS BMP を使用するバッチ・アプリ
ケーションは、CA Gen 8.6 ランタイムを使用するために再リンクする必要があります。

Gen 8.0 の PTF RO53824 が適用される前に移行されている IMS MFS 互換性アプリケーションは、CA Gen 8.6 ランタ
イムを使用するために再リンクする必要があります。

Gen 8.0 の PTF RO40749 が適用される前に移行されている互換性アプリケーションで、同じアプリケーションに Gen
7.6 で構築された CMP モジュールと Gen 8.0 で構築された CMP モジュールが含まれている場合、CA Gen 8.6 ランタイ
ムを使用するために再リンクする必要があります。

これらの PTF によって導入された変更を取り入れるためにアプリケーションが再リンクされている場合、追加の再リン
クは必要ありません。 
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CA Gen 8.6 に移行している Gen 8.0 CICS アプリケーションで 32KB を超える CFB 機能を利用しない場合、再生成また
は再インストールする必要はありません。IMS アプリケーションでは 32KB を超える CFB はサポートされていません。

CA Gen 8.5 のリリース・ノートには、32KB を超える CFB のサポートに関する詳細情報が記載されています。

 

 

Gen 8.5 からの移行

CA Gen 8.5 を使用して構築されたほとんどのアプリケーション（DLL または互換性アプリケーション）は、CA Gen 8.6
ランタイムで動作するために再生成または再インストールする必要はありません。 

Gen 8.5 アプリケーションには、Gen 8.0 の PTF RO40953 および RO53824 によって導入された変更が含まれているた
め、CA Gen 8.6 ランタイムを使用するために追加の再リンクは必要ありません。

 

Gen 8.5 では、CICS アプリケーションの 32KB 共通フォーマット・バッファ（CFB）の制限が取り除かれました。より
大きな CFB を有効化するために、Gen では特定のデータ領域（ビュー、CFB、GURB、GLOBAL-AREA、および多数の
内部バッファ）を動的に割り当てて管理します。32KB より大きいデータ領域および小さいデータ領域に、同じメモリ管
理ルーチンが使用されます。この機能の詳細については、CA Gen 8.5 のリリース・ノートに記載されています。

CA Gen 8.6 に移行している Gen 8.5 CICS アプリケーションで 32KB を超える CFB 機能を利用しない場合、再生成また
は再インストールする必要はありません。IMS アプリケーションでは 32KB を超える CFB はサポートされていません。 

 

Gen 8.5 で行われたサーバ間アプリケーションの変更（さまざまな PTF で実装）では、それらの PTF が実装された時
点で再生成と再インストールが必要であったため、CA Gen 8.6 ランタイムを使用するために、これらのアプリケーショ
ンをさらに変更する必要はありません。 サーバ間の変更では新しいサーバ・ランタイム・ルーチン TIRPXMIT が導入さ
れました。このルーチンは TIRORUNC および TIRORUNI DLL に含まれています。 TIRPXMIT は、サーバ間 PTF の適
用の一部としてサーバ・マネージャが再生成されるまで使用されませんが（クロス生成が使用される場合、共通で必要
な PTF は z/OS PTF ではない可能性があります）、再生成が完了したら、これらのアプリケーションをデプロイするに
は、上記の DLL もデプロイする必要があります。 

 

Windows 8 および Windows 10 での CA Gen

複数のリリースの CA Gen がインストールされた Windows 8 または Windows 10 を実行している場合、CA Gen コン
ポーネントのリリース番号が表示されません。Windows の検索ボックスに CA Gen コンポーネントの名前を入力して
も、検索結果にはコンポーネントのリリース番号が表示されません。たとえば、CA Gen 8.5 と CA Gen 8.6 が Windows
8 コンピュータにインストールされており、Windows の検索ボックスに「Toolset」と入力すると、Toolset が検索結果に
2 回表示されますが、リリース番号は表示されません。

インストールされたコンポーネント名にバージョン番号が指定されていない他のサードパーティ製品でも、これと同じ動
作が確認されています。

z/OS 生成の制限

ワークステーションまたはクライアント・サーバ・エンサイクロペディア（CSE）から z/OS へのリモート生成
は、DBCS アプリケーションではサポートされていません。

CA Gen では、ワークステーションまたは CSE から z/OS 用の DBCS アプリケーション・リモート・ファイルの生成を
サポートしていません。これらのアプリケーションは、ホスト構築製品を使用して生成する必要があります。

この制限が適用される理由は、z/OS 上の文字列内で DBCS 文字が表される方法が異なるためです。DBCS 文字を含
む文字列が z/OS で生成された場合、DBCS 文字を囲む Shift-Out/Shift-In （SOSI）文字が含まれます。UNIX および
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Windows で生成された同じアプリケーションには、これらの SOSI 文字は含まれません。UNIX または Windows で生
成されたリモート・ファイルが z/OS に移動されると、必要に応じて SOSI 文字が挿入されます。ただし、テキスト・
フィールドが最初に生成されたものより長くなるため、COBOL ソース・ファイルは不適切な内容となります。その結
果、COBOL コンパイラは以下の理由でエラー・メッセージを出力する場合があります。

1. ステートメントの長さがカラム 72 を超えている
2. テキスト・フィールドが、割り当て済みの領域、つまり、PIC X(10) に格納するには長すぎる

既知の問題
コンテンツ

Build Tool

このリリースではビルド ツールで以下の既知の問題の存在が明らかになっています。

• リモート ビルド ツール サーバが突然切断された場合、そのリモート ビルド ツール サーバを表すタブは削除されま
せん。ローカル ホストにタブ移動してから、再度リモート ビルド ツール サーバにタブ移動すると、切断されたサー
バのタブは削除されます。

• コマンド行で CLEAN コマンドが正常に使用された後、STATUS コマンドで現在のステータスが正確に反映されませ
ん。現在のステータスは「NEW」である必要があります。

• リモート Windows ビルド ツール サーバに対してアセンブリは有効にされません。
• GUI クライアントのアセンブリは、ファイル wrun.dll を追加しようとすると失敗します。  この dll は wrgn.dll にマー
ジされました。

• – 回避策： %GEN86%Gen\bt\scripts\WiX\GenCRuntime.wxs を編集して「;wru$(var.guiver).dll」を削除します。  先
頭の「;」を含めて削除してください。

クライアント サーバ エンサイクロペディア

このリリースではクライアント・サーバ・エンサイクロペディアで以下の既知の問題の存在が明らかになっています。

• サーバ プロシージャ ステップに 1 つの大きなカージナリティ（つまり 999）グループ ビューおよび複数のビューが
含まれる場合、MVS/Cobol/DB2/CICS をターゲットにする生成の特定のインスタンスでは、AIX のリモート ファイル
ジェネレータが失敗します。回避策として、生成をツールセットまたはホスト エンサイクロペディアから実行するこ
とができます。

DB2 z/OS テーブルスペース区分プラグイン

このリリースでは DB2 z/OS テーブルスペース プラグインで以下の既知の問題の存在が明らかになっています。

• ルート サブジェクト エリアがサブセットのアクセスの変更で使用できない場合、プラグインを使用して DB2 z/OS
テーブルスペース区分を変更すると、保護違反エラーが発生します。DB2 z/OS テーブルスペース区分オブジェクト
のプロテクションを確認する必要があります。ツールセットでの変更はオブジェクト プロテクションに基づいて阻止
されます。

Enterprise JavaBeans

このリリースでは Enterprise JavaBeans （EJB）で以下の既知の問題の存在が明らかになっています。

• インポート ビューまたはエクスポート ビューを含まないプロシージャ ステップは、Java サーバ マネージャ、Java
プロキシ、Web 生成ウィンドウ マネージャ、または Web ビュー ウィンドウ マネージャの生成が失敗する原因とな
る可能性があります。
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Enterprise JavaBeans Web Services

このリリースでは Enterprise JavaBeans （EJB） Web サービスで以下の既知の問題の存在が明らかになっています。

• Java スタンドアロン、JAVA XML、プロキシ NET または GUI アプリケーションが、https プロトコルによるアクセス
に失敗します。

• クライアントが IPV6 アドレスで EJB Web サービス サーバと通信できません。
• WSDL に NLS 文字がある場合を除く Web サービスの失敗。

Gen Studio

Gen Studio は、米国のリハビリテーション法第 508 条にまだ完全準拠していません。機能によって、引き続きマウスの
使用が必要な場合、ハイコントラストで適切に表示できない場合、またはスクリーン リーダ ソフトウェアによる使用が
サポートされていない場合があります。

このリリースでは Gen Studio で以下の既知の問題の存在が明らかになっています。

• ライセンス エラーが表示される場合は常に、エラー メッセージは Gen Studio ではなくツールセット製品を指してい
ます。

Linux IT インストール

このリリースでは Linux IT インストールで以下の既知の問題の存在が明らかになっています。

• 文字化けした文字がインストール画面の枠に沿って表示されます。
• RedHat または SuSE （PuTTY で VT100 モードを使用）のいずれかで IT インストールを実行する場合、文字化けし
た文字が、テキストを囲む長方形のボックスを構成する線ではなくインストール画面の枠に沿って表示されます。回
避策として、［PuTTY Configuration］ウィンドウの左側にある［Translation］ウィンドウ・タブをクリックします。
［Remote Character Set］で［UTF-8］を選択し、セッションを起動します。

プロキシ生成

このリリースではプロキシ生成で以下の既知の問題の存在が明らかになっています。

• リモート デーモンをターゲットにする場合、ユーザ ファンネルがウィンドウでクラッシュします。

ランタイム アプリケーション

このリリースではランタイム アプリケーションで以下の既知の問題の存在が明らかになっています。

• Visual Studio 2012 コンパイラを使用してモデルを構築し、Aero のようなテーマ、または埋め込み境界もしくは太い
境界が含まれる他のテーマを選択した場合、ダイアログ・ボックスのサイズは減少します。

• アプリケーションの場所に 92 文字以上のパス長を使用した場合、アプリケーションがクラッシュします。  これ
は Windows 上で発生します。

ASP.NET ランタイム 

このリリースでは ASP.NET ランタイムで以下の既知の問題の存在が明らかになっています。

• CA Gen .NET ランタイムでは、小数点以下の精度の演算実行時に、オーバーフローおよびアンダーフローが適切に処
理されません。

分散ランタイム 

このリリースでは分散ランタイムで以下の既知の問題の存在が明らかになっています。

• Tuxedo
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Tuxedo TP モニタの使用時に、エラーが発生して、commit/abort ロジックが処理を完了できない場合、サーバ間フロー
が原因で 2 番目のサーバがシャットダウンすることがあります。また、Tuxedo TP モニタによって、サーバ間フローが
1 Mb ビューのパス時に失敗します。

GUI ランタイム 

このリリースでは GUI ランタイムで以下の既知の問題の存在が明らかになっています。

• キー プレス イベントが矢印キーおよびファンクション キーで起動します。

SuSE SLES 11 のインストール

このリリースでは SuSE SLES 11 で以下の既知の問題の存在が明らかになっています。

• ライブラリの欠落
CA Gen インストーラで、すでに SuSE SLES 11 製品に同梱されなくなった「compat」ライブラリが要求されま
す。compat パッケージは以下のディレクトリからダウンロードできます。
http://linux.mirrors.es.net/opensuse/factory/repo/oss/suse/i586
compat-*.i586.rpm の現在のバージョンを選択します。ダウンロードしてインストールします。

• エンド・ユーザ・ライセンス契約が表示されない
一部の Xserver では、CA エンド・ユーザ・ライセンス契約が含まれるテキストのスクロール・ウィンドウの表示に
問題があります。テキストは、別のウィンドウをテキストにかぶせたり、元に戻したりすることによって読み取れる
ようになります。または、設定コマンドの引き数に「-V」（大文字の V）を追加することにより、VT100 モードでイ
ンストールを再起動することもできます。

トランザクション イネーブラ/ユーザ ファンネル

このリリースではトランザクション イネーブラ/ユーザ ファンネルで以下の既知の問題の存在が明らかになっています。

• Windows ユーザ・ファンネルが、UNIX トランザクション・イネーブラへの接続時に開始されません。

ツールセット

このリリースではツールセットで以下の既知の問題の存在が明らかになっています。

• CALL EXTERNAL ステートメントが含まれるアクション図のコピー機能は、すべてのオブジェクトを正しく追加する
とは限りません。

• BLOB 属性をリスト ボックスの項目として選択可能にしてはなりません。一貫性検査レポートによって、ウィンドウ
に配置された BLOB 属性が可視化されます。

• CALL EXTERNAL ステートメントは別のアクション図にコピーできません。また、既知の問題が解決されるま
で、CALL EXTERNAL ステートメントが含まれるアクション図をコピーしないでください。

• ビューの長さが許容限度内であることが一貫性検査で示されても、コード生成は大きなビューのために失敗します。
• CALL EXTERNAL または INLINE CODE ステートメントに関連付けられたエラー メッセージ ダイアログ ボックスは
モードレスとなります。エラー メッセージ ダイアログ ボックスがアクティブである場合に、ツール セットの他の部
分と対話すると、ツール セットが応答しなかったりクラッシュしたりする場合があります。

高速テスト・ツール

このリリースでは高速テスト・ツールで以下の既知の問題の存在が明らかになっています。

• ツールセットを %GEN86%Gen ディレクトリから起動しなかった場合、高速テスト・ツールのヘルプは表示されませ
ん。  この問題を回避するには、PATH 環境変数に %GEN86%Gen を追加します。

UNIX インストーラ

このリリースでは UNIX インストーラで以下の既知の問題の存在が明らかになっています。
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• UNIX インストールが以下のエラーで失敗する場合があります。
“++ Component {component name} installed with error: 224”
インストールの完了に必要なディスク空き領域がありません。このエラーは CA Gen のインストールに使用されるイ
ンストール・ツールによって発生します。必要なディスク領域を解放して再インストールしてください。

• UNIX インストールの［変更］、［再インストール］（Reinstall）、および［アンインストール］（Uninstall）のオプ
ションが機能しません。
製品をアンインストールするには、コマンド「lsm - e」を使用します。CSE および IT を同時にインストールすると
エラーが発生します。エラーは、/opt/CA/installer/log ディレクトリのログ ファイルにあります。CSE および IT のイ
ンストールを別々に実行するとインストールは成功します。

Web View

このリリースでは Web View で以下の既知の問題の存在が明らかになっています。

• ビルドツールの［EAR ファイル アセンブルの詳細］ダイアログ ボックスで、デフォルトのセッション タイムアウト
値を変更するオプションが提供されません。
アセンブルされた ear ファイルで web.xml を変更してください。

• 垂直方向のメニュー バーがウィンドウの全高まで拡張されています。
• ウィンドウのサイズを変更すると、垂直および水平のスクロール バーが表示されません。

Windows インストーラ

このリリースでは Windows インストーラで以下の既知の問題の存在が明らかになっています。

• GEN86 環境変数に依存する CA Gen 機能を削除した後に、GEN86 に依存する他の機能がまったく実行できないか、
または実行するとエラーが発生します。 機能が削除されたために、GEN86 が未定義になっています。回避策とし
て、インストーラを起動して修復オプションを実行してください。これにより、GEN86 の定義が復元されます。

• プロキシ製品機能をアンインストールしても、プロキシ モジュールの生成およびインストール機能は無効になりませ
ん。

z/OS

このリリースでは z/OS で以下の既知の問題の存在が明らかになっています。

• ホスト エンサイクロペディア
偶発的パネル・エラー： ISPD113 無効パネル。回避策として、Enter キーを押してください。

• CFB >32K が指定された CICS 協調サーバ間トランザクションはサポートされていません。
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リファレンス

 

このセクションには、CA Gen のリファレンス情報が含まれています。

 

メッセージ

一貫性検査メッセージ
メッセージの詳細を確認するには、以下の検索ボックスを使用します。

一貫性検査メッセージ

メッセージ ICCAB01W - ICCDX01E
ICCAB01W から ICCDX01E への一貫性検査メッセージを以下に示します。

ICCAB01W

アクション図は、少なくとも 1 つのアクション・ステートメント（注または空白行を含まない）を含んでいるか、外部
のものとして定義されている必要があります。外部のものとして定義されている場合、ステートメントは CA Gen の外
部で追加されます。

ICCAB02E

デフォルト・アルゴリズムは、基本属性のエクスポート・エンティティ/属性ビューを １ つしか持てません。

ICCAB03E

誘導アルゴリズムは、誘導属性のエクスポート・エンティティ/属性ビューを １ つしか持てません。

ICCAB04E

確立アルゴリズムは、設計属性のエクスポート・エンティティ/属性ビューを １ つしか持てません。

ICCAB05E

誘導アルゴリズムは、インポート・グループ・ビューを持てません。誘導アルゴリズムがインポートできるのは、誘導属
性値の１つのオカレンスだけです。

ICCAB06E

誘導アルゴリズムは、インポート・エンティティ・ビューを１つしか持てません。このビューは、誘導属性を含む、エン
ティティ・タイプでなければなりません。
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ICCAB07E

誘導アルゴリズムには、誘導属性に対するSET LOCALステートメントかMOVEステートメントがなければなりません。

ICCAB08S

コード生成は、CREATE アクション内で、デフォルト・アルゴリズムと確立アルゴリズムを自動で呼び出しませ
ん。値を作成するには、これらのルーチンを明示的に使用する必要があります。これらのルーチンを初期化するに
は、SET...USING で呼び出すか、または USE で呼び出してから SET... TO を続けてください。

ICCAB09W

アクション図には、最低１つのインポート・ビューまたはエクスポート・ビューがなければなりません。アルゴリズムの
アクション図には、インポート・ビューだけが必要です。プロシージャ・ステップ・アクション・ブロック（メニュー）
はこのルールの適用外です。

ICCAB10W

トランスフォーメーション後の設計段階アクション・ブロックに含まれるのは、分析段階アクション・ブロックにも含ま
れるCREATEアクションだけでなければなりません。現在、設計段階アクション・ブロックには、分析段階（プロセス）
アクション・ブロックには存在しないCREATEアクションが含まれています。これは、トランスフォーメーション後、分
析段階アクション・ブロックか設計段階アクション・ブロックのいずれかが変更されたためです。

BAA および BSD アクション・ブロックを比較して、CREATE アクションを探します。BSD アクション・ブロック内に
存在する BAA アクション・ブロックにないアクションをすべて削除するか、それらのアクションを BAA アクション・
ブロックに追加してください。

ICCAB11W

トランスフォーメーション後の設計段階アクション・ブロックに含まれるのは、分析段階アクション・ブロックにも含ま
れるDELETEアクションだけでなければなりません。BSD アクション・ブロックには、BAA アクション・ブロックには
存在しないDELETEアクションが含まれています。これは、トランスフォーメーション後、BSD アクション・ブロック
か BAA アクション・ブロックのいずれかが変更されたためです。

BAA および BSD アクション・ブロックを比較して、DELETE アクションを探します。BSD アクション・ブロック内に
存在する BAA アクション・ブロックにないアクションをすべて削除するか、それらのアクションを BAA アクション・
ブロックに追加してください。

ICCAB12W

トランスフォーメーション後の設計段階アクション・ブロックに含まれるのは、分析段階アクション・ブロックにも含
まれるREADアクションだけでなければなりません。BSD アクション・ブロックには、BAA アクション・ブロックには
存在しないREADアクションが含まれています。これは、トランスフォーメーション後、BSD アクション・ブロックか
BAA アクション・ブロックのいずれかが変更されたためです。

BAA および BSD アクション・ブロックを比較して、READ アクションを探します。BSD アクション・ブロック内に存
在する BAA アクション・ブロックにないアクションをすべて削除するか、それらのアクションを BAA アクション・ブ
ロックに追加してください。
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ICCAB13W

トランスフォーメーション後の設計段階アクション・ブロックに含まれるのは、分析段階アクション・ブロックにも含ま
れるUPDATEアクションだけでなければなりません。BSD アクション・ブロックには、BAA アクション・ブロックには
存在しないUPDATEアクションが含まれています。これは、トランスフォーメーション後、BSD アクション・ブロック
か BAA アクション・ブロックのいずれかが変更されたためです。

BAA および BSD アクション・ブロックを比較して、UPDATE アクションを探します。BSD アクション・ブロック内に
存在する BAA アクション・ブロックにないアクションをすべて削除するか、それらのアクションを BAA アクション・
ブロックに追加してください。

ICCAB14W

トランスフォーメーション後の設計段階アクション・ブロックに含まれる関係アクションは、分析段階アクション・ブ
ロックにも存在する関係アクションでなければなりません。分析段階アクション・ブロックが、設計段階で直接使われ
るのではなく複写された場合、元のアクション・ブロックと複写されたアクション・ブロックが別々に編集された可能性
があります。このメッセージは、複写された設計段階アクション・ブロックにあるASSOCIATE、TRANSFER、または
DISASSOCIATEが、元の分析段階アクション・ブロックにはないことを示しています。

これらの関係アクションが適切なら、分析段階アクション・ブロックに追加してください。関係アクションを分析段階ア
クション・ブロックに追加しても、設計段階アクション・ブロックを分析段階アクション・ブロックに上書きしてもかま
いません。

ICCAB15W

トランスフォーメーション後の設計段階アクション・ブロックに含まれるのは、分析段階アクション・ブロックにも含
まれるUSEアクションだけでなければなりません。分析段階アクション・ブロックが、設計段階で直接使われるので
はなく複写された場合、元のアクション・ブロックと複写されたアクション・ブロックが別々に編集された可能性が
あります。このメッセージは、複写された設計段階アクション・ブロックにあるASSOCIATE、TRANSFER、または
DISASSOCIATEが、元の分析段階アクション・ブロックにはないことを示しています。

これらのUSEステートメントが適切なら、分析段階アクション・ブロックに追加してください。USE アクションを BAA
アクション・ブロックに追加しても、BSD アクション・ブロックを BAA アクション・ブロックに上書きしてもかまいま
せん。

ICCAB16W

トランスフォーメーション後の設計段階アクション・ブロックには、分析段階アクション・ブロックにあるすべての
CREATEアクションが含まれていなければなりません。現在、設計段階アクション・ブロックには、分析段階アクショ
ン・ブロックにあるCREATEアクションがすべては含まれていません。これは、トランスフォーメーション後、分析段階
アクション・ブロックか設計段階アクション・ブロックのいずれかが変更されたためです。

両アクション・ブロックを比較してください。分析段階アクション・ブロックを再びトランスフォームして、設計段階ア
クション・ブロックにあるCREATEアクション・ブロックをすべて含めてください。

ICCAB17W

トランスフォーメーション後の設計段階アクション・ブロックには、分析段階アクション・ブロックにあるすべての
UPDATEアクションが含まれていなければなりません。現在、設計段階アクション・ブロックには、分析段階アクショ
ン・ブロックにあるUPDATEアクションがすべては含まれていません。これは、トランスフォーメーション後、分析段階
アクション・ブロックか設計段階アクション・ブロックのいずれかが変更されたためです。
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両アクション・ブロックを比較してください。分析段階アクション・ブロックを再びトランスフォームして、設計段階ア
クション・ブロックにあるUPDATEアクション・ブロックをすべて含めてください。

ICCAB18W

トランスフォーメーション後の設計段階アクション・ブロックには、分析段階アクション・ブロックにあるすべての
DELETEアクションが含まれていなければなりません。現在、設計段階アクション・ブロックには、分析段階アクショ
ン・ブロックにあるDELETEアクションがすべては含まれていません。これは、トランスフォーメーション後、分析段階
アクション・ブロックか設計段階アクション・ブロックのいずれかが変更されたためです。

両アクション・ブロックを比較してください。分析段階アクション・ブロックを再びトランスフォームして、設計段階ア
クション・ブロックにあるDELETEアクション・ブロックをすべて含めてください。

ICCAB19W

トランスフォーメーション後の設計段階アクション・ブロックには、分析段階アクション・ブロックにあるすべての
READアクションが含まれていなければなりません。現在、設計段階アクション・ブロックには、分析段階アクション・
ブロックにあるREADアクションがすべては含まれていません。これは、トランスフォーメーション後、分析段階アク
ション・ブロックか設計段階アクション・ブロックのいずれかが変更されたためです。

両アクション・ブロックを比較してください。分析段階アクション・ブロックを再びトランスフォームして、設計段階ア
クション・ブロックにあるREADアクション・ブロックをすべて含めてください。

ICCAB20W

トランスフォーメーション後の設計段階アクション・ブロックには、分析段階アクション・ブロックにあるすべての関係
アクションが含まれていなければなりません。分析段階アクション・ブロックが、設計段階で直接使われるのではなく複
写された場合、元のアクション・ブロックと複写されたアクション・ブロックが別々に編集された可能性があります。こ
のメッセージは、複写された設計段階アクション・ブロックにあるASSOCIATE、TRANSFER、またはDISASSOCIATE
が、元の分析段階アクション・ブロックにはないことを示しています。

関係アクションが削除されている場合は、分析段階アクション・ブロックからも削除する必要があります。アクション・
ブロックをもう１つのアクション・ブロックに複写するか、編集してください。

ICCAB21W

トランスフォーメーション後の設計段階アクション・ブロックには、分析段階アクション・ブロックにあるすべての
USEアクションが含まれていなければなりません。分析段階アクション・ブロックが、設計段階で直接使われるのでは
なく複写された場合、元のアクション・ブロックと複写されたアクション・ブロックが別々に編集された可能性がありま
す。このメッセージは、複写された BSD アクション・ブロックに存在する USE が、元の BAA アクション・ブロックは
ないことを示しています。

USEステートメントが削除されている場合は、分析段階アクション・ブロックからも削除する必要があります。アク
ション・ブロックをもう１つのアクション・ブロックに複写するか、編集してください。

ICCAB22E

プロシージャ・ステップのアクション図には、アクション・ステートメント（注または空白行を含まない）、イベント・
ハンドラ、別のプロシージャ・ステップへのフローのいずれかが含まれている必要があります。
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ICCAB25W

現在、アクション図に不活性状態のステートメントが含まれています。

ICCAB30E

このアクション・ブロックで、無効なオブジェクトが参照されています。

ICCAB31E

アクション・ブロックが、オペレーション・ライブラリに 1 つ、また z/OS ライブラリに 1 つ含まれている可能性があり
ます。

ICCAB32E

アクション図は、少なくとも 1 つのアクション図（注または空白行を含まない）を含んでいるか、外部のものとして定
義されている必要があります。

ICCAB33S

このアクション図には互換性がマークされています。このアクション図には、互換性がマークされていないアクション図
への呼び出しが含まれています。互換性がマークされていないアクション図は、z/OS を目標にして作成できません。

ICCAB34W

このアクション図は、ダイナミック・リンク・オプションが［はい］または［いいえ］のどちらかにマークされており、
互換性がマークされているアクション図（非 DLL ）に、直接的または間接的に呼び出されています。

このアクション図のダイナミック・リンク・オプションが［はい］にマークされている場合、z/OS を目標にして互換性
がマークされたモジュールを処理すると、ジェネレータ・エラーまたはインストール・エラーが発生します。z/OS を目
標にして、互換性がマークされているモジュールを処理しない場合、非互換性のアクション図を作成できません。

アクション図のダイナミック・リンク・オプションが［いいえ］にマークされている場合、z/OS を目標にして互換性が
マークされているモジュールを処理すると、非互換性のアクション図を再度インストールする必要があります。 z/OS を
目標にして、互換性がマークされているモジュールを処理しない場合、非互換性のアクション図を作成できません。

NOTE
注： プロシージャ・ステップまたはアクション・ブロックは、構築/パッケージングの［特性］ダイアログ・
ボックスを使用して、明示的に互換性をマークすることができます。また、ビジネス・システムの MVS 環境の
［特性］ダイアログ・ボックスを使用して、黙示的にマークすることができます。［特性］ダイアログ・ボッ
クスのダイナミック・リンク・オプションが［省略時解釈］に設定されている場合、値はビジネス・システム
内で確立している省略時解釈の設定によって決定されます。

ICCAB35W

このアクション図は z/OS ライブラリにあります。ダイナミック・リンク・オプションが［はい］にマークされていない
か、所有するビジネス・システムのダイナミック・リンクが省略時解釈になっています。アクション図が z/OS ライブラ
リに含まれる可能性があるのは、ダイナミック・リンクがマークされているか、省略時解釈の場合のみです。

NOTE
注： アクション・ブロックは、構築/パッケージングの［特性］ダイアログ・ボックスを使用して、明示的にダ
イナミック・リンクをマークすることができます。また、ビジネス・システムの MVS 環境の［特性］ダイアロ

 46



 CA Gen - 86JP - Japanese - Japan

グ・ボックスを使用して、黙示的にマークすることができます。［特性］ダイアログ・ボックスのダイナミッ
ク・リンク・オプションが［省略時解釈］に設定されている場合、値はビジネス・システム内で確立している
省略時解釈の設定によって決定されます。

ICCAB36W

このアクション図は、ダイナミック・リンク・オプションが互換性にマークされているか、または省略時解釈で互換性と
なっており、z/OS ライブラリ内のアクション図に呼び出されています。互換性モジュールは、z/OS ライブラリ内のアク
ション図による動的な呼び出しに適していません。

NOTE
注： アクション・ブロックは、構築/パッケージングの［特性］ダイアログ・ボックスを使用して、明示的に互
換性をマークすることができます。また、ビジネス・システムの MVS 環境の［特性］ダイアログ・ボックスを
使用して、黙示的にマークすることができます。［特性］ダイアログ・ボックスのダイナミック・リンク・オ
プションが［省略時解釈］に設定されている場合、値はビジネス・システム内で確立している省略時解釈の設
定によって決定されます。

ICCAB37W

このアクション図は、ダイナミック・リンク・オプションが互換性にマークされているか、または省略時解釈で互換性
になっています。参照保全性トリガが DLL リンクのダイナミック・リンクにマークされています。z/OS を目標にする
と、DELETE エンティティ・アクションが実行され、エンティティが削除されます、関係も同様に削除されます。 エン
ティティまたは関係が削除されるエンティティ・アクション・ステートメントが実行されると、トリガが黙示的に呼び出
されます。 これには DELETE、DISASSOCIATE または TRANSFER ステートメントが含まれます。

NOTE
注： アクション・ブロックは、構築/パッケージングの［特性］ダイアログ・ボックスを使用して、明示的に互
換性をマークすることができます。また、ビジネス・システムの MVS 環境の［特性］ダイアログ・ボックスを
使用して、黙示的にマークすることができます。［特性］ダイアログ・ボックスのダイナミック・リンク・オ
プションが［省略時解釈］に設定されている場合、値はビジネス・システム内で確立している省略時解釈の設
定によって決定されます。

ICCAC01W

CASE OFステートメントには、最低１つのCASEステートメントがなければなりません。最低１つのCASEコマンドを
CASE OF構造に追加する必要があります。

ICCAC02E

オペランドのドメインが一致しなければなりません。１つの条件式で２つのオペランドのドメインが異なる場合、マッチ
するよう変更する必要があります。たとえば、演算でテキスト・ドメインのオペランドと数値ドメインのオペランド、日
付ドメインのオペランドと時刻ドメインのオペランドが比較される場合があります。

ICCAC03W

CASE ステートメントを複製すると、到達不能コードになる恐れがあります。この問題を修正するには、CASE ステート
メントを CASE OF ステートメント内で一意になるように編集します。
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ICCAE01W

（Oracle）Limit to N rows と DISTINCT の組み合わせは、予測不能な結果になります。 DISTINCT の生成時に、Limit to
N rows 節は自動的に削除されます。

ICCAE02W

（Oracle）Limit to N rows と SORTED BY の組み合わせは、予測不能な結果になります。 SORTED BY の生成時
に、Limit to N rows 節は自動的に削除されます。

ICCAE03E

［DISTINCT］オプションは、BLOB 属性が関与している場合、READ EACH ステートメントの <つねにDISTINCTで
カーソルを作る> に設定できません。

ICCAF01E

FORループで使われる制御属性は数値でなければなりません。この問題を修正するには、FORループに使われる属性の
ドメインをデータ・モデル内で数値に変更するか、FORループ・ステートメントに使う別の属性をPAD内で選択してく
ださい。

ICCAF02E

オペランドのドメインが一致しなければなりません。条件式内の２つのオペランドのドメインが一致していません。たと
えば、演算でテキスト・ドメインのオペランドと数値ドメインのオペランド、日付ドメインのオペランドと時刻ドメイン
のオペランドが比較される場合があります。

ICCAG01E

このGUIステートメントが参照しているリスト・ボックスには、（必要な）選択インディケータがありません。

ICCAI01E

オペランドのドメインが一致しなければなりません。条件式内の２つのオペランドのドメインが一致していません。たと
えば、演算でテキスト・ドメインのオペランドと数値ドメインのオペランド、日付ドメインのオペランドと時刻ドメイン
のオペランドが比較される場合があります。

ICCAM01E

MOVEステートメントの対象となるビューは、ローカル、非常駐、または入出力の双方で使われる非常駐インポートのい
ずれかでなければなりません。

ICCAM02E

このステートメント内のエンティティ・ビューMOVEd FROMを囲む、すべての暗黙的な添字付き反復ビューは、正しい
順番でターゲット/制御しなければなりません。

ステートメントの再配列または削除の結果、ステートメント階層が壊れました。グループ・ビューを参照する、READ
EACH、FOR EACH、DO WHILE、またはREPEAT UNTILの各ステートメントの順番は、エクスポート・ビュー内
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の対応するグループ・ビューの順番を反映していなければなりません。MOVEステートメントは、TARGETING/
CONTROLLINGステートメント内に含まれなければなりません。

PADにアクセスし、MOVEステートメントを移動し、TARGETINGステートメントを再配列してください。

ICCAM03E

このステートメント内のエンティティ・ビューMOVEd TOを囲む、すべての暗黙的な添字付き反復ビューは、正しい順
番でターゲット/制御しなければなりません。

ステートメントの再配列または削除の結果、ステートメント階層が壊れました。グループ・ビューを参照する、READ
EACH、FOR EACH、DO WHILE、またはREPEAT UNTILの各ステートメントの順番は、エクスポート・ビュー内
の対応するグループ・ビューの順番を反映していなければなりません。MOVEステートメントは、TARGETING/
CONTROLLINGステートメント内に含まれなければなりません。

PADにアクセスし、MOVEステートメントを移動し、TARGETINGステートメントを再配列してください。

ICCAM04W

MOVEステートメントの対象となるのは、最低１つの属性ビューを共通するエンティティ・ビューです。このエンティ
ティ・ビューは属性を共有していません。

MOVEステートメントの対象となるのは、最低１つの属性ビューを共通するエンティティ・ビューです。MOVEステート
メントが、FROMエンティティ・ビューとTOエンティティ・ビューに対して使われています。これらのエンティティ・
ビューが属性ビューを共有していない場合は、データが移動することはありません。

ICCAN01W

データベース例外グループには、使用可能なアクション・ステートメントが最低１つ必要です。

ICCAR01E

オペランドのドメインが一致しなければなりません。条件式内の２つのオペランドのドメインが一致していません。たと
えば、演算でテキスト・ドメインのオペランドと数値ドメインのオペランド、日付ドメインのオペランドと時刻ドメイン
のオペランドが比較される場合があります。

ICCAS01E

CREATEステートメントまたはUPDATEステートメント内で、属性または関係を２回以上修正してはなりません。

ICCAT01E

属性には名前がなければなりません。データ・モデル図またはデータ・モデル・リストを使って、属性名を追加してくだ
さい。

ICCAT02E

属性長は定義されていなければなりません。データ・モデル図またはデータ・モデル・リストを使って、属性長を追加し
てください。
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ICCAT04F

誘導属性は、複数の誘導アルゴリズムとは関連づけできません。複数の誘導アルゴリズムと関連づけるには、誘導属性を
基本属性に変更して、属性からのアルゴリズムを接続解除します。次に、属性を誘導属性に戻し、正しいアルゴリズムに
接続します。

ICCAT05E

属性は必須で、基本属性、設計属性、自動採番属性のいずれかを識別子として使用する必要があります。

ICCAT07E

１つの属性を複数のデータ列にインプリメントすることはできません。

下記の２つの条件を指定すると、このメッセージが表示されることがあります。

• ２つの異なる列で、同じ属性をインプリメントしようとしました。または、
• １つのテーブルで同一テーブルに同じ列を２回インプリメントしようとしました。

ICCAT08W

コード生成では、18バイトより長い数値属性をサポートしません。

エンティティ・タイプまたはサブタイプの数値属性に指定した文字数が18バイトを越えると、エラーが発生しま
す。DB2 の Float データ型は最大で 18 バイトです。Decimal データ型は最大で 15 バイトです。

ICCAT09E

コード生成では、18バイトより長い数値属性をサポートしません。

エンティティ・タイプまたはサブタイプの数値属性に指定した文字数が18バイトを越えると、エラーが発生しま
す。DB2 の Float データ型は最大で 18 バイトです。Decimal データ型は最大で 15 バイトです。

ICCAT11E

（全DBMS）属性長が目標DBMSの可変長テキスト/DBCSの最大長を越える可能性があります。

ICCAT12E

属性の長さが固定長テキスト/MBCS の最大値 255 を超える可能性があります。

ICCAT13E

（DB2 UDB）属性長が固定長テキスト/DBCSの最大値254を越える可能性があります。

ICCAT19E

（Oracle）各エンティティは、長さが4000を越えるテキスト/DBCS属性を１つしか持てません。
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ICCAT22E

（SQL/MP）属性の長さが固定長テキスト/全角の最大値 254 を超える可能性があります。

ICCAT25E

（SQL/MP）全角属性はサポートされていません。

ICCAT31W

プロテクト属性を識別子で使うべきではありません。

ICCAT32E

（SQL/MP）属性の長さが可変長テキスト/全角の最大値 4059 を超える可能性があります。

ICCAT34E

自動採番属性は、数字ドメインである必要があります。

ICCAT34E（DB2 z/OS）

属性長が固定長テキスト/全角の最大値 254 を越える可能性があります。

ICCAT35E

自動採番属性には小数位を使用できません。

ICCAT36E

自動採番属性は省略できません。

ICCAT37E

9 桁を超える自動採番属性はデシマル精度でインプリメントされる必要があります。

ICCAT38E

自動採番属性は、COBOL のデフォルトのデータ型、COMP または COMP-3 である必要があります。

ICCAT39W

C、Java、C# では、［C、C#、および Java でインプリメント(デシマル精度)］ オプションは必要ありません。

ICCAT40E

自動採番属性には省略値を設定できません。
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ICCAT41E

自動採番属性には許容値を設定できません。

ICCAT42S

15 桁を超える属性は、正確性とクライアント・サーバ・フローでの実行時エラーを防ぐため、デシマル精度を必要とし
ます。

ICCAT44E

コード生成では、単位がバイトの場合、32,767 バイトより大きい BLOB 属性をサポートしません。

ICCAT45E

コード生成では、単位が KB の場合、32,767 KB より大きい BLOB 属性をサポートしません。

ICCAT46E

コード生成では、単位が MB の場合、2,048 MB より大きい BLOB 属性をサポートしません。

ICCAT47E

コード生成では、単位が GB の場合、2 GB より大きい BLOB 属性をサポートしません。

ICCAT49E

（SQL/MP）BLOB 属性はサポートされていません。

ICCAT50E

BLOB 属性は識別子に使用できません。

ICCAT51E

BLOB 属性には省略値または許容値を設定できません。

ICCAT52E

BLOB 属性は非正規形で参照できません。

ICCAU01W

各基本プロセスには、予想頻度を定義する必要があります。この警告は、完全を期するためだけのものであり、一貫性を
欠いてはいません。
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ICCAW01E

オペランドのドメインが一致しなければなりません。条件式内の２つのオペランドのドメインが一致していません。たと
えば、演算でテキスト・ドメインのオペランドと数値ドメインのオペランド、日付ドメインのオペランドと時刻ドメイン
のオペランドが比較される場合があります。

ICCBA01W

ビジネス・エリアは、最低１つのマトリックスに参加しなければなりません。この警告は、完全を期するためだけのもの
であり、一貫性を欠いてはいません。

ICCBC01F

各プロシージャには、少なくとも 1 つのプロシージャ・ステップが必要です。

ICCBG01F

ウィンドウのボタン・グループをマッピングしなければなりません。

ICCBN01E

各ラジオ・ボタンは、ウィンドウのテキスト・グループ・ボックスでグループ分けしなければなりません。

ICCBP01F

各プロシージャには、最低１つのプロシージャ・ステップがなければなりません。これは、CA Gen の内部エラーです。
テクニカル・サポートにお問い合わせください。システムは、最初のプロシージャ・ステップを自動的に作成しなければ
なりません。

ICCBR01E

オンラインの、画面付きプロシージャ・ステップを完全で実行可能なものにするには、画面またはウィンドウで記述する
必要があります。

ICCBR02E

プロシージャ・ステップはアクション･ブロックで定義する必要があります。

ICCBR03W、ICCBR04W、ICCBR11W、ICCBR12W、ICCBR16W、ICCBR17W

CA Gen のアプリケーション・タイプおよび実行環境では、さまざまな最大ビュー・サイズがサポートされています。

現在、CA Gen ビュー・サイズのサポートは 4 つのサイズ範囲に分けられます。それらの範囲の各々と、各々に対してサ
ポートされているアプリケーションがここにリスト表示されています。一貫性検査警告は、インポートまたはエクスポー
ト・ビューが特定のサイズ範囲内に収まる時期を示すように設計されています。開発者は、アプリケーションのターゲッ
ト環境およびタイプに基づいて重要な警告は何かを決定する必要があります。

• ビュー・サイズ <= 31400 バイト
一貫性検査警告は表示されません。
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アプリケーション・タイプおよび環境はすべて 31400 以下のサイズでビュー・レベルをサポートします。
• 31400 バイト < ビュー・サイズ <= 31744 バイト
ビュー・サイズがこの範囲にある場合、警告 ICCBR03W および ICCBR04W が表示されます。
以下のアプリケーション・タイプおよび環境はサポートされません。
– いかなる COBOL IMS サーバ
– ノンストップ C サーバ

• 31744 バイト < ビュー・サイズ <= 16775847 バイト
ビュー・サイズがこの範囲にある場合、警告 ICCBR11W および ICCBR12W が表示されます。
以下のアプリケーション・タイプおよび環境はサポートされません。
– ブロックモード（オンライン）C アプリケーション
– ブロックモード（オンライン）COBOL アプリケーション
– COBOL IMS サーバ
– ノンストップ C サーバ
– LU 6.2 （SNA）ミドルウェアを使用しているアプリケーション

• ビュー・サイズ > 16775847 バイト
ビュー・サイズがこの範囲にある場合、警告 ICCBR16W および ICCBR17W が表示されます。
以下のアプリケーション・タイプおよび環境はサポートされません。
– ブロックモード（オンライン）C アプリケーション
– ブロックモード（オンライン）COBOL アプリケーション
– 任意の COBOL サーバ
– 任意の C サーバ
– CommBridge
– CFBServer
– ClientManager

NOTE
注: ビュー・サイズ制限が含まれないアプリケーション・タイプまたはターゲット環境は次のとおりです。

クライアント・アプリケーション

C GUI

• Web 生成
• WebView
• ASP.NET

プロキシ・クライアント

• Java
• Com
• .NET
• C

サーバ・アプリケーション

• EJB サーバ
• .NET サーバ

ICCBR05W

不定様式入力を受け付けない、オンラインの、画面のないプロシージャ・ステップがアクセス不能です。これは、このプ
ロシージャ・ステップが対話フローまたはUSE（プロシージャ・ステップ）ステートメントのいずれかによって起動さ
れていないためです。
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ICCBR06E

クリア・スクリーン入力の定義に、ドメインが全半角テキスト（MBCS）または全角（DBCS）テキストの属性がありま
す。別の属性を選択するか、使う属性のドメインを変更してください。

ICCBR07W

CASEステートメントが２つ未満のCASE OF COMMAND構造を含むオペレーション・パッケージ・タイプのプロシー
ジャ・ステップ・アクション・ブロックがあります。このCASE OF COMMAND構造にCASEステートメントをもう１つ
追加してください。

オペレーション・タイプを選択すると、オペレーション・パッケージが正しいタイプであることを確認できます。また、
プロシージャ・ステップを選択すると、それが実際にオペレーションであることを確認できます。

ICCBR10W

オペレーション・パッケージであるプロシージャ・ステップには、所属先エンティティ・タイプのインポート・ビュー、
エクスポート・ビュー、ローカル・ビューまたはエンティティ・アクション・ビューが必要です。

ICCBR13E

ウィンドウ・パッケージングまたは協調パッケージングされたプロシージャ・ステップには、インポート・ビュー・セッ
ト内にもエクスポート・ビュー・セット内にも、多重反復グループ・ビューがあってはなりません。

オンライン・プロシージャ・ステップ以外のプロシージャ・ステップの、インポート・ビュー・セット内またはエクス
ポート・ビュー・セット内に、多重反復グループ・ビューがあります。

これを修正するには、パッケージングを変更するか、インポート・ビュー・セット内とエクスポート・ビュー・セット内
から多重反復グループ・ビューを削除してください。

ICCBR14E

画面のないプロシージャ・ステップに、不定様式入力（クリア・スクリーン入力）が定義されています。

ICCBR15E

ウィンドウに OLE エリアまたは OLE コントロールがある場合は、プロシージャ・ステップ名を 31 文字に制限する必要
があります。

ICCBS01W

ビジネス・システムには、最低１つのプロシージャが必要です。この警告は、完全を期するためだけのものであり、一貫
性を欠いてはいません。

ICCBS02W

ビジネス・システム内でスコープされたすべてのプロセスをインプリメントしなければなりません。この警告は、完全を
期するためだけのものであり、一貫性を欠いてはいません。
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ICCBS03E

モデルのすべての目標環境に同じDBMSを使わなければなりません。そうしないと、CA Gen が DBMS を 1 つ選択して
使用します。目標環境のパラメータはビジネス・システムが所有しますが、データ・モデルはモデル全体が所有します。

ICCBS04E

モデルのすべての目標環境に同じコンパイラを使わなければなりません。そうしないと、CA Gen がビジネス・システム
からコンパイラを 1 つ選択して使用します。モデル内のコードはすべて、同じコンパイラを使ってコンパイルしなけれ
ばなりません。

ICCBS05E

OS2 は生成がサポートされていないオペレーティング・システムです。

ICCBS06E

VMS は生成がサポートされていないオペレーティング・システムです。

ICCBS07E

GUARDIAN は生成がサポートされていないオペレーティング・システムです。

ICCBS08E

DOS は生成がサポートされていないオペレーティング・システムです。

ICCBS09E

NT は生成がサポートされていないオペレーティング・システムです。

ICCBS10E

WIN95 は生成がサポートされていないオペレーティング・システムです。

ICCBS11E

WIN95 または WIN98 は生成がサポートされていないオペレーティング・システムです。

ICCBS12E

NT/2000 は生成がサポートされていないオペレーティング・システムです。

ICCBS13E

ADA は生成がサポートされていない言語です。
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ICCBS14E

C++ は生成がサポートされていない言語です。

ICCBS15E

Ingres は生成がサポートされていない DBMS です。

ICCBS16E

Informix は生成がサポートされていない DBMS です。

ICCBS17E

Rdb は生成がサポートされていない DBMS です。

ICCBS18E

SQLDS は生成がサポートされていない DBMS です。

ICCBS20E

Sybase は生成がサポートされていない DBMS です。

ICCBS21E

XDB は生成がサポートされていない DBMS です。

ICCBS22E

DB2/NT は生成がサポートされていない DBMS です。

ICCBS23E

MOTIF は生成がサポートされていない TP モニタです。

ICCBS24E

ACMS は生成がサポートされていない TP モニタです。

ICCBS26E

Windows NT および Windows 2000 は生成がサポートされていない TP モニタです。

ICCBS27E

IEFTE は生成がサポートされていない TP モニタです。
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ICCBS28E

DECFORMS は生成がサポートされていない TP モニタです。

ICCBS29E

MTS は生成がサポートされていない TP モニタです。

ICCBS30E

Encina は生成がサポートされていない TP モニタです。

ICCBS31E

UNIX オペレーティング・システムと COBOL 言語の組み合わせでは生成ができません。

ICCCA01W

このステートメントは、ウィンドウ・コントロール、または画面コントロールによって表示されていないグループ・
ビューを参照しています。

ICCCA02E

このステートメントは、（必要な）選択インディケータを持たないリスト・ボックスを参照しています。

ICCCA03E

このステートメントは、カージナリティが １ の、暗黙的な反復グループを含んでいます。

ICCCA04E

このステートメントは、カージナリティが １ の、明示的な反復グループを含んでいます。

ICCCB01F

ウィンドウのチェック・ボックスをマッピングする必要があります。

ICCCN01W

ABORT TRANSACTION、ESCAPE、NEXT、またはRETRY TRANSACTIONステートメントに続くコードが到達しませ
ん。このコードは実行されません。ABORT TRANSACTION、ESCAPE、NEXT、またはRETRY TRANSACTIONステー
トメントに続くステートメントは、移動するか削除しなければなりません。

ICCCR01E

CHECK ASYNC RESPONSEステートメントには、最低１つの例外条件がなければなりません。
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ICCCU01E

誘導アルゴリズムは直接使えません。これらのアルゴリズムは、READステートメントで自動的に呼び出されます。

ICCCU02W

USEステートメントで提供されたビューが、呼び出されたアクション・ブロック内のすべての必須インポート・ビュー
とマッチしません。

ICCCU03E

USE（プロシージャ・ステップ）ステートメントが、バッチ・プロシージャ・ステップかオンライン・プロシージャ・
ステップ（画面付き）のいずれかを参照しています。

ICCCU04E

USE（プロシージャ・ステップ）ステートメントが、パッケージングされていないプロシージャ・ステップを参照して
います。

ICCCU05E

USE（プロシージャ・ステップ）ステートメントが許可されるのは、サーバ・ロード・モジュールまたはウィンドウ・
ロード・モジュールにおいてのみです。

ICCCU06W

ステートメントが同じエンティティ・タイプ（またはそのサブタイプ/スーパータイプの１つ）が所有するオペレーショ
ン内にない限り、保護オペレーションは使われません。

ICCCU07E

USE（プロシージャ・ステップ）ステートメントは、クライアント・プロシージャ・ステップを使えません。

誘導アルゴリズムは直接使えません。これらのアルゴリズムは、READステートメントで自動的に呼び出されます。

ICCCU08W

USEステートメントは、反復グループ・ビューに返された非グループ・ビューからの、エクスポート・ビュー・マッチ
ングを含んでいます。

ICCCU09E

応答処理がNO RESPONSEとなっているUSE ASYNCステートメントは、分散型トランザクション参加者にはフローで
きません。

ICCCU10E

USE ASYNCステートメントの対象プロシージャ・ステップは、サーバ・マネージャ内にパッケージングしなければなり
ません。
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ICCCU11E

呼び出されるプロシージャ・ステップには、ウィンドウも画面もあってはなりません。

ICCCU12E

応答処理が NOTIFY EVENT となっている USE ASYNC ステートメントは、プロシージャ・ステップに含まれていなけ
ればなりません。

ICCCU13E

応答処理が NOTIFY EVENT となっている USE ASYNC ステートメントは、GUI クライアントに含まれていなければな
りません。

ICCCU14E

Tuxedo 内の既存のトランザクションを拡張する非同期フローはサポートされていません。

ICCCU15E

応答スコープがGLOBALであるUSE ASYNCステートメントは、サーバ・マネージャ内にパッケージングされていてはな
りません。

ICCCU16E

DCEへの非同期フローはサポートされていません。

ICCCU17E

同期式フローは、異なるロード・モジュールに属するプロシージャ・ステップ間になければなりません。

ICCCU18E

IMS、CICS、EJB、Comp_Services サーバからの非同期のサーバ間フローはサポートされていません。

ICCCU19E

インターネット クライアント、ASP.NET クライアント、Web ビュー クライアントでは USE ASYNC ステートメントを
使用できません。

ICCCU20E

USEステートメントを使用すると再帰になります。

ICCCU21E

応答処理がNOTIFY EVENTとなっているUSE ASYNCステートメントは、イベントを参照しなければなりません。
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ICCCU22E

応答処理が NOTIFY EVENT となっている USE ASYNC ステートメントは、Window Manager に含まれていなければな
りません。

ICCCU23W

このアクション図は互換性（非 DLL）がマークされています。このアクション図には、［はい］にマークされたアク
ション図への呼び出しが含まれています。z/OS を目標にして互換性がマークされたモジュールを処理すると、ジェネ
レータ エラーが発生します。z/OS を目標にして、互換性がマークされているモジュールを処理しない場合、非互換性の
アクション図を作成できません。

NOTE
注： プロシージャ・ステップまたはアクション・ブロックは、構築/パッケージングの［特性］ダイアログ・
ボックスを使用して、明示的に互換性をマークすることができます。また、ビジネス・システムの MVS 環境の
［特性］ダイアログ・ボックスを使用して、黙示的にマークすることができます。［特性］ダイアログ・ボッ
クスのダイナミック・リンク・オプションが［省略時解釈］に設定されている場合、値はビジネス・システム
内で確立している省略時解釈の設定によって決定されます。

ICCCU24W

このアクション図は互換性（非 DLL）がマークされています。このアクション図には、［いいえ］にマークされたアク
ション図への呼び出しが含まれています。z/OS を目標にして、互換性がマークされているモジュールを処理すると、
非互換性のアクション図を再度インストールする必要があります。 z/OS を目標にして、互換性がマークされているモ
ジュールを処理しない場合、非互換性のアクション図を作成できません。

NOTE
注： プロシージャ・ステップまたはアクション・ブロックは、構築/パッケージングの［特性］ダイアログ・
ボックスを使用して、明示的に互換性をマークすることができます。また、ビジネス・システムの MVS 環境の
［特性］ダイアログ・ボックスを使用して、黙示的にマークすることができます。［特性］ダイアログ・ボッ
クスのダイナミック・リンク・オプションが［省略時解釈］に設定されている場合、値はビジネス・システム
内で確立している省略時解釈の設定によって決定されます。

ICCCU25E

NonStop への非同期フローはサポートされていません。

ICCCU26W

このアクション図は z/OS ライブラリ内にあり、ダイナミック・リンク・オプションが互換性にマークされているか、
または省略時に互換性になっているアクション図を呼び出しています。互換性モジュールは、z/OS ライブラリ内のアク
ション図による動的な呼び出しに適していません。

NOTE
注： アクション・ブロックは、構築/パッケージングの［特性］ダイアログ・ボックスを使用して、明示的に互
換性をマークすることができます。また、ビジネス・システムの MVS 環境の［特性］ダイアログ・ボックスを
使用して、黙示的にマークすることができます。［特性］ダイアログ・ボックスのダイナミック・リンク・オ
プションが［省略時解釈］に設定されている場合、値はビジネス・システム内で確立している省略時解釈の設
定によって決定されます。
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ICCDB01W

（DB2 z/OS）データベースには、少なくとも 1 つのデータ・ストアが必要です。この警告は、完全を期するためだけの
ものであり、一貫性を欠いてはいません。

ICCDB03W

（Microsoft SQL）目標オペレーティング・システムが8文字を越えるデータベース名をサポートしない可能性がありま
す。

ICCDB05W

（Oracle）データベースには、少なくとも 1 つのデータ・ストアが必要です。

ICCDB06W

（DB2 UDB）データベースは、最低１つのデータ・ストアがなければなりません。

ICCDB13W

（Microsoft SQL）省略時解釈が選択されたので、データ装置は無視されます。

ICCDB14W

（Oracle）データベースのブロック・サイズが2K未満の場合、テーブルスペース/テーブル/索引のMinExtents/
MaxExtentsは０と57との間でなければなりません。

ICCDB15W

（Oracle）データベースのブロック・サイズが4K未満の場合、テーブルスペース/テーブル/索引のMinExtents/
MaxExtentsは０と121との間でなければなりません。

ICCDB16W

（Oracle）データベースのブロック・サイズが8K未満の場合、テーブルスペース/テーブル/索引のMinExtents/
MaxExtentsは０と249との間でなければなりません。

ICCDF01E

高水準識別索引で使われるデータ列は、NULLであってはなりません。リトランスフォーメーションを実行してくださ
い。

ICCDF02E

識別索引で使われるデータ列は、識別属性をインプリメントする必要があります。索引の作成後、識別子が変更されてい
ます。リトランスフォーメーションを実行してください。
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ICCDF03E

識別属性をインプリメントするデータ・カラムは、対応する識別索引内で使用される必要があります。TD が構築された
後、DM が変更されました。このエラーを修正するには、テーブルを削除し、リトランスフォーメーションを使ってエン
ティティ・タイプを再びインプリメントしてください。

ICCDF04E

NULLでないデータ列は、エンティティ・タイプの必須属性をインプリメントする必要があります。DB2の列がNULLで
ないと表示されていますが、エンティティ・タイプの必須非誘導属性をインプリメントしていません。列をいったん削除
してから、再び追加してください。

ICCDF05F

データ列によってインプリメントされた属性は、データ・テーブルによってインプリメントされたエンティティ・タイプ
に属さなければなりません。

ICCDF06S

誘導属性をインプリメントしたデータ列があります。誘導属性は格納されず、必要に応じて導出されます。この列を削除
してください。

ICCDF07E

ヌル・データ列は、エンティティ・タイプの任意属性を、サブタイプの属性としてインプリメントする必要がありま
す。DB2 の列が NULL と表示されていますが、エンティティ・タイプのオプション非導出属性をインプリメントしてい
ません。列をいったん削除してから、再び追加してください。

ICCDF08E

自動採番属性をインプリメントするデータ・カラムは適切にトランスフォームされる必要があります。

ICCDI01F

（DB2 z/OS）ロック サイズが ROW の場合、索引はタイプ 2 でなければなりません。

ICCDI02F

（Oracle）索引スペースのテーブルスペースのデータベースは、索引のテーブルのテーブルスペースのデータベースと同
じでなければなりません。

ICCDI03E

（DB2 z/OS）索引は TYPE 1 にできません。

ICCDI04E

（Oracle）索引が一時テーブル内に存在していない可能性があります。
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ICCDI05E

（Oracle）ビットマップ索引に、一意の索引としてのフラグが立つこともありません。

ICCDI06E

（Oracle）ビットマップ索引に、逆引き索引としてのフラグが立つこともありません。

ICCDL01E

対話フローには、最低１つの「フロー・オン」エグジット・ステートが必要です。

ICCDL02E

「リンク型」対話フローには、最低１つの「リターン・オン」エグジット・ステートが必要です。リターンなしには、リ
ンクは完成しません。

ICCDL03E

「先表示型」の対話フローは、オンラインでのフローができません。画面のないプロシージャ・ステップです。表示する
画面なしに、「先表示型」を使うと、実行時エラーが発生する場合があります。画面を持ったプロシージャ・ステップに
フローするか、対話フローを変更して「先表示型」を使わないようにしてください。

ICCDL04E

対話フローにある「リターン・オン」エグジット・ステートが 8 個を越えています。8 個以下になるまで、この「リター
ン・オン」エグジット・ステートを削除してください。

ICCDL05E

対話フローは、必須インポート・ビューのビュー・マッチを提供していません。

ICCDL06W

対話フローが、パッケージングされていないプロシージャ・ステップへフローしています。

ICCDL07E

対話フローはサーバ・プロシージャから非サーバ・プロシージャへフローします。

ICCDR01E

（DB2 z/OS）データ・ストアは、VCATか、省略時のストレージ・グループが指定されていないときに指定されるスト
レージ・グループの、いずれかを持たなければなりません。
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ICCDR02F

（DB2 z/OS）データ・ストアには、少なくとも 1 つのデータ・セットが必要です。CA Gen の内部エラーです。テクニ
カル・サポートにお問い合わせください。

ICCDR03E

（DB2 z/OS）データ・ストアには、少なくとも 1 つのテーブルまたは索引が必要です。これは、完全性に関するテスト
です。

ICCDR04W

（DB2 z/OS）非区分（または単一区分）テーブルスペースが、区分索引によって参照されています。

ICCDR05F

（DB2 z/OS）最後の 1 つを除くすべての区分は値を制限する必要があります。

ICCDS01E

（DB2 z/OS）VCAT が指定された場合、データ・セットの 1 次数量は 0 より大きい必要があります。

ICCDS02E

区分の１つ以上の物理特性（初期量、増分量、またはVCAT）が、テクニカル設計のテーブルスペース/索引スペースの省
略時ダイアグラムから指定されていないか、区分に対して明示的に定義されていません。

このエラーを修正するには、区分を含むテーブルスペースまたは索引スペースの特性を詳細化するか、欠落している物理
特性（初期量、増分量、またはVCAT）を指定してください。次に、プッシュ・ボタン［省略時解釈として使う］を選択
することにより、それらの値を省略時解釈値としてください。すると、各区分は、それらの物理特性を継承します。

特定の区分を選択し、その特性を変更して、その区分だけ別の物理特性を指定することができます。詳細は、個々のヘル
プをご覧ください。

（DB2 z/OS）では、関連するテーブルスペースに［省略時解釈として使わない］が選択されている場合、区分データ・
セットは［省略時解釈として使う］を選択する必要があります。

ICCDS03S

１次容量は、データセット・テーブルスペースのための１次スペース割り振りです。４Kページ（BP0～BP49）の場合、
最大初期量は1048576ページです。単位は、［単位］ドロップダウン・リストを使って、ページ、トラック、シリンダの
いずれかを選択できます。32Kページ（BP32K～BP32K9）の場合は、最大スペース割り当ては、131072ページです。シ
リンダおよびトラック単位の場合は、空間割り振りの最大値はそれぞれ5950シリンダと93207トラックです。

２次容量は、データセット・テーブルスペースのための２次スペース割り振りです。単位は、［単位］ドロップダウン・
リストを使って、ページ、トラック、シリンダのいずれかを選択できます。4Kページ（BP0～BP49）の場合は、最大ス
ペース割り当ては、32767ページです。32Kページ（BP32K～BP32K9）の場合は、最大スペース割り当ては、1024ペー
ジです。シリンダおよびトラック単位の場合は、最大スペース割り当てはそれぞれ 186 シリンダと 2913 トラックです。
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ICCDT01F

（DB2 z/OS）区分テーブルスペースは、テーブルを 1 つのみ持つことができます。

ICCDT02F

（DB2 z/OS）ロック・サイズが TABLE の場合は、テーブルスペースのセグメント・サイズを 0 より大きくする必要が
あります。

ICCDT05F

（DB2 UDB）テーブルスペースは、データベースに１回だけ関連づけできます（システム・カタログ、ユーザ・テーブ
ルスペース、または一時テーブルスペースとして）。

ICCDT06F

（DB2 UDB）テーブルスペースには、最低１つのUDB記憶ロケーションがなければなりません。

ICCDT07W

（DB2 UDB）テーブルスペースには、Windows 記憶ロケーションは １ つもありませんが、最低 １ つの UNIX 記憶ロ
ケーションがあります。

ICCDT08W

（DB2 UDB）テーブルスペースには、UNIX 記憶ロケーションは１つもありませんが、最低 １ つの Windows 記憶ロ
ケーションがあります。

ICCDT09F

（DB2 UDB）この記憶ロケーションは、ディレクトリ・タイプでなければなりません（テーブルスペースを管理してい
るのがシステムである場合）。

ICCDT10F

（DB2 UDB）この記憶ロケーションは、ディレクトリ・タイプでなければなりません（テーブルスペースを管理してい
るのがシステムである場合）。

ICCDT11F

（DB2 UDB）この記憶ロケーションは、ファイル・タイプでなければなりません（テーブルスペースを管理しているの
がデータベースである場合）。

ICCDT12F

（DB2 UDB）この記憶ロケーションは、ファイル・タイプかデバイス・タイプでなければなりません（テーブルスペー
スを管理しているのがデータベースである場合）。
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ICCDT13F

（DB2 UDB）このテーブルスペースは、データベースが管理しなければなりません（テーブルスペース・タイプがロン
グである場合）。

ICCDT14F

（DB2 UDB）このテーブルスペースには、レコードを１つも保管できません（テーブルスペース・タイプがロングであ
る場合）。

ICCDT15F

（DB2 UDB）このテーブルスペースには、レコードを１つも保管できません（テーブルスペース・タイプがテンポラリ
である場合）。

ICCDT16F

（Oracle）このテーブルスペースに関連するデータ・ファイルが最低１つなければなりません。

ICCDT17S

（Oracle）テーブルスペースをオンラインにしないかぎり、どのテーブルも索引も作成できません。

ICCDT22E

（DB2 UDB）データベースのシステム・カタログとして使われるテーブルスペースは、レギュラーでなければなりませ
ん。

ICCDT23E

（DB2 UDB）データベースのユーザ・テーブルスペースとして使われるテーブルスペースは、レギュラーでなければな
りません。

ICCDT24E

（DB2 UDB）データベースのテンポラリ・カタログとして使われるテーブルスペースは、テンポラリでなければなりま
せん。

ICCDT25E

（DB2 UDB）システム・カタログ・テーブルスペース内にテーブルがあってはなりません。

ICCDT26E

（DB2 UDB）テンポラリ・カタログ・テーブルスペース内にテーブルがあってはなりません。
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ICCDT27E

（DB2 UDB）データベース・ユーザ・テーブルスペース内にテーブルがあってはなりません。

ICCDT28E

（DB2 UDB）システム・カタログ・テーブルスペースは、索引テーブルスペースとして、いかなるレコードにも関連づ
けてはなりません。

ICCDT29E

（DB2 UDB）データベース・ユーザ・テーブルスペースとして使うテーブルスペースは、レコードの索引テーブルス
ペースとして使ってはなりません。

ICCDT30E

（DB2 z/OS）テーブルスペースの VCAT がブランクで、ストレージ・グループが <NONE> である場合、データベース
のストレージ・グループを <NONE> にできません。

ICCDT31E

（Oracle）このテーブルスペースには、レコードも索引も保管できません（テーブルスペース・タイプがテンポラリであ
る場合）。

ICCDU01E

期間は数値で設定してください。

ICCDV01E

使われているアクション・ブロック内の、非常駐で変更可能なビューが正しくマッチしていません。

ICCDV02E

使われているアクション・ブロック内の、常駐でインポートのみのビューが正しくマッチしていません。

ICCDV03E

使われているアクション・ブロック内の、常駐で変更可能なビューが正しくマッチしていません。

ICCDV04E

使われているアクション・ブロック内の、常駐でインポートのみのビューが正しくマッチしていません。

ICCDV05E

使われているアクション・ブロック内の、常駐で変更可能なビューが正しくマッチしていません。
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ICCDV06E

マッチしたグループ・ビューは、エンティティ・ビュー構造とカージナリティが同じでなければなりません。ビュー・
マッチングによってマッチしたグループ・ビューの、エンティティ・ビューまたはカージナリティが異なっています。

ICCDV07E

対話フローによってマッチしたビューは、カージナリティが同じでなければなりません。対話フローによってマッチした
２つのビューのカージナリティが異なっています。

ICCDV08E

アクション・ブロックによってマッチしたインポート・ビューは、カージナリティが同じでなければなりません。
ビュー・メンテナンスによってマッチした ２ つのビューのカージナリティが異なっています。

ICCDV09E

アクション・ブロックにマッチさせたエクスポート・ビューは、同じカージナリティを持っていなければなりません。
ビュー・メンテナンスによってマッチした ２ つのビューのカージナリティが異なっています。

ICCDV10W

マッチしたエンティティ・ビューには、最低１つの共通した属性ビューがなければなりません。マッチしたエンティ
ティ・ビュー間で任意のデータの受け渡しを行なうには、最低１つの共通した属性ビューがなければなりません。そうで
ないと、マッチする必要がありません。

ICCDV11W

インポートとして提供されるビューには、受け取り側のアクション・ブロックが必要とするすべての属性ビューがなけれ
ばなりません。

ICCDV12E

同じ反復グループ・ビュー内では、ビュー・マッチングは一切不可 反復グループ・ビュー内のビューは、対話フローや
USEステートメントにおいてマッチングされる必要はありません。マッチングは、上位レベルの反復グループ・ビュー
に関して必要です。

ICCDV13E

使われているアクション・ブロック内の反復グループ・ビューでは、インポート・ビューのマッチングは一切できませ
ん。反復グループ・ビュー内のビューは、対話フローやUSEステートメントにおいてマッチングされる必要はありませ
ん。マッチングは、上位レベルの反復グループ・ビューに関して必要です。

ICCDV14E

使われているアクション・ブロック内の反復グループ・ビューでは、エクスポート・ビューのマッチングは一切できませ
ん。反復グループ・ビュー内のビューは、対話フローやUSEステートメントにおいてマッチングされる必要はありませ
ん。マッチングは、上位レベルの反復グループ・ビューに関して必要です。
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ICCDV15E

使われている関数のパラメータがテキストの場合は、テキストのドメイン式が必要です。指定されている関数には、テキ
スト値が必要です。テキストではない式が提供されています。

ICCDV16E

使われている関数のパラメータが数値の場合は、数値のドメイン式が必要です。指定されている関数には、数の値が必要
です。数値ではない式が提供されています。

ICCDV17E

使われている関数のパラメータが日付の場合は、日付のドメイン式が必要です。指定されている関数には、日付の値が必
要です。日付ではない式が提供されています。

ICCDV18E

使われている関数のパラメータが時間の場合は、時間のドメイン式が必要です。指定されている関数には、時間の値が必
要です。時間ではない式が提供されています。

ICCDV19E

使われているアクション・ブロック内のエンティティ・タイプの常駐インポート・ビューがスーパータイプ・ビューと
マッチしています。

ICCDV20W

使われているかフロー先のアクション・ブロック内のサブタイプの非常駐ビューがスーパータイプとマッチしています。

ICCDV21W

使われているかフロー先のアクション・ブロック内のタイプの非常駐エクスポート・ビューがサブタイプとマッチしてい
ます。

ICCDV22E

マッチしたエンティティは、エンティティ階層による相互関係はもうありません。

ICCDV23W

マッチングされたビュー同士は、NULL可能設定が同じでなければなりません。

ICCDV24E

属性ビューをNULL可能にする場合、呼び出される外部アクション・ブロックには［MISSINGフラグを生成］を設定する
必要があります。
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ICCDX01E

この言語テキスト文字列は、対応する言語テキスト文字列のない省略時の言語のコマンド名とマッチしています。

メッセージ ICCEC01E - ICCGV15E
ICCEC01E から ICCGV15E への一貫性検査メッセージを以下に示します。

ICCEC01E

CREATEステートメントでは、ビューがエンティティ・アクション・ビューか常駐ビューであることが必要です。

ICCEC02E

CREATEステートメントでは、インポート・ビューが入出力の両方で使われることが必要です。

ICCEC03W

CREATEステートメントでは、各必須属性について、値を設定するか、省略値を定義する必要があります。

ICCEC04E

READ によってエンティティ・ビューの値が読み取られていない場合、CREATE ステートメントには基本属性、または
設計属性のビューを設定する必要があります。下記の３通りの方法があります。

エンティティ・ビューにREADステートメントを追加する。

属性に対してSETアクションを作成する。

データ・モデル内の属性に対して、省略値を設定する。

ICCEC05E

常駐する、識別メンバシップはすべて、CREATEステートメント内で関連づける必要があります。

ICCEC06E

常駐しない、必須のメンバシップはすべて、CREATEステートメントに関連づける必要があります。ICCEC07W

ICCED01E

DELETEステートメントでは、ビューがエンティティ・アクション・ビューか常駐ビューであることが必要です。

ICCED02E

DELETEステートメントでは、インポート・ビューが入出力の両方で使われることが必要です。

 71



 CA Gen - 86JP - Japanese - Japan

ICCED03E

削除の対象となるビューは、読取または作成を適切に行なってください。READアクションまたはCREATEアクションに
よる、ビューの読取または作成が行なわれていません。

ICCED04E

削除の対象となるビューは、正しく読み取られ、ロックされる必要があります。READアクションまたはCREATEアク
ションによる、ビューの読取または作成が行なわれていません。

ICCEN47W (JDBC)

同じ SUMMARIZE ステートメント内に、DISTINCT 集約関数を参照する 2 つ以上の PLACING 節があります。すべての
DBMS がこのステートメントをサポートするとは限りません。

ICCEN48W (ODBC/ADO.NET)

同じ SUMMARIZE ステートメント内に、DISTINCT 集約関数を参照する 2 つ以上の PLACING 節があります。すべての
DBMS がこのステートメントをサポートするとは限りません。

ICCEN49E

BLOB 属性は、WHERE 節以外のいかなる節でも使用されない可能性があります。

ICCEF01W

<CREATE> の期待効果を、アクション図内の実際の効果と一致させる必要があります。基本プロセスの期待効果は
CREATEです。言い換えると、プロセスは、エンティティ・オカレンスを作成します。プロセス（およびそのアクショ
ン・ブロック）のアクション図に、エンティティ・タイプまたはサブタイプの CREATE ステートメントが含まれていま
せん。

AHDの基本プロセスの期待効果を削除するか、プロセス・アクション図にステートメントを追加してください。

ICCEF02W

<DELETE> の期待効果を、アクション図内の実際の効果と一致させる必要があります。基本プロセスの期待効果は
DELETE です。つまり、プロセスがエンティティ・オカレンスを削除することが期待されています。プロセス（および
そのアクション・ブロック）のアクション図に、エンティティ・タイプまたはサブタイプの DELETE ステートメントが
含まれていません。

AHDの基本プロセスの期待効果を削除するか、プロセス・アクション図にステートメントを追加してください。

ICCEF03W

<READ> の期待効果を、アクション図内の実際の効果と一致させる必要があります。基本プロセスの期待効果は READ
です。つまり、プロセスがエンティティ・オカレンスを読み取ることが期待されています。プロセス（およびそのアク
ション・ブロック）のアクション図に、エンティティ・タイプまたはサブタイプの READ ステートメントが含まれてい
ません。

AHDの基本プロセスの期待効果を削除するか、プロセス・アクション図にステートメントを追加してください。
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ICCEF04W

<UPDATE> の期待効果を、アクション図内の実際の効果と一致させる必要があります。基本プロセスの期待効果は
UPDATE です。言い換えると、プロセスは、エンティティ・オカレンスを更新します。プロセス（およびそのアクショ
ン・ブロック）のアクション図に、エンティティ・タイプまたはサブタイプの DELETE ステートメントが含まれていま
せん。

AHDの基本プロセスの期待効果を削除するか、プロセス・アクション図にステートメントを追加してください。

ICCEI01S

オペレーション・ライブラリまたは z/OS ライブラリには、少なくとも 1 つのアクション・ブロックを関連付ける必要が
あります。

ICCEI02S

ロード・モジュールには、最低１つの、関連するプロシージャ・ステップがなければなりません。

ICCEI03E

OS2 は生成がサポートされていないオペレーティング・システムです。

ICCEI04E

VMS は生成がサポートされていないオペレーティング・システムです。

ICCEI05E

GUARDIAN は生成がサポートされていないオペレーティング・システムです。

ICCEI06E

DOS は生成がサポートされていないオペレーティング・システムです。

ICCEI07E

NT は生成がサポートされていないオペレーティング・システムです。

ICCEI08E

WIN95 は生成がサポートされていないオペレーティング・システムです。

ICCEI09E

WIN95/98 は生成がサポートされていないオペレーティング・システムです。
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ICCEI10E

NT/2000 は生成がサポートされていないオペレーティング・システムです。

ICCEI11E

ADA は生成がサポートされていない言語です。

ICCEI12E

C++ は生成がサポートされていない言語です。

ICCEI13E

DCE は生成がサポートされていない通信タイプです。

ICCEI14E

Ingres は生成がサポートされていない DBMS です。

ICCEI15E

Informix は生成がサポートされていない DBMS です。

ICCEI16E

Rdb は生成がサポートされていない DBMS です。

ICCEI17E

SQLDS は生成がサポートされていない DBMS です。

ICCEI19E

Sybase は生成がサポートされていない DBMS です。

ICCEI20E

XDB は生成がサポートされていない DBMS です。

ICCEI21E

DB2/NT は生成がサポートされていない DBMS です。

ICCEI22E

MOTIF は生成がサポートされていない TP モニタです。
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ICCEI23E

ACMS は生成がサポートされていない TP モニタです。

ICCEI25E

Windows NT および Windows 2000 は生成がサポートされていない TP モニタです。

ICCEI26E

IEFTE は生成がサポートされていない TP モニタです。

ICCEI27E

DECFORMS は生成がサポートされていない TP モニタです。

ICCEI28E

MTS は生成がサポートされていない TP モニタです。

ICCEI29E

ENCINA は生成がサポートされていない TP モニタです。

ICCEI30E

UNIX オペレーティング・システムと COBOL 言語の組み合わせでは生成ができません。

ICCEN01E

READステートメントでは、ビューがエンティティ・アクション・ビューか常駐ビューであることが必要です。

ICCEN02E

READステートメントでは、インポート・ビューが入出力の両方で使われることが必要です。

ICCEN03E

読取中のビュー内の誘導属性は、WHERE節では使えません。

READステートメントには、読取対象のエンティティ・ビューの誘導属性を指定するWITH節が含まれています。これは
一時的な制限です。

ICCEN04E

誘導属性は、SORTED BY節では使えません。READ EACHステートメントには、反復読取の対象のエンティティ・
ビューの誘導属性を指定するSORTED BY節が含まれています。これは一時的な制限です。
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ICCEN06E

WHERE式で使われる現在の常駐ビューは、適切に読取または作成を行なう必要があります。READアクションまたは
CREATEアクションによる、ビューの読取または作成が行なわれていません。

ICCEN08E

WHERE式で使われる現在の常駐ビューは、適切に読取または作成を行なう必要があります。READアクションまたは
CREATEアクションによる、ビューの読取または作成が行なわれていません。

ICCEN09E

関係修飾においてCURRENTと共に使われる非常駐のインポート・ビューは、誘導アルゴリズム内でのみ使えます。

ICCEN10E

オペランドのドメインが一致しなければなりません。

条件式内の２つのオペランドのドメインが一致していません。たとえば、演算でテキスト・ドメインのオペランドと数値
ドメインのオペランド、日付ドメインのオペランドと時刻ドメインのオペランドが比較される場合があります。

ICCEN11E

PLACING節内の総計関数の引数は、SUMMARIZEステートメントの読取リストで使われる、最低１つのエンティティ・
ビューへの参照を含んでいなければなりません。

ICCEN12E

PLACING節内の総計関数の引数は、SUMMARIZEステートメントの読取リストで使われるエンティティ・アクション・
ビューまたは常駐ビューか、CURRENTとして指定されなければなりません。

ICCEN13E

総計関数の引数で使われる誘導属性は、CURRENTとして指定されなければなりません。

ICCEN14E

総計関数（AVGとSUM）の引数は、数値でなければなりません。

ICCEN15E

PLACING節で使われる総計関数の処理対象は、修正可能な非常駐属性ビューでなければなりません。

ICCEN16E

PLACING節で使われる総計関数（AVG、COUNT、またはSUM）の処理対象は、数値属性ビューでなければなりませ
ん。
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ICCEN17E

総計関数（COUNT）の処理対象は、小数点の左に小数部があってはなりません。

ICCEN18W

目標属性ビュー（COUNT以外の数値総計関数の）が、関数の引数で使われる式の１つより小数位（小数点の右）が少な
くなっています。

ICCEN19W

目標属性ビュー（COUNT以外の数値総計関数の）が、関数の引数で使われる式の１つより小数位（小数点の左）が少な
くなっています。

ICCEN20E

WITH THE SAME 節で使用されているエンティティ・アクション・ビューは、SUMMARIZE EACH ステートメントの読
み取りリストにも使用する必要があります。

ICCEN21E

WITH THE SAME 節で使用されている属性は、SUMMARIZE EACH ステートメントの PLACING 節にも使用する必要が
あります。

ICCEN22E

PLACING節による配置に使われる属性ビューは、SUMMARIZE EACHステートメントのWITH THE SAME節でも使われ
なければなりません。

ICCEN23E

PLACING節で使われる総計関数の処理対象または共通属性値は、修正可能な、非常駐属性ビューでなければなりませ
ん。

ICCEN24E

PLACING 節内の GROUP 集約関数の引数は、SUMMARIZE EACH ステートメントの読み取りリストで使用されるエン
ティティ・ビューへの参照を、少なくとも 1 つ含んでいる必要があります。

ICCEN25E

PLACING 節内の GROUP 集約関数の引数は、SUMMARIZE EACH ステートメントの読み取りリストで使用されている
エンティティ・アクション・ビューまたは常駐ビューであるか、CURRENT として指定する必要があります。

ICCEN26E

SORTED BY 節で使用されている属性ビューまたは総計関数は、SUMMARIZE EACH ステートメントの PLACING 節に
も使用する必要があります。
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ICCEN28E

誘導属性は、SUMMARIZE EACH ステートメントの WITH THE SAME 節では使用できません。

ICCEN29E

（ORACLE）LONGフィールドとしてインプリメントされている属性は、READステートメントのWHERE節では使えま
せん。

ICCEN30W

目標属性ビュー（文字総計関数の）が、関数の引数として使われる文字ビューよりも短くなっています。

ICCEN31W

総計関数COUNT（OCCURRENCES）の目標属性ビューの整数部（小数点の左）が、関数の引数となっているエンティ
ティ タイプの１つの最大カージナリティより少なくなっています。

ICCEN32W

（DB2 z/OS）同じ SUMMARIZE ステートメント内の 1 つの PLACING 節のみ、DISTINCT 集約関数を参照できます。

ICCEN34W

（DB2 UDB）同じSUMMARIZEステートメント内の１つのPLACING節だけが、DISTINCT総計関数を参照できます。

ICCEN35W

（SQL/MP）同じSUMMARIZEステートメント内の１つのPLACING節だけが、DISTINCT総計関数を参照できます。

ICCEN45W

このアクション図は互換性（非 DLL）がマークされています。このアクション図には、ダイナミック・リンク・オプ
ションが［はい］または［いいえ］のどちらかにマークされている誘導アルゴリズムの呼び出しが含まれています。

呼び出される誘導アルゴリズム・アクション図のダイナミック・リンク・オプションが［はい］にマークされている場
合、z/OS を目標にして、互換性がマークされているモジュールを処理すると、ジェネレータ・エラーが発生します。z/
OS を目標にして、互換性がマークされているモジュールを処理しない場合、非互換性の誘導アルゴリズム・アクション
図を構築できません。

呼び出される誘導アルゴリズム・アクション図のダイナミック・リンク・オプションが［いいえ］にマークされている場
合、z/OS を目標にして、互換性がマークされているモジュールを処理すると、非互換性の誘導アルゴリズム・アクショ
ン図を再度インストールする必要があります。 z/OS を目標にして、互換性がマークされているモジュールを処理しない
場合、非互換性の誘導アルゴリズム・アクション図を構築できません。

NOTE
注： プロシージャ・ステップまたはアクション・ブロックは、構築/パッケージングの［特性］ダイアログ・
ボックスを使用して、明示的に互換性をマークすることができます。また、ビジネス・システムの MVS 環境の
［特性］ダイアログ・ボックスを使用して、黙示的にマークすることができます。［特性］ダイアログ・ボッ
クスのダイナミック・リンク・オプションが［省略時解釈］に設定されている場合、値はビジネス・システム
内で確立している省略時解釈の設定によって決定されます。
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ICCEN46W

このアクション図は z/OS ライブラリ内にあり、ダイナミック・リンク・オプションが［省略時解釈］、または互換性に
マークされている誘導アルゴリズムを明示的に呼び出す誘導属性を参照しています。互換性モジュールは、z/OS ライブ
ラリ内のアクション図による動的な呼び出しに適していません。

NOTE
注： アクション・ブロックは、構築/パッケージングの［特性］ダイアログ・ボックスを使用して、明示的に互
換性をマークすることができます。また、ビジネス・システムの MVS 環境の［特性］ダイアログ・ボックスを
使用して、黙示的にマークすることができます。［特性］ダイアログ・ボックスのダイナミック・リンク・オ
プションが［省略時解釈］に設定されている場合、値はビジネス・システム内で確立している省略時解釈の設
定によって決定されます。

ICCEN47W

（JDBC）同じ SUMMARIZE ステートメント内に、DISTINCT 集約関数を参照する 2 つ以上の PLACING 節がありま
す。すべての DBMS がこのステートメントをサポートするとは限りません。

ICCEP01E

識別子をインプリメントする索引は、識別子とマッチしなければなりません。索引の作成後、テーブルがインプリメント
してるエンティティ・タイプの識別子に変更がありました。テーブルの索引は、もう識別子とマッチしていません。リト
ランスフォーメーションを実行してください。

ICCEP03E

リンク・テーブル上の索引は、一意でなければなりません。リンク・テーブルは、各行あたり１つの対を表しています。
対の重複はできません。リンク・テーブルを削除し、関係を再びインプリメントしてください。

ICCEP04E

リンク・テーブル上の索引は、リンク・テーブル内のすべての列を含まなければなりません。リンク・テーブルは、外部
キーを使って対を定義します。リンク・テーブルを削除し、関係を再びインプリメントしてください。

ICCEP05E

関係にもなる索引は、正しくインプリメントされていません。

インプリメンテーションには、インプリメントされた制約内の外部キー列がすべて含まれなければなりません。TD が構
築された後にデータ・モデルが変更されたか、外部キー列が索引から削除されました。索引に列を追加するか、リトラン
スフォーメーションを実行してください。

ICCEP07E

索引が多対多の関係をインプリメントする場合、索引はリンク・テーブル上になければなりません。

ICCEP08E

基本キーとしてマーキングされている索引は、エンティティ・タイプの識別子をインプリメントしなければなりません。
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ICCEP09E

基本キーに指定できるのは、１つのテーブルにつき１つの索引だけです。

ICCEP10W

（DB2 z/OS）区分された索引では、索引スペースに複数のデータ・セットを含めなければなりません（現在設定されて
いる索引スペースは1つだけ）。

ICCEP11F

（DB2 z/OS）非区分索引では、索引スペースに含まれるデータ・セットは 1 つのみでもかまいません。

ICCEP12F

（DB2 z/OS）最後の 1 つを除くすべての区分は値を制限する必要があります。

ICCEP13E

（SQL/MP）ヌル可能列を含む一意の索引はサポートされない場合があります。

ICCEP14E

（SQL/MX）ヌル可能列を含む一意の索引はサポートされない場合があります。

ICCEP14S

（DB2 z/OS）索引内の列が 16 より多いか、索引内の属性の長さの合計が最大値を超えています。

ICCEP15W

索引は基本キーとしてマーキングされていますが、エンティティ・タイプの基本識別子をインプリメントしていません。

ICCEP16S

エンティティ・タイプの基本識別子をインプリメントする索引は、基本キーとしてマーキングしなければなりません。

ICCEP17S

（ORACLE）索引には、最低１列、最大16列なければなりません。

ICCEP18S

（DB2 UDB）索引には、最低１列、最大16列なければなりません。

 80



 CA Gen - 86JP - Japanese - Japan

ICCEP20S

（Microsoft SQL）索引には、最低1列、最大16列なければなりません。

ICCEP23S

（DB2 z/OS）索引には少なくとも 1 つ、最大で 64 の列が必要です。

ICCEP25S

（DB2 UDB）索引内の列数が16より多いか、索引内の列の属性の長さの合計が255を越えています。

ICCEP29S

（Microsoft SQL）索引内の列数が16より多いか、索引内の列の属性の長さの合計が256を越えています。

ICCEP31S

（SQL/MP）概算された索引の長さは 254 を超えています。

ICCEP32S

（SQL/MX）索引の長さが概算で 2048 を超えています。

ICCEP32W

（DB2 UDB）索引は基本キーとしてマークされ、降順にソートされた列を含んでいます。DBMSは降順並べ替えをサ
ポートしていませんので、列は昇順に並べられているものとして扱われます。

ICCEP33W

(Oracle）索引は基本キーとしてマーキングされ、降順に並べ替えられたいくつかの列を含んでいます。DBMSは降順並
べ替えをサポートしていませんので、列は昇順に並べられているものとして扱われます。

ICCEP34W

（SQL/MP）索引は基本キーとしてマークされ、降順にソートされた列を含んでいます。DBMSは降順並べ替えをサポー
トしていませんので、列は昇順に並べられているものとして扱われます。

ICCEP37E

BLOB は索引でない可能性があります。

ICCES01S

１つのテーブルで各エンティティをインプリメントしなければなりません。エンティティ・タイプを２回インプリメント
したり、２つのテーブルに分割することはできません。これは一時的な制限です。
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ICCES02E

サブタイプには名前が必要です。サブタイプに名前を割り当ててください。

ICCES03W

サブタイプの最大オカレンス数を定義する必要があります。最大数が平均数より大きく、平均数が最小数より大きくなる
ようにしてください。平均数とは、通常のオカレンス数です。算術平均である必要はありません。この警告は、完全を期
するためだけのものであり、一貫性を欠いてはいません。

ICCES04W

サブタイプには 0 よりも大きいオカレンスの平均数が必要です。エンティティ・タイプまたはサブタイプの通常のオカ
レンス数を見積もってください。その数を平均フィールドに入力してください。平均数とは、通常のオカレンス数です。
算術平均である必要はありません。この警告は、完全を期するためだけのものであり、一貫性を欠いてはいません。

ICCES05W

サブタイプのオカレンス数の見積もりで、最小数が平均数より小さく、平均数が最大値より小さくなるようにする必要が
あります。最大数が平均数より大きく、平均数が最小数より大きくなるようにしてください。平均数とは、通常のオカレ
ンス数です。算術平均である必要はありません。

ICCES06E

サブタイプを許容値で分類する必要があります。許容値リストに値を追加し、区分に分類属性を追加してください。

ICCES07E

最下位レベルのサブタイプは、最低１つの識別子を所有するか、継承しなければなりません。親エンティティ・タイプに
識別子がある場合、サブタイプはそれを継承します。エンティティ・タイプのコードとDDLの生成では、識別子が必要で
す。

ICCES08E

サブタイプは、最低１つの属性、メンバシップを所有または継承するか、ライフ・サイクル区分中のサブタイプでなけれ
ばなりません。サブタイプが必要なのは、親の定義に新しいプレディケートを追加するか、ライフ・サイクルを詳細化す
る場合です。

ICCES09E

サブタイプは、最低１つの属性と２つの関係を持つか、ライフ・サイクル区分中にあることが必要です。

ICCES10E

ライフ・サイクル区分中のサブタイプは、非ライフ・サイクル区分を持つことができません。ライフ・サイクル区分中の
各サブタイプは、ライフ・サイクルの１つの状態です。サブタイプがサブタイプを持つ場合は、それらはサブ移行でなけ
ればなりません。
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ICCES11E

サブタイプ識別子は、すべて基本としてマーキングされるべきではありません。

ICCES12W

状態に、非基本プロセスに関連づけられる移行があってはなりません。

ICCES13E

エンティティ・ビューによって表示されるライフ・サイクルの状態には、分類値がなければなりません。

ICCES14W

ビジネス・オブジェクト・タイプのサブタイプは、それ自体ビジネス・オブジェクト・タイプでなければなりません。

ICCES15W

ビジネス・オブジェクト・タイプとして登録されたサブタイプは、サブタイプの親がTRANSATION OPERATIONを持た
ないかぎり、TRANSATION OPERATIONを最低１つ持たなければなりません。

ICCES16E

サブタイプは、その親と同じタイプとして定義しなければなりません。

ICCET01E

各識別子には、１つの属性、１つの１対１関係、または２つの１対多関係を含めなければなりません。識別子をすべてメ
ンバシップで構成することもできます。

ICCET02W

各識別子に、254文字を越える属性を指定できない場合があります。これは、今後のDBMSインプリメンテーションに有
効な制約です。

ICCET03E

エンティティ・タイプが持てる状態区分は１つだけです。サブタイプがある場合、ライフ・サイクル区分になれる区分は
１つだけです。

ICCET05E

各網羅区分は、分類属性の値をすべて「使用」しなければなりません。網羅とは、エンティティ・タイプのオカレンスが
すべて明らかにされているという意味です。エンティティ・タイプの各オカレンスは、区分内のサブタイプの１つのオカ
レンスでもあります。まだ使われていない値があれば、オカレンスはすべて明らかになっていません。サブタイプを追加
して分類属性の未使用の値を使うか、値を削除するか、網羅以外の区分に変更してください。

サブタイプと許容値の数が同じだが、割り当てられているのが分類値の一部（すべてではない）だけの場合も、このエ
ラーが発生します。

 83



 CA Gen - 86JP - Japanese - Japan

ICCET06E

各ライフ・サイクル区分を網羅しなければなりません。ライフ・サイクルの全段階を明らかにする必要があります。必要
に応じて、サブタイプを追加して、ライフ・サイクルの全段階を明らかにしてください。

ICCET07E

各区分は、分類属性によって定義する必要があります。

ICCET08E

各区分の分類属性は、親エンティティ・タイプの属性でなければなりません。親エンティティ・タイプが細分化の対象に
なります。親エンティティ・タイプの属性の１つが、細分化の基本となり、分類属性となります。

ICCET09F

各エンティティは、最大１つのテーブルによってインプリメントされます。エンティティ・タイプを２回インプリメント
したり、２つのテーブルに分割することはできません。

ICCET11E

識別子に BLOB 属性を含めることはできません。

ICCET12E

区分の分類属性を BLOB 属性にできません。

ICCEU01E

添字の参照は、反復グループ・ビューに対してのみ可能です。

ICCEV01E

1 つのエンティティ・ビューには、少なくとも 1 つのプレディケート・ビューが必要です。このエラーを解決するには、
最低１つの属性ビューかメンバシップを追加してください。

ICCEV02W

各エンティティ・アクション・ビューはアクション・ブロック内で使われていなければならない。このロジックで使われ
ていないアクション・ブロックで指定されたエンティティ・アクション・ビューがあります。この警告は、完全を期する
ためだけのものであり、一貫性を欠いてはいません。

ICCEV04E

コードを生成するために、エンティティ・ビューに最低１つの属性ビューが必要です。これは一時的な制限です。
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ICCEV05E

エンティティ・アクション・ビューで参照された各エンティティ・タイプを、テクニカル設計でインプリメントする必要
があります。アクション・ブロックで参照されているエンティティ・タイプがTD（またはDSL）でインプリメントされ
ていないと、コードを生成できません。

ICCEV07E

誘導アルゴリズムのインポート・ビューは常駐できません。

ICCEV08E

誘導アルゴリズムのエクスポート・ビューは常駐できません。

ICCEV09W

カプセル化エンティティ・タイプの常駐ビューが宣言できるのは、同じエンティティ・タイプ（またはそのサブタイプ/
スーパータイプの１つ）に属するオペレーション内においてのみです。

ICCEV10W

制限つきエンティティ・タイプをCREATEステートメント、UPDATEステートメント、またはDELETEステートメント
の対象にしていいのは、そのステートメントが同じエンティティ・タイプ（またはそのサブタイプ/スーパータイプの１
つ）に属するオペレーション内にある場合だけです。

ICCEV11W

カプセル化エンティティ・タイプをCREATEステートメント、READステートメント、UPDATEステートメント、または
DELETEステートメントの対象にしていいのは、そのステートメントが同じエンティティ・タイプ（またはそのサブタイ
プ/スーパータイプの１つ）に属するオペレーション内にある場合だけです。

ICCEV12E

仮想エンティティ・タイプは常駐ビューを持てません。

ICCEV13W

（CBD）あるタイプが所有し、仕様サブジェクト・エリアに付属するオペレーションが参照できるのは、インポート/エ
クスポート・ビュー内の仕様サブジェクト・エリアのワーク・ビューかワーク属性だけです。

ICCEV14E

ASYNC_REQUESTのすべてのビューに、属性IDがなければなりません。

ICCEX01E

イベントの各オカレンスをアクティビティに関連づける必要があります。アクティビティに関連づけられないかぎり、イ
ベントは依存図中に存在できません。イベントが関連づけられるのは、１つのアクティビティだけです。
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ICCEX02W

外部オブジェクトのそれぞれが、最低１つのアクティビティと関連づけられている必要がある。

ICCEX03W

外部オブジェクトのそれぞれが、最低１つのインポート・ビューまたはエクスポート・ビューを持つ必要がある。外部オ
ブジェクトが依存図で使われる時は、常にアクティビティに関連づける必要があります。

ICCFD02E

インプリメントされたメンバシップに対して、非正規化列を非正規化する必要があります。

ICCFD03E

非正規化列は、同じ属性に対して、対応する基本データ列を持つ必要があります。非正規化列のインプリメント後、基本
データ列が変更または削除されました。

ICCFD04F

非正規化列が正しくインプリメントされていません。テーブルの共通インターフェース・インポートが、無関係な関係に
対して非正規化を定義しようとしました。

ICCFI01E

（DB2 z/OS）この列のフォーマットは、インプリメントされているテキスト属性と一致しません。

ICCFI02E

（DB2 z/OS）数字フォーマット列には、数値属性をインプリメントする必要があります。TDでのトランスフォーメー
ション後、データ・モデルに変更がありました。列を削除し、再び追加する必要があります。

ICCFI03E

（DB2 z/OS）文字フォーマットの列の長さは、インプリメントされた属性と同じ長さである必要があります。TDでのト
ランスフォーメーション後、データ・モデルに変更がありました。列を削除し、再び追加する必要があります。

ICCFI04E

短精度整数の列には、短精度整数の数値属性をインプリメントしなければなりません。TDでのトランスフォーメーショ
ン後、データ・モデルに変更がありました。列を削除し、再び追加する必要があります。

ICCFI05E

整数の列には、長精度整数の数値属性をインプリメントしなければなりません。TDでのトランスフォーメーション後、
データ・モデルに変更がありました。列を削除し、再び追加する必要があります。
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ICCFI06E

パック列には、同精度の文字属性以外の属性をインプリメントしなければなりません。TDでのトランスフォーメーショ
ン後、データ・モデルに変更がありました。列を削除し、再び追加する必要があります。

ICCFI07E

パック列は、18桁より大きな精度は持てません。これは、DB2の制限事項です。列を詳細化し、最大で 18 桁までに精度
を落としてください。属性と列の精度は一致する必要があります。

ICCFI08E

フロート列には、同精度の数値属性をインプリメントしなければなりません。テクニカル設計の作成後、データ・モデル
に変更がありました。列を削除して再インプリメントするか、データ・モデルを通して属性の精度を変更してください。

ICCFI09E

日付属性をインプリメントする列は、10進数でなければなりません（8,0）。テクニカル設計の作成後、データ・モデル
に変更がありました。列を削除し、再び追加する必要があります。

ICCFI10E

時刻属性をインプリメントする列は、10進数でなければなりません（6,0）。テクニカル設計の作成後、データ・モデル
に変更がありました。列を削除し、再び追加する必要があります。

ICCFI12E

（DB2 z/OS）列名の長さが許容値を超えています。

ICCFI13E

文字列フォーマットの列は、テキスト属性をインプリメントしなければなりません。

ICCFI14E

（DB2 z/OS）全角フォーマットの列の長さは、インプリメントされた属性と同じ長さである必要があります。

ICCFI16E

この列の特性をチェックしてください。ドメインにタイム・スタンプを想定している場合、列の長さは20で、小数点以
下はなしでなければなりません。

ICCFI17E

（DB2 z/OS）列のフォーマットが、インプリメントされている属性の可変長の特性と競合しています。一方は固定長、
もう一方は可変長として定義されています。
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ICCFI18E

（DB2 UDB）列名の長さが許容範囲を越えています。

ICCFI21E

（SQL/MP）列名の長さが許容値を超えています。

ICCFI22E

（SQL/MX）列名は許容される長さを超えています。-CHECK-CCFLDLEN 変更は必要ありません。

ICCFI23E

（DB2 UDB）DBCSフォーマットの列の長さは、インプリメントされた属性と同じでなければなりません。

ICCFI24E

（Oracle）DBCSフォーマットの列の長さは、インプリメントされた属性と同じでなければなりません。

ICCFI27E

（Microsoft SQL）DBCSフォーマットの列の長さは、インプリメントされた属性と同じでなければなりません。

ICCFI28E

（SQL/MX） DBCS フォーマットの列の長さは、インプリメントされた属性と同じでなければなりません。

ICCFI29E

（SQL/MP）DBCSフォーマットの列の長さは、インプリメントされた属性と同じでなければなりません。

ICCFI31E

（DB2 UDB）列のフォーマットが、インプリメントしている属性の可変長特性と矛盾しています。一方は固定長、もう
一方は可変長として定義されています。

ICCFI32E

（Oracle）列のフォーマットが、インプリメントしている属性の可変長特性と矛盾しています。一方は固定長、もう一方
は可変長として定義されています。

ICCFI35E

（Microsoft SQL）列のフォーマットが、インプリメントしている属性の可変長特性と矛盾しています。一方は固定長、
もう一方は可変長として定義されています。
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ICCFI36E

（SQL/MX）列のフォーマットが、インプリメントしている属性の可変長特性と矛盾しています。一方は固定長、もう一
方は可変長として定義されています。

ICCFI37E

（SQL/MP）列のフォーマットが、インプリメントしている属性の可変長特性と矛盾しています。一方は固定長、もう一
方は可変長として定義されています。

ICCFI39S

（Oracle）属性に省略値が設定されていないため、［DBMSで省略時解釈値を強制］フラグが無視されます。

ICCFI42S

（Microsoft SQL）属性に省略時解釈値がなく、［DBMSで省略時解釈値を強制］フラグが無視されます。

ICCFI43S

（SQL/MX）属性に省略時解釈値がなく、［DBMSで省略時解釈値を強制］フラグが無視されます。

ICCFI44S

（SQL/MP）属性に省略時解釈値がなく、［DBMSで省略時解釈値を強制］フラグが無視されます。

ICCFI45S

（DB2 z/OS）属性に省略値が設定されていないため、［DBMSで省略時解釈値を強制］フラグが無視されます。

ICCFI50S

（DB2 UDB）属性にデフォルト値がありません。許容値に ０ またはブランクが含まれていることを確認してください。
含まれていないと、［DBMS でデフォルト値を強制］フラグが無視されます。

ICCFI52E

（DB2 UDB）この列のフォーマットがインプリメントされているテキスト属性と一致しません。

ICCFI53E

（Oracle）この列のフォーマットが、インプリメントされているテキスト属性と一致していません。

ICCFI57E

（SQL/MP）この列のフォーマットが、インプリメントされているテキスト属性と一致していません。
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ICCFI58E

（SQL/MX）この列のフォーマットが、インプリメントされているテキスト属性と一致していません。

ICCFI59E

（Microsoft SQL）この列のフォーマットが、インプリメントされているテキスト属性と一致していません。

ICCFI60E

（DB2 UDB）この列のフォーマットが、インプリメントされている数値属性と一致していません。

ICCFI61E

（Oracle）この列のフォーマットが、インプリメントされている数値属性と一致していません。

ICCFI65E

（SQL/MP）この列のフォーマットが、インプリメントされている数値属性と一致していません。

ICCFI66E

（SQL/MX）この列のフォーマットが、インプリメントされている数値属性と一致していません。

ICCFI67E

（Microsoft SQL）この列のフォーマットが、インプリメントされている数値属性と一致していません。

ICCFI68E

（DB2 UDB）文字フォーマットの列の長さは、インプリメントされた属性と同じでなければなりません。

ICCFI69E

（Oracle）文字フォーマットの列の長さは、インプリメントされた属性と同じでなければなりません。

ICCFI73E

（SQL/MP）文字フォーマットの列の長さは、インプリメントされた属性と同じでなければなりません。

ICCFI74E

（SQL/MX）文字フォーマットの列の長さは、インプリメントされた属性と同じでなければなりません。

ICCFI75E

（Microsoft SQL）文字フォーマットの列の長さは、インプリメントされた属性と同じでなければなりません。
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ICCFI85E

この列のフォーマットは、インプリメントされている自動採番属性と一致しません。

ICCFI86E

自動採番属性をインプリメントする列は、小数位を使用できません。

ICCFI87E

自動採番属性をインプリメントする列は、省略できません。

ICCFI88E

（Oracle）列定義の開始値の桁数が多すぎます。

ICCFI89E

（Oracle）列定義の最小値の桁数が多すぎます。

ICCFI90E

（Oracle）列定義の最大値の桁数が多すぎます。

ICCFI91E

（Oracle）最小値は開始値以下である必要があります。

ICCFI92E

（Oracle）開始値は最大値以下である必要があります。

ICCFI93E

（Oracle）最小値は最大値より小さい値である必要があります。

ICCFI94E

（MS/SQL）列定義の開始値の桁数が多すぎます。

ICCFI95E

（MS/SQL）列定義の最小値の桁数が多すぎます。

ICCFI96E

（MS/SQL）列定義の最大値の桁数が多すぎます。
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ICCFI97E

（MS/SQL）最小値は開始値以下である必要があります。

ICCFI98E

（MS/SQL）開始値は最大値以下である必要があります。

ICCFI99E

（MS/SQL）最小値は最大値より小さい値である必要があります。

ICCFI100E

（DB2 z/OS）列定義の開始値の桁数が多すぎます。

ICCFI101E

（DB2 z/OS）列定義の最小値の桁数が多すぎます。

ICCFI102E

（DB2 z/OS）列定義の最大値の桁数が多すぎます。

ICCFI103E

（DB2 z/OS）最小値は開始値以下である必要があります。

ICCFI104E

（DB2 z/OS）開始値は最大値以下である必要があります。

ICCFI105E

（DB2 z/OS）最小値は最大値より小さい値である必要があります。

ICCFI106E

（DB2 UDB）列定義の開始値の桁数が多すぎます。

ICCFI107E

（DB2 UDB）列定義の最小値の桁数が多すぎます。

ICCFI108E

（DB2 UDB）列定義の最大値の桁数が多すぎます。
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ICCFI109E

（DB2 UDB）最小値は開始値以下である必要があります。

ICCFI110E

（DB2 UDB）開始値は最大値以下である必要があります。

ICCFI111E

（DB2 UDB）最小値は最大値より小さい値である必要があります。

ICCFI112E

（SQL/MX）自動採番属性はサポートされていません。

ICCFI113E

（ODBC/ADO.NET）自動採番属性はサポートされていません。

ICCFI114E

（JDBC）自動採番属性はサポートされていません。

ICCFI115E

（SQL/MP）自動採番属性はサポートされていません。

ICCFI116E

（すべての DBMS）この列のフォーマットは、インプリメントされている BLOB 属性と一致しません。

ICCFI117E

BLOB 列は、同じ長さと単位の BLOB 属性をインプリメントする必要があります。

ICCFI118E

（JDBC）この列のフォーマットがインプリメントされているテキスト属性と一致しません。

ICCFI119E

（JDBC）この列のフォーマットが、インプリメントされている数値属性と一致していません。

ICCFI120E

（JDBC）文字フォーマットの列の長さは、インプリメントされた属性と同じでなければなりません。
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ICCFI121E

（JDBC）列名の長さが許容値を超えています。

ICCFI122E

（JDBC） DBCS フォーマットの列の長さは、インプリメントされた属性と同じでなければなりません。

ICCFI123E

（JDBC）列のフォーマットが、インプリメントしている属性の可変長特性と矛盾しています。一方は固定長、もう一方
は可変長として定義されています。

ICCFI125E

（ODBC/ADO.NET）この列のフォーマットがインプリメントされているテキスト属性と一致しません。

ICCFI126E

（ODBC/ADO.NET）この列のフォーマットがインプリメントされている数値属性と一致しません。

ICCFI127E

（ODBC/ADO.NET）文字フォーマットの列の長さは、インプリメントされた属性と同じ長さである必要があります。

ICCFI128E

（ODBC/ADO.NET）列名の長さが許容値を超えています。

ICCFI129E

（ODBC/ADO.NET）DBCS フォーマットの列の長さは、インプリメントされた属性と同じ長さである必要があります。

ICCFI130E

（ODBC/ADO.NET）列のフォーマットが、インプリメントされている属性の可変長の特性と競合しています。一方は固
定長、もう一方は可変長として定義されています。

ICCFK01E

リンク・テーブルの各外部キー列を「Not Null」に指定しなければなりません。テーブルと制約の追加後、エンティティ
に変更がありました。制約を削除し、関係を再び追加してください。

ICCFK02E

外部キー列は、その目標列と同じ属性をインプリメントしなければなりません。制約の定義後、識別子が変更されていま
す。制約（またはテーブル）を削除し、再び追加してください。

 94



 CA Gen - 86JP - Japanese - Japan

ICCFK03E

外部キー列には、識別属性をインプリメントしなければなりません。

ICCFK04E

ハイ・レベルの識別索引で使われている外部キーは、「Not Null」でなければなりません。

ICCFK05E

モデル基本設定［識別されない必須関係に対して NOT NULL を許可］が［オプション］に設定されない限り、Not Null
外部キーは高レベル識別関係を実装する必要があります。

NOTE
注： このモデル基本設定を更新するには、［モデル］-［設定］-［モデル基本設定］をクリックし、［モデル
基本設定］ダイアログ・ボックスで、［識別されない必須関係に対して NOT NULL を許可］を選択します。こ
のこのモデル基本設定は、識別されない関係が変換される必要があるかどうか決定するために使用されます。
デフォルトでは、これらの関係を［ヌル値を許す］列として変換します。この設定を［必須］にすると、NOT
NULL に変換されます。この設定を［オプション］にすると、現在のデフォルト動作が保持されます。

ICCFK06E

識別関係のメンバシップをインプリメントする外部キーは、対応する識別索引内でも使用される必要があります。メン
バシップが識別子として使われる場合は、一意性を強制するために、索引内に外部キー列が必要です。リトランスフォー
メーションを実行してください。

ICCFK07E

識別索引で使われている外部キー列が正しくインプリメントされていません。メンバシップが識別子として使われる場合
は、一意性を強制するために、索引内に外部キー列が必要です。リトランスフォーメーションを実行してください。

ICCFK08W

外部キー列のタイプと長さは、その目標列と同じでなければなりません。異なる場合は、関係づけ（JOIN）に影響しま
す。

ICCFK09W

メンバシップをインプリメントしている外部キーは、索引として使えません。

ICCFK10W

外部キー列は、仮想関係のインプリメントには使えません。

ICCFN01F

ファンクションにローカル・ビューやエンティティ・アクション・データ・ビューを含めることはできません。テクニ
カル・サポートにお問い合わせください。基本プロセスをそれ以外のプロセスに変更すると、システムがローカル・デー
タ・ビューとエンティティ・アクション・データ・ビューを削除します。
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ICCFN02W

ファンクションを、2つ以上のアクティビティに分解してください ルート・ファンクション、従属アクティビティがない
か１つだけの階層内のファンクションは、正しく分解されていません。従属アクティビティを削除するか、別の従属アク
ティビティを追加してください。この警告は、完全を期するためだけのものであり、一貫性を欠いてはいません。

ICCFN03W

ファンクションは、状態遷移と関連づけるべきではありません。

ICCFU01E

ファンクションを使う場合、使うファンクションの必須パラメータをすべて入力しなければなりません。

ICCFU03E

日付番号関数は、ただ１つのパラメータとして１を取るべきではありません。

ICCFV01F

（DB2 z/OS）列の索引値は、区分されたデータ・セットに関連付ける必要があります。

ICCFV02F

（DB2 z/OS）区分値は、対応する索引およびテーブルスペースに適合する必要があります。

ICCFV03F

（DB2 z/OS）索引列が、索引スペースと関連付けられている索引ではなく、別の索引に関連付けられています。

ICCFV04S

（DB2 z/OS）区分値は、属性によって許可される最大値を超えて設定することができません。

ICCGA01E

GET ASYNCステートメントの対象プロシージャ・ステップは、サーバ・マネージャ内にパッケージングする必要があり
ます。

ICCGA02E

インターネット・クライアント、ASP.NET クライアントおよび Web ビュー・クライアントには、GET ASYNC ステー
トメントを含めることができません。

ICCGF01E

反復グループ定義が接続するのは、反復グループ・ビューだけでなければなりません。

 96



 CA Gen - 86JP - Japanese - Japan

ICCGV01E

反復グループ・ビューには、カージナリティが指定されていなければならない。

ICCGV02E

暗黙的に添字づけされた反復グループ・ビューは、明示的に添字づけできません。任意のアクション・ブロック内で、グ
ループ・ビューは暗黙的、明示的のいずれでも添字づけできますが、両方はできません。

ICCGV03E

明示的に添字づけされた反復グループ・ビューは、目標（TARGETING）ビューとして使えません。TARGETING節は暗
黙的な添字づけを呼び出しますが、明示的な添字づけが指定されたグループ・ビューを参照できません。

ICCGV04E

明示的に添字づけされた反復グループ・ビューを、FOR EACHステートメントの対象とすることはできません。FOR
EACHステートメントは、暗黙的な添字づけを呼び出しますが、明示的な添字づけが指定されたグループ・ビューを参照
できません。

ICCGV05E

グループ・ビューをサブ・ビューに分解する必要があります。

ICCGV06E

サブ・グループ・ビューはすべて、親グループ・ビューと同様に、暗黙的または明示的に添字づけする必要があります。
グループ・ビューが暗黙的に添字づけされている場合、その内部のグループ・ビューもすべて暗黙的に添字づけしなけれ
ばなりません。グループ・ビューが明示的に添字づけされている場合、その内部のグループ・ビューもすべて明示的に添
字づけしなければなりません。

ICCGV08E

TARGETING節内で参照されているグループ・ビューは、反復グループ・ビューでなければなりません。

ICCGV09W

明示的に添字づけされた反復グループ・ビューでは、添字を最低１回は設定しなければなりません。明示的に添字づけ
された各反復グループ・ビューでは、アクション図内で最低１回は索引値を設定しなければなりません。反復グループ・
ビューの SET SUBSCRIPT をアクション・ブロックに追加するか、暗黙的な添字づけに変更してください。

ICCGV11E

このリスト・オカレンスを含む反復グループ・ビューは、同一プロシージャ・ステップ内の別のウィンドウ上
の、LISTBOXまたはOCXとしてインプリメントされなければなりません。
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ICCGV12W

このグループ・ビューは、LISTBOX内のリスト・オカレンスとしてインプリメントされます。このLISTBOXを含むウィ
ンドウは、プロシージャ・ステップの主ウィンドウではありません。画面遷移が正しいことを確認してください。

ICCGV14E

グループ・ビューが、同一プロシージャ・ステップ内の複数のウィンドウ上に、LISTBOXとして配置されています。

ICCGV15E

反復グループ・ビューは、同一レベルに、多重反復グループを複数含むことはできません。

ICCHL32W

（SQL/MX）PERSISTENT エンティティに、DBMS の処理能力を超える属性が含まれています（2100）

ICCRC16W

（SQL/MX）テーブルに格納できるのは最大 2100 列までです。

メッセージ ICCHL01S - ICCMC01W
 

ICCHL01S から ICCMC01W への一貫性検査メッセージを以下に示します。

ICCHL01S

実エンティティはそれぞれ、１つのレコードでインプリメントしなければなりません。エンティティ・タイプを２回イン
プリメントしたり、２つのレコードに分割することはできません。

ICCHL02E

エンティティ・タイプには名前がなければなりません。エンティティ・タイプまたはサブタイプに名前が割り当てられて
いません。

ICCHL03E

オカレンスのある各エンティティ・タイプは、テクニカル設計でインプリメントする識別子がなければなりません。DDL
生成時とコード生成時の両方で、すべてのエンティティ・タイプに識別子が必要です。この識別子によって、個々のオカ
レンスの一意性が保証され、アクセスが可能になります。

ICCHL04F

最上位レベルの各エンティティ・タイプが所属するサブジェクト・エリアは、１つだけでなければなりません。CA Gen
の内部エラーです。担当者に連絡してください。
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ICCHL10E

最大レベルのエンティティ・タイプの識別子には、そのエンティティ・タイプの属性および関係メンバシップのみを含め
る必要があります。（オカレンスはどのサブタイプでもかまいませんが、区別される必要があります。）

ICCHL11E

識別関係を使って、サイクルを定義することはできません。

識別メンバシップを使って単一階層を定義することはできますが、再帰階層は定義できません。サイクル内の最低１つの
識別子の定義を変更して、サイクルを切断してください。

ICCHL12W

実エンティティ・タイプの最大オカレンス数を定義する必要があります。最大数が平均数より大きく、平均数が最小数よ
り大きくなるようにしてください。平均数とは、通常のオカレンス数です。算術平均である必要はありません。

ICCHL13W

実エンティティ・タイプの平均オカレンス数は、０より大きくなければなりません。

エンティティ・タイプまたはサブタイプの通常のオカレンス数を見積もってください。その数を平均フィールドに入力し
てください。平均数とは、通常のオカレンス数です。算術平均である必要はありません。この警告は、完全を期するため
だけのものであり、一貫性を欠いてはいません。

ICCHL14W

実エンティティ・タイプのオカレンスの見積もり数の最小数が平均数より小さく、平均数が最大数より小さくなければな
りません。最大数が平均数より大きく、平均数が最小数より大きくなるようにしてください。平均数とは、通常のオカレ
ンス数です。算術平均である必要はありません。

ICCHL15W

実エンティティ・タイプでは、何らかのアクティビティで、CREATEの期待効果が最低１つ定義されている必要があり
ます。このエンティティ・タイプにCREATEのアクションを与えてください。この警告は、完全を期するためだけのもの
であり、一貫性を欠いてはいません。

ICCHL16E

１つのエンティティ・タイプにつき、基本識別子は１つだけでなければなりません。

ICCHL17W

仮想エンティティ・タイプには、最低１つの属性か、２つの関係か、１つのオペレーションがなければなりません。

ICCHL18E

実エンティティ・タイプには、基本属性、設計属性、または２つ（以上）の非仮想関係がなければなりません。
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ICCHL19W

インスタンスのない仮想エンティティ・タイプは識別子を持てません。

ICCHL20W

ビジネス・オブジェクト・タイプには、トランザクション・オペレーションかパブリッシュ可能なトランザクション・オ
ペレーションが最低１つはなければなりません。

ICCHL21W

実エンティティ・タイプは、仕様サブジェクト・エリアに含めることができません。

ICCHL23W

（DB2 z/OS）実エンティティに含まれている属性が、DBMSで処理可能な750を越えています。

ICCHL24W

（Oracle）実エンティティに含まれている属性が、DBMSで処理可能な1000を越えています。

ICCHL25W

（DB2 UDB）実エンティティに含まれている属性が、DBMSで処理可能な1012を越えています。

ICCHL27W

（Microsoft SQL）実エンティティに含まれている属性が、DBMSで処理可能な250を越えています。

ICCHL31W

（SQL/MP）実エンティティに、DBMS で処理が可能な 254 を超える属性が含まれています。

ICCHL33E

（CBD）コンポーネント仕様は、仕様サブジェクト・エリアに配置されなくてはなりません。

ICCHL34E

（CBD）インターフェース・タイプは、仕様サブジェクト・エリアに配置されなくてはなりません。

ICCHL35E

（CBD）仕様タイプは、仕様サブジェクト・エリアに配置されなくてはなりません。

 100



 CA Gen - 86JP - Japanese - Japan

ICCHL36E

（CBD）コンポーネント・インプリメンテーションは、インプリメンテーション・サブジェクト・エリアに配置されな
くてはなりません。

ICCHL37W

（CBD）コンポーネントを指定する際に、仕様サブジェクト・エリアで、通常のエンティティ・タイプより仕様タイプ
を優先的に使わなければなりません。

ICCHL38E

（CBD）コンポーネント仕様は仮想タイプでなければなりません。

ICCHL39E

（CBD）コンポーネント仕様は仮想タイプでなければなりません。

ICCHL40E

（CBD）コンポーネント仕様は属性を持てません。

ICCHL41E

（CBD）コンポーネント仕様は属性を持てません。

ICCHL42E

（CBD）コンポーネント仕様はオペレーションを持てません。

ICCHL43W

（CBD）オペレーションをインターフェース・タイプのモデル・タイプに因数分解することにした場合、仕様タイプだ
けがオペレーションを持てます。

ICCHL44E

（CBD）コンポーネント仕様はオペレーションを持てません。

ICCHL45E

（CBD）コンポーネント・インプリメンテーションは、ビジネス・オブジェクト・タイプとして定義してはなりませ
ん。

ICCHL46E

（CBD）インターフェース・タイプは仮想タイプでなければなりません。
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ICCHL47E

（CBD）インターフェース・タイプにあるインターフェース・タイプ・モデルは、１つだけでなければなりません。

ICCHL48W

（CBD）インターフェース・タイプは、最低１つのオペレーションを持たなければなりません。

ICCHL49E

（CBD）インターフェース・タイプはサブタイプを持てません。

ICCHL50E

（CBD）コンポーネント仕様は、関係に参加できません。

ICCHL51E

（CBD）コンポーネント仕様は、関係に参加できません。

ICCHL52W

オカレンスを備えた仮想エンティティ・タイプには、それぞれ識別子が必要です。

ICCHL53W

オカレンスを備えた非常駐のコンポーネント仕様には、それぞれ識別子が必要です。

ICCHL54W

オカレンスを備えた非常駐のインターフェースには、それぞれ識別子が必要です。

ICCHL55W

オカレンスを備えた非常駐の仕様タイプには、それぞれ識別子が必要です。

ICCHL56W

オカレンスを備えた非常駐のコンポーネント・インプリメンテーションには、それぞれ識別子が必要です。

ICCHL57E

自動採番属性は、各エンティティに 1 つのみ指定できます。
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ICCIC01E

Nullable 特性が確認される属性ビューのみが、インライン・コード・ステートメントで NullIndicator 参照を使用できま
す。

ICCIC02E

グループ・ビュー参照を繰り返す特殊変数は、インライン・コード・ステートメントでは無効です。

ICCIC03W

インライン・コード・ステートメントの文字数が、モデル基本設定で指定されている制限を超えています。

ICCIC04E

COBOL がインライン・コード・ステートメントの言語として選択されている場合、Varying Text 特性が確認される属性
ビューのみが、Length 特殊変数ビュー参照を使用できます。

ICCLC01E

COMMAND ISステートメントにはテキスト値を割り当てなければなりません。割り当てられた値には、アルファベット
以外の文字が含まれています。

ICCLC02E

オペランドのドメインが一致しなければなりません。条件式内の２つのオペランドのドメインが一致していません。たと
えば、演算でテキスト・ドメインのオペランドと数値ドメインのオペランド、日付ドメインのオペランドと時刻ドメイン
のオペランドが比較される場合があります。

ICCLF01S

各外部キー制約の対象は、エンティティ・タイプの識別子でなければなりません。

ICCLF02E

コード生成を正しく行なうには、各外部キー制約の対象をエンティティ・タイプの識別子にしなければなりません。

ICCLF03E

外部キー列のタイプと長さは、その目標列と同じでなければなりません。異なる場合は、関係づけ（JOIN）に影響しま
す。

ICCLF04F

制約は、インプリメンテーションで表示される関係に参加するエンティティをインプリメントしているテーブルを接続
しなければなりません。このエラーの原因として考えられるのは、共通インターフェース・ファンクションを通じてイン
ポートされたモデルです。制約を削除し、関係メンバシップを再びインプリメントしてください。
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ICCLF05F

制約は、インプリメントされる多対多関係に参加するエンティティをインプリメントしているテーブルを接続しなければ
なりません。このエラーの原因として考えられるのは、共通インターフェース・ファンクションを通じてインポートされ
たモデルです。リンク・テーブルを削除し、メンバシップを再びインプリメントしてください。

ICCLF06E

制約の対象は、目的のテーブルの識別子でなければなりません。制約を外部キーの基本となる別の識別索引に変更する
か、制約を削除し再びインプリメントしてください。

ICCLF07E

（DB2 z/OS）DBMS 強制による参照保全性チェックを使用した制約の対象は、対象テーブルの基本キーである必要があ
ります。これは、独自の参照保全性チェック機能を備えたすべてのDBMSに当てはまります。別の制約に別の識別子を使
用する場合、CA Gen で使用される参照保全性チェック機能ではサポートされません。

ICCLF08E

（DB2 z/OS）制約によって指定された DBMS 強制による参照保全性チェックの無効は、不完全な TD インプリメンテー
ションまたは DBMS の RI ルール違反が原因です。

ICCLF10E

（DB2 UDB）制約で指定されたDBMSによる参照保全性チェックが無効な場合、TDインプリメンテーションが不完全
か、DBMSのRIルール違反が原因です。

ICCLF11E

（Oracle）制約で指定されたDBMSによる参照保全性チェックが無効な場合、TDインプリメンテーションが不完全
か、DBMSのRIルール違反が原因です。

ICCLF14E

（Microsoft SQL）制約で指定されたDBMSによる参照保全性チェックが無効な場合、TDインプリメンテーションが不完
全か、DBMSのRIルール違反が原因です。

ICCLF18E

（DB2 UDB）DBMSによる参照保全性チェックを使った制約の対象は、対象テーブルの基本キーでなければなりませ
ん。

ICCLF19E

（Oracle）DBMSによる参照保全性チェックを使った制約の対象は、対象テーブルの基本キーでなければなりません。
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ICCLF22E

（Microsoft SQL）DBMSによる参照保全性チェックを使った制約の対象は、対象テーブルの基本キーでなければなりま
せん。

ICCLF26E

制約の削除ルールは、関係の削除ルールと一致していなければなりません。

ICCLS01E

SETステートメントの対象となるビューが無効です。

ICCLS02E

テキスト属性のSETステートメントには、テキスト値を割り当てなければなりません。独立型のSETステートメントで、
テキスト属性に対してテキスト以外の値を設定しています。

ICCLS03E

数値属性のSETステートメントには、数値を割り当てなければなりません。独立型のSETステートメントで、数値属性に
対して数値以外の値を設定しています。

ICCLS04E

SETステートメントには、TO節かUSING節がなければなりません。

ICCLS05E

SETステートメントでは、別の日付値に日付属性ビューを割り当てなければなりません。独立型のSETステートメント
で、日付として定義された属性ビューに日付以外の値が割り当てられています。この問題を解決するには、データ・モデ
ルにアクセスし、SETステートメントで使われている属性のドメインを日付に変更するか、（PDA内で）SETデータで使
う別の属性を選択してください。

ICCLS06E

SETステートメントでは、時刻属性ビューに他の時刻値を割り当てなければなりません。独立型のSETステートメント
で、時刻属性に対して時刻以外の値を設定しています。

ICCLS07E

SET USINGで呼び出されたアクション・ブロックが持つエクスポート・ビューは１つだけでなければなりません。呼び
出したアクション・ブロックが設定するビューが１つだけなので、呼び出されたアクション・ブロックが持てるエクス
ポート・ビューは１つだけです。
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ICCLS08E

SET USINGで呼び出されたアクション・ブロックが持つエクスポート・プレディケート・ビューは１つだけでなければ
なりません。呼び出されたアクション・ブロック内のプレディケート・ビューと呼び出したアクション・ブロック内のプ
レディケート・ビューが一致していません。

ICCLS09E

呼び出されたアクション・ブロック内の属性のドメインが、SET属性と同じでなければなりません。ドメインが一致して
いません。たとえば、演算でテキスト・ドメインのオペランドと数値ドメインのオペランド、日付ドメインのオペランド
と時刻ドメインのオペランドが比較される場合があります。

ICCLS10E

このステートメント内で属性ビューSETを囲む、暗黙的に添字づけされた各反復グループ・ビューは、正しい順序で、対
象に（または管理）しなければなりません。

ステートメントの再配列または削除の結果、ステートメント階層が壊れました。グループ・ビューを参照する、READ
EACH、FOR EACH、DO WHILE、またはREPEAT UNTILの各ステートメントの順番は、エクスポート・ビュー内の対応
するグループ・ビューの順番を反映していなければなりません。SETステートメントは、TARGETING/CONTROLLING
ステートメント内に含まれなければなりません。

PADにアクセスし、SETステートメントを移動し、TARGETINGステートメントを再配列してください。

ICCLS11E

システム属性NEXTTRANで使われるSETステートメントには、テキスト値を割り当てなければなりません。トランコー
ドはテキスト値でなければなりません。設定する式のドメインをテキストに変更してください。

ICCLS12E

SET NEXTTRAN USINGで呼び出されたアクション・ブロック内の属性タイプは、テキストでなければなりません。ト
ランコードはテキスト値でなければなりません。属性のドメインをテキストに変更してください。

ICCLS13E

オペランドのドメインが一致しなければなりません。条件式内の２つのオペランドのドメインが一致していません。たと
えば、演算でテキスト・ドメインのオペランドと数値ドメインのオペランド、日付ドメインのオペランドと時刻ドメイン
のオペランドが比較される場合があります。

ICCLS14W

SETステートメントでは、数値以外の属性に対してROUNDEDは使えません。

ICCLS15W

SET USINGステートメントでは、数値以外の属性に対してROUNDEDは使えません。
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ICCLS16E

ヌル可能属性ビューのみを NULL に設定できます。

ICCLS17W

このアクション図は互換性（非 DLL）がマークされています。このアクション図には、［はい］にマークされたアク
ション図への呼び出しが含まれています。z/OS を目標にして互換性がマークされたモジュールを処理すると、ジェネ
レータ エラーが発生します。z/OS を目標にして、互換性がマークされているモジュールを処理しない場合、非互換性の
アクション図を作成できません。

NOTE
注： プロシージャ・ステップまたはアクション・ブロックは、構築/パッケージングの［特性］ダイアログ・
ボックスを使用して、明示的に互換性をマークすることができます。また、ビジネス・システムの MVS 環境の
［特性］ダイアログ・ボックスを使用して、黙示的にマークすることができます。［特性］ダイアログ・ボッ
クスのダイナミック・リンク・オプションが［省略時解釈］に設定されている場合、値はビジネス・システム
内で確立している省略時解釈の設定によって決定されます。

ICCLS18W

このアクション図は互換性（非 DLL）がマークされています。 このアクション図には、［いいえ］にマークされたアク
ション図への呼び出しが含まれています。z/OS を目標にして、互換性がマークされているモジュールを処理すると、
非互換性のアクション図を再度インストールする必要があります。 z/OS を目標にして、互換性がマークされているモ
ジュールを処理しない場合、非互換性のアクション図を作成できません。

NOTE
注： プロシージャ・ステップまたはアクション・ブロックは、構築/パッケージングの［特性］ダイアログ・
ボックスを使用して、明示的に互換性をマークすることができます。また、ビジネス・システムの MVS 環境の
［特性］ダイアログ・ボックスを使用して、黙示的にマークすることができます。［特性］ダイアログ・ボッ
クスのダイナミック・リンク・オプションが［省略時解釈］に設定されている場合、値はビジネス・システム
内で確立している省略時解釈の設定によって決定されます。

ICCLS20W

このアクション図は z/OS ライブラリ内にあり、ダイナミック・リンク・オプションが互換性にマークされているか、
または省略時に互換性になっているアクション図を呼び出しています。互換性モジュールは、z/OS ライブラリ内のアク
ション図による動的な呼び出しに適していません。

NOTE
注： アクション・ブロックは、構築/パッケージングの［特性］ダイアログ・ボックスを使用して、明示的に互
換性をマークすることができます。また、ビジネス・システムの MVS 環境の［特性］ダイアログ・ボックスを
使用して、黙示的にマークすることができます。［特性］ダイアログ・ボックスのダイナミック・リンク・オ
プションが［省略時解釈］に設定されている場合、値はビジネス・システム内で確立している省略時解釈の設
定によって決定されます。

ICCLS21E

BLOB 属性の SET ステートメントには、BLOB 値を割り当てる必要があります。
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ICCLV01E

MAKEステートメントは、画面に配置された属性だけに使えます。画面またはウィンドウに属性を配置するには、画面設
計またはナビゲーション図ツールを、MAKE アクションを削除するにはアクション図を使用します。

ICCMC01W

MARK COMMAND ステートメントは ASP.NET、Web または Web ビューの生成に対して無効です。

メッセージ ICCNV01E - ICCRV06E
ICCNV01E から ICCRV06E への一貫性検査メッセージを以下に示します。

ICCNV01E

このステートメントは無効です。理由は、参照されているウィンドウまたはコントロールがもうこのアクション・ブロッ
クから参照できないからです。

ICCOO01W

Webクライアント・アプリケーションでは実行できない機能です。サポートされていないWebクライアント機能は、下
記のとおりです（アルファベット順）。

NOTE
注： サポート対象外の機能の詳細については、「Web Generation Guide」の「Unsupported Windows Client
Features」を参照してください。
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• BackgroundColor
• Beep
• Caption
• クリア
• ClearDisplayProperties
• Click
• CloseFile
• コピー
• CopyFile
• CreateObject
• CreateTextFile
• Cut
• DeleteFile
• Enabled
• EnterableDropDownList
• EnterableDropDownLists
• EnterableListBox
• EnterableListBoxes
• FileExists
• FileLength
• Focus
• FontSize
• FontStyle
• FontType
• 前景色
• GetCaption
• GetHandle
• GetHeight
• GetLeft
• GetObject
• GetPromptHeight
• GetPromptLeft
• GetPromptTop
• GetPromptWidth
• GetText
• GetTop
• GetVisible
• GetWidth
• GroupboxCaption
• Handle
• Height
• Left
• LiteralValue
• Maximized
• MessageBoxBeep
• Minimized
• OLE エリア
• OLEAreas
• OLEControl
• OLEControls
• OpenExcelDocument
• OpenTextFile
• OpenWordDocument
• Paste
• PositionFile
• PrintWindow
• プロンプト
• PromptBackgroundColor
• PromptFontSize
• PromptFontStyle
• PromptFontType
• PromptForegroundColor
• PromptHeight
• PromptLeft
• PromptTop
• PromptWidth
• PutText
• Quit
• 再描画
• RegCloseKeys
• RegCreateKey
• RegDeleteKey
• RegDeleteValue
• RegEnumKey
• RegOpenKey
• RegQueryValue
• RegSetValue
• RenameFile
• RestoreDisplayProperties
• SaveDisplayProperties
• SetBitmapBackground
• SetCaption
• SetFont
• SetFontDynamically
• SetHeight
• SetLeft
• SetPromptHeight
• SetPromptLeft
• SetPromptTop
• SetPromptWidth
• SetSelection
• SetTop
• SetVisible
• SetWidth
• Top
• 元に戻す
• UpdateExcelCell
• ValueFromExcelCell
• Visible
• Width
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ICCOO02W

OLE ファンクションは以下のプラットフォームではサポートされていません。

• Linux
• UNIX（すべて）
• MVS
• CLR

アクション図に以下の OLE ファンクション（目標プラットフォームで使用不可）のいずれかが含まれていることに注意
してください。
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• Abort
• AbsoluteValue
• AnnuityPayment
• AnnuityPrincipalPayment
• アプリケーション
• ArcCosine
• ArcSine
• ArcTangent
• BackgroundColor
• Beep
• Ceiling
• ClearDisplayProperties
• CloseFile
• ColorRefRGB
• CopyFile
• Cosine
• CreateObject
• CreateTextFile
• CurrentWindow
• DeleteFile
• ExponentOf_e
• Factorial
• FileExists
• FileLength
• Filler
• FindReplaceString
• Floor
• 前景色
• FullName
• GetBlue
• GetCaption
• GetFunctionErrorDescription
• GetFunctionErrorNumber
• GetGreen
• GetHandle
• GetHeight
• GetLeft
• GetObject
• GetPromptHeight
• GetPromptLeft
• GetPromptTop
• GetPromptWidth
• GetRed
• GetText
• GetTop
• GetVisible
• GetWidth
• Handle
• 関連メニュー
• LeftRemove
• LogBase10
• Lower
• Maximum
• MessageBox
• MessageBoxBeep
• Minimum
• Modulus
• 名前
• NaturalLog
• NumberFormat
• ObjectType
• OpenExcelDocument
• OpenTextFile
• OpenWordDocument
• 親（Parent）
• PiMultiplier
• PositionFile
• Power
• PromptBackgroundColor
• PromptForegroundColor
• PutText
• Quit
• RandomNumber
• 再描画
• RegCloseKeys
• RegCreateKey
• RegDeleteKey
• RegDeleteValue
• RegEnumKey
• RegOpenKey
• RegQueryValue
• RegSetValue
• RenameFile
• RGB
• RestoreDisplayProperties
• RightRemove
• Round
• SaveDisplayProperties
• SetCaption
• SetFont
• SetFontDynamically
• SetHeight
• SetLeft
• SetPromptHeight
• SetPromptLeft
• SetPromptTop
• SetPromptWidth
• SetTop
• SetVisible
• SetWidth
• Sine
• SpecialCharacter
• SquareRoot
• StartTimer
• StopTimer
• StringCompare
• StringPlusOperator
• StringToken
• Tangent
• TextToNumber
• TrimLeading
• TrimLeadTrail
• TrimLength
• UpdateExcelCell
• ValueFromExcelCell
• ウィンドウ
• Windows
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ICCOO03W

ICCOO03W ASP.NETアプリケーションでは実行できない機能です。Web クライアント・アプリケーション
（ICCOO01W）と ASP.NET アプリケーション（既存ルール ICCOO03W）では、サポート対象外の機能のリストが一部
異なることに注意してください。ASP.NETアプリケーションではサポートされていない機能は、下記のとおりです。

 112



 CA Gen - 86JP - Japanese - Japan

• Beep
• クリア
• ClearDisplayProperties
• Click
• CloseFile
• コピー
• CopyFile
• CreateObject
• CreateTextFile
• Cut
• DeleteFile
• Enabled
• EnterableDropDownList
• EnterableDropDownLists
• EnterableListBox
• EnterableListBoxes
• FileExists
• FileLength
• Focus
• GetHandle
• GetObject
• GetText
• GetWidth
• Handle
• Maximized
• MessageBoxBeep
• Minimized
• OLE エリア
• OLEAreas
• OLEControl
• OLEControls
• OpenExcelDocument
• OpenTextFile
• OpenWordDocument
• Paste
• PositionFile
• PrintWindow
• PutText
• Quit
• 再描画
• RegCloseKeys
• RegCreateKey
• RegDeleteKey
• RegDeleteValue
• RegEnumKey
• RenameFile
• RegOpenKey
• RegQueryValue
• RegSetValue
• RestoreDisplayProperties
• SaveDisplayProperties
• SetBitmapBackground
• SetFontDynamically
• SetSelection
• 元に戻す
• UpdateExcelCell
• ValueFromExcelCell
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ICCOO04W

CreateNetObjectは.NET環境でのみサポートされます。

ICCOO05W

C#またはJavaでは、機能がマルチスレッド・セーフではありません。C#またはJavaでマルチスレッド・セーフではない
機能は、下記のとおりです。

• CloseFile
• CopyFile
• CreateTextFile
• DeleteFile
• FileExists
• FileHandle
• FileLength
• OpenTextFile
• PositionFile
• RenameFile

ICCOO06W

Web ビュー・アプリケーションでは実行できないファンクションです。

ICCPA01E

ハイ・レベルの識別関係に対するASSOCIATEステートメントは、CREATEアクションの一部でなければなりません。
識別子の修正はできません。識別子の設定は作成時に行なう必要があります。識別子を変更するか、ASSOCIATEを
CREATEアクション・ブロック内に移動してください。

ICCPA02E

ASSOCIATEステートメントは、エンティティ・アクション・ビューまたは常駐ビューを対象とします。

ICCPA03E

ASSOCIATEステートメントでは、インポート・ビューが入出力の双方に使われなければなりません。

ICCPA04E

ASSOCIATEステートメント・エンティティ・アクション・ビューでは、ビューが修正前に読取または作成されていなけ
ればなりません。READアクションまたはCREATEアクションによる、ビューの植値が行なわれていません。

ICCPA05E

ASSOCIATEステートメント・ビューは、修正前に読取または作成しておかなければなりません。READアクションまた
はCREATEアクションによる、ビューの植値が行なわれていません。
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ICCPA06E

ASSOCIATEステートメントでは、目標ビューがエンティティ・アクション・ビューか常駐ビューでなければなりませ
ん。

ICCPA07E

ASSOCIATEステートメントでは、インポート目標ビューが入出力の双方に使われなければなりません。

ICCPA08E

ASSOCIATEステートメント・エンティティ・アクション・ビューでは、ビューが修正前に読取または作成されていなけ
ればなりません。READアクションまたはCREATEアクションによる、ビューの植値が行なわれていません。

ICCPA09E

ASSOCIATEステートメント目標ビューは、修正前に読取または作成しておかなければなりません。READアクションま
たはCREATEアクションによる、ビューの植値が行なわれていません。

ICCPC01W

モデルにルート・アクティビティを含める必要があります。この警告は、完全を期するためだけのものであり、一貫性を
欠いてはいません。

ICCPD01E

DISASSOCIATEステートメントを、ハイ・レベルの識別関係に使うべきではありません。識別子の修正はできません。
識別子の設定は作成時に行なう必要があります。識別子を変更するか、ステートメントを削除してください。

ICCPD02E

カージナリティが１の必須メンバシップのDISASSOCIATEの結果、エンティティがカスケード削除されます。エンティ
ティの更新内では、DISASSOCIATEは表示されません。

カスケード削除を起こす可能性のあるエンティティ・タイプの更新時には、DISASSOCIATEを含めることはできませ
ん。この条件の修正方法

PAD にアクセスし、DISASSOCIATE ステートメントを削除するか、

DISASSOCIATE ステートメントを UPDATE ステートメントの外側に移動するか、

DISASSOCIATE を TRANSFER に置き換えるか、

関係を任意にしてください。

ICCPD03W

カージナリティが多の必須メンバシップのDISASSOCIATEの結果、エンティティがカスケード削除されます。
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ICCPD04E

DISASSOCIATEステートメントでは、ビューがエンティティ・アクション・ビューか常駐ビューであることが必要で
す。

ICCPD05E

DISASSOCIATEステートメントでは、インポート・ビューが入出力の両方で使われることが必要です。

ICCPD06E

DISASSOCIATEステートメント・エンティティ・アクション・ビューは、修正前に読取または作成しておかなければな
りません。READアクションまたはCREATEアクションによる、ビューの植値が行なわれていません。

ICCPD07E

DISASSOCIATEステートメント・ビューは、修正前に読取または作成しておかなければなりません。READアクション
またはCREATEアクションによる、ビューの植値が行なわれていません。

ICCPD08E

DISASSOCIATEステートメントは、エンティティ・アクション・ビューまたは常駐ビューを対象とします。

ICCPD09E

DISASSOCIATEステートメントでは、インポート目標ビューが入出力の双方に使われなければなりません。

ICCPD10E

DISASSOCIATEステートメント・エンティティ・アクション目標ビューは、修正前に読取または作成しておかなければ
なりません。READアクションまたはCREATEアクションによる、ビューの植値が行なわれていません。

ICCPD11E

DISASSOCIATE ステートメントの目標ビューは、変更する前に取り込みおよびロックしておく必要があります。この
ビューは、READ または CREATE アクションによる読み取りおよびロックがされていません。

ICCPF01W

非基本プロセスを、2つ以上のプロセスに分解してください。１つだけのアクティビティに分解するプロセスは、正しく
分解されていません。この警告は、完全を期するためだけのものであり、一貫性を欠いてはいません。

ICCPF02W

基本プロセスには、最低１つのインポート・ビューまたは依存関係がなければなりません。この警告は、完全を期するた
めだけのものであり、一貫性を欠いてはいません。
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ICCPF03W

基本プロセスには、最低１つのエクスポート・ビューまたは、作成、更新、削除のいずれかの期待効果がなければなりま
せん。この警告は、完全を期するためだけのものであり、一貫性を欠いてはいません。

ICCPF04W

基本プロセスのインポートの依存関係が期待効果に対応していなければなりません。アクティビティ依存関係図におい
て、１つ以上の基本プロセスから１つ以上の基本プロセスへの、インポート依存関係上の期待効果（直列または並列）が
対応していません。たとえば、アクティビティ A とアクティビティ B の間には依存関係が存在します。アクティビティ
B は、CREATE、UPDATE、または DELETE の期待効果によってアクティビティ A で実行されている、いずれかのエン
ティティ・タイプ（期待効果による）で実行されている必要があります。

ICCPF05W

CREATEエンティティ・アクションは、プロセスの期待効果と一致しなければなりません。

ICCPF06W

DELETEエンティティ・アクションは、プロセスの期待効果と一致しなければなりません。

ICCPF07W

READエンティティ・アクションは、プロセスの期待効果と一致しなければなりません。

ICCPF08W

UPDATEエンティティ・アクションは、プロセスの期待効果と一致しなければなりません。

ICCPF09W

関係アクションが、プロセスのUPDATE期待効果と一致しなければなりません。プロセス・アクション図
（または、そこで使われているアクション・ブロック）に、UPDATEステートメント内の関係アクション
（ASSOCIATE、DISASSOCIATE、またはTRANSFER）が含まれています。CREATE、READ、UPDATE、または
DELETEの期待効果が、基本プロセスに割り当てられていません。

アクティビティ階層図で、基本プロセスに期待効果を追加するか、プロセス・アクション図からUPDATEステートメント
を削除してください。

ICCPF10W

基本プロセスと外部オブジェクトの依存関係を、ビューと関連づける必要があります。

ICCPF11W

各基本プロセスについて、オカレンスの予想頻度を定義する必要があります。この警告は、完全を期するためだけのもの
であり、一貫性を欠いてはいません。
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ICCPF12F

基本プロセス以外のプロセスに、ローカル・ビューやエンティティ・アクション・データ・ビューを一切含めることはで
きません。テクニカル・サポートにお問い合わせください。プロセスが基本プロセスに変更されると、ローカル・ビュー
やエンティティ・アクション・データ・ビューがシステムによって自動的に削除されるはずです。

ICCPF13F

基本プロセスをアクション・ブロックと関連づける必要があります。テクニカル・サポートにお問い合わせください。プ
ロセスが基本プロセスに変更されると、空のアクション図がシステムによって自動的に作成されるはずです。

ICCPF14W

基本プロセス以外のプロセスを、状態遷移と関連づけてはなりません。

ICCPR01E

UPDATE REMOVEステートメントは、必須属性に対して使えません。REMOVEで任意属性の値を削除します。必須属性
の値を削除しないでください。［属性の特性］を使って、属性のオプショナリティを変更するか、ステートメントを削除
してください。

ICCPR02E

コード生成機能は、現在REMOVEアクションをサポートしていません。PADからREMOVEアクションを削除してくださ
い。

ICCPR03S

コード生成機能は、現在REMOVEアクションをサポートしていません。PADからREMOVEアクションを削除してくださ
い。

ICCPT01E

各TRANSFERアクションが使えるのは、「転送可能」と定義されたメンバシップに対してだけです。TRANSFER ス
テートメント内の関係は、すべて転送可能である必要があります。カージナリティが １ のメンバシップだけが、転送可
能です。

ICCPT02E

TRANSFERステートメントを、ハイ・レベルの識別関係に使うべきではありません。識別子を変更するか、アクション
を削除してください。

ICCPT03E

TRANSFERステートメントは、エンティティ・アクション・ビューまたは常駐ビューを対象とします。
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ICCPT04E

TRANSFERステートメントでは、インポート・ビューが入出力の両方で使われることが必要です。

ICCPT05E

TRANSFERステートメント・エンティティ・アクション・ビューは、修正前に読取または作成しておかなければなりま
せん。

ICCPT06E

TRANSFERステートメント・ビューは、修正前に読取または作成しておかなければなりません。READアクションまた
はCREATEアクションによる、ビューの植値が行なわれていません。

ICCPT07E

TRANSFERステートメントでは、エンティティ・アクション・ビューまたは常駐ビューになるには、元（from）ビュー
が必要です。

ICCPT08E

TRANSFERステートメントでは、インポート元（from）ビューが入出力の双方で使われなければなりません。

ICCPT09E

TRANSFERステートメントでは、エンティティ・アクション元ビューが修正前に読取または作成されていなければなり
ません。READアクションまたはCREATEアクションによる、ビューの植値が行なわれていません。

ICCPT10E

TRANSFERステートメントでは、元（from）ビューが修正前に読取または作成されていなければなりません。READア
クションまたはCREATEアクションによる、ビューの植値が行なわれていません。

ICCPT11E

TRANSFERステートメントは、エンティティ・アクション・ビューまたは常駐ビューを目標ビューとします。

ICCPT12E

TRANSFERステートメントでは、インポート目標ビューが入出力の双方に使われなければなりません。

ICCPT13E

TRANSFERステートメント・エンティティ・アクション目標ビューは、修正前に読取または作成しておかなければなり
ません。READアクションまたはCREATEアクションによる、ビューの植値が行なわれていません。
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ICCPT14E

TRANSFER ステートメントの目標ビューは、変更する前に取り込みおよびロックしておく必要があります。このビュー
は、READ または CREATE アクションによる読み取りおよびロックがされていません。

ICCPV01F

属性ビューを属性と関連づける必要があります。CA Gen の内部エラーです。テクニカル・サポートにお問い合わせくだ
さい。

ICCPV02W

誘導属性値は、READアクションでのみ計算されます。誘導属性の属性ビューは、エンティティ・アクション・ビューに
表示されます。このエンティティ・アクション・ビューは、READステートメントとREAD EACHステートメントでは使
えません。PAD内のアクション図にアクセスして、エンティティ・アクション・ビューを編集するか、READステートメ
ントまたはREAD EACHステートメントを追加してください。

ICCPV03E

属性ビューは、親エンティティ・ビューによって参照される、エンティティ・タイプの階層内の属性のビューでなければ
なりません。［ビュー保守］にアクセスして、正しくないビューを削除してください。

ICCPV04E

エンティティ・アクション・ビューで参照される各属性は、テクニカル設計でインプリメントする必要があります。
ビューで参照される属性のフィールドが存在しません。

ICCPV05W

同じ属性を持つエンティティ・タイプ（またはそのサブタイプ/スーパータイプの１つ）に属するオペレーション内に
ビューがないかぎり、プロテクト属性がビュー（ローカルまたはエンティティ・アクション）内で参照されない可能性が
あります。

ICCPV06W

同じ属性を持つエンティティ・タイプ（またはそのサブタイプ/スーパータイプの１つ）に属するオペレーション内に
ビューがないかぎり、プロテクト属性がビュー（インポートまたはエクスポート）内で参照されない可能性があります。

ICCPV08E

誘導属性のこのビューは、属性の関連誘導アルゴリズムを必要とするエンティティ・アクション内で参照されています。

ICCPV09W

数値フィールドが、日付または時刻編集パターンを使っています。
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ICCPV10W

10 進数小数が定義されていない数値フィールドが、10 進数小数を含む編集パターンを使用しています。

ICCRC01E

テーブルには、最低１つの列が含まれなければなりません。テクニカル設計では、テーブルは列なしでも存在します。

ICCRC02W

（DB2 z/OS）テーブルに格納できるのは最大 750 列までです。

ICCRC03E

テーブルをデータ・ストア（テーブルスペース）に割り当てる必要があります。CA Gen の内部エラーです。テクニカ
ル・サポートにお問い合わせください。

ICCRC04F

テーブルにはクラスタ・インデックスを 1 つだけ含めることができます。CA Gen の内部エラーです。テクニカル・サ
ポートにお問い合わせください。索引を詳細化し、特性を変更してクラスタ化をやめてください。これは DBMS の制限
です。

ICCRC05F

テーブルは、基本キーを １ つだけ持てます。データ・モデル内で複数の識別子が基本キーに指定されています。これは
DBMS の制限です。

ICCRC06F

（DB2 z/OS）テーブルは、区分索引を 1 つだけ持てます。

ICCRC07W

（DB2 z/OS）テーブル内のほかの列に対応させるため、LONG VARCHAR の長さを短縮する必要があります。

ICCRC08W

（Oracle）テーブルに格納できるのは最大1000列までです。

ICCRC09W

（DB2 UDB）テーブルに格納できるのは最大1012列までです。

ICCRC11W

（Microsoft SQL）テーブルに格納できるのは最大250列までです。
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ICCRC15W

（SQL/MP）テーブルに格納できるのは最大254列までです。

ICCRC16E

（DB2 UDB）テーブルスペースのタイプは、Regularでなければなりません。

ICCRC17E

（DB2 UDB）索引が別のテーブルスペースに格納されているため、テーブルスペースの管理は、データベースで行なわ
なければなりません。

ICCRC18E

（DB2 UDB）索引が別のテーブルスペースに格納されているため、索引テーブルスペースの種類はregularで、データ
ベースによって管理しなければなりません。

ICCRC19E

（DB2 UDB）索引テーブルスペースは、テーブルのテーブルスペースと同じデータベース内になければなりません。

ICCRC20E

（DB2 UDB）そのlongデータが別のテーブルスペースに格納されているため、テーブルスペースの管理はデータベース
で行なわなければなりません。

ICCRC21E

（DB2 UDB）ロング・テーブルスペースのタイプはlongでなければなりません。

ICCRC22E

（DB2 UDB）ロング・テーブルスペースは、テーブルのテーブルスペースと同じデータベース内になければなりませ
ん。

ICCRC23E

(Oracle)レコードが一時テーブルスペース内に存在していない可能性があります。

ICCRD01E

データ・テーブルは、１つのエンティティ・タイプか、最低１つのサブタイプのいずれかをインプリメントする必要があ
ります。
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ICCRD02E

データ・テーブルに、最低１つの、一意の識別子を基本にした索引が定義されている必要があります。

ICCRD03E

データ・テーブルがハイ・レベル・エンティティ・タイプの識別子をすべてインプリメントする必要があります。テクニ
カル設計の作成後、データ・モデルに変更がありました。識別子はすべて、同価値の一意の制約で、どれでも外部キーに
使えます。リトランスフォーメーションを実行してください。

ICCRD04E

データ・テーブルは、エンティティ・タイプの必須関係をすべてインプリメントする必要があります。テーブルはエン
ティティ・タイプまたはサブ・タイプをインプリメントしていますが、その１つ以上の必須関係をインプリメントして
いません。モデルをリトランスフォームするか、データ構造リストを使って必須関係をすべてインプリメントしてくださ
い。

ICCRD05E

データ・テーブルは、ハイ・レベル・エンティティ・タイプのサブタイプをすべてインプリメントする必要があります。

ICCRD06W

データ・テーブルは、エンティティ・タイプの誘導属性以外の属性をすべてインプリメントする必要があります。

ICCRD07E

データ・テーブルは、対になったエンティティ・タイプの導入時に、エンティティ・タイプの関連する関係をすべてイン
プリメントする必要があります。エンティティ・タイプの１つがまだインプリメントされていない場合は、エラーは発生
しません。この規則は、２番目のエンティティ・タイプをインプリメントする際にも適用されます。

ICCRD10F

（DB2 z/OS）4050 バイトを超えるデータ・テーブルは、32K ページ・バッファ・プールのテーブルスペース内に置く必
要があります。

ICCRD11W

仮想エンティティ・タイプは、対応するデータ・テーブルを持てません。

ICCRD12E

自動採番属性をインプリメントする 1 列のみが各テーブルに指定されている可能性があります。

ICCRE01E

メンバシップには名前がなければなりません。
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ICCRE02W

関係の予想カージナリティが定義されていなければなりません。関係のカージナリティが１対１から、１対多、または多
対多に変更され、関係の予想カージナリティが定義されていません。この警告は、完全を期するためだけのものであり、
一貫性を欠いてはいません。

ICCRE03E

識別子で使われるメンバシップは必須で、カージナリティは１でなければなりません。

ICCRE04E

識別子で使われるメンバシップを、同じエンティティ・タイプまたはサブタイプの排他制約で使ってはなりません。

識別関係は必須で、すべての対を一意に識別しなければなりません。排他関係の場合、関係の１つをベースにした対が存
在すると、他の関係をベースにした対は存在できません。これによって、識別子と排他の役割りとの間で解決不可能な競
合が発生します。

ICCRE05E

メンバシップが転送可能であるためには、カージナリティが 1 でなければなりません。たとえば、部門 １ を従業員 A か
ら従業員 B へ転送したくない場合があります。

ICCRE06W

完全必須の１対１の関係は、通常ありません。おそらく、２つのエンティティ・タイプをマージするか、サブタイプまた
はオプショナリティを定義する必要があります。

関係において［つねに］を指定することは、生成システムにおいて重要な意味があります。メンバシップを必須と定義
し、対のエンティティの一方を削除すると、もう一方のエンティティとその格納データも削除されます。第 2 エンティ
ティの情報だけでなく、このエンティティと必須関係があるエンティティもすべて削除されます。この波及効果的なエン
ティティの削除は、必須関係の連鎖が終わるまで続きます。これを「カスケード削除」と言います。

２つのエンティティ・タイプとその間の関係の意味を見直す必要があります。エンティティ・タイプ間に常に１対１の関
係がある場合は、両者の結合を考慮する必要があります。

ICCRE07W

完全必須の多対多の関係は、通常ありません。双方向のカスケード削除が暗示されているため、オプショナリティまた
は平行関係が提案されています。関係において［つねに］を指定することは、生成システムにおいて重要な意味がありま
す。メンバシップを必須と定義し、対のエンティティの一方を削除すると、もう一方のエンティティとその格納データも
削除されます。第 2 エンティティの情報だけでなく、このエンティティと必須関係があるエンティティもすべて削除さ
れます。この波及効果的なエンティティの削除は、必須関係の連鎖が終わるまで続きます。これを「カスケード削除」と
言います。

２つのエンティティ・タイプとその間の関係の意味を見直す必要があります。多対多の関係が関わってくるビジネスで
は、ほとんどの場合、一方のエンティティ・タイプが一時的でも存在するが、関係する他方のエンティティ・タイプのオ
カレンスがまったくないということがありえます。両方で、両者間の関係を必須にすると、関係するエンティティ・タイ
プのオカレンスがない場合、いずれかのエンティティ・タイプが削除されます。

任意の関係の値が設定されていない場合に、このエラーが発生します。
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ICCRE08W

関係の期待オプショナリティが定義されていなければなりません。

ICCRE09W

排他関係で使われるメンバシップは、必須であってはなりません。排他関係において、一方のメンバシップを必須にする
と、排他関係における他方のメンバシップがいかなるオカレンスにおいても対になれなくなります。すべてのオカレンス
には、排他関係における他方の必須関係がなければなりません。

ICCRE10E

識別関係は転送可能にできません。

ICCRE11E

仮想エンティティ・タイプが参加できるのは、仮想の誘導関係だけです。

ICCRE12E

トランスフォーメーションは、実エンティティ・タイプの識別関係への仮想エンティティ・タイプの参加を許可しませ
ん。

ICCRF01W

REFRESH ステートメントは ASP.NET または Web 生成に対して無効です。

ICCRK01E

外部キーのインプリメンテーションは、カージナリティが１のメンバシップに対してのみ有効です。テクニカル設計の作
成後、データ・モデルに変更がありました。外部キー値で指定できるのは、１つのオカレンスだけです。カージナリティ
を変更し、メンバシップを削除し、再びインプリメントするか、リトランスフォーメーションを実行してください。

ICCRK02W

１対１の関係は、外部キーを持つ必須メンバシップを使ってインプリメントしなければなりません。テクニカル設計の作
成後、データ・モデル内でオプショナリティを変更すべきではありません。エラーを修正するには、データ・モデル内の
オプショナリティを必須に変更するか、外部キーを別のメンバシップに移動してください。外部キーを移動するには、制
約を削除し、再びインプリメントする必要があります。

ICCRL01E

リンク・テーブルに含めるのは、外部キー列だけでなければなりません。

ICCRL02E

リンク・テーブル内の列はすべて、Nullであってはなりません。
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ICCRL03F

リンク・テーブルに、２つの制約がなければなりません。制約は２つだけでなければなりません。

ICCRL04E

リンク・テーブルに、多対多の関係をインプリメントしなければなりません。

ICCRL05F

リンク・テーブルに、一意の索引を２つ定義しなければなりません。

ICCRL06F

リンク・テーブルに、インプリメントされている多対多の関係に参加するエンティティをインプリメントするテーブルを
接続する各制約がなければなりません。リンク・テーブルからの制約の一方または両方が正しく作成されていません。た
とえば、エンティティ・タイプAとCを含めるのに、エンティティ・タイプAとBをインプリメントするリンク・テーブル
が作成されています。

ICCRM01E

多対多のインプリメンテーションは、多対多の関係に対してのみ有効です。テクニカル設計の作成後、データ・モデル
に変更がありました。テクニカル設計では、関係が多対多のままだと認識されていますが、カージナリティが変更されて
います。カージナリティを多対多に戻すか、制約テーブルを削除し、関係インプリメンテーションを再び追加してくださ
い。リトランスフォーメーションを実行してください。

ICCRP01E

索引のインプリメンテーションでは、外部キーのインプリメンテーションにおける一貫性が損なわれてしまうことがあり
ます。テクニカル設計の作成後、データ・モデルに変更がありました。この問題を修正するには、メンバシップのカージ
ナリティを変更するか、制約を削除し、再びインプリメントしてください。リトランスフォーメーションを実行してくだ
さい。

ICCRT01E

メンバシップのインプリメンテーションは１回だけです。

ICCRV01F

メンバシップ・ビューをメンバシップと関連づけなければなりません。CA Gen の内部エラーです。担当者に連絡してく
ださい。

ICCRV02E

メンバシップのビューは、親エンティティ・ビューが参照するエンティティ・タイプと同
じ階層にある関係のビューでなければなりません。アクション図でのメンバシップ・ビュー
（WHERE、TRANSFER、ASSOCIATE、DISASSOCIATE）の使用をすべて削除して、ビューを削除してください。
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ICCRV03E

エンティティ・アクション・ビューで参照される各メンバシップは、テクニカル設計でインプリメントする必要がありま
す。

ICCRV04W

ASSOCIATEステートメント、DISASSOCIATEステートメント、またはTRANSFERステートメント（制限つきエンティ
ティ・タイプに付属する関係を処理する）は、エンティティ・タイプの１つ（またはサブタイプかスーパータイプの１
つ）のオペレーションの中になければならず、またこの制限つきエンティティ・タイプに対して関係が更新型でなければ
なりません。

ICCRV05W

このステートメントが２つの関係するエンティティ・タイプ（またはそのサブタイプかスーパータイプ）のいずれかのオ
ペレーション内にないと、アクション・ステートメント内でプロテクト関係が参照されない場合があります。

ICCRV06E

仮想の誘導関係は、アクション図内で参照できません。

メッセージ ICCSA01W - ICCXU01E
ICCSA01W から ICCXU01E への一貫性検査メッセージを以下に示します。

ICCSA01W

最下位レベルのサブジェクト・エリアは、最低１つのエンティティ・タイプに分解しなければなりません。この警告は、
完全を期するためだけのものであり、一貫性を欠いてはいません。

ICCSA02W

（CBD）仕様サブジェクト・エリアに非仕様サブジェクト・エリアを含めることはできません。

ICCSA03W

（CBD）インプリメンテーション・サブジェクト・エリアに一般サブジェクト・エリアを含めることはできません。

ICCSC01E

画面には、最低１つのリテラルまたはフィールドが指定されているか、または最低１つのテンプレートが組み込まれてい
る必要があります。

ICCSC02E

スクロール可能と定義されていない画面に、スクロール用の特殊属性を含めることはできません。これを修正するには、
画面をスクロール可能と定義するか、特殊属性を含むフィールドを削除してください。
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ICCSC03E

スクロール可能と定義されていない画面に、スクロール用の特殊属性を含むテンプレートを使うことはできません。これ
を修正するには、特殊属性を含むフィールドを削除してください。

ICCSC04E

多重反復グループの場合、画面上に配置されているオカレンス数は、そのカージナリティと同じでなければなりません。
このオカレンス数は、グループのカージナリティより小さかったり、大きかったりしてはなりません。これを修正するに
は、グループのカージナリティを変更するか、画面上のオカレンス数を変更してください。

ICCSC05E

画面にトランザクション・コードの特殊属性を含めなければなりません。標準マップ・ジェネレータの場合、トランザク
ション・コードが配置されている必要があります。拡張マップ・ジェネレータでは、画面にトランザクション・コードが
配置されていない場合は、自動的に配置されます。

ICCSC06E

画面またはその画面のテンプレートには、トランコードの特殊属性が指定されている必要があります。

ICCSC07F

画面の第1フィールドは、特殊変数TRANCODEでなければなりません。

ICCSC08W

画面には、エラー・メッセージの特殊属性が指定されている必要があります。

ICCSC09W

画面またはその画面のテンプレートには、エラー・メッセージの特殊属性が指定されている必要があります。

ICCSC10W

各必須入力プレディケート・ビューは、画面変数によって入力されるか、または対話フローによって提供される必要があ
ります。対話フローによって値が提供されず、値の提供に割り当てられる画面変数がないため、プレディケート・ビュー
の必須特性を満たす方法がありません。

ICCSC11E

画面に配置されたオカレンスの数は、反復グループ・ビューのカージナリティより大きくできません。

ICCSC12W

画面のスクロールが不可の場合、画面に配置されたオカレンスの数は、反復グループ・ビューのカージナリティより少な
くできません。
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ICCSC13W

互換性がマークされ、Gen 7.6 を使用して構築された拡張マップ・ブロック・モード画面のみが、Gen 7.6 DLL から発行
された動的なプログラム・コールの対象にできます。標準マップ・ブロック・モード画面については、既存のモジュール
または Gen 7.6 を使用して構築されたモジュールのどちらも、Gen 7.6 DLL から動的に呼び出せます。

NOTE
注： 画面は、構築/パッケージングの［特性］ダイアログ・ボックスを使用して、明示的に互換性をマークする
ことができます。また、ビジネス・システムの MVS 環境の［特性］ダイアログ・ボックスを使用して、黙示的
にマークすることができます。［特性］ダイアログ・ボックスのダイナミック・リンク・オプションが［省略
時解釈］に設定されている場合、値はビジネス・システム内で確立している省略時解釈の設定によって決定さ
れます。

ICCSE01E

UPDATE SETステートメントで上位レベルの識別属性を変更してはなりません。これを修正するには、SET アクション
を削除します。

ICCSE02E

UPDATEアクションまたはCREATEアクション内のSETステートメントを誘導属性に対して使ってはなりません。これを
修正するには、SET アクションを削除します。

ICCSE03E

SET ステートメントは、日付属性ビューを別の日付値に割り当てる必要があります。

CREATE ステートメントまたは UPDATE ステートメント内の SET ステートメント、または独立型 SET ステートメント
で、日付として定義されている属性ビューに日付以外の値が設定されています。この問題を解決するには、データ・モデ
ルにアクセスし、SETステートメントで使われている属性のドメインを日付に変更するか、（PDA内で）SETデータで使
う別の属性を選択してください。

ICCSE04E

SETステートメントでは、時刻属性ビューに他の時刻値を割り当てなければなりません。CREATEステートメントまたは
UPDATEステートメント内のSETステートメント、または独立型SETステートメントで、時刻として定義されている属性
ビューに時刻以外の値が設定されています。これを修正するには、データ・モデルを詳しく調べて、SETステートメント
で使われている属性のドメインを時刻に変更するか、（PAD内で）SETで使う別の属性を選択してください。

ICCSE05E

テキスト属性のSETステートメントには、テキスト値を割り当てなければなりません。

ICCSE06E

数値属性のSETステートメントには、数値を割り当てなければなりません。
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ICCSE07E

SETステートメントには、TO節かUSING節がなければなりません。SETステートメントのTO節またはUSING節が完了し
ていません。

ICCSE08E

SET USINGステートメントの呼び出し先のアクション・ブロックが持つエクスポート・ビューは１つだけなければなり
ません。SET USINGステートメント内で参照されるアクション・ブロックで戻されるエクスポート・ビューは１つだ
けでなければなりません。エクスポート・ビューが持てるプレディケート・ビューは１つだけです。これを修正するに
は、PAD にアクセスし、［ビュー保守］を選択します。「余分な」エクスポート・ビューを削除します。

ICCSE09E

SET USINGの呼び出し先アクション・ブロックが持つエクスポート・プレディケート・ビューは１つだけでなければな
りません。SET USINGステートメント内で参照されるアクション・ブロックで戻されるエクスポート・ビューは１つだ
けでなければなりません。エクスポート・ビューが持てるプレディケート・ビューは１つだけです。これを修正するに
は、PAD にアクセスし、［ビュー保守］を選択します。「余分な」属性をビューから削除します。

ICCSE10E

呼び出し先アクション・ブロックの属性のタイプは、SET属性と同じでなければなりません。SET USINGステートメン
トで呼び出されるアクション・ブロックのエクスポート・ビューに戻される単一プレディケート・ビューは、設定する属
性と同じタイプでなければなりません。これを修正するには、データ・モデルを詳しく調べて、属性のドメインをSETス
テートメントで使われている属性と同じにするか、または（PAD内で）SETで使う別の属性を選択してください

ICCSE11W

SETステートメントでは、数値以外の属性に対してROUNDEDは使えません。

ICCSE12W

SET USINGステートメントでは、数値以外の属性に対してROUNDEDは使えません。

ICCSE13E

必須属性は NULL に設定できません。

ICCSE17E

UPDATE アクションまたは CREATE アクション内の SET ステートメントは、自動採番属性に対して実行できません。

ICCSE14W

タイプ変更オペレーションでは、分類属性を設定するUPDATEブロックは、分類属性を直接所有するエンティティ・タイ
プ（またはスーパータイプ）のUPDATEでなければなりません。
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ICCSE15W

このアクション図は互換性（非 DLL）がマークされています。このアクション図には、［はい］にマークされたアク
ション図への呼び出しが含まれています。 z/OS を目標にして互換性がマークされたモジュールを処理すると、ジェネ
レータ エラーが発生します。z/OS を目標にして、互換性がマークされているモジュールを処理しない場合、非互換性の
アクション図を作成できません。

NOTE
注： プロシージャ・ステップまたはアクション・ブロックは、構築/パッケージングの［特性］ダイアログ・
ボックスを使用して、明示的に互換性をマークすることができます。また、ビジネス・システムの MVS 環境の
［特性］ダイアログ・ボックスを使用して、黙示的にマークすることができます。［特性］ダイアログ・ボッ
クスのダイナミック・リンク・オプションが［省略時解釈］に設定されている場合、値はビジネス・システム
内で確立している省略時解釈の設定によって決定されます。

ICCSE16W

このアクション図は互換性（非 DLL）がマークされています。このアクション図には、［いいえ］にマークされたアク
ション図への呼び出しが含まれています。z/OS を目標にして、互換性がマークされているモジュールを処理すると、
非互換性のアクション図を再度インストールする必要があります。z/OS を目標にして、互換性がマークされているモ
ジュールを処理しない場合、非互換性のアクション図を作成できません。

NOTE
注： プロシージャ・ステップまたはアクション・ブロックは、構築/パッケージングの［特性］ダイアログ・
ボックスを使用して、明示的に互換性をマークすることができます。また、ビジネス・システムの MVS 環境の
［特性］ダイアログ・ボックスを使用して、黙示的にマークすることができます。［特性］ダイアログ・ボッ
クスのダイナミック・リンク・オプションが［省略時解釈］に設定されている場合、値はビジネス・システム
内で確立している省略時解釈の設定によって決定されます。

ICCSE19W

このアクション図は z/OS ライブラリ内にあり、ダイナミック・リンク・オプションが互換性にマークされているか、
または省略時に互換性になっているアクション図を呼び出しています。互換性モジュールは、z/OS ライブラリ内のアク
ション図による動的な呼び出しに適していません。

NOTE
注： アクション・ブロックは、構築/パッケージングの［特性］ダイアログ・ボックスを使用して、明示的に互
換性をマークすることができます。また、ビジネス・システムの MVS 環境の［特性］ダイアログ・ボックスを
使用して、黙示的にマークすることができます。［特性］ダイアログ・ボックスのダイナミック・リンク・オ
プションが［省略時解釈］に設定されている場合、値はビジネス・システム内で確立している省略時解釈の設
定によって決定されます。

ICCSE20E

BLOB 属性の SET ステートメントには、BLOB 値を割り当てる必要があります。

ICCSG01E

（DB2 z/OS）ストレージ・グループには、少なくとも 1 つの DASD ボリュームが必要です。

ICCST01E

テンプレートには、最低１つのリテラルまたは特殊フィールドが指定されている必要があります。
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ICCST02W

テンプレートは、少なくとも１つの画面内で使われる必要があります。この警告は、完全を期するためだけのものであ
り、一貫性を欠いてはいません。

ICCST03E

テンプレート上の変数またはリテラルは、そのテンプレート上のTRANCODEフィールドよりも前に置いてはなりませ
ん。TRANCODEは、すべてのテンプレート上で、最初のフィールドでなければなりません。

ICCST04E

テンプレート上の変数またはリテラルは、そのテンプレート上のTRANCODEフィールドよりも前に置いてはなりませ
ん。TRANCODEは、すべての画面上で、最初のフィールドでなければなりません。TRANCODEがテンプレートの一部
であれば、TRANCODEはそのテンプレートの最初のフィールドでなければなりません。

ICCSV01W

表示型フィールドは、「なし」としてマップまたは定義する必要があります。これを修正するには、隠ぺいフィールド以
外のフィールドをマッチングするか、「なし」と定義してください。

ICCSV02E

隠ぺいフィールド以外のフィールドは、画面上に配置しなければなりません。

ICCSV03E

画面変数に指定された編集パターン・タイプは、それが示す属性のタイプと一貫性がなければなりません。

ICCSV05E

インポート・グループ・ビューとエクスポート・グループ・ビューのカージナリティが同じではありません。

ICCSV06E

BLOB 属性は画面に配置されない場合があります。

ICCTD01S

（Oracle）テーブルスペースの省略時データファイル・パスがブランクです。トランスフォーメーションによって不正な
記憶ロケーションが作成された可能性があります。

ICCTD02W

（DB2 UDB）テーブルスペースの省略時ロケーション・パスがブランクです。トランスフォーメーションによって不正
な記憶ロケーションが作成された可能性があります。
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ICCTU01W

このエンティティ状態遷移を引き起こす処理には、対応する CREATE 期待効果が必要です。

ICCTU02W

このエンティティ状態遷移を引き起こす処理には、対応する DELETE 期待効果が必要です。

ICCTU03W

このエンティティ状態遷移を引き起こす処理には、対応する UPDATE 期待効果が必要です。

ICCUC01W

UNMARK COMMAND ステートメントは ASP.NET、Web または Web ビューの生成に対して無効です。

ICCUD01W

ルート以外の各アクティビティでは、最低１つの依存関係を満たさなければならないか、必要です。ルート以外の各アク
ティビティは、依存関係図の一部で、ADD内で別のアクティビティ、外部オブジェクト、またはイベントと関係づけな
ければなりません。この警告は、完全を期するためだけのものであり、一貫性を欠いてはいません。

ICCUD02W

基本アクティビティ以外のアクティビティのCREATEの期待効果は、その従属アクティビティにも期待されていなければ
なりません。

ICCUD03W

従属アクティビティのCREATEの期待効果は、その親アクティビティにも期待されていなければなりません。

ICCUD04W

基本アクティビティ以外のアクティビティのUPDATEの期待効果は、その従属アクティビティにも期待されていなければ
なりません。

ICCUD05W

従属アクティビティのUPDATEの期待効果は、その親アクティビティにも期待されていなければなりません。

ICCUD06W

従属アクティビティのDELETEの期待効果は、その親アクティビティにも期待されていなければなりません。
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ICCUD07W

基本アクティビティ以外のアクティビティのDELETEの期待効果は、その従属アクティビティにも期待されていなければ
なりません。

ICCUD08W

従属アクティビティのREADの期待効果は、その親アクティビティにも期待されていなければなりません。

ICCUD09W

基本アクティビティ以外のアクティビティのREADの期待効果は、その従属アクティビティにも期待されていなければな
りません。

ICCUP01E

UPDATEステートメントは、エンティティ・アクション・ビューまたは常駐ビューを対象とします。

ICCUP02E

UPDATEステートメントでは、インポート・ビューが入出力の双方に使われなければなりません。

ICCUP03E

UPDATEの対象となるビューは、正しく読取または作成されなければなりません。

ICCUP04E

UPDATEの対象となるビューは、正しく読取または作成され、ロックされなければなりません。

ICCVU01E

式に使用される属性ビューを内包する暗黙的添字付けをした反復グループ・ビューは、その式を含むステートメントを内
包するアクション・ブロック・ステートメント内で、正しい順序で目標/制御される必要があります。

ステートメントの再配列または削除の結果、ステートメント階層が壊れました。グループ・ビューを参照する、READ
EACH、FOR EACH、DO WHILE、またはREPEAT UNTILの各ステートメントの順番は、エクスポート・ビュー内の対応
するグループ・ビューの順番を反映していなければなりません。式を含むステートメントは、目標/制御ステートメント
内に置かなければなりません。

PADにアクセスし、ステートメントを移動し、目標ステートメントを再配列してください。

ICCVU02E

BLOB 属性は、NULL/NOT NULL に関してのみテストされる場合があります。

ICCVU03E

ヌル可能属性ビューのみが NULL/NOT NULL に関してテストされる場合があります。
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ICCWC01E

KEYPRESSイベントのCHARACTERパラメータは、１文字以上のテキスト属性ビューにマップされなければなりませ
ん。

ICCWC02E

KEYPRESS/MOUSEイベントのCTRL、ALT、またはSHIFTパラメータは、４文字以上のテキスト属性ビューにマップさ
れなければなりません。

ICCWC03E

KEYPRESSイベントのACTIONリターン値は、６文字以上のテキスト属性ビューにマップされなければなりません。

ICCWC04E

MOUSEイベントのXCOORDまたはYCOORDパラメータは、小数点以下が４桁（小数点の左）以上の数値属性ビューに
マップされなければなりません。

ICCWC05E

MOUSEイベントのHEIGHTまたはWIDTHパラメータは、小数点以下が４桁（小数点の左）以上の数値属性ビューにマッ
プされなければなりません。

ICCWC06E

OLE エリアまたは OLE コントロールの名前は 30 文字に制限する必要があります。

ICCWE01F

ウィンドウの入力フィールドをマッピングする必要があります。

ICCWF03E

BLOB 属性はウィンドウに配置されない場合があります。

ICCWL01W

ウィンドウのリスト・ボックスに、選択インディケータが含まれていません。

ICCWL02E

ウィンドウのリスト・ボックスの選択インディケータは、反復グループ・ビューに属さなければなりません。

ICCWL03F

ウィンドウのリスト・ボックスに、反復グループ・ビューがなければなりません。
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ICCWL04E

ウィンドウのリスト・ボックスに、多重反復グループ・ビュー以外の反復グループ・ビューがなければなりません。

ICCWL05E

ウィンドウのリスト・ボックスの選択インディケータに、テキスト・ドメインがなければなりません。

選択文字として指定されたリスト・ボックス・フィールドがテキスト・フィールドではありません。選択文字としてテキ
スト・フィールドを選択してください。

ICCWL07W

固定サイズ・テーブル内の行数は、関連付けられている反復グループ・ビューのカージナリティの最大値より大きくする
必要があります。

ICCWM01F

ウィンドウ・マッピングにはエクスポート・ビューが必要です。

ICCWM02W

ウィンドウ・マッピングにはインポート・ビューが必要です。ないと、プロシージャの情報が失われる可能性がありま
す。

ICCWM04E

インポート・グループ・ビューとエクスポート・グループ・ビューのカージナリティが同じではありません。

ICCWN01E

ウィンドウには、最低１つのフィールド、ボタン、またはメニュー項目がなければなりません。

ICCWN02W

ウィンドウが定義されていますが、ウィンドウのタイトルがありません。フラグが立てられているウィンドウにタイトル
を付けてください。

ICCWN03W

「テキスト・ウィンドウ」として定義されたウィンドウには、ツールバー、ステータス・バー、ビットマップ、または
OLEエリアを含めるべきではありません。

［ウィンドウ特性］ダイアログ・ボックスで、ウィンドウをテキストだけにするオプションが選択されています。ウィン
ドウをテキスト・ウィンドウにすると、本来含まれるべきではないオブジェクトがウィンドウに含まれてしまいます。

この警告の解決方法

ウィンドウをテキストのみにするチェック・ボックスをオフにするか、

ツールバー、ステータス・バー、ビットマップ、およびOLEオブジェクトをすべて削除してください。
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何もしないと、ウィンドウをDECformsに変換する際に、これらのオブジェクトが使われません。

ICCWN04W

このウィンドウにはOLEエリアがあります。エリアは、Web クライアント・アプリケーション、ASP.NET アプリケー
ション、Web ビュー・アプリケーションでサポートされていないため使用できません。

ICCWN05W

このウィンドウには、入力可能ドロップダウン・リストがあります。入力可能ドロップダウン・リストは、Web クライ
アント・アプリケーション、ASP.NET アプリケーション、Web ビュー・アプリケーションでサポートされていないため
使用できません。

ICCWN06W

このウィンドウには入力可能リストがあります。入力可能リスト・ボックスは、Web クライアント・アプリケーショ
ン、ASP.NET アプリケーション、Web ビュー・アプリケーションでサポートされていないため使用できません。

ICCWN07W

このウィンドウの入力フィールドにはオート タブ機能があります。この機能は、Web クライアント・アプリケーショ
ン、ASP.NET アプリケーション、Web ビュー・アプリケーションでサポートされていないため使用できません。

ICCWN10E

ウィンドウに OLE エリアまたは OLE コントロールがある場合、ウィンドウ名は 31 文字に制限する必要があります。

ICCWN11E

1 つのプロシージャ・ステップに対して 1 つの［ヘルプ・バージョン情報ボックス］のみ有効です。

ICCWN12W

［ヘルプ・バージョン情報ボックス］は、メニュー項目、ボタン、OPEN ステートメントによって、または生成された
デフォルト・ヘルプ・メニューから起動する必要があります。

ICCWN14W

このウィンドウには複数の状態を持つビットマップがあります。複数の状態を持つビットマップは、ASP.NETアプリ
ケーションではサポートされていないため使用できません。

ICCWN15E

生成は、同じウィンドウ上の同じ名前を持つ複数のウィンドウ制御をサポートしません。ナビゲーション図を使用して制
御の特性を詳細化し、個別の名前に変更してください。
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ICCWN16W

このウィンドウには［OCX コントロール］があります。［OCX コントロール］は、ASP.NET アプリケーションまたは
Web ビュー・アプリケーションでサポートされていないため使用できません。

ICCWN17W

このウィンドウには［HTML コントロール］があります。［HTMLコントロール］は、Web ビュー・アプリケーション
でサポートされていないため使用できません。

ICCWP01W

主ウィンドウでは、特殊なアクション［OK］または［CLOSE］を設定しないでください。

ICCWP02E

MDI FRAME（ウィンドウ）に含めることができるのは、ステータス・バーまたはツールバーに含まれるウィンドウ・コ
ントロールだけです。

ICCWX01E

ウィンドウのリスト・ボックス・フィールドは、反復エクスポート・グループ・ビューに属さなければなりません。

ICCWX02E

ウィンドウのリスト・ボックス・フィールドは、多重反復エクスポート・グループ・ビューに属してはなりません。

ICCXU01E

同じプロシージャ・ステップを含む２つのサブセットがあり、それぞれ別々のプロシージャ・ステップにフローするよう
に設定されています。エグジット・ステートを調べて、プロシージャ・ステップのフロー・オンがあるかどうか確認し、
それを一意にしてください。

実行時メッセージ
 

インプリメンテーション・ツールセットは、実行時メッセージとインプリメンテーション・ツールセット・メッセージの
2 種類のメッセージを生成します。インプリメンテーション・ツールセット・メッセージの詳細については、インプリメ
ンテーション・ツールセットのマニュアルを参照してください。

SQL エラーの詳細については、使用している DBMS のドキュメントを参照してください。

NOTE
注： リモート・ファイルという用語は、インプリメンテーション・パッケージ（IP）という用語に代わって使
用されます。一部の CA Gen ガイドや画面では、まだ IP という用語が使用されています。これらの用語は同義
です。

 

当アクション項目は、実行時エラー・メッセージを表示します。メッセージの範囲を選択してください。
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たとえば、メッセージTIRM023Eを参照する場合は、実行時エラー・メッセージTIRM000E - TIRM599Eという範囲を選
択してください。

範囲の選択方法は、下記の２通りがあります。

選択カーソルを選択する範囲上に移動し、F1を押します。

マウスで範囲を選択します。

 

共通のランタイム・メッセージ TIRM000E - TIRM599E
TIRM000E から TIRM599E に共通のランタイム・メッセージを以下に示します。

TIRM000E

タイプ： デフォルト・メッセージ

このメッセージは、実行時エラー・メッセージ番号が実行時エラー・メッセージ表にない場合に表示されます。重大エ
ラーが発生すると、アプリケーションの画面に表示される場合もあります。

TIRM001E

タイプ： 画面編集

このフィールドは必須で、ゼロ以外の数値データが必要です。

TIRM002E

タイプ： 画面編集

このフィールドは必須で、ブランク以外のデータが必要です。

TIRM003E

タイプ： 画面編集

入力フィールドのデータは、指定された編集パターンに適合しなければなりません。

TIRM004E

タイプ： 画面編集

入力された年は 1600 ～ 2599 の許容範囲外です。

TIRM005E

タイプ： 画面編集

入力された日付が、月の日数、年の月数、うるう年の妥当性検査に違反しています。
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TIRM006E

タイプ： 画面編集

入力された時刻が、分の秒数、時間の分数、日の時間数の妥当性検査に違反しています。

TIRM010E

タイプ： 画面編集

入力フィールドには、アルファベットの大文字、小文字またはブランクが入力できます。

TIRM011E

タイプ： 画面編集

入力フィールドに入力できるのは、０から９までの数字、＋、－、小数点、およびブランクだけです。

TIRM012E

タイプ： 画面編集

入力フィールドは、提供されたリスト値の 1 つのみを受理します。

TIRM013E

タイプ： 画面編集

入力フィールドは必要な文字列のみを受理します。

TIRM020E

タイプ： 画面編集

入力フィールドは、提供されたリストからの値の 1 つのみを受理します。

TIRM021E

タイプ： 画面編集

入力フィールドに定義済みの許容値があり、メッセージに付加されています。

TIRM022E

タイプ： 画面編集

定義された許容値を持つ入力フィールドに、ブランク以外のデータが必要です。この値はメッセージに付加されます。

TIRM023E

タイプ： 不定様式入力

入力パラメータが、対応するインポート・フィールドより長くなっています。
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TIRM024E

タイプ： 不定様式入力

プロシージャ・ステップに対して定義されている以上のパラメータが入力されています。

TIRM025E

タイプ： 不定様式入力

入力パラメータに対して、メッセージに付加する＜キーワード＞が定義されていません。

TIRM026E

タイプ： 不定様式入力

パラメータ・リストで使われている区切り文字が無効です（省略時値で定義されていません）。

TIRM027E

タイプ： 不定様式入力

同じパラメータがリストに複数あります。

TIRM028E

タイプ： 不定様式入力

入力パラメータが、不定様式入力が定義されていないトランコードで使われました。

TIRM029E

タイプ： 不定様式入力

パラメータと共に使われる文字列引用記号が、対になっていないか、不正です （文字列引用記号は２つで１組です。文
字列の始めと終わりに 1 つずつ付きます）。

TIRM030E

タイプ： 重大エラー

最後のチェックポイントまたは同期点以降の、データベースの更新内容（あれば）がすべてロールバックされました。

NOTE
注： このメッセージは、重大な実行時エラーの発生後、対話マネージャのエラー メッセージ画面に常に最初に
表示されるメッセージです。

TIRM031E

タイプ： 重大エラー

下記は、重大エラーに関する情報です。データを記録して、テクニカル・サポートにお問い合わせください。
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TIRM032E

タイプ： 重大エラー

重大エラー発生前に、最後に識別されたプロシージャ・ステップまたはアクション・ブロックのID番号を表示します。

TIRM033E

タイプ： 重大エラー

重大エラー発生前に、最後に識別されたプロシージャ・ステップまたはアクション・ブロックの名前を表示します。

TIRM034E

タイプ： 重大エラー

重大エラーの発生前または発生中に実行されたプロシージャ・アクション図内のエンティティ・アクションのデータベー
ス・アクセスのステートメント番号を表示します。

TIRM035E

タイプ： 重大エラー

重大エラーが発生したコード・セクションに関係するプロシージャ・アクション図内のステートメント番号を表示しま
す。

TIRM036E

タイプ： 重大エラー

反復グループ・ビューに関連づけられている配列の索引値が、配列のサイズを越えています。

TIRM037E

タイプ： 重大エラー

エラー処理ルーチンのないプログラム・エラーが発生しました。

TIRM038E

タイプ： 重大エラー

データベースのリターン・コードが受け付けられません。メッセージ39に続きます。

TIRM039E

タイプ： 重大エラー

このメッセージは常にメッセージ 38 に続きます。最後のステータス・コードは、データベース・アクセス
（CREATE、READ、UPDATE、または DELETE）の不成功の理由を示します。データの妥当性検査は、データベー
ス・アクセスの前後に行なわれます。
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DBの最終ステータス・コードには、下記のようなものがあります。

BP フィールドの許容値と一致しないため、データが使えません。こ
れは、データベース・アクセス前に検出され、常にメッセージ40
に続きます。

BT データベース・アクセス前に、数値フィールドで数値以外のデー
タが検出されました。メッセージ45に続きます。

CT コード生成時に［データ・モデリングの制約の強制］オプション
を選択すると、データベースに行を追加する時は常に必須関係も
すべて同様に作成されることを確認する検査コードが生成されま
す。これらの検査コードは、CREATE動詞を含むアクション・ブ
ロックの終了時に生成されます。必須関係がないと、トランザク
ションが異常終了し、CTコードが設定されます。

DB SQLステートメント内でエラーが発生しました。SQLコードとそ
の説明が当メッセージに続きます。

DE 提供された日付期間か時刻期間のモジュールにエラーがありまし
た。

DF 現行の識別子を持つレコードがデータベース上にすでにあ
り、when duplicate found節がCREATEステートメントに含まれて
いませんでした。

DU CURRENT OF ビューを使用する WHERE 節によって修
飾される READ 内で、CURRENT であるべきビューが読
み込まれなかったか、範囲外でした。UPDATEのビュー
が植値されず、またロックされていませんでした。ビュー
が未植値のまま、常駐ビューを使うアクション・ブロッ
クが呼び出され、呼び出されたアクション・ブロックが
READ、UPDATE、ASSOCIATE、DISASSOCIATE、または
TRANSFER内でビューを使おうとしました。ASSOCIATEステー
トメントまたはTRANSFERステートメント内の１つ以上のビュー
が植値されませんでした。

FE 回復不能なエラーが発生しました。通常、これはSQLエラーかデ
ータベースの保全性に関する問題です。

IA フィールドの許容値と一致しないため、データが使えません。こ
れは、データベース・アクセス後に検出され、常にメッセージ41
に続きます。

IE 提供された関数のいずれかで、エラーが発生しました。
ME コード生成時に［データ・モデリングの制約の強制］オプション

を選択すると、データベース内に排他関係が存在しないことを確
認する検査コードが生成されます。制約違反があれば、MEコー
ドが設定され、トランザクションは異常終了します。生成された
コードで、定義された排他制約に違反するASSOCIATEアクショ
ンがないようにします。排他関係セットのいずれかのメンバが存
在すれば、他のメンバは存在できません。以下の例は、相互排他
関係セットにおいて、A は B と C に関係していることを示してい
ます。アクション・ブロックは、Aを読み取り、AをBに関連づけ
ようとします。

MU ASSOCIATEまたはTRANSFER後、データベース内に排他関係が
存在することが確認されました。これが検出されるのは、生成オ
プションとして［データ・モデリングの制約の強制］が選択され
ている場合だけです。

NF 見つかりません。例外ロジックが直前のREADステートメントに
なく、そのREADステートメントの結果に基づく現行のアクショ
ンは無効です。PADに例外ロジックを追加してください。
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OO コード生成時に［データ・モデリングの制約の強制］オプション
が選択されていると、1 対 1 の関係を強制するための検査コード
が生成されます。制約違反があれば、OOコードが設定され、ト
ランザクションは異常終了します。ASSOCIATEが許可される前
に、関係の両端が検査されます。この検査により、複数の異なる
行の外部キーが、関係する同じ行を指すことを防ぐことができま
す。

Q1, Q2, Q3, Q4 この一連のステータス・コードは、内部処理エラーを示します。
エラーの原因として、際限ないメモリ要求、処理不能な数のカス
ケード削除など、いくつかの条件が考えられます。こうしたステ
ータス・コードのいずれかが表示されたら、担当者にご連絡くだ
さい。内部処理エラーの原因を特定するには、さらに詳しい調査
が必要です。

QD コード生成時に［データ・モデリングの制約の強制］オプション
が選択されていると、1 対 1 の関係を強制するための検査コード
が生成されます。制約違反があれば、QDコードが設定され、ト
ランザクションは異常終了します。この制約は、ASSOCIATEア
クションが１対多関係に適用されると、外部キーの値が上書きさ
れる作用に関するものです。外部キーが植値され、カスケード削
除ロジックが実行されていない場合、その効果はDISASSOCIATE
アクションと同じです。これを、暗黙の関連解消と呼びます。
データベース保全性チェックを実施せずに実行されるからです。
生成されたコードで、ASSOCIATEアクションの実行前に、外部
キーの基礎になっている属性がNULLであるようにします。ヌル
でなければ、要求された関連はすでに存在しているものと一致し
ていなければなりません。外部キーの値が、基づいている属性の
値と等しい場合に、関連は「存在する」といいます。外部キーが
NULLでなく、要求されたキーと同じ値でもない場合は、トラン
ザクションは不成功になります。

RE DELETEステートメントまたはDISASSOCIATEステートメントの
処理中に、エラーが発生しました。このステートメントを許可す
ると、データベースの参照保全性が損なわれます。

VU 以下のいずれかの条件でビューが取り込まれませんでし
た。CURRENT OF ビューを使用する WHERE 節によって
修飾される READ 内で、CURRENT であるべきビューが
読み取られなかったか、範囲外でした。UPDATEのビュー
が植値されず、またロックされていませんでした。ビュー
が未植値のまま、常駐ビューを使うアクション・ブロッ
クが呼び出され、呼び出されたアクション・ブロックが
READ、UPDATE、ASSOCIATE、DISASSOCIATE、または
TRANSFER内でビューを使おうとしました。ASSOCIATEステー
トメントまたはTRANSFERステートメント内の１つ以上のビュー
が植値されませんでした。

LE DATABASE アクセスの前または後に BLOB インメモリ・データ
を処理する際にエラーに遭遇しました。リターン・コードは 16
進であり、以下のように失敗したオペレーションを説明します。
無効なハンドル： 0x00000001
無効なデータ： 0x00000002
メモリが十分でない： 0x00000004

NU 「select only」の READ によって複数の行が返される場合にエ
ラーが発生しました。
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TIRM040E

タイプ： 重大エラー

データベース・フィールドのデータは、そのフィールドに対して定義された許容値とマッチしていないため、使えませ
ん。データベースへ書き込む前に、フィールドの妥当性検査に失敗しました。F9999999999は、当フィールドのホス
ト・エンサイクロペディアのオブジェクトIDです。

TIRM041E

タイプ： 重大エラー

データベース・フィールドのデータは、そのフィールドに対して定義された許容値とマッチしていないため、使えませ
ん。データベースの読み取り後、フィールドの妥当性検査に失敗しました。F9999999999は、当フィールドのホスト・
エンサイクロペディアのオブジェクトIDです。

TIRM042E

タイプ： 重大エラー

対話マネージャのプロファイル・マネージャで、重大エラーが発生しました。プロファイル・マネージャは、対話マネー
ジャがプロシージャ・ステップ間の通信に使うファイルを制御します。

TIRM043E

タイプ： 重大エラー

IECを使っている、対話マネージャのプロファイル・マネージャで重大エラーが発生しました。プロファイル・マネー
ジャは、対話マネージャがプロシージャ・ステップ間の通信に使うファイルを制御します。

PA2を押して、重大エラー発生時に処理中のトランザクションの最後の画面を表示してください。これは、エラー・メッ
セージ画面に表示された最後のメッセージです。最後のトランザクション画面を表示後、トランザクションは終了しま
す。

TIRM045E

タイプ： 重大エラー

データベース・フィールドのデータは、属性のテキスト/日付/時刻/番号特性と一致しないため、使えません。データベー
スへの書き込み前に、無効なデータが検出されました。A9999999999は、当フィールドのホスト・エンサイクロペディ
アのオブジェクトIDです。

TIRM046E

タイプ： 重大エラー

重大エラーにより、トランザクションが強制終了になりました。

TIRM047E

タイプ： 重大エラー

バッチ・ジョブが異常終了しました。TIRERRF ファイルをチェックしてください。必要があれば、テクニカル・サポー
トにお問い合わせください。
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TIRM048E

タイプ： 重大エラー

ABORT 関数をオンにした状態でエグジット・ステートを設定し、アクション・ブロックを終了すると、バッチ・ジョブ
の異常終了が完了する場合があります。CA Gen は、実行中に設定された最後のエグジット・ステートから ABORT 関数
を使用します。CA Gen の制御下でバッチ・ジョブが異常終了すると、ユーザ異常終了コード 100 が発行され、診断情
報が TIRERRF ファイルに書き込まれます。

TIRM049E

タイプ： 重大エラー

システムの日付と時刻を取得できませんでした。テクニカル・サポートにお問い合わせください。

TIRM050E

タイプ： 重大エラー

アプリケーションは不定様式入力を処理する間に失敗しました。

TIRM051E

タイプ： 重大エラー

インポート・ビューの妥当性検査ができませんでした。テクニカル・サポートにお問い合わせください。

TIRM052E

タイプ： 重大エラー

アプリケーションは、対話マネージャで失敗しました。テクニカル・サポートにお問い合わせください。

TIRM053E

タイプ： 重大エラー

CICSが、アプリケーション・プログラムに適切なセッションを提供できませんでした。詳細については、「CICS/OS/
VS Application Programmer's Reference（コマンド・レベル）」のRETRIEVEコマンドのSYSIDERR条件を参照してく
ださい。

TIRM054E

タイプ： 重大エラー

SYSIDオプションは、システム間テーブルで定義されていない名前か、リンクがクローズされているシステムを指定して
います。詳細については、「CICS/OS/VS Application Programmer's Reference（コマンド・レベル）」のSTARTコマン
ドのSYSIDERR条件を参照してください。

TIRM055E

タイプ： 重大エラー
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STARTコマンドで指定されたトランザクション識別子が、プログラム制御テーブルにありません。詳細については、
「CICS/OS/VS Application Programmer's Reference（コマンド・レベル）」のSTARTコマンドのTRANSIDERR条件を参
照してください。

TIRM056E

タイプ： 重大エラー

STARTコマンドで指定されたターミナル識別子が、プログラム制御テーブルにありません。詳細については、「CICS/
OS/VS Application Programmer's Reference（コマンド・レベル）」のSTARTコマンドのTERMIDERR条件を参照してく
ださい。

TIRM057E

タイプ： 重大エラー

端末関連エラーが発生しました。詳細については、「CICS/OS/VS Application Programmer's Reference（コマンド・レ
ベル）」のSENDコマンドのTERMERR条件を参照してください。

TIRM058E

タイプ： 重大エラー

TIRCURS マクロは、カーソル位置が示すフィールドを取得します。TIRCURS は、CA Gen ロード・ライブラリのマク
ロの 1 つです。TIRCURS に渡されたパラメータをチェックしてください。

TIRM059E

タイプ： 重大エラー

TIRCURS マクロは、カーソル位置が示すフィールドを取得します。TIRCURS は、CA Gen ロード・ライブラリのマク
ロの 1 つです。重大なエラーが TIRCURS での編集入力中に発生しました。

TIRM060E

タイプ： 重大エラー

TIRCURS マクロは、カーソル位置が示すフィールドを取得します。TIRCURS は、CA Gen ロード・ライブラリのマク
ロの 1 つです。欠けているまたは無効な画面マップが TIRCURS で検出されました。

TIRM061E

タイプ： 重大エラー

この入力は、フォーマット入力または不定様式入力のいずれでも処理できません。

TIRM062E

タイプ： 重大エラー

実行時プロファイル・スタックから取り出されたレコードが、このユーザによってスタック上に置かれましたが、それは
現行のプロシージャ・ステップ中ではありませんでした。原因として考えられるのは、同じユーザIDを使って複数のユー
ザがログオンした（もしそうなら１ユーザIDにつきログオンするのは１ユーザにしてください）か、（IMS下で）前のト
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ランザクションへの応答が受信される前に、画面をクリアし、トランザクションを入力した（この場合、最初のトランザ
クションへの応答が受信されるまで、PA2を押し続けてください）などです。このエラーの再発を防ぐには、ユーザIDエ
グジットを修正して、プロファイル・キーに、ユーザIDの代わりに端末IDを使うようにしてください。

TIRM063E

タイプ： 重大エラー

CICS

CA Gen プロシージャが CICS リージョンで実行され、不正なフォーマットの DFHCOMMAREA が渡されました。これ
は、最初の２バイトの長さが、EIBCALENというDFHEIBLKフィールドで渡された長さと一致しなかったことを意味しま
す。

対処方法は２通りあります。

CA Gen 以外のプログラムが、CICS コマンド EXEC CICS XCTL を使用して CA Gen プロシージャにフロー
し、COMMAREA を渡す場合、この COMMAREA には 2 バイトの 2 進長、2 バイトの 2 進ゼロ、CA Gen トランザク
ション・コードを含める必要があります。長さが常に有効となるよう、SET WS-COMMAREA-LENGTH TO LENGTH
OF WS-COMMAREAといったステートメントをPROCEDURE DIVISIONに書いてください。

COMMAREAが、同一端末上の別のトランザクションに対して保留状態だった場合、解決しなければならない競合があ
ります。XCTL FOR FLOWS WHEN POSSIBLE を使うホスト構築オプションで生成された CA Gen プロシージャはす
べて、COMMAREA を使って対話フロー上でデータを渡します。１つのプロシージャが終了してから、もう１つのプロ
シージャが開始するか、いずれのプロシージャもCOMMAREAを使わないことが確実でない限り、同一端末上で２つのプ
ロシージャを始動しないでください。

EJB

すでにロードされたアクション・ブロック・オブジェクトの使用中に、サーバでエラーが発生しました。既存のアクショ
ン・ブロック・オブジェクトを使用してアクション・ブロックを実行しようとしたときにキャッチされた、予期しない
Java ランタイム・エラーです。

メッセージには、アクション・ブロック・クラス名、メソッド名が示され、存在する場合はメソッド呼び出しで使用さ
れたインポート・ビューおよびエクスポート・ビューの名前も示されます。このメッセージの最後に記述された例外は、
キャッチされた Java システム・エラーから付加されたものです。

アクション・ブロック・メソッドが存在し、インポート・ビューおよびエクスポート・ビューがメソッドに対する適切な
パラメータであることを確認してください。

TIRM092E

タイプ： 対話マネージャ

フロー先プロシージャ・ステップが、ロード・モジュールにパッケージングされていません。

TIRM093E

タイプ： 対話マネージャ

ユーザ・エグジットTIRHELPが、この関数をサポートするように修正されていません。

TIRM094E

タイプ： 対話マネージャ

ユーザ・エグジットTIRHELPが、この関数をサポートするように修正されていません。
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TIRM095E

タイプ： 対話マネージャ

指定されたフィールドは、出力専用です。フィールドにプロンプトで選択した内容を植値することはできません。

TIRM096E

タイプ： 対話マネージャ

ユーザ・エグジットTIRHELPが、この関数をサポートするように修正されていません。

TIRM097E

タイプ： 画面編集

IMSコマンドの/SET TRANが、この端末からのすべての入力の宛て先としてトランザクションを指定しました。この設定
済みモードを上書きするには、/RESETコマンドを使ってください。

TIRM098E

タイプ： 対話マネージャ

重大な構築またはインストール・エラーにより出力中に失敗が発生しました。リターン・コードが表示されます。

TIRM099E

タイプ： 対話マネージャ

「TIRM098E」を参照してください。

TIRM100E

タイプ： 画面編集

数値が表示されるべき箇所に「？」が表示されています。この値は、編集パターンにマッチしていません。

TIRM101E

タイプ： 画面編集

入力された小数部の桁数が、このフィールドの編集パターンの最大数を越えています。

TIRM102E

タイプ： 画面編集

桁数が、このフィールドの編集パターンの最大桁数を越えています。

TIRM110E

タイプ： 画面編集
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この入力フィールドには、特定の日付フォーマットが必要です。

TIRM111E

タイプ： 画面編集

この入力フィールドには、特定の時刻フォーマットが必要です。

TIRM120E

タイプ： 対話マネージャ

プロシージャ・ステップに制御を渡す前に、対話マネージャは、代わりのIOPCBの宛て先を設定するためにIMSコール
を発行します。このコールが不成功に終わった場合、IMSのリターン・コードが付加されたこのメッセージが表示されま
す。

この問題を解決するには、IMSのメッセージとコードのマニュアルをご覧ください。

TIRM121E

タイプ： 対話マネージャ

入力されたトランザクションのプロシージャ・ステップがありません。

TIRM122E

タイプ： 対話マネージャ

入力されたトランザクションの最初の（クリア・スクリーン）プロシージャ・ステップがありません。

TIRM123E

タイプ： 対話マネージャ

画面が未定義のプロシージャ・ステップを再始動しようとしました。<トランザクション・コード> RESET を入力し
て、プロファイル・スタックをクリアしてください。

TIRM124E

タイプ： 対話マネージャ

スクロール量フィールドに入力された値が無効です。値を修正し、再び入力してください。

TIRM125E

タイプ： 対話マネージャ

対話マネージャが、カーソル位置をベースにしてフィールドを識別できません。カーソル位置をチェックしてください。

TIRM126E

タイプ： 対話マネージャ
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その内容をヘルプ情報の値で置換できるのは、入力可能フィールドだけです。カーソルが出力専用フィールドにあるた
め、アプリケーションを再起動できませんでした。カーソル位置をチェックしてください。

TIRM130E

タイプ： 関数

内部エラーが発生しました。テクニカル・サポートにお問い合わせください。

TIRM131E

タイプ： 関数

入力文字列の長さが、関数により受け入れられる最大長を越えています（255）。

TIRM132E

タイプ： 関数

指定されたサブストリング長が、入力文字列を越えています。開始位置と文字数をチェックしてください。

TIRM133E

タイプ： 関数

サブストリングの開始位置が、入力文字列長を越えています。開始位置をチェックしてください。

TIRM134E

タイプ： 関数

指定されたサブストリング長が、入力文字列を越えています。開始位置と文字数をチェックしてください。

TIRM135E

タイプ： 関数

連結後の入力文字列長が、関数が扱える最大長を越えています。

TIRM136E

タイプ： 関数

関数が正以外の数値を処理しようとしました。入力数値を確認してください。

TIRM137E

タイプ： 関数

関数が無効な日付を処理しようとしました。入力された日付の年月日を確認してください。
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TIRM138E

タイプ： 関数

入力された日付のフォーマットが不正です。YYYYMMDDのフォーマット（Yは年、Mは月、Dは日）で、データを入力し
てください。

TIRM139E

タイプ： 関数

関数は、入力内容から有効な日付を計算できませんでした。担当者にご連絡ください。

TIRM140E

タイプ： 関数

日数は、3,652,059 以下の整数でなければなりません。

TIRM141E

タイプ： 関数

関数が無効な入力時刻を処理しようとしました。入力時刻を確認してください。

TIRM142E

タイプ： 関数

入力時刻のフォーマットが不正です。フォーマットを確認してください。

TIRM143E

タイプ： 関数

関数が無効な入力文字列を数値に変換しようとしました。入力文字列を確認してください。

TIRM144E

タイプ： 関数

文字列を数値に変換する際に、内部エラーが発生しました。テクニカル・サポートにお問い合わせください。

TIRM145E

タイプ： 関数

変換する文字列の長さは、１ 以上 15 以下でなければなりません。

TIRM146E

タイプ： 関数
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「ルーチン」リスト上の実行ルーチンでエラーが発生しました。これらの実行ルーチンは、インストール時にセットアッ
プされた CA Gen ロード・ライブラリ内にあります。テクニカル・サポートにお問い合わせください。

TIRM147E

タイプ： 関数

関数が有効な日付範囲を越えて、日付を増やそうとしました。

TIRM148E

タイプ： 関数

関数による時刻の計算結果が無効です。テクニカル・サポートにお問い合わせください。

TIRM149E

タイプ： 関数

「関数」リスト上の関数でエラーが発生しました。関数への入力データをすべてチェックしてください。入力データが正
しい場合は、テクニカル・サポートにお問い合わせください。

TIRM150E

タイプ： 関数

関数が無効な日付期間を処理しようとしました。日付期間の長さを確認します。

TIRM151E

タイプ： 関数

関数が無効な時刻期間を処理しようとしました。時刻期間の長さを確認します。

TIRM152E

タイプ： 重大エラー

参照保全性チェックのため、このレコード・オカレンスを削除できません。削除されるレコード・オカレンスは、参加し
ている関係メンバシップの削除規則特性によって保護されています。このレコード・オカレンスは他のエンティティ・タ
イプのオカレンスと関係があるため、削除規則の設定により削除が禁止されています。関係は直接の場合もあれば、カス
ケードによる場合もあります。

TIRM153E

タイプ： 重大エラー

例外ロジックが直前のREADステートメントになく、そのREADステートメントの結果に基づく現行のアクションは無効
です。不成功になったREADステートメントを含むアクション図に、「when not found」例外ロジックを追加してくださ
い。
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TIRM154E

タイプ： 重大エラー

下記のいずれかの条件で、ビューが植値されませんでした。

CURRENT OFビューを使うWHERE節で修飾されるREADで、CURRENTであるべきビューが読み取られなかったか、有
効範囲を外れていました。

UPDATEのビューが植値されず、またロックされていませんでした。

ビューが未植値のまま、常駐ビューを使うアクション・ブロックが呼び出され、呼び出されたアクション・ブロックが
READ、UPDATE、ASSOCIATE、DISASSOCIATE、またはTRANSFER内でビューを使おうとしました。

ASSOCIATEステートメントまたはTRANSFERステートメント内の１つ以上のビューが植値されませんでした。

アクション図を修正してください。通常は、READが実行されなかったが、想定されていた制御フローがあります。

TIRM155E

タイプ： 重大エラー

ASSOCIATE または TRANSFER 後、データベース内に排他関係が存在することが確認されました。これが検出されるの
は、生成オプションとして［データ・モデリングの制約の強制］が選択されている場合だけです。データ・モデルの規則
に適合するようにアクション図を修正するか、データ・モデル内のルールを変更してください。

TIRM156E

タイプ： 重大エラー

CREATEステートメントによってデータベースに行が追加されましたが、ダイアグラムの終了前にASSOCIATEステート
メントによって作成されなかった必須関係があります。これが検出されるのは、生成オプションとして［データ・モデ
リングの制約の強制］が選択されている場合だけです。データ・モデルの規則に適合するようにアクション図を修正する
か、データ・モデル内のルールを変更してください。

TIRM157E

タイプ： 重大エラー

アクション・ブロックの実行時に、予期しないエラーが発生しました。アクション・ブロックが C または COBOL で生
成されている場合、このエラーは、プロシージャ・ステップの最後に実行される Commit ステップが失敗したことを示し
ます。アクション・ブロックが Java または C# で生成されている場合は、Commit または Rollback が失敗したことを示
します。また、Java または C# で生成されたアクション・ブロックの場合は、トランザクションがタイムアウトした可
能性もあります。

TIRM158E

タイプ： 重大エラー

Java および C#

クライアントは、重大なエラーに遭遇したため、処理を続行できませんでした。このエラー・メッセージには、クライ
アントから受け取った予期しないメッセージが表示されます。このメッセージには、実際のエラー内容を示す、メッセー
ジ・テキストとメッセージ番号が含まれます。
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TIRM159E

タイプ： 重大エラー

Java および C#：

サーバで重大なエラーが発生したため、処理を続行できませんでした。このエラー・メッセージには、サーバから受け
取った予期しないメッセージが表示されます。このメッセージには、実際のエラー内容を示す、メッセージ・テキストと
メッセージ番号が含まれます。このメッセージに付加される内容は、プロシージャ・ステップまたはアクション・ブロッ
クの名前、エラー番号、およびサーバからのメッセージです。

TIRM160E

タイプ： 重大エラー

そのトランザクションはタイムアウトになりました。

TIRM161E

タイプ： 重大エラー

トランザクション再試行が最大数を超えました。アプリケーションは中断しました。

TIRM162E

タイプ： 重大エラー

重大 DBMS エラーに関連する情報が続きます。リクエストされたアプリケーションは中断しました。

TIRM163E

タイプ： 重大エラー

重大エラーに関連する情報が続きます。リクエストされたアプリケーションは中断しました。

TIRM164E

タイプ： 重大エラー

no DBMS エラーが発生しました（SQLCODE=0）。これが発生するのは、選択した FETCH ステートメントの Where 節
でタイム スタンプが使用された場合です。タイム・スタンプは、これらのステートメント用のキーとして信頼できると
は考えられていません。

TIRM170E

タイプ： 重大エラー

サーバでエラーが発生しました。リクエストされたアプリケーションは中断しました。

TIRM251E - デシマル精度のオーバーフロー

タイプ： 重大エラー
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式の結果がオーバーフローになりました。これは、［C、C#、および Java でインプリメント(デシマル精度)］チェッ
ク・ボックスが選択され、アプリケーションが C 用に生成されている場合にのみ検出されます。

式に使用されている値を修正するか、チェックを追加してこのシナリオを回避してください。

TIRM252E - デシマル精度のアンダーフロー

タイプ： 重大エラー

式の結果がアンダーフローになりました。これは、［C、C#、および Java でインプリメント(デシマル精度)］チェッ
ク・ボックスが選択され、アプリケーションが C 用に生成されている場合にのみ検出されます。

式に使用されている値を修正するか、チェックを追加してこのシナリオを回避してください。

TIRM253E - DECIMAL PRECISION DIVIDE BY ZERO

タイプ： 重大エラー

式の結果がゼロでの除算になりました。これは、［C、C#、および Java でインプリメント(デシマル精度)］チェック・
ボックスが選択され、アプリケーションが C 用に生成されている場合にのみ検出されます。

式に使用されている値を修正するか、チェックを追加してこのシナリオを回避してください。

TIRM254E - DECIMAL PRECISION INVALID DATA

タイプ： 重大エラー

式の無効なデータを検出しました。これは、［C、C#、および Java でインプリメント(デシマル精度)］チェック・ボッ
クスが選択され、アプリケーションが C 用に生成されている場合にのみ検出されます。

式に使用されている値を修正するか、チェックを追加してこのシナリオを回避してください。

TIRM301E - Error insufficient memory to perform external call

タイプ： 重大エラー

このメッセージは、外部コールの実行に十分なメモリを使用できないことを示します。

メモリをクリアし、外部コールを再度実行してください。

TIRM302E - Error deallocation error performing external call

タイプ： 重大エラー

このメッセージは、外部コールの実行時に割り当て解放のエラーが発生したことを示します。

TIRM303E - Error invalid handle trying to perform external call

タイプ： 重大エラー

このメッセージは、無効なハンドルが外部コールを実行しようとしたことを示します。

正しいハンドルを指定し、外部コールを再度実行してください。
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TIRM304E - Error invalid (NULL) value trying to perform external call

タイプ： 重大エラー

このメッセージは、NULL 値が外部コールを実行しようとしたことを示します。

値を修正し、外部コールを再度実行してください。

TIRM305E - Error could not locate value trying to perform external call

タイプ： 重大エラー

このメッセージは、CA Gen が外部コールを実行しようとした値を発見できなかったことを示します。

TIRM306E - Error invalid conversion trying to perform external call

タイプ： 重大エラー

このメッセージは、外部コールの実行中に無効な変換が発生したことを示します。

TIRM307E - Error value exceeds maximum digits performing external call

タイプ： 重大エラー

このメッセージは、外部コールを実行しようとした値が指定されている最大桁数を超えたことを示します。

［特性］ダイアログで属性の長さを変更してください。

TIRM308E - Error value exceeds maximum length performing external call

タイプ： 重大エラー

このメッセージは、外部コールを実行しようとした値が指定されている最大文字数を超えたことを示します。

［特性］ダイアログで属性の長さを変更してください。

TIRM309E - Error invalid value performing external call

タイプ： 重大エラー

このメッセージは、無効な値が外部コールを実行しようとしたことを示します。

値を修正し、外部コールを再度実行してください。

TIRM310E - Error invalid name trying to perform external call

タイプ： 重大エラー

このメッセージは、無効な名前の値が外部コールを実行しようとしたことを示します。

名前を修正し、外部コールを再度実行してください。

TIRM311E - Error invalid namespace trying to perform external call

タイプ： 重大エラー
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このメッセージは、外部コールの実行中に無効な名前空間が指定されたことを示します。

名前空間を修正し、外部コールを再度実行してください。

TIRM312E - Error invalid occurrence given trying to perform external call

タイプ： 重大エラー

このメッセージは、外部コールの実行中に無効なオカレンスが指定されたことを示します。

TIRM313E - Error invalid SOAPType performing external call

タイプ： 重大エラー

このメッセージは、外部コールの実行中に無効な SOAPType が指定されたことを示します。

SOAPType を修正し、外部コールを再度実行してください。

TIRM314E - Error invalid operation name performing external call

タイプ： 重大エラー

このメッセージは、外部コールの実行中に無効なオペレーション名が指定されたことを示します。

TIRM315E - Error invalid URL performing external call

タイプ： 重大エラー

このメッセージは、外部コールの実行中に無効な URL が指定されたことを示します。

URL を修正し、外部コールを再度実行してください。

TIRM316E - Error invalid SOAPAction performing external call

タイプ： 重大エラー

このメッセージは、外部コールの実行中に無効な SOAPAction が指定されたことを示します。

SOAPAction を修正し、外部コールを再度実行してください。

TIRM317E - Error invalid parent ID performing external call

タイプ： 重大エラー

このメッセージは、外部コールを実行する間に、無効な親 ID が指定されたことを示します。

親 ID を修正し、外部コールを再度実行してください。

TIRM318E - Error duplicate UID performing external call

タイプ： 重大エラー

このメッセージは、外部コールの実行時に重複する UID が指定されたことを示します。

 158



 CA Gen - 86JP - Japanese - Japan

TIRM319E - Error invalid XMLType performing external call

タイプ： 重大エラー

このメッセージは、外部コールの実行時に指定された XMLType が無効であったことを示します。

XMLType を修正し、外部コールを再度実行してください。

TIRM320E - Error invalid occurs value performing external call

タイプ： 重大エラー

このメッセージは、外部コールの実行時に指定された OCCURS 値が無効であったことを示します。

TIRM321E - Error invalid parent element type performing external call

タイプ： 重大エラー

このメッセージは、外部コールの実行時に指定された親エレメント タイプが無効であったことを示します。

親エレメント タイプを修正し、外部コールを再度実行してください。

TIRM322E - Error occurred while performing external call

タイプ： 重大エラー

このメッセージは、外部コールの実行時にエラーが発生したことを示します。

TIRM323E - Error UID could not be located performing external call

タイプ： 重大エラー

このメッセージは、外部コールの実行時に指定された UID が見つからなかったことを示します。

TIRM324E - Error invalid RGV level performing external call

タイプ： 重大エラー

このメッセージは、外部コールの実行時に指定された RGV レベルが無効であったことを示します。

TIRM401E - Error invalid handle found in performing LOB API call

タイプ： 重大エラー

このメッセージは、LOB API コールを実行しているハンドルが無効であることを示します。

ハンドルが初期化されていることを確認してください。

TIRM402E - Error invalid data found in performing LOB API call

タイプ： 重大エラー

このメッセージは、LOB API コールの実行中に無効な引数が渡されたことを示します。
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TIRM403E - Error insufficient memory to perform LOB API call

タイプ： 重大エラー

このメッセージは、LOB API コールを実行するのに十分なメモリがなかったことを示します。

メモリをクリアし、コールを再度実行してください。

分散処理メッセージ TIRM600E - TIRM899E
これらのメッセージは、分散処理アプリケーションの実行中に最も頻繁に発生し、クライアント、サーバ、TP モニ
タ、または失敗した協調フローの処理をサポートする通信プログラムでエラーを検出したときに分散処理クライアント
（DPC）アプリケーションによって表示されます。

TIRM600E

タイプ： クライアント/サーバ通信

このメッセージと、メッセージTIRM601E、TIRM610E、およびTIRM611Eは、共通フォーマット・バッファ関連のエ
ラーを示します。4 つのメッセージは類似しています。TIRM600E と TIRM601E はホスト（サーバ）プラットフォーム
に適用されます。TIRM610EとTIRM611Eは、ワークステーション（クライアント）プラットフォームに適用されます。

これらのメッセージは、１つのプロシージャ・ステップのインポート・ビューが別のプロシージャ・ステップのエクス
ポート・ビューに一致しないことを示しています。インポートとエクスポートは、送信するプラットフォームと受信する
プラットフォームに関するものです。

理由：

考えられる理由は以下のとおりです。

• ビューが一致していません。たとえば、クライアント・アプリケーションのワーク属性の長さを変更し、クライアン
ト・アプリケーションは再生成するが、サーバ・アプリケーションは再生成しない場合は、ビューは一致しません。

• クライアント・アプリケーションとサーバ・アプリケーションの生成コードが同期していません。
• サーバ・アプリケーションのコードが、CICSリージョンからアクセス可能なDB2セッションに対してバインドされて
いません。

アクション：

実行可能なアクションは以下のとおりです。

• アプリケーション・モデルの完全なビュー・マッチング。
• クライアント・アプリケーションとサーバ・アプリケーションの再生成と再導入。
• 生成コードがいずれも手作業で変更されていないことの確認。
• サーバ・コードが、CICSリージョンからアクセス可能なDB2セッションに対してバインドされていることの確認。

TIRM601E

タイプ： クライアント/サーバ通信

「TIRM600E」を参照してください。

TIRM602E

タイプ： クライアント/サーバ通信
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このメッセージは、クライアント/サーバ・アプリケーションの実行中に、リモート（サーバ）プラットフォーム上でエ
ラーが発生したことを示しています。

これは、メッセージTIRM603EおよびTIRM604Eとともに表示される情報メッセージです。このメッセージは、通常リス
トの２番目に表示されます。メッセージTIRM604Eは、フローの追跡に役立ちます。

TIRM603E

タイプ： クライアント/サーバ通信

このメッセージは、エラー・レポート・ウィンドウを終了する方法を指示します。

これは、メッセージTIRM602EおよびTIRM604Eとともに表示される情報メッセージです。このメッセージは、通常リス
トの最後に表示されます。

TIRM604E

タイプ： クライアント/サーバ通信

このエラー・メッセージは、エラー発生時に、どのプロシージャ・ステップとクリア・スクリーン・トランザクション・
コードが活動的であったかを診断するのに役立ちます。

このメッセージに続く情報には、下記のものがあります。

• エラー発生時に実行中であったプロシージャ・ステップ
• エラーが発生したステップまでの、プロシージャ・ステップ間の対話フロー
• プロシージャ・ステップに関連づけられたクリア・スクリーン・トランザクション・コード

このメッセージは、メッセージTIRM602EおよびTIRM603Eと共に表示されます。このメッセージは、通常、リストの先
頭に表示されます。

TIRM605E

タイプ： クライアント/サーバ通信

このメッセージは、協調フロー・リクエストの処理中に障害が発生したことを示します。処理中にメモリ不足エラーが発
生しました。

TIRM606E

タイプ： クライアント/サーバ通信

このメッセージは、クライアント・アプリケーションが CA Gen クライアント・マネージャのメッセージ・キューに接
続できないことを示しています。

アクション：

実行可能なアクションは以下のとおりです。

• クライアント・マネージャを起動してください。
• クライアント・マネージャがすでに稼働している場合は、クローズしてから再始動してください。

クライアント・マネージャの起動または再始動後、操作を再試行してください。
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TIRM607E

タイプ： クライアント/サーバ通信

このメッセージは、クライアント・マネージャ・アプリケーションが CA Gen クライアント・マネージャと通信できな
いことを示しています。

アクション：

ワークステーションを再起動して、メモリをすべてクリアしてください。操作をやり直してください。

NOTE
注： リブートによって問題が解決できると推測される場合でも、このエラーについてテクニカル・サポートに
ご連絡ください。

TIRM608E

タイプ： クライアント/サーバ通信

このメッセージは、クライアント・アプリケーションが CA Gen クライアント・マネージャのメッセージ・キューに
メッセージを追加できないことを示しています。

アクション：

• デスクトップ上で使っていないアプリケーションをクローズしてください。これで、他のアプリケーションで使え
るメモリが増えます。たとえば、メッセージ待ち行列はメモリ内に保持されます。メモリが不足すると、アプリケー
ションが待ち行列を作成できなかったり、追加できない場合があります。

• クライアント・マネージャを終了し、再始動してください。
• ワークステーション（クライアント）プラットフォームをリブートし、操作を再試行してください。

いずれの修正処置もうまくいかない場合は、このエラーをテクニカルサポートにご連絡ください。

TIRM609E

タイプ： クライアント/サーバ通信

このメッセージは、協調フロー・リクエストの処理中に障害が発生したことを示します。このメッセージは、失敗した
協調フロー・リクエストの処理に関与していたリモート処理において、一般的な送受信障害が発生したことを示していま
す。障害はクライアント環境内ではなく、リモートで発生しました。たとえば、障害はコミュニケーション・ブリッジで
発生しました。障害の原因は、そのソース（たとえば、コミュニケーション・ブリッジのログ・ファイルを確認する）で
さらに調査する必要があります。

TIRM610E

タイプ： クライアント/サーバ通信

「TIRM600E」を参照してください。

TIRM611E

タイプ： クライアント/サーバ通信

「TIRM600E」を参照してください。
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TIRM612E

タイプ： クライアント/サーバ通信

このメッセージは、CA Gen コミュニケーション・ブリッジと UNIX オペレーティング・システム間のエラーを示してい
ます。コミュニケーション・ブリッジは、TCP/IP からソケットを取得できませんでした。

アクション：

実行可能なアクションは以下のとおりです。

• コミュニケーション・ブリッジのパラメータ・ファイルをチェックしてください。パラメータ・ファイル内のソケッ
ト名がTCP/IPサービス・ファイル内の名前と一致していることを確認してください。

• ソケットが使われている場合は、TCP/IPサービス・ファイルに一意の名前と番号を持つソケット・エントリを追加し
てください。このソケット名をコミュニケーション・ブリッジのパラメータ・ファイルに追加してください。

• TCP/IPが実行中であることを確認してください。

TIRM613E

タイプ： クライアント/サーバ通信

このメッセージは、CA Gen コミュニケーション・ブリッジが常駐するプラットフォームと TCP/IP 間のエラーを示して
います。

アクション：

実行可能なアクションは以下のとおりです。

• コミュニケーション・ブリッジが存在するワークステーションが動作していることを確認してください。
• TCP/IP が実行中であることを確認してください。
• 2 つのハードウェア・プラットフォーム間で PING テストを実行することにより、通信リンクが活動状態であること
を確認してください。

TIRM614E

タイプ： クライアント/サーバ通信

このメッセージは、UNIXの.PRMファイルの３行目と４行目で指定したユーザIDとパスワードが、UXPサーバに対して無
効であることを示しています。そのため、UXP サーバでは、CA Gen コミュニケーション・ブリッジとホスト・プラッ
トフォームとの間で通信ができません。

アクション：

UNIXの.PRMファイル内のユーザIDとパスワードが有効であることを確認してください。

TIRM615E

タイプ： クライアント/サーバ通信

このメッセージは、CA Gen コミュニケーション・ブリッジが TCP/IP からメッセージを受け取れなかったことを示して
います。

アクション：

実行可能なアクションは以下のとおりです。
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• コミュニケーション・ブリッジが存在するワークステーションが動作していることを確認してください。
• コミュニケーション・ブリッジが実行中であることを確認してください。
• TCP/IP が実行中であることを確認してください。
• 通信リンクが活動状態であることを確認してください。コミュニケーション・ブリッジ・プラットフォームとホス
ト・プラットフォームとの間で、PING コマンドを使って、エコー・テストを実行してください。

TIRM616E

タイプ： クライアント/サーバ通信

このメッセージは、コミュニケーション・ブリッジが受け取ったメッセージが長すぎる（32K以上）ことを示していま
す。

アクション：

サーバ・プロシージャ・ステップ内のエクスポート・ビューが、１作業単位を完了する最小限の情報量だけを返すことを
確認してください。特に、反復グループ・ビューのサイズをチェックしてください。

TIRM617E

タイプ： クライアント/サーバ通信

このメッセージは、TCP/IP が CA Gen コミュニケーション・ブリッジからメッセージを受け取れなかったことを示して
います。

アクション：

実行可能なアクションは以下のとおりです。

• コミュニケーション・ブリッジが存在するワークステーションが動作していることを確認してください。
• コミュニケーション・ブリッジが実行中であることを確認してください。
• TCP/IP が実行中であることを確認してください。
• 通信リンクが活動状態であることを確認してください。コミュニケーション・ブリッジ・プラットフォームとホス
ト・プラットフォームとの間で、PING コマンドを使って、エコー・テストを実行してください。

TIRM618E

タイプ： クライアント/サーバ通信

このメッセージは、CA Gen コミュニケーション・ブリッジが常駐するワークステーションが UNIX ホストから正しく切
断されなかったことを示しています。通常、コミュニケーション・ブリッジはホストに接続されたままで、接続解除でき
るのは、ブリッジをシャットダウンした時だけです。

コミュニケーション・ブリッジには表示インターフェースが何もないので、このメッセージは、ブリッジのログ・ファイ
ルに記録されます。

アクション：

実行可能なアクションは以下のとおりです。

コミュニケーション・ブリッジのワークステーションが実行中であることを確認してください。

• このエラーをテクニカル・サポートに報告してください。
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TIRM619E

このメッセージは、TCP/IP 通信中にエラーが発生したことを示しています。エラーの原因を特定できませんでした。

コミュニケーション・ブリッジのログ・ファイルとUNIのログ・ファイルを詳しく調べてください。テクニカル・サポー
トにこのエラーを報告し、ログ情報を送ってください。

TIRM620E

タイプ： クライアント/サーバ通信

このメッセージと、メッセージTIRM621E、TIRM622E、TIRM623E、およびTIRM624Eは、TCP/IPとコミュニケーショ
ン・ブリッジとの間の通信に関するものです。

コミュニケーション・ブリッジの２つの主要な実行可能ファイルは、COMMSRVNとUXPSRVです。これらのファイル
は 2 つとも、正しく機能するブリッジで実行される必要があります。

アクション：

実行可能なアクションは以下のとおりです。

• TCP/IPが実行中であることを確認してください。
• UXPSRV.EXE が存在する（削除されていない）ことを確認してください。
• UXPSRVが実行中であることを確認してください。
• 環境変数UXP_QUEUENAMEが、COMMSRVNとUXPSRVの双方で、同じ名前に設定されていることを確認してく
ださい。両者で使われる待ち行列名は同じでなければなりません。待ち行列名は、コミュニケーション・ブリッジ
（COMMSRVN）の始動時に、自動的に設定されます。

• コミュニケーション・ブリッジを UXPSRV ではなく、COMMSRVN で起動していることを確認してくださ
い。COMMSRVNは、UXP_QUEUENAME変数を設定してから、UXPSRVを始動します。

• コミュニケーション・ブリッジを複数実行している場合は、COMMSRVNとUXPSRVの組み合わせがそれぞれ一意の
待ち行列名であることを確認してください。

• リクエストされたサーバ・トランザクションがすべての領域内で CICS に定義されていることを確認してください。

TIRM621E

タイプ： クライアント/サーバ通信

「TIRM620E」を参照してください。

TIRM622E

タイプ： クライアント/サーバ通信

「TIRM620E」を参照してください。

TIRM623E

タイプ： クライアント/サーバ通信

「TIRM620E」を参照してください。

TIRM624E

タイプ： クライアント/サーバ通信
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「TIRM620E」を参照してください。

TIRM625E

タイプ： クライアント/サーバ通信

このメッセージは、コミュニケーション・ブリッジが関数TIRCOMMのエラーを診断できなかったことを示しています。

このエラーをテクニカル・サポートに報告してください。

TIRM626E

タイプ： クライアント/サーバ通信

処理エラーが非同期協調フロー中に発生したことを示す一般エラー・メッセージです。 このメッセージは、Async
Request ID がすでに使用されており、そのため失敗したリクエストで使用できなかったか、アプリケーションが無効ま
たは予期しない非同期協調フローステートメントを起動した可能性があることを示しています。このエラー・メッセージ
は、アプリケーション・ロジックが、なんらかの方法で非同期処理ステートメントの不正なシーケンスの実行を試みた事
実を示しています。

このエラーをテクニカル・サポートに報告してください。

TIRM627E

タイプ： クライアント/サーバ通信

このメッセージは、クライアント・マネージャがサーバから無効な確認を受信したことを示します。

TIRM628E

タイプ： クライアント/サーバ通信

このメッセージは、IMS がサポートされていないことを示します。

TIRM629E

タイプ： クライアント/サーバ通信

このメッセージは、クライアント・マネージャが、コミュニケーション・ブリッジが存在するサーバ・プラットフォーム
と通信できなかったことを示しています。

アクション：

実行可能なアクションは以下のとおりです。

• クライアント・マネージャが、コミュニケーション・ブリッジの存在するサーバに接続していることを確認してくだ
さい。そうでなければ、正しいサーバに接続してください。

• コミュニケーション・ブリッジが実行中であることを確認してください。
• クライアント・マネージャを終了してから、再始動してください。

TIRM630E

タイプ： クライアント/サーバ通信
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このメッセージは、ユーザによってクライアント・マネージャが停止したことを示しています。クライアント・マネー
ジャは、停止時に、ホストからの応答待ちの状態でした。

アクション：

クライアント・マネージャを再始動してください。正しいサーバに接続されていることを確認してください。

TIRM631E

タイプ： クライアント/サーバ通信

このメッセージは、サーバ・アプリケーションからのフローがクライアント・アプリケーションに戻らなかったことを示
しています。サーバ・プロシージャ・ステップに使われたアクション図のロジックが、エグジット・ステートを設定して
いませんでした。フローがクライアント・アプリケーションに戻るには、エグジット・ステートが必要です。

アクション：

サーバ・アプリケーションのプロシージャ・アクション図（PAD）を詳しく調べてください。エグジット・ステートを
設定せずに、PADが処理を完了した条件を確定してください。この条件がエグジット・ステートを設定するようにして
ください。

TIRM632E

タイプ： クライアント/サーバ通信

このメッセージは、要求されたトランザクション・コードが、UNIXプラットフォーム上のAEENVファイルにないことを
示しています。

アクション：

UNIX上のAEENVファイルをチェックしてください。すべてのトランザクション・コードがファイルに入力されているこ
とを確認してください。

TIRM633E

タイプ： クライアント/サーバ通信

このメッセージは、データベース接続情報がUNIXプラットフォーム上のAEENVファイルにないことを示しています。

アクション：

UNIX上のAEENVファイルをチェックしてください。トランザクション・コードがすべてデータベース ユーザ ID と関連
付けられることを確認してください。一部のデータベース・ユーザ ID はパスワードも関連付けることができます。デー
タベースのユーザID、およびパスワード（使われていれば）は、AEENVファイルに含まれていなければなりません。形
式は以下のとおりです。

transaction_code load_module_name userID password

TIRM634E

タイプ： クライアント/サーバ・セキュリティ・エグジット不成功

このメッセージは、カスタマイズされたセキュリティ・トークン・エグジットWRSECTOKENから、エラー・コードが
発行されたことを示しています。
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アクション：

詳細については、WRSECTOKENユーザ・エグジット・ソースのドキュメントをご覧ください。

TIRM635E

タイプ： クライアント/サーバ・セキュリティ・エグジット不成功

カスタマイズされたセキュリティ・トークン・ユーザ・エグジット、WRSECTOKENによって生成されたトークンが、
使用可能な最大長を越えています。

アクション：

• 生成されたトークンの長さを、引数tokenLenを介してWRSECTOKENに渡された長さに短縮してください。tokenLen
を生成されたトークンの現行の長さに設定してください。

• 詳細については、WRSECTOKENユーザ・エグジット・ソースのドキュメントをご覧ください。

TIRM636E

タイプ： クライアント/サーバ・セキュリティ・エグジット不成功

カスタマイズされたセキュリティ暗号化エグジットから、エラー・コードが発行されました。

アクション：

詳細については、暗号化ユーザ・エグジット・ソースのドキュメントをご覧ください。

TIRM637E

タイプ： クライアント/サーバ・セキュリティ・エグジット不成功

セキュリティ暗号化エグジットWRSECENCRYPT()によって生成された暗号化データの長さが、使用可能なバッファ・
サイズを越えています。

アクション：

• このエグジットは、引数maxViewLenで指定された長さを越える長さの暗号化データ（引数encryptView）を返さない
場合があります。MaxViewLen当たりのビューの暗号化部分の長さを短縮してください。

• 詳細については、暗号化ユーザ・エグジット・ソースのドキュメントをご覧ください。

TIRM638E

タイプ： クライアント/サーバ・セキュリティ・エグジット不成功

カスタマイズされたセキュリティ暗号解読エグジットから、エラー・コードが発行されました。

アクション：

詳細については、暗号解読ユーザ・エグジット・ソースのドキュメントをご覧ください。

TIRM639E

タイプ： クライアント/サーバ・セキュリティ・エグジット不成功

セキュリティ暗号解読エグジットWRSECDECRYPTによって生成された暗号解読データの長さが、使用可能なバッ
ファ・サイズを越えています。
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アクション：

• このエグジットは、引数maxViewLenで指定された長さを越える長さの、暗号解読データ（引数encryptView）を返さ
ない場合があります。maxViewLen 当たりのビューの暗号解読部分の長さを短縮してください。

• 詳細については、暗号解読ユーザ・エグジット・ソースのドキュメントをご覧ください。

TIRM640E

タイプ： クライアント/サーバ・セキュリティ・エグジット不成功

セキュリティ暗号解読エグジットWRSECDECRYPT()に暗号化ビューが渡されましたが、暗号解読が行なわれなかった
ことを示すコードが返されました。暗号化ビューではフローを継続できないため、このメッセージが発行され、フローが
終了しました。

アクション：

WRSECDECRYPT()のカスタマイズでは、ビューの暗号解読を処理し、適切なDecryptionUsedフラグを返さなければな
りません。詳細については、暗号解読ユーザ・エグジット・ソースのドキュメントをご覧ください。

TIRM641E

タイプ： クライアント/サーバ暗号化/暗号解読

クライアントは、暗号解読を使用することを試行しています。一方、サーバ暗号解読ユーザ・エグジットは使用されてい
ません。

アクション：

サーバ暗号解読ユーザ・エグジットによってサーバ暗号解読を有効にします。

TIRM642E

タイプ： クライアント/サーバ・セキュリティ・エグジット

クライアントは、クライアントのユーザ ID およびパスワードをセキュリティ検証に使用することを試行しています。そ
して、サーバ・セキュリティの検証は失敗しました。

TIRM643E

タイプ： クライアント/サーバ・セキュリティ・エグジット

クライアントが、セキュリティ検証のために、クライアントのユーザIDとパスワードを使おうとしましたが、サーバ・セ
キュリティ・エグジットがセキュリティ検証を行なうように修正されていませんでした。クライアント・セキュリティ検
証エグジット（WRSECTOKEN）とサーバ・セキュリティ検証エグジット（TIRSECV）の双方を修正して、CA Gen の
セキュリティの新機能を使えるようにしなければなりません。

アクション：

• CA Gen のセキュリティ機能を使用している場合は、サーバ・セキュリティ検証エグジット TIRSECV を変更しま
す。詳細については、TIRSECVコードに付属のドキュメントをご覧ください。

• CA Gen のセキュリティ機能を使用していない場合は、クライアント・セキュリティ検証エグジット WRSECTOKEN
の修正箇所を元に戻してください。詳細については、WRSECTOKEN ソース・コードに付属のドキュメントをご覧く
ださい。
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TIRM644E

タイプ： クライアント/サーバ暗号化/暗号解読

サーバは、32K の制限を超える暗号化されたユーザ・データを含むトランザクションをパスすることを試行していま
す。

TIRM645E

タイプ： クライアント/サーバ暗号化/暗号解読

クライアントは、暗号化を使用することを試行しています。一方、サーバ暗号化ユーザ・エグジットは使用されていませ
ん。

アクション：

サーバ暗号化ユーザ・エグジットによってサーバ暗号化を有効にします。

TIRM650E

タイプ： Client/Server

このメッセージは、使用されたプロシージャ・ステップが見つからなかったことを示します。

TIRM651E

タイプ： Client/Server

このメッセージは、使用されたプロシージャ・ステップが正しくルーティングされなかったことを示します。

TIRM652E

タイプ： Client/Server

このメッセージは、使用されたプロシージャ・ステップが送信中に不正確にフォーマットされたことを示します。

TIRM653E

タイプ： Client/Server

このメッセージは、使用されたプロシージャ・ステップが暗号化エラーを受信したことを示します。

TIRM654E

タイプ： Client/Server

このメッセージは、使用されたプロシージャ・ステップが送信中にバッファ・エラーに遭遇したことを示します。

TIRM655E

タイプ： Client/Server

このメッセージは、使用されたプロシージャ・ステップが受信中にバッファ・エラーに遭遇したことを示します。
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TIRM656E

タイプ： Client/Server

このメッセージは、使用されたプロシージャ・ステップが受信中にバッファ・フォーマット・エラーに遭遇したことを示
します。

TIRM657E

タイプ： Client/Server

このメッセージは、使用されたプロシージャ・ステップがセキュリティの検証エラーに遭遇したことを示します。

TIRM658E

タイプ： Client/Server

このメッセージは、使用されたプロシージャ・ステップがセキュリティ・トークン・エラーに遭遇したことを示します。

TIRM659E

タイプ： Client/Server

このメッセージは、使用されたプロシージャ・ステップが送信中に最大バッファ・サイズを超えたことを示します。

TIRM660E

タイプ： Client/Server

このメッセージは、使用されたプロシージャ・ステップがセキュリティ生成エラーに遭遇したことを示します。

TIRM661E

タイプ： Client/Server

このメッセージは、使用されたプロシージャ・ステップが会話割り当てエラーに遭遇したことを示します。

TIRM662E

タイプ： Client/Server

このメッセージは、使用されたプロシージャ・ステップが会話接続エラーに遭遇したことを示します。

TIRM663E

タイプ： Client/Server

このメッセージは、クライアントが使用されたプロシージャ・ステップからエラー応答を受信したことを示しま
す。XERR オペレーション・コードによって示されたエラー応答は通信エラーです。エラー・メッセージは、関連する
応答バッファで返されます。
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TIRM664E

タイプ： Client/Server

このメッセージは、クライアントが使用されたプロシージャ・ステップから CFB UA エラーを受信したことを示しま
す。クライアントに返された共通フォーマット・バッファは、ユーザ領域セグメントでエラーに遭遇しています。

TIRM665E

タイプ： Client/Server

このメッセージは、クライアントが使用されたプロシージャ・ステップから CFB エグジット・ステートを受信したこと
を示します。クライアントに返された共通フォーマット・バッファは、エグジット・ステートを持つエラーに遭遇してい
ます。

TIRM666E

タイプ： Client/Server

このメッセージは、クライアントが使用されたプロシージャ・ステップから障害応答を受信したことを示します。XFAL
オペレーション・コードによって示された障害応答は、サーバからのエラー応答です。エラー・メッセージは、関連する
応答バッファで返されます。

TIRM667E

タイプ： Client/Server

このメッセージは、使用されたプロシージャ・ステップが SETOA エラーに遭遇したことを示します。

TIRM668E

タイプ： Client/Server

このメッセージは、クライアントが使用されたプロシージャ・ステップから CFB ビュー・エラーを受信したことを示し
ます。クライアントに返された共通フォーマット・バッファは、ビュー・データ・セグメントでエラーに遭遇していま
す。

TIRM669E

タイプ： Client/Server

このメッセージは、使用されたプロシージャ・ステップが暗号解読エラーを受信したことを示します。

TIRM672E

タイプ： Client/Server

このメッセージは、ローカルの使用されたプロシージャ・ステップが writeq エラーに遭遇したことを示します。

TIRM673E

タイプ： Client/Server
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このメッセージは、ローカルの使用されたプロシージャ・ステップがキャンセル・エラーに遭遇したことを示します。

TIRM670E

タイプ： Client/Server

ほかのエラー・メッセージで通常出力される情報メッセージです。このメッセージは、フロー元プロシージャ・ステップ
の名前を示しています。これは協調フロー・リクエストを開始したプロシージャ・ステップです。

TIRM671E

タイプ： Client/Server

ほかのエラー・メッセージで通常出力される情報メッセージです。このメッセージは、フロー先プロシージャ・ステップ
の名前を示しています。これは協調フロー・リクエストの目標のプロシージャ・ステップです。

TIRM701E

タイプ： クライアント/サーバ LU6.2/APPC 通信

TIRM702E

タイプ： クライアント/サーバ LU6.2/APPC 通信

このメッセージは、APPCが、構成されたLU_aliasの中から指定されたLU_aliasを見つけることができなかったことを示
しています。

アクション：

コミュニケーション・ブリッジの.INIファイルをチェックしてください。LUの別名が正しくない可能性があります。

TIRM703E

タイプ： クライアント/サーバ LU6.2/APPC 通信

TIRM704E

タイプ： クライアント/サーバ LU6.2/APPC 通信

TIRM705E

タイプ： クライアント/サーバ LU6.2/APPC 通信

TIRM706E

タイプ： クライアント/サーバ LU6.2/APPC 通信

TIRM707E

タイプ： クライアント/サーバ LU6.2/APPC 通信
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TIRM708E

タイプ： クライアント/サーバ LU6.2/APPC 通信

TIRM709E

タイプ： クライアント/サーバ LU6.2/APPC 通信

TIRM710E

タイプ： クライアント/サーバ LU6.2/APPC 通信

TIRM711E

タイプ： クライアント/サーバ LU6.2/APPC 通信

TIRM712E

タイプ： クライアント/サーバ LU6.2/APPC 通信

TIRM713E

タイプ： クライアント/サーバ LU6.2/APPC 通信

このメッセージは、パートナ（ホスト）LUの別名が正しくないことを示しています。

アクション：

コミュニケーション・ブリッジの.INIファイルをチェックしてください。IEFSYSパラメータが、パートナLUではなく、
パートナLUの別名を指定していることを確認してください。

TIRM714E

タイプ： クライアント/サーバ LU6.2/APPC 通信

TIRM715E

タイプ： クライアント/サーバ LU6.2/APPC 通信

TIRM716E

タイプ： クライアント/サーバ LU6.2/APPC 通信

TIRM717E

タイプ： クライアント/サーバ LU6.2/APPC 通信
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TIRM718E

タイプ： クライアント/サーバ LU6.2/APPC 通信

このメッセージは、通信が受信状態でも送信状態でもないことを示しています。アプリケーションはホスト・プラット
フォームにフローし、実行されましたが、クライアント・プラットフォームに戻りませんでした。

アクション：

実行可能なアクションは以下のとおりです。

対話フローがクライアント・プロシージャ・ステップからサーバ・プロシージャ・ステップへのリンクであることを確認
してください。

• 実行完了時に、サーバ・プロシージャ・ステップのアクション図が、エグジット・ステートを設定していることを確
認してください。フローがクライアント・アプリケーションに戻るには、エグジット・ステートが必要です。

• CICSを目標としている場合は、実行時モジュールTIRCRUNCがサーバ・アプリケーションのCICSロード・ライブラ
リに複写され、TIRCRUNCがCICSに認識されていることを確認してください。

• IMSを目標としている場合は、実行時モジュールTIRENTIがサーバ・アプリケーションのIMSロード・ライブラリに複
写されていることを確認してください。

TIRM719E

タイプ： クライアント/サーバ LU6.2/APPC 通信

TIRM720E

タイプ： クライアント/サーバ LU6.2/APPC 通信

TIRM721E

タイプ： クライアント/サーバ LU6.2/APPC 通信

このメッセージは、ネットワーク接続が確立できなかったことを示しています。

アクション：

実行可能なアクションは以下のとおりです。

ネットワーク接続がCICSに認識されていません。

• セッションがCICSに認識されていません。

TIRM722E

タイプ： クライアント/サーバ LU6.2/APPC 通信

このメッセージは、APPCが通信を適切に割り当てることができないことを示しています。接続できませんでした。通
常、このエラーはコミュニケーション・ブリッジが存在するワークステーションで何らかの問題が発生したことを示しま
すが、必ずしもそうでない場合もあります。

アクション：

実行可能なアクションは以下のとおりです。

コミュニケーション・ブリッジが正しく構成されていることを確認してください。たとえば、ネットワーク名は正しいか
などです。
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• CICS上で、自動接続の操作特性が［はい］に設定されていることを確認してください。
• CICSが動作中であることを確認してください。

TIRM723E

タイプ： クライアント/サーバ LU6.2/APPC 通信

このメッセージは、APPCが通信を適切に割り当てることができないことを示しています。接続できません。通常、この
エラーはホスト・プラットフォームで何らかの問題が発生したことを示しますが、必ずしもそうでない場合もあります。

アクション：

コミュニケーション・ブリッジが存在するワークステーションのローカルLUが、独立したLUとして設定されていること
を確認してください。

TIRM724E

タイプ： クライアント/サーバ LU6.2/APPC 通信

TIRM725E

タイプ： クライアント/サーバ LU6.2/APPC 通信

TIRM726E

タイプ： クライアント/サーバ LU6.2/APPC 通信

TIRM727E

タイプ： クライアント/サーバ LU6.2/APPC 通信

TIRM728E

タイプ： クライアント/サーバ LU6.2/APPC 通信

TIRM729E

タイプ： クライアント/サーバ LU6.2/APPC 通信

このメッセージは、クライアント・アプリケーションがCICSが認識していないプログラム名を指定したことを示してい
ます。

アクション：

実行可能なアクションは以下のとおりです。

• トランザクション・コードがCICS上の適切なテーブルに含まれていることを確認してください。
• トランザクション・コードが正しいロード・モジュールに関連づけられていることを確認してください。CICS上で、
トランザクションCEMT I TRA（トランコード）を実行して、マッチするロード・モジュールを表示してください。

• サーバ・アプリケーションのトランザクション・コードを変更したかどうかチェックしてください。変更した場合
は、クライアント・ウィンドウ・マネージャを再生成および再導入しなければなりません。
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TIRM730E

タイプ： クライアント/サーバ LU6.2/APPC 通信

TIRM731E

タイプ： クライアント/サーバ LU6.2/APPC 通信

TIRM732E

タイプ： クライアント/サーバ LU6.2/APPC 通信

TIRM733E

タイプ： クライアント/サーバ LU6.2/APPC 通信

このメッセージは、ホスト・プラットフォーム上でサーバ・アプリケーションが異常終了したことを示しています。エ
ラー通知の発信元は、サーバ・アプリケーションかパートナLUのいずれかです。

このメッセージに、CICSのTWALENG=0またはABEND IEFCに関する情報が表示される場合もあります。

アクション：

トレース・コード付きでサーバ・アプリケーションを再生成してください。サーバ・アプリケーションを再導入してく
ださい。CICSトランザクションCEBR TRCE端末IDを実行して、トレース・コードをブラウズし、次にサーバ・アプリ
ケーションを再始動してください。
注： PAD ロジックに問題があると考えられる場合にのみ、トレース コード付きでサーバ アプリケーションを生成しま
す。問題解決後、トレース・コードなしでサーバ・アプリケーションを再生成し、アプリケーションを再導入してくださ
い。CA は、サーバ・アプリケーションの現行トレース・インプリメンテーションを変更する権利を有します。

CICS TWALENG=0 または ABEND IEFC というメッセージが出た場合には、トランザクションを正しく設定してくださ
い。トランザクションの CICS トランザクション CEMT を実行してください。TWASIZE は 8 である必要があります。

実行時モジュール TIRCRUNC がサーバ・アプリケーションの CICS ロード・ライブラリに複写され、TIRCRUNC が
CICS に認識されていることを確認してください。

TIRM734E

タイプ： クライアント/サーバ LU6.2/APPC 通信

このメッセージは、ホスト・プラットフォーム上でサーバ・アプリケーションが異常終了したことを示しています。サー
バ・アプリケーションまたはパートナ LU が、タイプ ABEND_PROG を指定する DEALLOCATE 動詞を発行しました。

アクション：

トレース・コード付きでサーバ・アプリケーションを再生成してください。サーバ・アプリケーションを再導入してくだ
さい。CICS トランザクションCEBR TRCE 端末 ID を実行して、トレース・コードをブラウズしてください。

注： PAD ロジックに問題があると考えられる場合にのみ、トレース コード付きでサーバ アプリケーションを生成しま
す。問題解決後、トレース・コードなしでサーバ・アプリケーションを再生成し、アプリケーションを再導入してくださ
い。

CA は、サーバ・アプリケーションの現行トレース・インプリメンテーションを変更する権利を有します。

 177



 CA Gen - 86JP - Japanese - Japan

TIRM735E

タイプ： クライアント/サーバ LU6.2/APPC 通信

このメッセージは、ホスト・プラットフォーム上でサーバ・アプリケーションが異常終了したことを示しています。サー
バ・アプリケーションまたはパートナLUが、タイプABEND_SVRを指定するDEALLOCATE動詞を発行しました。

アクション：

トレース・コード付きでサーバ・アプリケーションを再生成してください。サーバ・アプリケーションを再導入してくだ
さい。CICS トランザクションCEBR TRCE 端末 ID を実行して、トレース・コードをブラウズしてください。

注： PAD ロジックに問題があると考えられる場合にのみ、トレース コード付きでサーバ アプリケーションを生成しま
す。問題解決後、トレース・コードなしでサーバ・アプリケーションを再生成し、アプリケーションを再導入してくださ
い。

CA は、サーバ・アプリケーションの現行トレース・インプリメンテーションを変更する権利を有します。

TIRM736E

タイプ： クライアント/サーバ LU6.2/APPC 通信

このメッセージは、ホスト・プラットフォーム上でサーバ・アプリケーションが異常終了したことを示しています。サー
バ・アプリケーションまたはパートナLUが、タイプABEND_TIMERを指定するDEALLOCATE動詞を発行しました。

アクション：

トレース・コード付きでサーバ・アプリケーションを再生成してください。サーバ・アプリケーションを再導入してくだ
さい。CICS トランザクションCEBR TRCE 端末 ID を実行して、トレース・コードをブラウズしてください。

TIRM737E

タイプ： クライアント/サーバ LU6.2/APPC 通信

このメッセージは、ホスト上のサーバ・アプリケーションがDEALLOCATE動詞を発行したことを示していま
す。DEALLOCATEは、下記の２つのタイプの内のいずれかを指定しました。

タイプ FLUSH

通信の同期レベルが「NONE」に指定された、タイプSYNC_LEVEL

TIRM738E

タイプ： クライアント/サーバ LU6.2/APPC 通信

TIRM739E

タイプ： クライアント/サーバ LU6.2/APPC 通信

TIRM740E

タイプ： クライアント/サーバ LU6.2/APPC 通信

このメッセージは、ホスト上のサーバ・アプリケーションが、タイプPROGを指定するSEND_ERROR動詞を発行したこ
とを示しています。サーバ・アプリケーションは、Receive、Pending Post、Confirmのいずれかの状態でした。

アクション：
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DB2システムがCICSリージョンに接続されていることを確認してください。CICSトランザクションCEMT I TASKを実行
してください。DB2システムが接続されていれば、DSNCを参照する行が表示されます。

TIRM741E

タイプ： クライアント/サーバ LU6.2/APPC 通信

このメッセージは、永続的な障害によって通信が終了したことを示しています（つまり、再試行しても通信を確立できま
せん）。

アクション：

• CA Gen インプリメンテーション・ツールセットのスクリプト・ファイルが古くなっています。COBOLパラメータ
が、新規PCパラメータと相関しません。新規スクリプトを再ロードし、サーバ・アプリケーション・ロード・モ
ジュール（複数可）を再導入してください。

• サーバ・ワークステーションとホスト・プラットフォームが相互に接続解除されています。
• ホスト・プラットフォームが内部SNAプロトコルに違反している可能性があります。

TIRM742E

タイプ： クライアント/サーバ LU6.2/APPC 通信

このメッセージは、一時的な障害によって通信が中断したことを示しています。この障害の原因として、下記の２つが考
えられます。

サーバ・ワークステーションに、ネットワーク内でのセッションの停止が通知された。

ホスト・プラットフォームによって、通信中のセッションが停止された。

アクション：

コミュニケーション・ブリッジとコミュニケーション・マネージャのメッセージ・ログとエラー・ログから、障害の性質
を判断してください。

TIRM743E

タイプ： クライアント/サーバ LU6.2/APPC 通信

TIRM744E

タイプ： クライアント/サーバ LU6.2/APPC 通信

TIRM745E

タイプ： クライアント/サーバ LU6.2/APPC 通信

TIRM746E

タイプ： クライアント/サーバ LU6.2/APPC 通信

TIRM747E

タイプ： クライアント/サーバ LU6.2/APPC 通信
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このメッセージは、ホスト上のサーバ・アプリケーションが、同一通信上で、基本通信動詞とマップ通信動詞の双方を発
行したことを示しています。

TIRM748E

タイプ： クライアント/サーバ LU6.2/APPC 通信

TIRM749E

タイプ： クライアント/サーバ LU6.2/APPC 通信

TIRM750E

タイプ： クライアント/サーバ LU6.2/APPC 通信

このメッセージは、APPCが異常終了したため、APPCが通信動詞を実行しなかったことを示しています。

コミュニケーション・マネージャのエラー・ログをチェックして、異常終了の原因を特定してください。

アクション：

• サーバ・ワークステーションとホスト・プラットフォームとの間のSNAリンクが正しいことを確認してください。
• 使用可能なメモリ量をチェックしてください。APPCが内部メモリ・バッファとテーブルを使い果たした可能性があ
ります。これは、ある程度は、マシンで使用可能なメモリとディスク・スペースに左右されます。

• コミュニケーション・ブリッジで使われるメモリ量をチェックしてください。ブリッジのロード後も、APPCが使え
るメモリが十分なければなりません。そうでないと、APPCが異常終了します。

NOTE
注： APPC が異常終了したため、APPC を手動で停止して、内部バッファと状態情報をリセットする必要があ
ります。

TIRM751E

タイプ： クライアント/サーバ LU6.2/APPC 通信

このメッセージは、APPCが動作していなかったために、APPCが通信動詞を実行しなかったことを示しています。

アクション：

APPCが導入され、構成定義済みであり実行中であることを、確認してください。

サーバ・ワークステーションが動作していることを確認してください。

TIRM752E

タイプ： クライアント/サーバ LU6.2/APPC 通信

TIRM753E

タイプ： クライアント/サーバ LU6.2/APPC 通信
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TIRM754E

タイプ： クライアント/サーバ LU6.2/APPC 通信

TIRM755E

タイプ： クライアント/サーバ LU6.2/APPC 通信

TIRM756E

タイプ： クライアント/サーバ LU6.2/APPC 通信

TIRM757E

タイプ： クライアント/サーバ LU6.2/APPC 通信

TIRM758E

タイプ： クライアント/サーバ LU6.2/APPC 通信

TIRM759E

タイプ： クライアント/サーバ LU6.2/APPC 通信

TIRM760E

タイプ： クライアント/サーバ LU6.2/APPC 通信

TIRM761E

タイプ： クライアント/サーバ LU6.2/APPC 通信

TIRM800E

タイプ： クライアント/サーバ LU6.2 通信

TIRM801E

タイプ： クライアント/サーバ LU6.2 通信

TIRM802E

タイプ： クライアント/サーバ LU6.2 通信

TIRM803E

タイプ： クライアント/サーバ LU6.2 通信
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TIRM804E

タイプ： クライアント/サーバ LU6.2 通信

TIRM805E

タイプ： クライアント/サーバ LU6.2 通信

TIRM806E

タイプ： クライアント/サーバ LU6.2 通信

TIRM807E

タイプ： クライアント/サーバ LU6.2 通信

セキュリティ・エラー・メッセージ TIRM900E - TIRM999E
TIRM900E から TIRM999E までのセキュリティ・エラー・メッセージを以下に示します。

TIRM902E

タイプ： クライアント/サーバ通信 - セキュリティ処理

セキュリティの検証処理によって、この協調フロー・リクエストと関連付けられた無効なユーザ ID が検出されました。

TIRM903E

タイプ： クライアント/サーバ通信 - セキュリティ処理

セキュリティの検証処理によって、この協調フロー・リクエストと関連付けられた無効なパスワードが検出されました。

TIRM904E

タイプ： クライアント/サーバ通信 - セキュリティ処理

セキュリティの検証処理によって、この協調フロー・リクエストに関連付けられている、リクエストされた処理に対して
許可されないユーザ ID が検出されました。

TIRM905E

タイプ： クライアント/サーバ通信 - セキュリティ処理

セキュリティの検証処理によって、リクエストを処理するシステムが利用不可のため、関連付けられた協調フロー・リク
エストを許可できないことが検出されました。

TIRM906E

タイプ： クライアント/サーバ通信 - セキュリティ処理
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セキュリティの検証処理によって、この協調フロー・リクエストと関連付けられたユーザ ID が保留されたことが検出さ
れました。

TIRM907E

タイプ： クライアント/サーバ通信 - セキュリティ処理

セキュリティの検証処理によって、この協調フロー・リクエストと関連付けられたユーザ ID の再登録が必要なことが検
出されました。

TIRM908E

タイプ： クライアント/サーバ通信 - セキュリティ処理

セキュリティの検証処理によって、この協調フロー・リクエストと関連付けられたユーザ ID のアクセス権の期限切れが
検出されました。ユーザ アクセスがタイム・アウトしており、ログオン・リクエストの再送信が必要です。

TIRM909E

タイプ： クライアント/サーバ通信 - セキュリティ処理

セキュリティの検証処理によって、関連付けられた協調フロー・リクエストの処理中に、不明な内部エラーが検出されま
した。

ツールセット関数のエラー・メッセージ
メッセージの詳細を確認するには、以下の検索ボックスを使用します。

ツールセット関数のエラー・メッセージ

GUI 関数エラー・メッセージ 100 -299
エラー・ハンドリング機能をサポートする関数は、エラー・メッセージまたはエラー番号を返します。エラー・メッセー
ジが表示されるときは、メッセージ番号にメッセージ・タイプを示す３文字のアルファ・プレフィックスが示されます。
エラー番号が表示されるときは、値には数字しか含まれません。このためエラー・ハンドリングのためのコード化を簡単
に行なえます。

GUI100 RGB value must be in the range 0 to 16777215. （GUI100 RGB 値は 0 ～ 16777215 の範囲内であ
る必要があります。）

このエラーは下記の関数で発生します。 GetGreen、GetRed、GetBlue
原因 1 正しい範囲のRGB値を含むビューが別の目的で使われ、正しい値

が抹消されたのかもしれません。
リカバリ 別の目的のためのビューを使う前にこの関数を呼び出します。
原因 2 数値を入力するときに、ユーザが範囲外の値を指定しました。
リカバリ 指定された範囲内の新しい数値を入力します。
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GUI101 Color value must be in range 0 to 255. （GUI101 色値は 0 ～ 255 の範囲内である必要がありま
す。）

このエラーは下記の関数で発生します。 RGB
原因 1 正しい範囲のRGB値を含むビューが別の目的で使われ、正しい値

が抹消されたのかもしれません。
リカバリ 別の目的のためのビューを使う前にこの関数を呼び出します。
原因 2 数値を入力するときに、ユーザが範囲外の値を指定しました。
リカバリ 指定された範囲内の新しい数値を入力します。

GUI102 Frequency must be in range 37 to 32767. （GUI102 周波数は 37 ～ 32767 の範囲内である必要があ
ります。）

このエラーは下記の関数で発生します。 Beep
原因 1 周波数範囲を含むビューが別の目的で使用され、正しい値が抹消

されたのかもしれません。
リカバリ 別の目的のためのビューを使う前にこの関数を呼び出します。
原因 2 数値を入力するときに、ユーザが範囲外の値を指定しました。
リカバリ 指定された範囲内の新しい数値を入力します。

GUI103 Duration cannot be less than 0. （GUI103 期間は 0 未満にできません。）

このエラーは下記の関数で発生します。 Beep
原因 1 期間を含むビューが別の目的で使われ、正しい値が抹消されたの

かもしれません。
リカバリ 別の目的のためのビューを使う前にこの関数を呼び出します。
原因 2 数値を入力するときに、ユーザが範囲外の値を指定しました。
リカバリ 指定された範囲内の新しい数値を入力します。

ファイル関数エラー・メッセージ 300 -499
エラー・ハンドリング機能をサポートする関数は、エラー・メッセージまたはエラー番号を返します。エラー・メッセー
ジが表示されるときは、メッセージ番号にメッセージ・タイプを示す３文字のアルファ・プレフィックスが示されます。
エラー番号が表示されるときは、値には数字しか含まれません。このためエラー・ハンドリングのためのコード化を簡単
に行なえます。
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FIL300 Invalid file number given. （FIL300 無効なファイル番号が指定されました。）

このエラーは下記の関数で発生します。 CloseFile、GetText、PositionFile、PutText
原因 指定されたファイル番号がアプリケーションによって開かれて

いるファイルと一致しません。この関数には CreateTextFile また
は OpenTextFile によって生成された番号が必要です。ゼロが返
されることがありますが、ゼロは無効なファイル番号で、ファイ
ルが作成されていないか開かれていないことを示しています。エ
ラー・チェックが実行されなかった場合は、この無効なファイル
番号がそれ以降のファイル関数で使用され、エラーが発生したの
かもしれません。

リカバリ エラー・チェック・ロジックを追加します。関数例にエラー・チ
ェック使い方が示されています。

原因 有効なファイル番号を含むビューが別の目的で使われ、正しい値
が抹消されたのかもしれません。

リカバリ ファイル番号専用のビューを使います。

FIL301 Invalid file name given. （FIL301 無効なファイル名が指定されました。）

このエラーは下記の関数で発生します。 CreateTextFile、DeleteFile、FileExists、FileLength、Launch、O
penTextFile

原因 指定されたファイル名が空の文字列になっています。
リカバリ 空でないファイル名文字列を指定します。

FIL302 File already exists. Cannot create. （FIL302 ファイルはすでに存在します。作成できません。）

このエラーは下記の関数で発生します。 CopyFile、CreateTextFile、RenameFile
原因 すでに存在するファイルを作成しようとしました。
リカバリ FileExists 関数を使用して、ファイルを作成する前に、作成済み

のファイルかどうかを調べてください。

FIL303 File does not exist. Cannot open. （FIL303 ファイルが存在しません。開けません。）

このエラーは下記の関数で発生します。 OpenTextFile
原因 存在しないファイルを開こうとしました。
リカバリ FileExists 関数を使用して、開こうとしているファイルが存在し

ているかどうかを調べてください。ファイルを開こうとするロ
ジックを追加し、ファイルが存在しない場合は、ファイルを作成
するとよいでしょう。
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FIL305 Cannot open file. （ファイルを開けません。）

このエラーは下記の関数で発生します。 FileLength、OpenTextFile
原因 当該アプリケーションまたは別のアプリケーションによって互換

性のない共有モード（つまり、ファイルを所有するアプリケーシ
ョンによってファイルがロックされている）でファイルが開かれ
ているのかもしれません。

リカバリ ファイルにアクセスしなければならない場合は、これ以外のすべ
てのアプリケーションを終了し、このアプリケーションによって
開かれているすべてのファイルを閉じます。

FIL307 File specified is open for read operations only. （指定されたファイルは読み取り専用で開かれてい
ます。）

このエラーは下記の関数で発生します。 PutText
原因 ファイルが読取専用で開かれています。PutText関数を使ってファ

イルへの書き込みが行われています。
リカバリ ファイルに関連づけらているすべての数値をクローズし、ファイ

ルを書込アクセス用に再び開いてからPutText関数を使います。

FIL308 File specified is open for write operations only. （指定されたファイルは書き込み専用で開かれてい
ます。）

このエラーは下記の関数で発生します。 GetText、PositionFile
原因 ファイルが書込操作用に開かれています。GetText 関数と

PositionFile 関数は読取操作を行います。
リカバリ アクション・ステートメントをレビューして、使われている関数

の用途を調べます。ファイルをいったん閉じてから、読取用に再
び開く必要があるかもしれません。

FIL309 File write operation failed. Check file. （FIL309 ファイルの書き込み操作に失敗しました。ファイル
をチェックしてください。）

このエラーは下記の関数で発生します。 PutText
原因 1 PutText関数を使ってファイルに書き込もうとしました。ファイル

を書き込めるディスク容量が不足している可能性があります。
リカバリ ドライブからファイルを除去してディスク容量を作るか、十分な

ディスク容量を持つドライブに書き込みます。
原因 2 PutText関数を使ってファイルに書き込もうとしました。ファイル

がリモート・サーバやフロッピーにある場合は、操作中はサーバ
やフロッピーを使えないことがあります。

リカバリ フロッピー・ドライブまたはサーバ・ドライブにアクセスできる
かどうかをチェックします。
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FIL310 An internal file operation failed. （内部ファイル・オペレーションが失敗しました。）

このエラーは下記の関数で発生します。 CloseFile、CopyFile、FileLength、RenameFile
原因 ファイルを閉じようとしたか、名前を変更しようとしたときに、

内部エラーが発生しました。
リカバリ None.

FIL311 File does not exist. （ファイルが存在しません。）

このエラーは下記の関数で発生します。 CopyFile、DeleteFile、FileLength、RenameFile
原因 存在しないファイルの長さを削除、複写、検索しようとしました

。
リカバリ ファイル名をチェックして、意図したファイルかどうかを判別し

ます。

FIL312 File is open. （ファイルが開かれています。）

このエラーは下記の関数で発生します。 DeleteFile、RenameFile
原因 当該アプリケーションまたは別のアプリケーションによってすで

に開かれているファイルを削除しようとしました。
リカバリ ファイルのすべてのインスタンスを閉じてからファイルを削除し

ます。

FIL313 Read past end of file. （ファイルの終わりの読み取りが発生しました。）

このエラーは下記の関数で発生します。 GetText、PositionFile
原因 ファイルの終わりを読み取ろうとしました。
リカバリ ファイルの終わりを読み取って全データが読み取られたかどうか

を判別するのは、標準的なプログラミング手法です。アプリケー
ションにファイル条件の終了を処理するロジックを含めるように
します。

FIL314 File read operation failed. Check file attributes. （FIL314 ファイルの読み取り操作が失敗しまし
た。ファイル属性をチェックしてください。）

このエラーは下記の関数で発生します。 CopyFile
原因 元のファイル名ファイルが開かれていますが、共有属性にReadが

含まれていません。
リカバリ アプリケーションから開いているファイルがある場合は、ファイ

ルを閉じてから、共有属性を Read または Read_Write に設定し
て再びファイルを開きます。
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FIL315 File seek operation failed. Check file attributes. （FIL315 ファイルの検索操作が失敗しました。
ファイル属性をチェックしてください。）

このエラーは下記の関数で発生します。 CreateTextFile、OpenTextFile、PositionFile
原因 OpenTextFile、PositionFile、CreateTextFileを使ってファイルの

末尾に移動するときに検索エラーが発生しました。PositionFileを
使ってファイルの先頭に移動するときに検索エラーが発生しまし
た。

リカバリ 使おうとしているファイルをレビューします。

FIL316 The User canceled the open dialog box. （ユーザがオープンしているダイアログ・ボックスを取り
消しました。）

このエラーは下記の関数で発生します。 CreateTextFile
原因 ユーザがオープンしているダイアログ・ボックスに対して［取消

］ボタンを押しました。

数値演算関数エラー・メッセージ 500 -599
エラー・ハンドリング機能をサポートする関数は、エラー・メッセージまたはエラー番号を返します。エラー・メッセー
ジが表示されるときは、メッセージ番号にメッセージ・タイプを示す３文字のアルファ・プレフィックスが示されます。
エラー番号が表示されるときは、値には数字しか含まれません。このためエラー・ハンドリングのためのコード化を簡単
に行なえます。

MTH500 Input value must be in range -1 to 1. （MTH500 入力値は -1 ～ 1 の範囲内である必要がありま
す。）

このエラーは下記の関数で発生します。 ArcSine、ArcCosine
原因 関数に渡される比は -1 ～ 1 の範囲になければなりません。
リカバリ 比パラメータを訂正します。

MTH501 Input value would cause division by zero. （MTH501 入力値でゼロによる除算が発生します。）

このエラーは下記の関数で発生します。 Modulus
原因 関数の除数パラメータがゼロです。
リカバリ ゼロでない除数を指定します。

MTH502 Input value should be positive. （MTH502 入力値は正の数にしてください。）

このエラーは下記の関数で発生します。 AnnuityPayment、Factorial、LogBase10、NaturalLog、SquareR
oot

原因 関数に渡されるパラメータはゼロより大きくなければなりません
。
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リカバリ パラメータを正の数にします。

MTH503 Input value is too large for this function. （MTH503 入力値がこの関数には大きすぎます。）

このエラーは下記の関数で発生します。 Factorial、ExponentOf_e
原因 関数に渡されたべき指数が大きすぎます。
リカバリ べき指数を小さくします。

MTH504 Base must not equal zero if power is less than or equal to zero. （MTH504 累乗がゼロより小さ
いかゼロに等しい場合、基数をゼロにすることはできません。）

このエラーは下記の関数で発生します。 Power
原因 累乗（２番目のパラメータ）がゼロより小さいかゼロに等しいと

きには、底数（１番目のパラメータ）はゼロに等しくてはなりま
せん。

リカバリ パラメータを訂正します。

MTH505 Base must not be less than zero if power is not an integral value. （MTH505 累乗が整数値でな
い場合、基数をゼロより小さくすることはできません。）

このエラーは下記の関数で発生します。 Power
原因 累乗（２番目のパラメータ）が整数でないときには、底数（１番

目のパラメータ）は負の数ではなりません。
リカバリ パラメータを訂正します。

MTH506 Invalid range for input number. （MTH506 入力された数値の範囲が無効です。）

このエラーは下記の関数で発生します。 Beep、StringFiller
原因 1 ビープの場合、期間範囲を含むビューが別の目的で使用され、正

しい値が抹消されたのかもしれません。
リカバリ 別の目的のためのビューを使う前にこの関数を呼び出します。
原因 2 数値を入力するときに、ユーザが範囲外の値を指定しました。
リカバリ 指定された範囲内の新しい数値を入力します。

レジストリ関数エラー・メッセージ 600 - 699
エラー・ハンドリング機能をサポートする関数は、エラー・メッセージまたはエラー番号を返します。エラー・メッセー
ジが表示されるときは、メッセージ番号にメッセージ・タイプを示す３文字のアルファ・プレフィックスが示されます。
エラー番号が表示されるときは、値には数字しか含まれません。このためエラー・ハンドリングのためのコード化を簡単
に行なえます。
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REG600 The first parameter is an invalid registry key specifier. （REG600 1 番目のパラメータがレジスト
リ・キー指定子として無効です。）

このエラーは下記の関数で発生します。 RegCreateKey、RegDeleteKey、RegDeleteValue、RegEnumKe
y、RegOpenKey、RegQueryValue、RegSetValue

原因 存在しないレジストリ・キーが使われました。
リカバリ 既存のレジストリ・キーのうちの 1 つを使います。

REG601 The registry operation failed. （REG601 レジストリ・オペレーションが失敗しました。） キー名
または値名をチェックしてください。（The registry operation failed. Check key or value names.）

このエラーは下記の関数で発生します。 RegCreateKey、RegDeleteValue、RegEnumKey、RegOpenKey
、RegQueryValue、RegSetValue

原因 存在しないキー名または値名が使われました。
リカバリ キー名または値名を訂正します。

REG602 The specified registry path is invalid. （REG602 指定されたレジストリ・パスが無効です。）

このエラーは下記の関数で発生します。 RegCreateKey、RegDeleteValue、RegEnumKey、RegOpenKey
、RegQueryValue、RegSetValue

原因 指定されたレジストリ・パスが存在しません。
リカバリ 正しいパスが使われたかどうかを判別し、正しいパスでない場合

はパスを訂正します。

REG603 The value's data is not text. （REG603 値のデータがテキストではありません。）

このエラーは下記の関数で発生します。 RegQueryValue
原因 データに指定された値がテキストでありません。サポートされる

のはテキストだけです。
リカバリ 値を訂正して、テキストにします。

REG604 Subkey name must not be empty. （REG604 サブキー名は空白にできません。）

このエラーは下記の関数で発生します。 RegCreateKey、RegDeleteValue、RegOpenKey
原因 サブキー名を指定しなければなりません。
リカバリ パラメータを訂正します。

REG605 The value does not exist. （REG605 値が存在しません。）

このエラーは下記の関数で発生します。 RegQueryValue
原因 値が割り当てられていません。
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リカバリ リカバリ・オプションはたくさんあります。関数を使って値が存
在するかどうかを判別し、存在しない場合は、何らかのアクショ
ンをとります。このとき、このエラーは、アプリケーション・ロ
ジックによって処理される予想通りの結果かもしれません。

REG606 The specified SubKey does not exist. （REG606 指定したサブキーが存在しません。）

このエラーは下記の関数で発生します。 RegDeleteKey
原因 存在しないか間違ったレジストリ・サブキーが指定されました。
リカバリ サブキー名のスペルをチェックします。サブキーが存在すること

を確認します。正しい値を入力し、関数を繰り返します。

ストリング関数エラー・メッセージ 700 -999
エラー処理をサポートする関数は、エラー・メッセージまたはエラー番号のいずれかを返します。エラー・メッセージ
が表示されるときは、メッセージ番号にメッセージ・タイプを示す３文字のアルファ・プレフィックスが示されます。エ
ラー番号が表示されるときは、値には数字しか含まれません。このためエラー・ハンドリングのためのコード化を簡単に
行なえます。

STR700 The string operation failed. Check input value(s). （STR700 文字列のオペレーションが失敗しま
した。入力値をチェックしてください。）

このエラーは下記の関数で発生します。 SoundEx、StringCompare、StringFiller
原因 1 空でないテキスト文字列が必要なときに、文字列関数に空の文字

列("")が渡されました。
リカバリ ステートメントの目的をレビューします。
原因 2 文字列操作に十分なメモリが割り振られていません。
リカバリ システム上で実行されているほかのアプリケーションを終了して

、使用可能なメモリ空間を増やします。

その他の関数エラー・メッセージ 1000 -5100
エラー処理をサポートする関数は、エラー・メッセージまたはエラー番号のいずれかを返します。エラー・メッセージ
が表示されるときは、メッセージ番号にメッセージ・タイプを示す３文字のアルファ・プレフィックスが示されます。エ
ラー番号が表示されるときは、値には数字しか含まれません。このためエラー・ハンドリングのためのコード化を簡単に
行なえます。

このメッセージ・グループは、必ずしも「その他の関数」グループに属する関数のみに対応しているわけではありませ
ん。

MSC1000 Mandatory string is empty. （MSC1000 必須文字列が空です。）

このエラーは下記の関数で発生します。 MessageBox、MessageBoxBeep、Launch、StringFiller
原因 空でないテキスト文字列が必要なときに、文字列関数に空の文字

列("")が渡されました。
リカバリ ステートメントの目的をレビューします。
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MSC1001 Invalid Input value. （MSC1001 無効な入力値です。）

このエラーは下記の関数で発生します。 SoundEx
原因 入力値が無効です。SoundExについては、英字と空白文字のみが

有効です。
リカバリ 入力値を訂正してください。

MSC5100 重大エラー・メッセージ

原因 PCROOTオブジェクトを欠いているモデルまたはサブセットがダ
ウンロードされています。

リカバリ すべての処理が停止し、Checkout.trnを準備できないので、ツー
ルセット重大エラー・メッセージが表示されます。チェックアウ
ト状況を強制変更し再度チェックアウトしてください。
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開発

このセクションでは、以下の内容について説明します。

設計
このセクションでは、以下の内容について説明します。

 

 

ツールセットの使用
コンテンツ

スタートアップ・ウィンドウの概要

CA Gen ツールセット - スタートアップ・ウィンドウ

CA Gen は、ビジネスのプロフェッショナルが可能な限り抽象度の高いレベルで情報ニーズをとらえ、それを実際のアプ
リケーション・システムにトランスフォームすることを可能にします。

ツールセット・アプリケーションを起動したときには、スタートアップ・ウィンドウが表示されます。このウィンドウか
ら、CA Gen のモデル（アプリケーション・システムの仕様をダイアグラムの形で表したもの）の管理と、ツールセット
構成の管理を行うことができます。
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スタートアップ・ウィンドウにあるアクションは、以下のとおりです。

アクション 説明
モデル サブセットまたはモデルを、作成、オープン、複写、または削除

。エンサイクロペディアにアクセス。
オプション 用意されているツールの機能

ツールバーとツリー・ビューの表示/非表示を切り換える。
指定期間に自動的にモデルを保存する。
ダイアグラム内のテキスト・フォントを変更する。
ダイアグラムの背景色を設定する。
ファイル保管時に読み書きするサブディレクトリを定義する。
ホスト・コミュニケーションのためのパラメータを設定する。
テクニカル・サポートを支援する。

ヘルプ ツールセットのオンライン情報にアクセス、エラー・メッセージ
のヘルプにアクセス、CA テクニカル・サポートの Web サイトに
アクセス、CA Gen 製品のバージョン情報を表示。

システム・メニューとは、タイトル・バーの左端にアイコンで表示されているプルダウンのことです。このシステム・メ
ニューを使うと、ウィンドウの復元、移動、サイズ指定、縮小、拡大、クローズができます。

CA Gen には、sample.ief という名前のサンプル・モデルが用意されています。導入確認用サンプル・モデルをオープン
するには、［モデル］-［モデルを開く］をクリックし、（必要に応じて）Genのディレクトリを指定します。
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モデル・ウィンドウの概要

ツールセットのモデル・ウィンドウは、Genでアクティビティをモデリングする際の開始点になります。モデルを開く
と、モデル・ウィンドウが表示されます。このウィンドウから、CA Gen ツールセット・アプリケーションのすべてのダ
イアグラムと主ファンクションにアクセスできます。

CA Gen モデル・ウィンドウにあるアクションは、以下のとおりです。

アクション 説明
モデル 新規モデルの作成、既存モデルのオープン、クローズ、複写、保

存、削除、モデル・ステータスおよびその他の情報の表示、レポ
ートの作成、エンサイクロペディアへのアクセスをします。

計画 ビジネス・アクティビティとデータの高次元な分析を行います。
分析 計画段階で作成されたモデルを詳細化し、データとアクティビテ

ィとの相互作用をプロセス・ロジックで記述します。
コンポーネント・モデリング コンポーネント・アーキテクチャ図、サブジェクト・エリア、イ

ンターフェース・タイプ、タイプ・マップを選択、作成、編集し
ます。

設計 ユーザが表示するアプリケーションの視覚的要素を定義し、また
環境要件を詳細化します。

構築 データベースと実行可能なアプリケーションを作成します。
オプション モデルの表示形態と項目の追加方法を、設定および変更します。
ウィンドウ 画面上のウィンドウの大きさと表示形態を、設定および変更しま

す。
ヘルプ CA Gen に関するオンライン情報とヘルプ・システムにアクセス

します。
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ツリー・ビューの機能

ツリー・ビュー構造から、CA Gen のダイアグラムとツールにアクセスできます（従来の各 CA Gen ウィンドウの上部に
あるメニューからのアクセスとは別のアクセス手順です）。ツリー・ビューが表示されるタイミングは、モデルがオー
プンされたときです。［ツリー・ビュー］ウィンドウは、CA Gen のメイン・ウィンドウ内の左にあって、［モデル］、
［ダイアグラム］、［オプション］というタブで構成されています。

ツリー・ビュー自体に対しては下記の操作ができます。

• ［ツールセット］フレーム内での移動とサイズ変更
• ［ツリー・ビュー］ウィンドウの表示と非表示

［モデル］タブ

［モデル］タブには、モデル・オブジェクトが表示されます（１ 行目にはルート・ファンクション）。そのルート・
ファンクションの横の+ボックスをクリックすると、次のレベルのオブジェクト群が表示されます。全オブジェクトが、
ルート・ファンクションの下に、ツリー形式で表示されます。各オブジェクトの［特性］ダイアログ・ボックスにアクセ
スすれば、そこでさまざまな操作を実行できます。

ツリービュー内の各アイコンは、CA Gen アプリケーションの各オブジェクト、ツール、ダイアグラムを表します。［モ
デル］タブ内のアイコンの上にカーソルを移動すると、オブジェクト・タイプ（たとえば、サブジェクト・エリア、属
性、プロシージャ）が表示されます。

［ダイアグラム］タブ

［ダイアグラム］タブには、特に使用頻度の高い CA Gen ツール群が一覧表示されます。ツールの横にある + ボックス
をクリックすると、そのツールに特有のダイアグラムとアクションが表示されます。開発者は［オプション］タブ上で選
択基準を指定することにより、この一覧に載せる項目を絞り込めます。

［オプション］タブ

［オプション］タブはフィルタとして機能し、［ダイアグラム］タブに表示される、CA Gen のツールとダイアグラムを
絞り込むことができます。各ツール名の横にあるボックスは、切り換えスイッチとして機能します。ツール名の横のボッ
クスをオンにすると、そのツールとそれに関連するダイアグラムがツリー・ビュー内に表示されます。オフにすると、
ツールとそれに関連するダイアグラムが選択解除されます。

ダイアグラム・ウィンドウの概要

ダイアグラム・ウィンドウは、モデル・ウィンドウ・ツールバーで選択すると表示されます。以下は、表示されるアク
ション図の例です。
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ダイアグラム・ウィンドウでは、ダイアグラムに特化したメニューから必要な機能およびローカル関数にアクセスできま
す。［最小化］ボタンと［最大化］ボタンは、どのダイアグラム・ウィンドウにもあります。

CA Gen ダイアグラムの概要のリストについては、「コンテンツ」で「CA Gen ツール・セットのダイアグラムの概要」
を参照してください。

ツール・パレット機能

ツール・パレットが表示されるのは、アクション図、データ・モデル図、4 つのコンポーネント・モデリング図、ナビ
ゲーション図です。ツール・パレットはこれらの 7 つのダイアグラムの右側に表示されます。ツール・パレットで利用
可能なアクションは、ダイアグラムの種類によって、以下のように異なります。
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データ・モデル、仕様モデル、インプリメンテーション・モデル、インターフェース・タイプ・モデル、部分タイプ・モ
デル

 

これらの図のツール・パレットを使えば、データ・モデルのオブジェクトと関係を、ダイアグラム内に迅速に追加できま
す。ツール・アイコンをクリックしてください。カーソルをダイアグラム内に移動してください。その新しいオブジェク
トを配置したい位置にカーソルが来た時点でクリックすることにより、そのオブジェクトをダイアグラム内に配置してく
ださい。

このパレット内のツールを使って、２つのオブジェクトを関係付けることもできます。ツール・パレットとツールバーと
では、関係付けの手順が異なります。パレットを使って 2 つのエンティティ・タイプを関係付けるには、まず［関係付
け］アイコンをクリックし、次に 2 つのエンティティ・タイプをクリックしてください。第 2 のエンティティ・タイプ
をクリックした時点で、［関係の特性］ダイアログ・ボックスが表示されます。

ナビゲーション図

 

ナビゲーション図のツール・パレットでは、パレットのアイコンをクリックしてからそのオブジェクトをダイアグラム内
に置くことにより、ウィンドウ、ダイアログ・ボックス、サーバをモデルに追加できます。すると該当する特性ダイアロ
グ・ボックスが表示されます。これは、開発者がツール・パレットを使って、ウィンドウ、ダイアログ・ボックス、サー
バを、モデル内に配置するたびに表示されます。

アクション図

アクション図のツール・パレットでは、アイコンをクリックし、オブジェクトをダイアグラム内に置くことで、ステート
メントを追加できます。現在開いているアクション図に新しいオブジェクトを置くと、そのオブジェクトに適した特性パ
ネルが表示されます。

ツール・パレットのカスタマイズ

［Customize Toolbar/Tool Palette］ダイアログ・ボックスで、各ダイアグラム上のツールバーとツール・パレットをカス
タマイズできます。詳細については、トピック「［Customize Toolbar/Tool Palette］ダイアログ・ボックス」を参照して
ください。

ポップアップ・メニューを表示するには、ツールバーを固定する必要があります。ツール・パレットが固定されていない
場合は、ツール・パレットを右クリックしてもポップアップ・メニューは表示されません。
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ツールバーの機能

ほとんどの CA Gen のウィンドウには、コマンドと機能に迅速にアクセスするためのツールバーがあります。ツール
バーの位置はメニュー・バーのすぐ下です。各ウィンドウのツールバーには、そのウィンドウ上で頻繁に使うアクション
を表わすツール・アイコンがあります。アイコンをクリックすると、対応するアクションが CA Gen によって実行され
ます。

たとえば下記は、ナビゲーション図のツール・アイコンのツールバーです。

 

キャプション

CA Gen ウィンドウのアイコンの機能を知るには、マウス・カーソルをアイコンの上に置いてください。するとその下
に、そのアイコンが表わすアクションの名前が表示されます。

省略記号（...）

省略記号のないアイコンは、コマンドを実行するためかまたは別のウィンドウに移るための、メニュー選択です。その一
例が［モデルの保存］です。このアイコンをクリックすると、現在のモデルが CA Gen によって保存されます。名前の
あとに省略記号の付いたキャプションでは、ダイアログ・ボックスに移ります。［検索］は、こうしたアイコンの一例で
す。開発者がこのアイコンをクリックすると、検索条件を指定するダイアログ・ボックスが表示されます。

Enabled/Disabled

ツールバー上の一部のアイコンは、状況によっては不活性状態になっています。グレー表示されているのが、不活性状態
のアイコンです。不活性状態のアイコンのアクションは実行できず、それが実行可能になるのは、ある条件が満たされた
ときだけです。［削除］は、この種のアイコンの一例です。このアイコンを活性化にするには、ダイアグラム上のあるオ
ブジェクトを強調表示しなければなりません。

各アクションのヘルプ

ツールバーが起動するアクションのヘルプを見るには、索引内でキャプション・トピックを検索するか、または、そのア
イコンに対応するドロップダウン・メニュー選択にまで進みそのアクションを強調表示してからF1を押してください。

ツールバーを使うタイミング

ツールバーを使うと、メニュー・アクションを迅速に起動できます。あるアクションがどのドロップダウン・メニュー
にあるかを思い出せないときは、マウスでそのアイコンに位置付けできます。ツールバーを使うと、マウスが必要な操作
を最も迅速に行なえます。そのような操作の例として、データ・モデル内のオブジェクトの削除などがあります。削除し
たいオブジェクトを強調表示するには、マウスを使わなければなりません。そのとき開発者の手はマウスを持っているの
で、削除アクションを起動する最も速い方法は、削除アイコンをクリックすることです。

ツールバーのカスタマイズ

［Customize Toolbar/Tool Palette］ダイアログ・ボックスで、各ダイアグラム上のツールバーとツール・パレットをカス
タマイズできます。詳細については、トピック「［Customize Toolbar/Tool Palette］ダイアログ・ボックス」を参照して
ください。
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ポップアップ・メニューを表示するには、ツールバーを固定する必要があります。ツールバーが固定されていない場合
は、ツールバーを右クリックしてもポップアップ・メニューは表示されません。

アイコン一覧

CA Gen アプリケーション全体に、機能、ツール、オブジェクトを迅速に認識できるアイコン機能を採用しています。下
記のアイコンがあります。

アイコン 説明 アイコン 説明
コンポーネント・ベース開発で
はない Gen モデル

データ モデル図

コンポーネント・ベース開発の
Gen モデル

データ・モデル・リスト

コンポーネント仕様（タイプ） エンティティ ライフ サイクル
図

コンポーネント・インプリメン
テーション（タイプ）

ワーク・セット・リスト

インターフェース（タイプ） ビジネス・システム省略時解釈

仕様タイプ 対話フロー図

エンティティ・タイプ 対話フロー・ブラウザ

パッケージ/サブジェクト・エリ
ア

画面設計

仕様パッケージ プロトタイピング

インプリメンテーション・パッ
ケージ

ナビゲーション図

区分 イベント・ブラウザ

オペレーション アクション図

属性 言語定義

offer 関連 テクニカル・デフォルト

Gen のツールセットのデスク
トップ

データ構造リスト

アクティビティ階層図 データ・ストア・リスト

アクティビティ依存関係図 トランスフォーメーション

組織階層図 リトランスフォーメーション

マトリックス 参照保全性処理

構造チャート・ダイアグラム 環境

アクション・ブロック用途図ツ
ール

パッケージング
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ビジネス・システム定義 生成

仕様モデル 一貫性検査

インプリメンテーション・モデ
ル

属性リスト

インターフェース・タイプ・モ
デル

オペレーション・リスト

部分タイプ・モデル 区分リスト

データ モデル ブラウザ プロシージャ

レポート プロシージャ・ステップ

プロシージャ合成 画面

編成 ウィンドウ

機能 ダイアログ・ボックス

Business system テクニカル設計

［Process（プロセス）］ ロード・モジュール

ワーク・セット テーブル

リレーションシップ   

詳細情報：

スタートアップ/モデル・ウィンドウ・プロシージャ

 

ツールセットでの作業
以下のセクションは、ツールセットでの作業に役立ちます。

スタートアップまたはモデル・ウィンドウ・プロシージャ

新規モデルの作成

1. ［モデル］メニューを選択します。
2. 「新規モデル」を選択します。
3. モデル名とローカル名を入力します。
4. ［了解］を選択します。

詳細情報：

［新規モデル］ダイアログ
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モデルのオープン

1. ［モデル］メニューを選択します。
2. 「モデルを開く」を選択してください。
3. ファイル名を指定してください。
4. ［開く］をクリックします。

モデルの複写

1. ［モデル］メニューを選択します。
2. 「モデルの複写」を選択します。
3. モデル名を選択します。
4. ［複写］を選択します。
5. モデル名とローカル名を入力します。
6. ［了解］を選択します。

詳細情報：

［モデルの複写］ダイアログ

モデルの削除

1. ［モデル］メニューを選択します。
2. ［モデルを削除］を選択します。
3. モデル名を選択します。
4. ［削除］を選択します。
5. ［はい］を選択します。

レポート

この「レポート」アクションを使用して、オンラインで表示可能なレポート一覧を表示します。レポートは、表示後、印
刷できます。

レポートを１つ選択しても、レポート・ウィンドウが表示され、そこでオンラインで、ほかのレポートを印刷したり、表
示したりできます。

モデルのチェックアウト

1. ホストにログオンしてください。
2. ［モデル］メニューを選択します。
3. 「エンサイクロペディア」を選択してください。
4. 「モデルのチェックアウト」を選択します。
5. サブセット名を入力します。
6. ［了解］を選択します。

新規モデルの生成

1. 希望のホスト・エンサイクロペディアまたはクライアント/サーバ・エンサイクロペディアにログオンします。
2. ［ツールセット］から、［モデル］ - ［エンサイクロペディア］ - ［新規モデルの生成］を選択します。
3. エンサイクロペディアに格納する宛て先モデルの長いモデル名を指定します。
4. ［エンサイクロペディア・オプションのファイル転送を実行する］チェック・ボックスをオンにします。
5. ［OK］をクリックします。
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サブセットをインクリメントする方法

1. スタートアップかモデル・ウィンドウから「モデル」メニューを選択してください。
2. 「エンサイクロペディア」を選択してください。
3. 「インクリメント・サブセット」を選択してください。
4. 続きは、「自分のサブセットに新しいオブジェクトを追加」を参照してください。

自分のサブセットへの新規オブジェクトの追加

「インクリメント・サブセット」ダイアログ・ボックスで、目的の対話オブジェクト・タイプの左にある「+」ボックス
をクリックしてください。すると選択したオブジェクトが展開表示され、スコーピング・オブジェクトの表が表示されま
す。

1. 目的のスコーピング・オブジェクトの名前の左にあるチェック・ボックスをクリックしてください。すると、ステー
タスが［追加済み］に変わります。選択されたスコーピング・オブジェクトの、省略時のプロテクション・レベルと
展開オプションの値が表示されます。

2. オブジェクト表内の追加したいオブジェクトごとに、ステップ１～２を繰り返してください。

NOTE
注： スコーピング・オブジェクトのステータスがスコーピング済みであれば、選択してプロテクションと
展開の値を変更できます。

3. 目的のスコーピング・オブジェクトをすべて選択したのち、［更新］ボタンをクリックしてください。

NOTE
注： いずれかのスコーピング・オブジェクトが選択されていれば、［更新］ボタンは活性状態にありま
す。そうでない場合は、グレー表示されます。

オブジェクトを追加するべくエンサイクロペディア内の自分のサブセットの定義を更新し終えた時点で、プログレ
ス・バーが表示されます。更新が完了すると、［インクリメント・サブセット］ダイアログ・ボックスが閉じて、ダ
ウングレード・レポートが表示されます。

4. レポートを見終えたら、Enter キーを押してください。すると［ダウングレード・レポート］ダイアログ・ボックス
が閉じて、［モデル・ウィンドウ］が再表示されます。

NOTE
注：

• スコーピング・オブジェクトを自動選択する場合： スコーピング・オブジェクト行にて、［プロテクション］フィー
ルドまたは［展開］フィールドをクリックし、希望の値を選択してください。CA Gen により、そのオブジェクトの
名前の左にあるボックスが自動で検査され、それらが自動でオンになります。

前回の更新の再送

1. ホストにログオンしてください。
2. ［モデル］メニューを選択します。
3. 「エンサイクロペディア」を選択してください。
4. ［最後の更新の再送］を選択してください。

モデルの更新とチェックイン

ホストにログオンしてください。

1. ［モデル］メニューを選択します。
2. 「エンサイクロペディア」を選択してください。
3. 「モデルの更新とチェックイン」を選択してください。
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WARNING
重要： ［モデルの更新とチェックイン］を選択すると、CA Gen ワークステーション通信機能によって、アク
ティブなモデルがエンサイクロペディアに自動的に転送されます。次に、アクティブ・モデルを読取専用にし
ます。

チェックインせずにモデルを更新

ホストにログオンしてください。

1. ［モデル］メニューを選択します。
2. 「エンサイクロペディア」を選択してください。
3. 「チェックインせずに更新」を選択してください。

WARNING
重要： ［チェックインせずに更新］を選択すると、CA Gen ワークステーション通信機能によって、アクティ
ブなモデルがエンサイクロペディアに自動的に転送されます。

前回の更新の検証

1. ホストにログオンしてください。
2. ［モデル］メニューを選択します。
3. 「エンサイクロペディア」を選択してください。
4. 「前回の更新の検証」を選択してください。

モデルを閉じる

アプリケーションを実行したまま、対象のモデルを閉じます。

モデル名の変更方法

モデルのモデル名やローカル名を変更するには、「モデルの名称を変更」を選択してください。

詳細情報：

［モデル名変更］ダイアログ・ボックス

情報モデル

「情報」では、モデルに関する下記の詳細情報が得られます。
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• モデル名
• サブセット
• ローカル名
• モデルの作業段階
• モデル・ステータス
• モデル・レベル
• コード・ページ ID
• オブジェクトの総数
• 前回チェックアウト後作成されたオブジェクト
• チェックイン以前の有効なオブジェクトの総数
• 前回の保管
• 前回のチェックアウト
• 前回の更新
• ワークステーション・スキーマ
• ワークステーション・バージョン

モデルの保存

「モデルの保存」を使用して、モデルを格納します。

ツリー・ビューを使用したモデル・ウィンドウの操作手順

ツリー・ビュー内でのタブのオープン

ツリー・ビュー・ウィンドウの下端にある３つのタブのいずれかをオープンするには、希望のタブの名前をクリックして
ください。

ツリー・ビュー内の１項目を展開表示するには

その項目のそばの+ボックスをクリックしてください。

ツリー・ビュー・ウィンドウのオープン

オプション・メニューにて、「ツリー・ビュー」メニュー選択をクリックしてください。

ツリー・ビュー・ウィンドウの非表示

ツリー・ビュー・ウィンドウの右上隅のxボックスをクリックしてください。

ツリー・ビューからダイアグラムをオープンするには

ツリー・ビュー・ウィンドウにて、「ダイアグラム」タブをクリックしてください。

1. 目的の CA Gen ツールの横にある［+］ボックスをクリックします。
2. 目的のダイアグラムの名前をダブルクリックします。

別の方法

1. ［ダイアグラム］タブをクリックします。
2. 目的の CA Gen ツールの横にある［+］ボックスをクリックします。
3. 希望のダイアグラムの名前を強調表示し、右クリックしてください。すると［関連メニュー］ボタンが表示されま
す。

4. ［関連メニュー］をクリックします。
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ツリー・ビュー内の「ダイアグラム」タブへの表示対象を絞り込むには

ツリー・ビュー・ウィンドウにて、「オプション」タブをクリックしてください。

1. オブジェクト・リストを絞り込む CA Gen ツールの横のボックスをクリックします。すると、オンだったボックスが
オフになります。

2. ［ダイアグラム］タブをクリックします。すると、「オプション」タブから選択解除されたツールと、そこで扱うダ
イアグラム群は、以後表示されなくなります。

たとえば、計画段階と分析段階で扱うオブジェクトを非表示するには下記を実行します。

1. ［計画と分析］ツールの横にあるボックスをクリックしてください。
2. ［ダイアグラム］タブをクリックします。すると、「計画と分析」ツールと、そこで扱うダイアグラム群は、以後表
示されなくなります。

ツリー・ビューにてオブジェクト・タイプを表示するには

ツリー・ビュー・ウィンドウにてオブジェクト・タイプを表示するには、希望のアイコンの上にカーソルを移動してくだ
さい。

ツリー・ビューにて「特性」ボックスを表示するには

ツリー・ビュー・ウィンドウから「特性」ボックスを表示するには、希望のオブジェクトの名前の上でダブルクリックし
てください。

ツリー・ビューの「検索」ダイアログ・ボックス

ツリー・ビューの検索機能では、オープン済みの CA Gen モデル内で、テキストの全体または一部の単語を検索しま
す。検索対象を、すべてのオブジェクト・タイプとすることも、特定のオブジェクト・タイプに限ることもできます。

「検索」ダイアログ・ボックスへのアクセス

1. 「ツリー・ビュー」ウィンドウにて、「モデル」タブをクリックしてください。
2. ［ツリービュー］ウィンドウの上にあ

る ア
イコンをクリックします。すると下記のダイアログ・ボックスが表示されます。

「検索」ダイアログ・ボックスの呼び出し

1. 「ツリー・ビュー」ウィンドウにて、「モデル」タブをクリックしてください。
2. 検索を開始する、ツリー内のオブジェクトを強調表示してください。注： 強調表示したオブジェクトは検索対象に含
まれません。

3. ［ツリービュー］ウィンドウの上にあ

る ア
イコンをクリックします。すると下記のダイアログ・ボックスが表示されます。

4. 「検索対象：」フィールドに、検索したい文字列を入力してください。
5. 全体がその文字列と一致するものだけを検索するには、「全体一致のみ」をクリックしてください。
6. 「オブジェクトの種類」リストにて、<All>または特定のオブジェクト・タイプをクリックしてください。
7. モデルを展開するには、「展開する」をクリックしてください。するとツリー・ビューの、下位のオブジェクトがす
べて表示されます。注： ［展開する］をチェックしていない場合、［検索］によって自動的はツリー全体が検索され
ることはありません。手動で展開したツリー内のオブジェクト（「ツリー・ビュー」ウィンドウに表示されているオ
ブジェクト）のみを検索します。

8. 検索の方向を指定するには、「上」または「下」をクリックしてください。注： 検索は、強調表示したオブジェクト
から、指定した方向に開始されますが、強調表示したオブジェクト自体は検索範囲に含まれません。
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9. ［検索］ボタンをクリックします。一致するオブジェクトが見つかると、そのオブジェクトのある行が強調表示され
ます。一致するオブジェクトが見つからない場合は、見つからなかったことを示すメッセージ・ボックスが表示され
ます。

10.同じオブジェクトの次のオカレンスを検索するには、［ツリービュー］ウィンドウの上にあ

る ア
イコンをクリックします。

11.同じオブジェクトの前のオカレンスを検索するには、［ツリービュー］ウィンドウの上にあ

る ア
イコンをクリックします。注： 前アイコンや次アイコンをクリックすると、［検索］ダイアログ・ボックス内の検索
方向もその方向に置き換わります。

フィールドのヘルプ

名前 説明
検索対象： 検索する文字列
オブジェクトの種類 検索範囲とする、オブジェクトの種類。何も入れない場合、すべ

てのオブジェクトが検索範囲です。
全体一致のみ 「検索」フィールドの文字列に（部分がでなく）全体が一致する

ものだけを検索します。
展開する 「下」をクリックすると、自動的にオブジェクトを展開し、強調

表示した項目より下位も含めたツリー全体を検索します（ただし
強調表示した項目自体は検索範囲に含まれません）。「上」をク
リックすると、自動的にオブジェクトを展開し、強調表示した項
目より上位も含めたツリー全体を検索します（ただし強調表示し
た項目自体は検索範囲に含まれません）。

方向 強調表示した項目の位置より上または下を検索します。強調表示
した項目自体は検索範囲に含まれません。

プッシュ・ボタンのヘルプ

プッシュ ボタン 説明
検索 「検索」フィールドの文字列を捜します。
クローズ CA Gen のダイアグラム・ウィンドウに戻って、変更を加えずに

ダイアログ・ボックスをクローズします。
ヘルプ ツリー・ビューの「検索」ダイアログ・ボックスのトピックを表

示します。

マトリックス・プロセッサの操作手順

ほかのツールからマトリックスを表示

以下の手順に従います。

1. ［計画］または［分析］ - ［マトリックス］をクリックします。
［マトリックスの選択］ダイアログ・ボックスが表示されます。

2. ［横軸の選択］および［縦軸の選択］からそれぞれオブジェクトを選択し、［了解］をクリックします。
新規マトリックスが表示されます。
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マトリックス・プロセッサからマトリックスを表示

以下の手順に従います。

1. ［ダイアグラム］ - ［オープン］をクリックします。
［マトリックスの選択］ダイアログ・ボックスが表示されます。

2. ［横軸の選択］および［縦軸の選択］からそれぞれオブジェクトを選択し、［了解］をクリックします。
新しいマトリックスが表示されます。

セル値の追加

以下の手順に従います。

1. ［計画］または［分析］ - ［マトリックス］をクリックします。
［マトリックスの選択］ダイアログ・ボックスが表示されます。

2. ［横軸の選択］および［縦軸の選択］からそれぞれオブジェクトを選択し、［了解］をクリックします。
［マトリックス］ウィンドウが開きます。

3. 左上隅からセル値を選択（強調表示）します。値を表示したい 1 つ以上のセルを選択できます。
4. メニュー・バー上の + アイコンをクリックします。
これは「オブジェクト追加」用アイコンです。
［特性］ダイアログ・ボックスが表示されます。

5. セル値をフィールドに入力し、［了解］をクリックします。
新規オブジェクトがマトリックス・ウィンドウに追加されます。

6. 値を表示する他のセルについて、同じ操作を繰り返します。

マトリックスの行または列へのオブジェクトの追加

以下の手順に従います。

1. ［計画］または［分析］ - ［マトリックス］をクリックします。
［マトリックスの選択］ダイアログ・ボックスが表示されます。

2. ［横軸の選択］リストおよび［縦軸の選択］からそれぞれオブジェクトを選択し、［了解］をクリックします。
［マトリックス］ウィンドウが開きます。

3. クリックして行または列の見出し上のオブジェクト名を強調表示します。
4. ［編集］ - ［追加］をクリックします。
［特性］ダイアログ・ボックスが表示されます。

5. オブジェクト名を入力し、［了解］をクリックします。
新規オブジェクトがマトリックス行または列に追加されます。

NOTE
注： 関数と基本プロセスはマトリックスには追加できません。基本プロセスはデータ・モデリング・ツールで
追加してください。

セル値の変更

以下の手順に従います。

1. ［計画］または［分析］ - ［マトリックス］をクリックします。
［マトリックスの選択］ダイアログ・ボックスが表示されます。

2. ［横軸を選択］および［縦軸を選択］からそれぞれオブジェクトを選択し、［了解］をクリックします。
［マトリックス］ウィンドウが開きます。

3. 下記のいずれかを実行します。
– マウスを使用する場合

a. 左上隅のセル値を選択し、［編集］ - ［追加］をクリックします。
b. 変更するセルにハンド・ポインタを移動し、セルを選択します。
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c. 選択した値に変更する必要がある他のセルへのポイントを継続するか、異なる値を選択して他のセルにこの手
順を繰り返すことができます。
セル値が変更されます。

– キーボードを使用する場合
a. 1 つのセルを選択するか、または Ctrl キーを押したまま、複数のセルを選択します。
b. 左上隅のセル値を選択します。
c. ［編集］ - ［追加］をクリックします。
セル値が変更されます。

マトリックス上の表示色の変更

以下の手順に従います。

1. ［計画］または［分析］ - ［マトリックス］をクリックします。
［マトリックスの選択］ダイアログ・ボックスが表示されます。

2. ［横軸の選択］および［縦軸の選択］からそれぞれオブジェクトを選択し、［了解］をクリックします。
［マトリックス］ウィンドウが開きます。

3. ［オプション］ - ［マトリックスの色］をクリックします。
［マトリックス色のレイアウト］ダイアログ・ボックスが表示されます。

4. 各マトリックス・コンポーネントに色を選択します。
5. ［OK］をクリックします。
マトリックス内の色が変更されます。

マトリックスの行または列のオブジェクトの名前変更

以下の手順に従います。

1. ［計画］または［分析］ - ［マトリックス］をクリックします。
［マトリックスの選択］ダイアログ・ボックスが表示されます。

2. ［横軸の選択］および［縦軸の選択］からそれぞれオブジェクトを選択し、［了解］をクリックします。
［マトリックス］ウィンドウが開きます。

3. 行または列の見出し上のオブジェクト名を選択（強調表示）します。
4. ［詳細］または［特性］をクリックします。
［特性］ダイアログ・ボックスが表示されます。

5. オブジェクトの新規名を入力し、［了解］をクリックします。
オブジェクトの名前が変更されます。

オブジェクトの特性の変更

以下の手順に従います。

1. ［計画］または［分析］ - ［マトリックス］をクリックします。
［マトリックスの選択］ダイアログ・ボックスが表示されます。

2. ［横軸の選択］および［縦軸の選択］からそれぞれオブジェクトを選択し、［了解］をクリックします。
［マトリックス］ウィンドウが開きます。

3. 行または列の見出し上のオブジェクト名を選択（強調表示）します。
4. ［詳細］ - ［特性］をクリックします。
［特性］ダイアログ・ボックスが表示されます。

5. 1 つ以上の特性を変更し、［了解］をクリックします。
オブジェクトの特性が変更されます。
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親和性マトリックスのクラスタ化

以下の手順に従います。

1. ［計画］または［分析］ - ［マトリックス］をクリックします。
［マトリックスの選択］ダイアログ・ボックスが表示されます。

2. ［横軸の選択］から［エンティティ・タイプ］オブジェクトを選択します。［縦軸の選択］から［を使用するファン
クション］または［を使用する基本プロセス］を選択し、［了解］をクリックします。
［マトリックス］ウィンドウが開きます。

3. ［編集］ - ［親和性クラスタ化］をクリックします。
［親和性マトリックスの作成］ダイアログ・ボックスが表示されます。

4. 作用クラスタ化を実行する場合は［現在のマトリックスのクラスタ化］チェック・ボックスを選択し、［了解］をク
リックします。
親和性マトリックスに対するセルがクラスタ化されます。

作用マトリックスのクラスタ化

以下の手順に従います。

1. ［計画］または［分析］ - ［マトリックス］をクリックします。
［マトリックスの選択］ダイアログ・ボックスが表示されます。

2. ［横軸の選択］から［エンティティ・タイプ］オブジェクトを選択します。［縦軸の選択］から［を使用するファン
クション］または［を使用する基本プロセス］を選択し、［了解］をクリックします。
［マトリックス］ウィンドウが開きます。

3. ［編集］ - ［作用クラスタ化］をクリックします。
相互マトリックスに対するセルがクラスタ化されます。

ユーザ定義マトリックスの作成

以下の手順に従います。

1. ［計画］または［分析］ - ［マトリックス］をクリックします。
［マトリックスの選択］ダイアログ・ボックスが表示されます。

2. ［取消］をクリックします。
空白の［マトリックス］ウィンドウが開きます。

3. ［編集］ - ［ユーザ定義］ - ［ユーザ定義マトリックス］をクリックします。
［マトリックス定義］ダイアログ・ボックスが表示されます。

4. ［Add］をクリックします。
［特性］ダイアログ・ボックスが表示されます。

5. マトリックス名を入力します。
6. 既存のオブジェクトを選択するか、または新規オブジェクトの名前を入力してください。
7. ［了解］ - ［クローズ］をクリックします。
ユーザ定義のマトリックスが作成されます。

8. ［ダイアグラム］ - ［オープン］をクリックします。
［マトリックスの選択］ダイアログ・ボックスが表示されます。

9. ［最初の軸を選択］から最初の軸に対するカスタム・オブジェクトを選択し、［2 番目の軸を選択］から 2 番目の軸
に対するカスタム・オブジェクトを選択し、［了解］をクリックします。
新規マトリックスが表示されます。

ユーザ定義オブジェクトの作成

以下の手順に従います。

1. ［計画］または［分析］ - ［マトリックス］をクリックします。
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［マトリックスの選択］ダイアログ・ボックスが表示されます。
2. ［取消］をクリックします。
空白の［マトリックス］ウィンドウが開きます。

3. ［編集］ - ［ユーザ定義］ - ［ユーザ定義オブジェクト］をクリックします。
［オブジェクト定義］ダイアログ・ボックスが表示されます。

4. ［Add］をクリックします。
［特性］ダイアログ・ボックスが表示されます。

5. オブジェクト名を入力します。
6. ［了解］ - ［クローズ］をクリックします。
ユーザ定義のオブジェクトが作成されます。

ビジネス・エリアの定義

以下の手順に従います。

1. ［計画］または［分析］ - ［マトリックス］をクリックします。
［マトリックスの選択］ダイアログ・ボックスが表示されます。

2. 選択エリアから［エンティティ・タイプ］および［エンティティ・タイプ・マトリックス］、［ビジネス・ファンク
ション］および［ビジネス・ファンクション・マトリックス］、または［ビジネス・ファンクション］および［エン
ティティ・タイプ・マトリックス］の組み合わせを選択し、［了解］をクリックします。
［マトリックス］ウィンドウが開きます。

3. ［編集］ - ［BA の定義］をクリックします。
［ビジネス・エリア定義］ダイアログ・ボックスが表示されます。

4. ［Add］をクリックします。
［特性］ダイアログ・ボックスが表示されます。

5. ビジネス・エリア名を入力し、［了解］をクリックします。
6. ビジネス・エリアの名前を選択し、［使用］をクリックします。
7. エンティティ・タイプまたは関数の名前を選択（強調表示）します。
8. ［編集］ - ［含める］をクリックします。
ビジネス・エリア名が定義されます。

ビジネス・システムの定義

以下の手順に従います。

1. ［計画］または［分析］ - ［マトリックス］をクリックします。
［マトリックスの選択］ダイアログ・ボックスが表示されます。

2. 選択エリアから［基本プロセス］および［基本プロセス・マトリックス］、または［基本プロセス］および［エン
ティティ・タイプ・マトリックス］の組み合わせを選択し、［了解］をクリックします。
［マトリックス］ウィンドウが開きます。

3. ［編集］ - ［BS の定義］をクリックします。
［ビジネス・システム定義］ダイアログ・ボックスが表示されます。

4. ［Add］をクリックします。
［特性］ダイアログ・ボックスが表示されます。

5. ビジネス・システム名を入力し、［了解］をクリックします。
6. ビジネス・システムの名前を選択し、［使用］をクリックします。
7. 基本プロセスまたはエンティティ・タイプの名前を選択（強調表示）します。
8. ［編集］ - ［含める］をクリックします。
ビジネス・システム名が定義されます。
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ビジネス・エリアの削除

以下の手順に従います。

1. ［計画］または［分析］ - ［マトリックス］をクリックします。
［マトリックスの選択］ダイアログ・ボックスが表示されます。

2. 選択エリアから［エンティティ・タイプ］および［エンティティ・タイプ・マトリックス］、［ビジネス・ファンク
ション］および［ビジネス・ファンクション・マトリックス］、または［ビジネス・ファンクション］および［エン
ティティ・タイプ・マトリックス］の組み合わせを選択し、［了解］をクリックします。
［マトリックス］ウィンドウが開きます。

3. ［編集］ - ［BA の定義］をクリックします。
［ビジネス・エリア定義］ダイアログ・ボックスが表示されます。

4. 削除するビジネス・エリアを選択し、［削除］をクリックします。
確認が表示されます。

5. ［はい］をクリックし、［クローズ］をクリックします。
ビジネス・エリアが削除されます。

ビジネス・システムの削除

以下の手順に従います。

1. ［計画］または［分析］ - ［マトリックス］をクリックします。
［マトリックスの選択］ダイアログ・ボックスが表示されます。

2. 選択エリアから［基本プロセス］および［基本プロセス・マトリックス］、または［基本プロセス］および［初期タ
イプ・マトリックス］の組み合わせを選択し、［了解］をクリックします。
［マトリックス］ウィンドウが開きます。

3. ［編集］ - ［BS の定義］をクリックします。
［ビジネス・システム定義］ダイアログ・ボックスが表示されます。

4. 削除するビジネス・システムの名前を選択し、［削除］をクリックします。
確認が表示されます。

5. ［はい］をクリックし、［クローズ］をクリックします。
ビジネス・システムが削除されます。

マトリックスの行または列からのオブジェクトの削除

以下の手順に従います。

1. ［計画］または［分析］ - ［マトリックス］をクリックします。
［マトリックスの選択］ダイアログ・ボックスが表示されます。

2. ［横軸の選択］および［縦軸の選択］からそれぞれオブジェクトを選択し、［了解］をクリックします。
［マトリックス］ウィンドウが開きます。

3. マトリックス行または列上のオブジェクトを選択します。
4. ［編集］-［削除］をクリックします。
［削除］ダイアログ・ボックスが表示されます。

5. 確認ボックス（表示される場合）で［はい］をクリックし、［了解］をクリックします。
オブジェクトが削除されます。

マトリックスのオブジェクトまたはセルの詳細化

以下の手順に従います。

1. ［計画］または［分析］ - ［マトリックス］をクリックします。
［マトリックスの選択］ダイアログ・ボックスが表示されます。

2. ［横軸の選択］および［縦軸の選択］からそれぞれオブジェクトを選択し、［了解］をクリックします。
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［マトリックス］ウィンドウが開きます。
3. 1 つの軸またはセル上の項目を選択（強調表示）します。
4. ［詳細］ - ［特性］をクリックします。
［特性］ダイアログ・ボックスが表示されます。

5. ［記述］に詳細を提供し、［了解］をクリックします。
オブジェクトまたはセルの詳細が提供されます。

セル値の非表示

以下の手順に従います。

1. ［計画］または［分析］ - ［マトリックス］をクリックします。
［マトリックスの選択］ダイアログ・ボックスが表示されます。

2. ［横軸の選択］および［縦軸の選択］からそれぞれオブジェクトを選択し、［了解］をクリックします。
［マトリックス］ウィンドウが開きます。

3. ［ビュー］ - ［非表示］をクリックします。
4. マトリックスの左上隅から値を選択します。
値が表示される左上隅およびすべてのセル内の値が、値が非表示になることを示すピリオドに置き換えられます。

マトリックスの行と列の強調表示

以下の手順に従います。

1. ［計画］または［分析］ - ［マトリックス］をクリックします。
［マトリックスの選択］ダイアログ・ボックスが表示されます。

2. ［横軸の選択］および［縦軸の選択］からそれぞれオブジェクトを選択し、［了解］をクリックします。
［マトリックス］ウィンドウが開きます。

3. ［ビュー］ - ［強調表示］をクリックします。
4. 以下のいずれかのタスクを実行します。

– 交差するセルを選択して、交差する行と列を強調表示します。
– オブジェクト名を選択して、行または列を強調表示します。
– 最初のセルを選択して、カーソルをブロック内の最後のセルにドラッグし、セルのブロックを強調表示します。強
調表示を除くには、強調表示された範囲を再度選択します。

ビジネス・エリアへの行、列、セル・ブロックの記入

以下の手順に従います。

1. ［計画］または［分析］ - ［マトリックス］をクリックします。
［マトリックスの選択］ダイアログ・ボックスが表示されます。

2. 選択エリアから［エンティティ・タイプ］および［エンティティ・タイプ・マトリックス］、［ビジネス・ファンク
ション］および［ビジネス・ファンクション・マトリックス］、または［ビジネス・ファンクション］および［エン
ティティ・タイプ・マトリックス］の組み合わせを選択します。
［マトリックス］ウィンドウが開きます。

3. オブジェクトを選択し、［編集］および［BA の定義］をクリックします。
［ビジネス・エリア定義］ダイアログ・ボックスが表示されます。

4. ビジネス・エリアを選択します。ビジネス・エリアが選択リストに表示されない場合は、「追加」を選択してくださ
い。ビジネス・エリア名および説明を入力し、［了解］をクリックします。

5. ［使用］をクリックします。
6. 行、列、またはセルのブロックを選択し、［編集］ - ［含める］をクリックします。
行、列またはセルのブロックが含められます。
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ビジネス・システムへの行、列、セル・ブロックの記入

以下の手順に従います。

1. ［計画］または［分析］ - ［マトリックス］をクリックします。
［マトリックスの選択］ダイアログ・ボックスが表示されます。

2. ［基本プロセス/基本プロセス・マトリックス］または［基本プロセス/初期タイプ・マトリックス］を選択し、［了
解］をクリックします。
［マトリックス］ウィンドウが開きます。

3. ［編集］および［BS の定義］をクリックします。
［ビジネス・システム定義］ダイアログ・ボックスが表示されます。

4. ビジネス・システムを選択します。ビジネス・システムが選択リストに表示されない場合は、「追加」を選択してく
ださい。ビジネス・システム名を入力し、［了解］をクリックします。

5. ビジネス・システム名を選択し、［使用］をクリックします。
6. 行、列、またはセルのブロックを選択し、［編集］ - ［含める］をクリックします。
行、列またはセルのブロックが含められます。

多関連オブジェクト・マップの印刷

以下の手順に従います。

1. ［計画］または［分析］ - ［マトリックス］をクリックします。
［マトリックスの選択］ダイアログ・ボックスが表示されます。

2. ［横軸の選択］から［エンティティ・タイプ］オブジェクトを選択します。［縦軸の選択］から［関数によって使
用］または［基本プロセスによって使用］を選択し、［了解］をクリックします。
［マトリックス］ウィンドウが開きます。

3. ［ダイアグラム］ - ［レポート］ - ［多関連オブジェクト］をクリックします。
［多関連オブジェクト］ウィンドウが表示されます。

4. ［ファイル］ - ［印刷］をクリックします。
［多関連オブジェクト］マップが印刷されます。

情報ニーズ・マップの印刷

以下の手順に従います。

1. ［計画］または［分析］ - ［マトリックス］をクリックします。
［マトリックスの選択］ダイアログ・ボックスが表示されます。

2. ［取消］をクリックします。
空白の［マトリックス］ウィンドウが開きます。

3. ［ダイアグラム］ - ［レポート］ - ［情報ニーズ・マップ］をクリックします。
［情報ニーズ・マップ］ウィンドウが表示されます。

4. ［ファイル］ - ［印刷］をクリックします。
［情報ニーズ・マップ］が印刷されます。

マトリックスの印刷

以下の手順に従います。

1. ［計画］または［分析］ - ［マトリックス］をクリックします。
［マトリックスの選択］ダイアログ・ボックスが表示されます。

2. ［横軸の選択］および［縦軸の選択］からそれぞれオブジェクトを選択し、［了解］をクリックします。
3. ［ダイアグラム］-［印刷］をクリックします。
［印刷オプション］ダイアログ・ボックスが表示されます。

4. コンテンツおよびページ調整のオプションを選択し、［了解］をクリックします。
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マトリックスが印刷されます。

計画オブジェクト・レポートの印刷

以下の手順に従います。

1. ［計画］または［分析］ - ［マトリックス］をクリックします。
［マトリックスの選択］ダイアログ・ボックスが表示されます。

2. ［取消］をクリックします。
空白の［マトリックス］ウィンドウが開きます。

3. ［ダイアグラム］ - ［レポート］ - ［計画オブジェクト］をクリックします。
［レポート・オプション］ダイアログ・ボックスが表示されます。

4. オブジェクトを選択し、［了解］をクリックします。
レポートが表示されます。

5. ［ファイル］ - ［印刷］をクリックします。
［計画オブジェクト］レポートが印刷されます。

計画オブジェクト・レポートの使用箇所の印刷

以下の手順に従います。

1. ［計画］または［分析］ - ［マトリックス］をクリックします。
［マトリックスの選択］ダイアログ・ボックスが表示されます。

2. ［取消］をクリックします。
空白の［マトリックス］ウィンドウが開きます。

3. ［ダイアグラム］ - ［レポート］ - ［計画オブジェクト使用］をクリックします。
［使用される場所のマトリックス］ダイアログ・ボックスが表示されます。

4. マトリックスに表示される計画オブジェクト（複数可）を選択し、［了解］をクリックします。
レポートが表示されます。

5. ［ファイル］ - ［印刷］をクリックします。
レポートが印刷されます。

ビジネス・エリアからの行、列、セル・ブロックの移動

以下の手順に従います。

1. ［計画］または［分析］ - ［マトリックス］をクリックします。
［マトリックスの選択］ダイアログ・ボックスが表示されます。

2. 選択エリアから［エンティティ・タイプ］および［エンティティ・タイプ・マトリックス］、［ビジネス・ファンク
ション］および［ビジネス・ファンクション］、または［ビジネス・ファンクション］および［エンティティ・タイ
プ・マトリックス］の組み合わせを選択します。
［マトリックス］ウィンドウが開きます。

3. ［編集］ - ［BA の定義］をクリックします。
［ビジネス・エリア］ダイアログ・ボックスが表示されます。

4. ビジネス・エリアの名前を選択し、［使用］をクリックします。
5. ［マトリックス］ウィンドウが開きます。
6. ビジネス・エリアの行、列、またはセル・ブロックを選択します。
7. ［編集］ - ［削除］をクリックします。
選択された行、列、またはセルのブロックがビジネス・エリアから削除されます。
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ビジネス・システムからの行、列、セル・ブロックの移動

以下の手順に従います。

1. ［計画］または［分析］ - ［マトリックス］をクリックします。
［マトリックスの選択］ダイアログ・ボックスが表示されます。

2. ［基本プロセス］または［基本プロセス・マトリックス］または［基本プロセス］または［エンティティ・タイプ・
マトリックス］を選択し、［了解］をクリックします。
［マトリックス］ウィンドウが開きます。

3. ［編集］ - ［BS の定義］をクリックします。
［ビジネス・システム定義］ダイアログ・ボックスが表示されます。

4. ビジネス・システムの名前を選択し、［使用］をクリックします。
5. ビジネス・システムの行、列、またはセル・ブロックを選択します。
6. ［編集］ - ［削除］をクリックします。
選択された行、列またはセルのブロックがビジネス・システムから削除されます。

マトリックスの軸の回転

以下の手順に従います。

1. ［計画］または［分析］ - ［マトリックス］をクリックします。
［マトリックスの選択］ダイアログ・ボックスが表示されます。

2. ［横軸の選択］および［縦軸の選択］からそれぞれオブジェクトを選択し、［了解］をクリックします。
［マトリックス］ウィンドウが開きます。

3. ［ビュー］ - ［回転］をクリックします。
マトリックス内の軸が回転します。

隠ぺいされているセル値の表示

以下の手順に従います。

1. ［計画］または［分析］ - ［マトリックス］をクリックします。
［マトリックスの選択］ダイアログ・ボックスが表示されます。

2. ［横軸の選択］および［縦軸の選択］からそれぞれオブジェクトを選択し、［了解］をクリックします。
［マトリックス］ウィンドウが開きます。

3. ［ビュー］ - ［非表示］をクリックします。
左上隅で期間を表す非表示のセル値が表示されます。

昇順によるマトリックス・オブジェクトの分類

以下の手順に従います。

1. ［計画］または［分析］ - ［マトリックス］をクリックします。
［マトリックスの選択］ダイアログ・ボックスが表示されます。

2. ［横軸の選択］および［縦軸の選択］からそれぞれオブジェクトを選択し、［了解］をクリックします。
［マトリックス］ウィンドウが開きます。

3. マトリックス軸見出しを選択（強調表示）します。
4. ［ビュー］ - ［分類（昇順）］（をクリックします。
マトリックスがソートされます。

降順によるマトリックス・オブジェクトの分類

以下の手順に従います。

1. ［計画］または［分析］ - ［マトリックス］をクリックします。
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［マトリックスの選択］ダイアログ・ボックスが表示されます。
2. ［横軸の選択］および［縦軸の選択］からそれぞれオブジェクトを選択し、［了解］をクリックします。
［マトリックス］ウィンドウが開きます。

3. マトリックス軸見出しを選択（強調表示）します。
4. ［ビュー］ - ［分類（降順）］をクリックします。
マトリックスがソートされます。

階層のソートによる分類

以下の手順に従います。

1. ［計画］または［分析］ - ［マトリックス］をクリックします。
［マトリックスの選択］ダイアログ・ボックスが表示されます。

2. ［横軸の選択］および［縦軸の選択］からそれぞれオブジェクトを選択し、［了解］をクリックします。
［マトリックス］ウィンドウが開きます。

3. マトリックス軸見出し（［ファンクション］または［組織単位］）を選択（強調表示）します。
4. ［ビュー］ - ［階層のソート］をクリックします。
マトリックスがソートされます。

アクティビティ階層図の操作手順

ファンクションの追加と詳細化

以下の手順に従います。

1. ［計画］ - ［アクティビティ階層］をクリックします。
［アクティビティ階層］ウィンドウが表示されます。

2. ターゲットとしてオブジェクトを選択します。
3. ［編集］ - ［ファンクションの追加］をクリックします。
［特性］ダイアログ・ボックスが表示されます。

4. 名前および説明を入力し、［了解］をクリックします。
関数詳細が追加されます。

プロセスの追加と詳細化

以下の手順に従います。

1. ［計画］ - ［アクティビティ階層］をクリックします。
［アクティビティ階層］ウィンドウが表示されます。

2. ターゲットとして関数を選択します。
3. ［編集］ - ［プロセスの追加］をクリックします。
［特性］ダイアログ・ボックスが表示されます。

4. 名前および説明を入力し、［了解］をクリックします。
プロセス詳細が追加されます。

グループ・ビューの追加

以下の手順に従います。

1. ［計画］ - ［アクティビティ階層］をクリックします。
［アクティビティ階層］ウィンドウが表示されます。

2. プロセスまたは関数を選択します。
3. ［詳細］ - ［ビュー保守］をクリックします。
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［ビュー保守］ダイアログ・ボックスが表示されます。
4. ［インポート・ビュー］ - ［エクスポート・ビュー］ - ［グループ・ビュー］または［ワーク・ビュー］を選択しま
す。

5. ［編集］ - ［グループ・ビューの追加］をクリックします。
［エクスポート・グループ・ビューの追加］ダイアログ・ボックスが表示されます。

6. 名前を入力し、オカレンスから［１つ又は複数の］を選択し、［了解］をクリックします。
［グループ・ビュー］が追加されます。

エンティティ・ビューの追加

以下の手順に従います。

1. ［計画］ - ［アクティビティ階層］をクリックします。
［アクティビティ階層］ウィンドウが表示されます。

2. プロセスまたは関数を選択します。
3. ［詳細］ - ［ビュー保守］をクリックします。
［ビュー保守］ダイアログ・ボックスが表示されます。

4. ［インポート・ビュー］ - ［エクスポート・ビュー］ - ［グループ・ビュー］または［ワーク・ビュー］を選択しま
す。

5. ［編集］ - ［エンティティ・ビューの追加］をクリックします。
［エンティティ・ビューの追加］ダイアログ・ボックスが表示されます。

6. ［名前］を入力し、エンティティを選択します。
7. （オプション）このダイアログ・ボックスには、以下のボタンもあります。

– 検索
［エンティティ・タイプ・リスト］内のエンティティを検索します。

– 説明
エンティティを説明します。

8. ［OK］をクリックします。
エンティティ・ビューが追加されます。

サブタイプ・ビューの追加

以下の手順に従います。

1. ［計画］ - ［アクティビティ階層］をクリックします。
［アクティビティ階層］ウィンドウが表示されます。

2. プロセスまたは関数を選択します。
3. ［詳細］ - ［ビュー保守］をクリックします。
［ビュー保守］ダイアログ・ボックスが表示されます。

4. ［インポート・ビュー］ - ［エクスポート・ビュー］ - ［グループ・ビュー］または［ワーク・ビュー］を選択しま
す。

5. ［編集］ - ［サブタイプ・ビューの追加］をクリックします。
［サブタイプ・ビューの追加］ダイアログ・ボックスが表示されます。

6. ［名前］を入力し、エンティティを選択します。
7. （オプション）このダイアログ・ボックスには、以下のボタンもあります。

– 検索
［エンティティ・タイプ・リスト］内のエンティティを検索します。

– 説明
エンティティを説明します。

8. ［OK］をクリックします。
サブタイプ・ビューが追加されます。
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ワーク・ビューの追加

以下の手順に従います。

1. ［計画］または［分析］、［アクティビティ階層］をクリックします。
［アクティビティ階層］ウィンドウが表示されます。

2. プロセスまたは関数を選択します。
3. ［詳細］ - ［ビュー保守］をクリックします。
［ビュー保守］ダイアログ・ボックスが表示されます。

4. ［インポート・ビュー］ - ［エクスポート・ビュー］ - ［グループ・ビュー］または［ワーク・ビュー］を選択しま
す。

5. ［編集］ - ［ワーク・ビューの追加］をクリックします。
［ワーク・ビューの追加］ダイアログ・ボックスが表示されます。

6. ［名前］を入力し、エンティティを選択します。
7. （オプション）このダイアログ・ボックスには、以下のボタンもあります。

– 検索
［エンティティ・タイプ・リスト］内のエンティティを検索します。

– 説明
エンティティを説明します。

8. ［OK］をクリックします。
ワーク・ビューが追加されます。

属性ビューの追加

以下の手順に従います。

1. ［計画］ - ［アクティビティ階層］をクリックします。
［アクティビティ階層］ウィンドウが表示されます。

2. エンティティのビューを選択します。
3. ［編集］ - ［属性ビューの追加］をクリックします。
［属性ビュー］ダイアログ・ボックスが表示されます。

4. （オプション）このダイアログ・ボックスには、以下のボタンもあります。
– 検索
［エンティティ・タイプ・リスト］内のエンティティを検索します。

– 説明
エンティティを説明します。

5. ［OK］をクリックします。
属性ビューが追加されます。

記述の変更

以下の手順に従います。

1. ［計画］ - ［アクティビティ階層］をクリックします。
［アクティビティ階層］ウィンドウが表示されます。

2. アクティビティを選択します。
3. ［詳細］ - ［特性］をクリックします。
［特性］ダイアログ・ボックスが表示されます。

4. ［記述］に説明の変更を入力し、［了解］をクリックします。
説明が変更されます。
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ファンクションからプロセスへの変更

以下の手順に従います。

1. ［計画］ - ［アクティビティ階層］をクリックします。
［アクティビティ階層］ウィンドウが表示されます。

2. 関数を選択します。
3. ［編集］ - ［変更］をクリックします。
関数が変更されます。

アクティビティの親の変更

以下の手順に従います。

1. ［計画］ - ［アクティビティ階層］をクリックします。
［アクティビティ階層］ウィンドウが表示されます。

2. アクティビティを選択します。
3. ［編集］ - ［親の変更］をクリックします。
カーソルが変更されます。

4. アクティビティをクリックして新規親を作成します。
アクティビティが新規親に変更されます。

プロセスからファンクションへの変更

以下の手順に従います。

1. ［計画］ - ［アクティビティ階層］をクリックします。
［アクティビティ階層］ウィンドウが表示されます。

2. プロセスを選択します。
3. ［編集］ - ［変更］をクリックします。
プロセスが変更されます。

従属アクティビティの圧縮

以下の手順に従います。

1. ［計画］ - ［アクティビティ階層］をクリックします。
［アクティビティ階層］ウィンドウが表示されます。

2. 単一または複数のアクティビティを選択します。
3. ［ビュー］ - ［圧縮］をクリックします。
従属アクティビティが圧縮されます。

エンティティ・タイプまたはサブタイプの詳細の変更

以下の手順に従います。

1. ［計画］ - ［アクティビティ階層］をクリックします。
［アクティビティ階層］ウィンドウが表示されます。

2. アクティビティを選択します。
3. ［詳細］ - ［期待効果］をクリックします。
［期待効果］ダイアログ・ボックスが表示されます。

4. エンティティ・タイプまたはサブタイプを選択し、［クローズ］をクリックします。
エンティティ・タイプまたはサブタイプ詳細が変更されます。
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アクティビティの削除

以下の手順に従います。

1. ［計画］ - ［アクティビティ階層］をクリックします。
［アクティビティ階層］ウィンドウが表示されます。

2. アクティビティを選択します。
3. ［編集］-［削除］をクリックします。
［削除］ダイアログ・ボックスが表示されます。

4. 以下のいずれかのタスクを実行します。
5. アクティビティのみを削除するには、［削除時に確認］および［削除］を選択します。

– 従属を削除するには、［従属物のみ削除］、［従属物はプロモート］、または［階層の削除］を選択します。
6. ［削除］をクリックします。
アクティビティが削除されます。

エンティティ・タイプまたはサブタイプのアクティビティの期待効果の削除

以下の手順に従います。

1. ［計画］ - ［アクティビティ階層］をクリックします。
［アクティビティ階層］ウィンドウが表示されます。

2. アクティビティを選択します。
3. ［詳細］ - ［期待効果］をクリックします。
［期待効果］ダイアログ・ボックスが表示されます。

4. エンティティ・タイプまたはサブタイプを選択します。
5. ［削除］をクリックします。
エンティティの期待される効果が削除されます。

すべての従属アクティビティの展開

以下の手順に従います。

1. ［計画］ - ［アクティビティ階層］をクリックします。
［アクティビティ階層］ウィンドウが表示されます。

2. 単一または複数のアクティビティを選択します。
3. ［ビュー］ - ［展開］をクリックします。
従属アクティビティが展開されます。

すべての従属アクティビティの展開

以下の手順に従います。

1. ［計画］ - ［アクティビティ階層］をクリックします。
［アクティビティ階層］ウィンドウが表示されます。

2. 関数を選択します。
3. ［ビュー］ - ［すべて展開］をクリックします。
従属アクティビティが展開されます。

別のダイアグラムとツールの呼び出し

以下の手順に従います。

1. ［計画］ - ［アクティビティ階層］をクリックします。
［アクティビティ階層］ウィンドウが表示されます。

2. アクティビティを選択します。
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3. ［ダイアグラム］ - ［階層ダイアグラム］ - ［アクション図］ - ［依存ダイアグラム］ - ［構造チャート］または
［アクション・ブロック用途］をクリックします。
ダイアグラムおよびツールが起動されます。

モデルの再作図

以下の手順に従います。

1. ［計画］ - ［アクティビティ階層］をクリックします。
［アクティビティ階層］ウィンドウが表示されます。

2. ［ビュー］ - ［再作図］をクリックします。
［ダイアグラムの配置］ダイアログ・ボックスが表示されます。

3. ［ボックスの高さ］を選択します。
4. ［階層タイプ］を選択します。
5. ［逆配置］オプションを選択します。
6. ［了解をクリックします。
モデルが再作図されます。

アクティビティ名の変更

以下の手順に従います。

1. ［計画］ - ［アクティビティ階層］をクリックします。
［アクティビティ階層］ウィンドウが表示されます。

2. アクティビティを選択します。
3. ［詳細］ - ［特性］をクリックします。
［特性］ダイアログ・ボックスが表示されます。

4. アクティビティの新しい名前を入力します。
5. ［OK］をクリックします。
アクティビティの名前が変更されます。

プロセスまたはファンクションの特性の指定

以下の手順に従います。

1. ［計画］ - ［アクティビティ階層］をクリックします。
［アクティビティ階層］ウィンドウが表示されます。

2. プロセスを選択します。
3. ［詳細］ - ［特性］をクリックします。
［特性］ダイアログ・ボックスが表示されます。

4. ［詳細］ボックスに説明を入力します。
5. ［OK］をクリックします。
プロセスまたは関数の特性が指定されます。

アクティビティ依存関係図の操作手順

アクティビティ依存関係の開始

［計画］または［分析］をクリックし、［アクティビティ依存関係］を選択します。
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外部オブジェクトとのプロセス・ビューの関連づけ

以下の手順に従います。

1. ［計画］または［分析］ - ［アクティビティ依存関係］をクリックします。
［アクティビティ依存］ウィンドウが表示されます。

2. 外部オブジェクトおよびプロセスを結合する情報ビュー行を選択します。
3. ［詳細］ - ［関連ビュー］をクリックします。
4. エンティティ・ビュー名を選択します。
プロセスが外部オブジェクトと関連付けられます。

イベントの追加

以下の手順に従います。

1. ［計画］または［分析］ - ［アクティビティ依存関係］をクリックします。
［アクティビティ依存］ウィンドウが表示されます。

2. イベントに対するダイアグラム上の位置を選択します。
3. ［編集］ - ［イベントの追加］をクリックします。
［特性］ダイアログ・ボックスが表示されます。

4. イベント名と説明文を入力してください。
5. ［OK］をクリックします。
イベントが追加されます。

外部オブジェクトの追加

以下の手順に従います。

1. ［計画］または［分析］ - ［アクティビティ依存関係］をクリックします。
［アクティビティ依存］ウィンドウが表示されます。

2. オブジェクトに対するダイアグラム上の位置を選択します。
3. ［編集］ - ［外部オブジェクト］をクリックします。
［外部オブジェクト］ダイアログ・ボックスが表示されます。

4. ［Add］をクリックします。
［特性］ダイアログ・ボックスが表示されます。

5. 外部オブジェクト名および説明を入力し、［了解］をクリックします。
外部オブジェクトが追加されます。

NOTE
注： ［選択］プッシュ・ボタンは、ダイアグラム上で位置を指定すると活動状態になります。

ファンクションの追加

以下の手順に従います。

1. ［計画］または［分析］ - ［アクティビティ依存関係］をクリックします。
［アクティビティ依存］ウィンドウが表示されます。

2. オブジェクトに対するダイアグラム上の位置を選択します。
3. ［編集］ - ［ファンクションの追加］をクリックします。
［ファンクションの追加］ダイアログ・ボックスが表示されます。

4. 関数名および説明を入力し、［了解］をクリックします。
関数が追加されます。

NOTE
注： ファンクションをプロセスに従属させることはできません。
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プロセスの追加

以下の手順に従います。

1. ［計画］または［分析］ - ［アクティビティ依存関係］をクリックします。
［アクティビティ依存］ウィンドウが表示されます。

2. プロセスに対するダイアグラム上の位置を選択します。
3. ［編集］ - ［プロセスの追加］をクリックします。
［特性］ダイアログ・ボックスが表示されます。

4. プロセス名を入力し、［了解］をクリックします。
プロセスが追加されます。

アクティビティの親の変更

以下の手順に従います。

1. ［計画］または［分析］ - ［アクティビティ依存関係］をクリックします。
［アクティビティ依存］ウィンドウが表示されます。

2. 異なる親に割り当てるアクティビティを選択します。
3. ［編集］ - ［親の変更］をクリックします。
［親の変更］ダイアログ・ボックスが表示されます。

4. 新規親の名前を選択し、［了解］をクリックします。
アクティビティの親が変更されます。

アクティビティと全レベルの従属物の削除

以下の手順に従います。

1. ［計画］または［分析］ - ［アクティビティ依存関係］をクリックします。
［アクティビティ依存］ウィンドウが表示されます。

2. 削除するアクティビティを選択します。
3. ［編集］-［削除］をクリックします。
［削除］ダイアログ・ボックスが表示されます。

4. ［階層の削除］ラジオ・ボタンを選択し、［削除］をクリックします。
アクティビティとそれに従属するアクティビティ、アクティビティと関連付けられる依存性およびビューがすべて削
除されます。

アクティビティの削除と従属物のプロモート

以下の手順に従います。

1. ［計画］または［分析］ - ［アクティビティ依存関係］をクリックします。
［アクティビティ依存］ウィンドウが表示されます。

2. 削除するアクティビティを選択します。
3. ［編集］-［削除］をクリックします。
［削除］ダイアログ・ボックスが表示されます。

4. ［従属物はプロモート］ラジオ・ボタンを選択し、［削除］をクリックします。
選択されたアクティビティ、その依存関係およびビューが削除されます。

NOTE
注： 従属アクティビティおよびその依存関係とビューがプロモートされます。

 224



 CA Gen - 86JP - Japanese - Japan

従属物のないアクティビティの削除

以下の手順に従います。

1. ［計画］または［分析］ - ［アクティビティ依存関係］をクリックします。
［アクティビティ依存］ウィンドウが表示されます。

2. 削除するアクティビティを選択します。
3. ［編集］-［削除］をクリックします。
［削除］ダイアログ・ボックスが表示されます。

4. ［削除］をクリックします。
従属のないアクティビティが削除されます。

排他依存または並列依存におけるすべての線の削除

以下の手順に従います。

1. ［計画］または［分析］ - ［アクティビティ依存関係］をクリックします。
［アクティビティ依存］ウィンドウが表示されます。

2. 最初のアクティビティからの行を選択します。
3. ［編集］-［削除］をクリックします。
［削除］ダイアログ・ボックスが表示されます。

4. ［削除］をクリックします。
排他依存または並列依存にあるすべての行が削除されます。

イベントの削除

以下の手順に従います。

1. ［計画］または［分析］ - ［アクティビティ依存関係］をクリックします。
［アクティビティ依存］ウィンドウが表示されます。

2. 削除するイベントを選択します。
3. ［編集］-［削除］をクリックします。
［削除］ダイアログ・ボックスが表示されます。

4. ［削除］をクリックします。
イベントが削除されます。

外部オブジェクトの削除

以下の手順に従います。

1. ［計画］または［分析］ - ［アクティビティ依存関係］をクリックします。
［アクティビティ依存］ウィンドウが表示されます。

2. 削除する外部オブジェクトを選択します。
3. ［編集］-［削除］をクリックします。
［削除］ダイアログ・ボックスが表示されます。

4. ［削除］をクリックします。
外部オブジェクトが削除されます。

ファンクションの削除

以下の手順に従います。

1. ［計画］または［分析］ - ［アクティビティ依存関係］をクリックします。
［アクティビティ依存］ウィンドウが表示されます。

2. 削除する関数を選択します。
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3. ［編集］-［削除］をクリックします。
［削除］ダイアログ・ボックスが表示されます。

4. ［削除］をクリックします。
関数が削除されます。

情報ビューの削除

以下の手順に従います。

1. ［計画］または［分析］ - ［アクティビティ依存関係］をクリックします。
［アクティビティ依存］ウィンドウが表示されます。

2. 削除する情報ビューを選択します。
3. ［編集］-［削除］をクリックします。
［削除］ダイアログ・ボックスが表示されます。

4. ［削除］をクリックします。
情報ビューが削除されます。

アクティビティの従属物のみの削除

以下の手順に従います。

1. ［計画］または［分析］ - ［アクティビティ依存関係］をクリックします。
［アクティビティ依存］ウィンドウが表示されます。

2. 削除する従属アクティビティの親を選択します。
3. ［編集］-［削除］をクリックします。
［削除］ダイアログ・ボックスが表示されます。

4. ［従属のみ削除］ラジオ・ボタンを選択し、［削除］をクリックします。
従属アクティビティが削除されます。

NOTE
注： この操作手順では、選択したアクティビティは削除されません。

プロセスの削除

以下の手順に従います。

1. ［計画］または［分析］ - ［アクティビティ依存関係］をクリックします。
［アクティビティ依存］ウィンドウが表示されます。

2. 削除するプロセスを選択します。
3. ［編集］-［削除］をクリックします。
［削除］ダイアログ・ボックスが表示されます。

4. ［削除］をクリックします。
プロセスが削除されます。

直列依存の削除

以下の手順に従います。

1. ［計画］または［分析］ - ［アクティビティ依存関係］をクリックします。
［アクティビティ依存］ウィンドウが表示されます。

2. 削除する直列依存行を選択します。
3. ［編集］-［削除］をクリックします。
［削除］ダイアログ・ボックスが表示されます。

4. ［削除］をクリックします。
直列依存行が削除されます。
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閉じた排他依存関係の作成

以下の手順に従います。

1. 排他アクティビティの 1 つ、およびクロージング・アクティビティを選択します。
2. ［編集］ - ［関連づけ］をクリックします。
3. 別の排他アクティビティ依存、最初の排他アクティビティを結合する行、およびクロージング・アクティビティを選
択します。

4. ［編集］ - ［関連づけ］をクリックします。
5. ハンド・マウス・ポインタを排他依存行の垂直部分に移動し、並行および垂直行の結合部分を示す円の上か下の行を
選択します。
依存関係が閉じます。

NOTE
注： 行が表示されない場合は、［ビュー］-［ズームアウト］を選択して、オブジェクトの間隔を広げます。画
面が混み合っている場合、オブジェクトを動かして見やすくしてください。

NOTE
注： 排他依存に別のアクティビティを結合するには、以下の手順を実行します。

1. アクティビティ、および閉じた排他行の垂直部分を選択します。
2. ［編集］ - ［関連づけ］をクリックします。
アクティビティが結合されます。

併存依存関係の作成

以下の手順に従います。

1. ［計画］または［分析］ - ［アクティビティ依存関係］をクリックします。
［アクティビティ依存］ウィンドウが表示されます。

2. 前提アクティビティ、および 1 つの依存アクティビティを選択します。
3. ［編集］ - ［関連づけ］をクリックします。
4. 前提アクティビティおよび別の依存アクティビティを選択します。
複数の有効化依存性ダイアグラムの作成が実行されます。

排他依存関係の作成

以下の手順に従います。

1. ［計画］または［分析］ - ［アクティビティ依存関係］をクリックします。
［アクティビティ依存］ウィンドウが表示されます。

2. 前提アクティビティ、および 1 つの依存アクティビティを選択します。
3. ［編集］ - ［関連づけ］をクリックします。
4. 最初の 2 つのアクティビティと別の依存アクティビティを結合する依存行を選択します。
5. ［編集］ - ［関係づけ（排他依存）］をクリックします。
排他依存ダイアグラム作成が完了します。

NOTE
注： 排他依存に別のアクティビティを結合するには、以下の手順を実行します。

1. 排他依存行の垂直部分および追加したいアクティビティを選択します。
2. ［編集］ - ［関連づけ］をクリックします。
排他依存への別のアクティビティの結合が完了します。
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並列依存関係の作成

以下の手順に従います。

1. ［計画］または［分析］ - ［アクティビティ依存関係］をクリックします。
［アクティビティ依存］ウィンドウが表示されます。

2. 前提アクティビティ、および 1 つの依存アクティビティを選択します。
3. ［編集］ - ［関連づけ］をクリックします。
4. 最初の 2 つのアクティビティ、および別の依存アクティビティを結合する依存行を選択します。
5. ［編集］ - ［並列結合］をクリックします。
並列依存ダイアグラム作成が完了します。

NOTE
注： 別のアクティビティを並列依存行に追加するには、以下の手順を実行します。

1. 並列依存行および従属アクティビティの垂直部分を選択します。
2. ［編集］ - ［関連づけ］をクリックします。
並列依存行が別のアクティビティに追加されます。

再帰依存関係の作成

以下の手順に従います。

1. ［計画］または［分析］ - ［アクティビティ依存関係］をクリックします。
［アクティビティ依存］ウィンドウが表示されます。

2. 自身に依存するアクティビティを選択します。
3. ［編集］ - ［関連づけ］をクリックします。
反復依存ダイアグラム作成が完了します。

反復依存関係の作成

以下の手順に従います。

1. ［計画］または［分析］ - ［アクティビティ依存関係］をクリックします。
［アクティビティ依存］ウィンドウが表示されます。

2. 反復するアクティビティを選択します。
3. ［編集］ - ［詳細］をクリックします。
［特性］ダイアログ・ボックスが表示されます。

4. ［反復］ラジオ・ボタンを選択し、［了解］をクリックします。
反復依存ダイアグラム作成が完了します。

直列依存関係の作成

以下の手順に従います。

1. ［計画］または［分析］ - ［アクティビティ依存関係］をクリックします。
［アクティビティ依存］ウィンドウが表示されます。

2. 前提アクティビティおよび依存アクティビティを選択します。
3. ［編集］ - ［関連づけ］をクリックします。
直列依存ダイアグラム作成が完了します。

イベントとアクティビティの関係づけ

以下の手順に従います。

1. ［計画］または［分析］ - ［アクティビティ依存関係］をクリックします。
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［アクティビティ依存］ウィンドウが表示されます。
2. イベントまたはアクティビティ、アクティビティまたはイベントを選択します。
3. ［編集］ - ［関連づけ］をクリックします。
イベントおよびアクティビティが結合されます。

外部オブジェクトとアクティビティの関係づけ

以下の手順に従います。

1. ［計画］または［分析］ - ［アクティビティ依存関係］をクリックします。
［アクティビティ依存］ウィンドウが表示されます。

2. 外部オブジェクトまたはアクティビティ、アクティビティまたは外部オブジェクトを選択します。
3. ［編集］ - ［関連づけ］をクリックします。
外部オブジェクトおよびアクティビティが結合されます。

オブジェクトの移動

以下の手順に従います。

1. ［計画］または［分析］ - ［アクティビティ依存関係］をクリックします。
［アクティビティ依存］ウィンドウが表示されます。

2. 移動するオブジェクトを選択します。
3. ［編集］ - ［移動］をクリックします。
4. オブジェクトを目的の場所まで移動します。
オブジェクトが移動します。

非配置ボックスの配置

以下の手順に従います。

1. ［計画］または［分析］ - ［アクティビティ依存関係］をクリックします。
［アクティビティ依存］ウィンドウが表示されます。

2. ［ビュー］-［非配置ボックスを配置］をクリックします。
［非配置ボックスを配置］ダイアログ・ボックスが表示されます。

3. 選択リスト上のアクティビティ名を選択し、［配置］をクリックします。
非配置ボックスが配置されます。

アクティビティ間の依存関係の転送

以下の手順に従います。

1. ［計画］または［分析］ - ［アクティビティ依存関係］をクリックします。
［アクティビティ依存］ウィンドウが表示されます。

2. 2 つのアクティビティを結合する依存関係線を選択します。
3. 依存関係線を選択した状態で、Ctrlを押したまま下記の項目を選択してください。

– 依存関係線に結合しているプロセス。
– 依存関係線に結合していないプロセス。

4. ［編集］ - ［付け替える］をクリックし、［はい］をクリックします。
［依存関係］が転送されます。

プロセス間のイベントの転送

以下の手順に従います。

1. ［計画］または［分析］ - ［アクティビティ依存関係］をクリックします。
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［アクティビティ依存］ウィンドウが表示されます。
2. イベントとプロセスを結合する依存関係線を選択します。
3. 依存関係線に結合しているイベントを選択します。
4. 依存関係線を選択した状態で、Ctrl キーを押したまま、以下の項目を選択します。

– 依存関係線に結合しているイベント
– 別のプロセス

5. ［編集］ - ［付け替える］をクリックし、［はい］をクリックします。
1 つのプロセッサから別のプロセッサへのイベントが転送されます。

別の外部オブジェクトへの情報ビューの転送

以下の手順に従います。

1. ［計画］または［分析］ - ［アクティビティ依存関係］をクリックします。
［アクティビティ依存］ウィンドウが表示されます。

2. 外部オブジェクトおよびアクティビティを結合する情報ビュー行を選択します。
3. 情報ビューを選択した状態で、Ctrl キーを押したまま以下を選択します。

– 情報ビュー行に結合したままのプロセス。
– 異なる外部オブジェクト。

4. ［編集］ - ［付け替える］をクリックし、［はい］をクリックします。
別の外部オブジェクトへの情報ビューが転送されます。

イベント間のプロセスの転送

以下の手順に従います。

1. ［計画］または［分析］ - ［アクティビティ依存関係］をクリックします。
［アクティビティ依存］ウィンドウが表示されます。

2. イベントとプロセスを結合する依存関係線を選択します。
3. 依存関係線を選択した状態で、Ctrl キーを押したまま、以下の項目を選択します。

– 依存行に結合しているプロセス
– 別のイベント

4. ［編集］ - ［付け替える］をクリックします。
1 つのイベントから別のイベントへプロセスが転送されます。

アクション図の操作手順

 

コンテンツ

外部アクション・ブロックのアクション図の追加

以下の手順に従います。

1. ［分析］または［設計］ - ［アクション図］をクリックします。
［アクション図名］ダイアログ・ボックスが表示されます。

2. ［新規］をクリックします。
［新規アクション図］ダイアログ・ボックスが表示されます。

3. アクション・ブロック名および記述を入力します。
4. ［OK］をクリックします。
［新規アクション図］ウィンドウが表示されます。
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5. インポート・ビューとエクスポート・ビューを持たせます。
6. 最初の角かっこ内のロケーションを選択します。
7. ［編集］、［ステートメントの追加］、［外部］をクリックします。
外部アクション・ブロックのアクション図が追加されます。

COMMAND ISアクション・ステートメントの追加

以下の手順に従います。

1. ［分析］または［設計］ - ［アクション図］をクリックします。
［アクション図］ダイアログ・ボックスが表示されます。

2. ［プロセス］、［プロシージャ・ステップ］、または［アクション・ブロック］のリストから項目を選択し、［了
解］をクリックします。
［アクション図］ウィンドウが開きます。

3. 後にアクションを追加するロケーションを選択します。
4. ［編集］ - ［ステートメントの追加］ - ［Command Is］をクリックします。

– コマンドを文字列に設定するには［文字列］を選択します。文字リテラル値を入力してください。［了解］を選択
します。

– コマンドを文字ビューに設定するには、［文字ビュー］ - ［エンティティ・ビュー］ - ［属性］を選択します。
– コマンド値を指定するには、［コマンド値］ - ［コマンド］ - ［了解］を選択します。
– コマンドを空白に設定するには［空白 （SPACES）］を選択します。
– コマンドを特殊属性に設定するには、［プリンタ ID］、[トランザクション・コード］または［ユーザ ID］を選択
します。

5. ［Add］をクリックします。

エンティティ・アクション・ステートメントへのデータベース例外ロジックの追加

NOTE
注： データベース例外ロジックは、エンティティ・ステートメント READ、READ
EACH、SUMMARIZE、SUMMARIZE EACH、CREATE、UPDATE、DELETE、ASSOCIATE（単独形
式）、TRANSFER（単独形式）、および DISASSOCIATE（単独形式）に追加できます。データベース例外条
件には、WHEN DATABASE ERRORとWHEN DATABASE DEADLOCKまたはTIMEOUTの２つがあります。

以下の手順に従います。

1. ［分析］または［設計］ - ［アクション図］をクリックします。
［アクション図］ダイアログ・ボックスが表示されます。

2. ［プロセス］、［プロシージャ・ステップ］、または［アクション・ブロック］のリストから項目を選択し、［了
解］をクリックします。
［アクション図］ウィンドウが開きます。

3. エンティティ・アクション・ステートメントで最後のステートメントを選択します。

NOTE
注： READ EACH および SUMMARIZE EACH ステートメントについては、そのステートメント自体も選
択されます。「データベース例外」ロジックは、READ EACHまたはSUMMARIZE EACH で囲まれ、READ
EACHまたはSUMMARIZE EACHに従属するほかのステートメントの後ろに表示されます。新規の「（反
復成功のたびに）」の行も、そのような従属ステートメントの直前に表示されます。「（反復成功のたび
に）」の行を圧縮してREAD EACHまたはSUMMARIZE EACHの隣にデータベース例外を表示してくださ
い。

4. ［編集］ - ［ステートメントの追加］ - ［データベース例外］をクリックします。
データベース例外ステートメントは、各ステートメントの後に自動的に追加されます。

5. 各 WHEN 節の後に必要な例外ロジックを入力します。
データベース例外ロジックが追加されます。
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アクション図/ブロックの記述の追加

以下の手順に従います。

1. ［分析］または［設計］ - ［アクション図］をクリックします。
［アクション図］ダイアログ・ボックスが表示されます。

2. ［プロセス］、［プロシージャ・ステップ］、または［アクション・ブロック］のリストから項目を選択し、［了
解］をクリックします。
［アクション図］ウィンドウが開きます。

3. アクション図/ブロック（最初の行）の名前を選択し、［詳細］ - ［特性］をクリックします。
［詳細］ダイアログ・ボックスが表示されます。

4. 説明を入力して、［了解］をクリックします。
アクション図/ブロックの説明が追加されます。

イベント・アクションの追加

以下の手順に従います。

1. ［分析］または［設計］ - ［アクション図］をクリックします。
［アクション図］ダイアログ・ボックスが表示されます。

2. ［プロセス］、［プロシージャ・ステップ］、または［アクション・ブロック］のリストから項目を選択し、［了
解］をクリックします。
［アクション図］ウィンドウが開きます。

3. ［編集］ - ［イベント・アクションの追加］をクリックします。
［イベント・アクションの追加］ダイアログ・ボックスが表示されます。

4. 「イベント・アクション名」を入力してください。ラジオ・ボタンを選択して、ビューを移動する時期を指定し、
［了解］をクリックします。

5. ［ダイアグラム］ - ［関連メニュー］ - ［ウィンドウ］ - ［詳細］ - ［イベント処理］をクリックします。
6. 新規の「イベント・アクション」を「アクション名」のリストから選択してください。「イベント・タイプ」または
「コマンド」を選択してください。

7. ［追加］ - ［クローズ］をクリックします。
イベント・アクションが追加されました。

EXIT STATE ISアクション・ステートメントの追加

以下の手順に従います。

1. ［分析］または［設計］ - ［アクション図］をクリックします。
［アクション図］ダイアログ・ボックスが表示されます。

2. ［プロセス］、［プロシージャ・ステップ］、または［アクション・ブロック］のリストから項目を選択し、［了
解］をクリックします。
［アクション図］ウィンドウが開きます。

3. CREATE、READ または UPDATE 内の最後のステートメントを選択します。
4. ［編集］ - ［ステートメントの追加］ - ［Exit State Is］をクリックします。
［エグジット･ステートの選択］ダイアログ・ボックスが表示されます。

5. エグジット・ステート値およびエグジット・ステートを選択し、［選択］をクリックします。
エグジット・ステートが追加されます。

新規アクション・ブロックの追加

以下の手順に従います。

1. ［分析］または［設計］ - ［アクション図］をクリックします。
［アクション図名］ダイアログ・ボックスが表示されます。
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2. ［新規］をクリックします。
［新規アクション図］ダイアログ・ボックスが表示されます。

3. 新規アクション・ブロック名を入力し、［了解］をクリックします。
4. ビューを追加し、ロジックを追加します。
新しいアクション・ブロックが追加されます。

PRINTER TERMINAL ISアクション・ステートメントの追加

以下の手順に従います。

1. ［分析］または［設計］ - ［アクション図］をクリックします。
［アクション図］ダイアログ・ボックスが表示されます。

2. ［プロセス］、［プロシージャ・ステップ］、または［アクション・ブロック］のリストから項目を選択し、［了
解］をクリックします。
［アクション図］ウィンドウが開きます。

3. 後にアクションを追加するロケーションを選択します。
4. ［編集］ - ［ステートメントの追加］ - ［Printer Terminal Is］をクリックします。
［ステートメントの追加］ダイアログ・ボックスが表示されます。

5. 以下のいずれかのタスクを実行します。
– プリンタ出力の文字ビューを指定するには、文字ビュー、エンティティ・ビュー、属性オプションを選択します。
– プリンタ出力の値を指定する場合はプリンタ ID 値を選択します。プリンタ端末IDのリテラルを入力してくださ
い。

– プリンタ出力にスペースを指定する場合は、［スペース］を選択します。
6. ［Add］をクリックします。

アクション図/ブロックの表示の変更

以下の手順に従います。

1. ［分析］または［設計］ - ［アクション図］をクリックします。
［アクション図］ダイアログ・ボックスが表示されます。

2. ［プロセス］、［プロシージャ・ステップ］、または［アクション・ブロック］のリストから項目を選択し、［了
解］をクリックします。
［アクション図］ウィンドウが開きます。

3. ［オプション］ - ［フォント］をクリックします
［フォント選択］ダイアログ・ボックスが表示されます。

4. フォント・タイプ、フォント・サイズを選択し、［了解］をクリックします。
アクション図/ブロックの表示が変更されます。

プロセス、プロシージャ・ステップ、またはアクション・ブロックの名前の変更

以下の手順に従います。

1. ［分析］または［設計］ - ［アクション図］をクリックします。
［アクション図］ダイアログ・ボックスが表示されます。

2. ［プロセス］、［プロシージャ・ステップ］、または［アクション・ブロック］のリストから項目を選択し、［了
解］をクリックします。
［アクション図］ウィンドウが開きます。

3. アクション図/ブロック（最初の行）の名前を選択します。
4. ［詳細］ - ［特性］をクリックします。
［特性］ダイアログ・ボックスが表示されます。

5. ［名前］フィールドに新しい名前を入力し、［了解］をクリックします。
名前が変更されます。
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演算子の変更

以下の手順に従います。

1. ［分析］または［設計］ - ［アクション図］をクリックします。
［アクション図］ダイアログ・ボックスが表示されます。

2. ［プロセス］、［プロシージャ・ステップ］、または［アクション・ブロック］のリストから項目を選択し、［了
解］をクリックします。
［アクション図］ウィンドウが開きます。

3. アクション・ステートメント内の演算子を選択します。
4. ［編集］ - ［変更］をクリックします。
［変更］ダイアログ・ボックスが表示されます。

5. 目的の演算子を選択し、［了解］をクリックします。
演算子が変更されます。

アクション・ステートメントの圧縮

以下の手順に従います。

1. ［分析］または［設計］ - ［アクション図］をクリックします。
［アクション図］ダイアログ・ボックスが表示されます。

2. ［プロセス］、［プロシージャ・ステップ］、または［アクション・ブロック］のリストから項目を選択し、［了
解］をクリックします。
［アクション図］ウィンドウが開きます。

3. 圧縮するアクション・ステートメントの最初の行を選択し、［ビュー］ - ［圧縮］をクリックします。
アクション・ステートメントが圧縮されます。

全ステートメントの圧縮

以下の手順に従います。

1. ［分析］または［設計］ - ［アクション図］をクリックします。
［アクション図］ダイアログ・ボックスが表示されます。

2. ［プロセス］、［プロシージャ・ステップ］、または［アクション・ブロック］のリストから項目を選択し、［了
解］をクリックします。
［アクション図］ウィンドウが開きます。

3. ［ビュー］ - ［全ビューの圧縮］をクリックします。
アクション・ステートメントがすべて圧縮されます。

期待効果の指定

以下の手順に従います。

1. プロセスまたは関数を選択します。
2. ［詳細］ - ［期待効果］をクリックします。
［期待効果］ダイアログ・ボックスが表示されます。

3. データ要素（エンティティ・タイプ、サブタイプまたはその他）、エンティティ・アクション
（CREATE、READ、UPDATE、DELETE）を選択し、［追加］をクリックします。
期待効果が指定されます。

アクション・ステートメントの展開

以下の手順に従います。

1. ［分析］または［設計］ - ［アクション図］をクリックします。
［アクション図］ダイアログ・ボックスが表示されます。
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2. ［プロセス］、［プロシージャ・ステップ］、または［アクション・ブロック］から項目を選択し、［了解］をク
リックします。
［アクション図］ウィンドウが開きます。

3. 以下のように PAD に表示される圧縮されたステートメントを選択します。. . （3 つのドット）。
4. ［ビュー］をクリックします。展開。
アクション・ステートメントが展開されます。

全ステートメントの展開

以下の手順に従います。

1. ［分析］または［設計］ - ［アクション図］をクリックします。
［アクション図］ダイアログ・ボックスが表示されます。

2. ［プロセス］、［プロシージャ・ステップ］、または［アクション・ブロック］から項目を選択し、［了解］をク
リックします。
［アクション図］ウィンドウが開きます。

3. ［ビュー］ - ［すべてのステートメントを展開］をクリックします。
アクション図内のステートメントがすべて展開されます。

コードの生成

以下の手順に従います。

1. ［分析］または［設計］ - ［アクション図］をクリックします。
［アクション図］ダイアログ・ボックスが表示されます。

2. ［プロセス］、［プロシージャ・ステップ］、または［アクション・ブロック］のリストから項目を選択し、［了
解］をクリックします。
［アクション図］ウィンドウが開きます。

3. ［生成］ - ［コード］をクリックします。

アクション図がパッケージングされていない場合、アクション図ツールをクローズしてください。［構築］ - ［パッケー
ジング］ - ［ダイアグラム］ - ［オープン］ - ［オンライン］ - ［バッチ］、または［ウィンドウ］ - ［完了］をクリッ
クします。

アクション図/ブロックの印刷

NOTE
注： 正しく印刷するためには、オペレーティング・システムにてプリンタ・ドライバを定義して割り当てる必
要があります。

以下の手順に従います。

1. ［分析］または［設計］ - ［アクション図］をクリックします。
［アクション図］ダイアログ・ボックスが表示されます。

2. ［プロセス］、［プロシージャ・ステップ］、または［アクション・ブロック］のリストから項目を選択し、［了
解］をクリックします。
［アクション図］ウィンドウが開きます。

3. ［印刷］をクリックし、希望の印刷オプションを選択し、［了解］をクリックします。
アクション図/ブロックが印刷されます。

プロセスへのアクション・ブロックのプロモート

以下の手順に従います。

1. ［分析］または［設計］ - ［アクション図］をクリックします。
［アクション図］ダイアログ・ボックスが表示されます。
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2. ［プロセス］、［プロシージャ・ステップ］、または［アクション・ブロック］のリストから項目を選択し、［了
解］をクリックします。
［アクション図］ウィンドウが開きます。

3. ［ダイアグラム］ - ［プロモート］をクリックします。
［セクションをプロモート］ダイアログ・ボックスが表示されます。

4. アクション・ブロック名を選択し、［プロモート］をクリックします。
5. ［プロモートするプロセスを選択してください。］からアクションを選択し、［了解］をクリックします。
6. 確認ウィンドウで［はい］をクリックします。

 

 

ABORT TRANSACTION ステートメント

ABORT TRANSACTION は、ABORT TRANSACTION ステートメントがアクション・ブロック内にある場合や、プロ
シージャ・ステップ自体の中にある場合にかかわらず、プロシージャ・ステップの実行を終了させます。その結果、即座
に終了して、重大エラー・メッセージを表示します。メッセージは、データベース例外またはユーザ指定テキスト式のい
ずれかによって返された最後のエラー・メッセージです。ABORT TRANSACTIONは通常、WHEN DATABASE ERROR
ステートメントの後ろに使いますが、アクション図内の任意の場所に追加できます。WHEN DATABASE ERRORステー
トメントの後ろに自動的に追加されます。

下記の例では、最後のデータベース・エラー・メッセージが表示されます。

WHEN database error 

ABORT TRANSACTION DISPLAYING last database error message 

下記の例では、ユーザ指定テキスト式が表示されます。

WHEN database error 

ABORT TRANSACTION DISPLAYING concat ("A serious error occurred updating product ", product id)

空白行の追加

空白行を挿入するには、アクション図の任意の位置を選択してから、［空白行の追加］を選択してください。

空白行を追加すると、アクション図が読みやすくなります。

アクション図での複写

コンテンツ

アクション図を複写する方法

以下の手順に従います。

1. CA Gen のメイン・ウィンドウにアクセスします。
2. ［分析］または［設計］をクリックし、［アクション図］を選択します。
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3. アクション図ツールにて、「ダイアグラム」→「複写」の順に選択してください（アクション図はオープンされてい
ることも、されていないこともあります）。

4. プロセス、プロシージャ・ステップ、またはアクション・ブロックを選択してください。
5. ［宛て先］をクリックします。
6. 複写先とする、プロセス、プロシージャ・ステップ、またはアクション・ブロックを選択してください。（プロシー
ジャ・ステップの場合、現在のビジネス・システムが目的のものではないときは、ビジネス・システムも選択しま
す。）新しいアクション図を作成する場合は、［アクション図］フィールドに名前を入力します。

7. ［OK］をクリックします。
8. プロシージャを複写するとき、関連するウィンドウも複写したい場合は、「すべてのソース・ウィンドウを含める」
を選択してください。

9. エンティティ・タイプを置換したくない場合は、「複写」を選択してから「了解」を選択し、複写することを確認し
てください。エンティティ・タイプを置換したい場合は、以降の手順を実行してください。

10.［複写中にエンティティ・タイプを置換］を選択します。
11.［置き換え］をクリックします。
12.［オリジナル］列でエンティティ・タイプを選択します （エンティティ・タイプをマッチングしたあと、関連づけら
れた属性と関係をマッチングできます）。

13.［マッチング］を選択します。
14.置換として使うものを選択してください。
15.［了解］を選択します。
16.［オリジナル］列（Original）で置換を実行したい各項目について、ステップ 12 から 15 を繰り返します。［了解］
プッシュ・ボタンを活性化するには、すべてのエンティティ・タイプをマッチングしなければならないことに注意し
てください。

17.マッチングした属性または関係を複写も置換もしたくない場合は、その属性または関係を選択し、「マッチング解
消」を実行してください。マッチングが解消された属性または関係は、複写されません。

18.［了解］を選択します。
19.［複写］を選択します。
20.［了解］を選択します（複写することを確認するため）。

アクション図/ブロックのコピー

以下の手順に従います。

1. ［分析］または［設計］ - ［アクション図］をクリックします。
［アクション図］ダイアログ・ボックスが表示されます。

2. ［取消］をクリックします。
3. ［ダイアグラム］ - ［コピー］をクリックします。
［ソース選択］ダイアログ・ボックスが表示されます。

4. プロセスまたはプロシージャ・ステップ・リストまたはアクション・ブロック・リストからソース・アクション図を
選択し、［コピー］をクリックします。
– 既存のアクション図/ブロックを既存のアクション・ブロックまたはアクション図に複写する場合は、デスティ
ネーション・アクション図（プロセスまたはプロシージャ・ステップ）またはアクション・ブロックを選択しま
す。［了解］ - ［はい］をクリックします。

– 既存のアクション図/ブロックを新規アクション・ブロックにコピーしたいときは、新規デスティネーション・ア
クション・ブロック名を入力します。［了解］ - ［はい］をクリックします。

– 画面付きプロシージャ・ステップが、［対話設計］にて####を選択して複写された場合、関連付けられている画
面オブジェクトも自動的に複写されます。

– 画面付きプロシージャ・ステップが、アクション図にて####を選択して複写された場合、関連付けられている画
面オブジェクトは自動的に複写されません。

– いずれかのダイアグラムで##########を選択して、画面付きのプロシージャ・ステップを複写しても、関連する
画面オブジェクトは自動的に複写されません。
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置換によるアクション図/ブロックのコピー

「分析」または「設計」→「アクション図」→「取消」→「ダイアグラム」→「コピー」→ソース・アクション図（プロセ
スまたはプロシージャ・ステップ）またはアクション・ブロック→「置換」の順に選択してください。Asフィールドに
新しいアクション・ブロック名を入力してください。「エンティティ」→新しいアクション図・ブロックにてエンティ
ティ・ビューを置換するエンティティ・タイプ→「了解」の順に選択してください。

アクション図/ブロックを現在のビジネス・システムに関連づけたいときは、「了解」を選択してください。

アクション図/ブロックをほかのビジネス・システムに関連づけたいときは、「ビジネス・システム」→ビジネス・システ
ム名→「了解」→「了解」の順に選択してください。

画面付きプロシージャ・ステップが、［対話設計］にて####を選択して複写された場合、関連付けられている画面オブ
ジェクトも自動的に複写されます。

画面付きプロシージャ・ステップが、アクション図にて####を選択して複写された場合、関連付けられている画面オブ
ジェクトは自動的に複写されません。

いずれかのダイアグラムで##########を選択して、画面付きのプロシージャ・ステップを複写しても、関連する画面オ
ブジェクトは自動的に複写されません。

アクション・ステートメントのコピー

アクション図のアクション・ステートメントをコピーしてその機能を複製できます。

以下の手順に従います。

1. ［分析］または［設計］ - ［アクション図］をクリックします。
［アクション図］ダイアログ・ボックスが表示されます。

2. ［プロセス］、［プロシージャ・ステップ］、または［アクション・ブロック］のリストから項目を選択し、［了
解］をクリックします。
［アクション図］ウィンドウが開きます。
– 1 つのステートメントをコピーするには、全ステートメントを選択します。［編集］ - ［コピー］をクリックしま
す。

– ステートメントをブロック単位でコピーするには、コピーする最初のステートメント、Shift キー、ブロック内の
最後のステートメントを選択し、［編集］ - ［コピー］をクリックします。

– 連続していない複数のステートメントをコピーするには、コピーする最初のステートメント、Ctrl キー、コピーす
る各ステートメントを選択し、［編集］ - ［コピー］をクリックします。

NOTE
注： CALL EXTERNAL ステートメントを選択した場合、CALL EXTERNAL ステートメントのコピーはできな
いので、メニュー項目［編集］ - ［コピー］は無効になります。

アクション図ビュー・リストにおけるビューの追加

NOTE
注： 複写できるのは、エンティティ・ビュー、ワーク・ビュー、およびグループ・ビューのみです。属性
ビューは単独でコピーできません。グループ・ビューは、エンティティ・アクション・ビューのサブセットに
コピーできません。

以下の手順に従います。

1. ［分析］または［設計］ - ［アクション図］をクリックします。
［アクション図］ダイアログ・ボックスが表示されます。

2. ［プロセス］、［プロシージャ・ステップ］、または［アクション・ブロック］のリストから項目を選択し、［了
解］をクリックします。
［アクション図］ウィンドウが開きます。
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– ビュー・サブセット内でビューをコピーするには、ビュー・サブセット（インポート、エクスポート、ローカルま
たはエンティティ・アクション）を選択し、［ビュー］ - ［展開］をクリックします。

– 別のビュー・サブセットにビューをコピーするには、［ビュー］ - ［すべてのビューを展開］をクリックします。
コピーするビューを選択します。ハンド・ポインタをコピー先のビュー・サブセットに置いてください。ビューの
新規名を入力し、［了解］をクリックします。

複数のアクション図に対するアクション・ステートメントの転送複写

多数のアクション図のアクション・ステートメントを 1 つまたは複数のアクション図にコピーして、その機能を複製で
きます。

以下の手順に従います。

1. ［分析］または［設計］ - ［アクション図］をクリックします。
［アクション図］ダイアログ・ボックスが表示されます。

2. 最初のソース・アクション図（プロセス、プロシージャ・ステップ）またはアクション・ブロックを選択し、2 番目
のソース・プロセス、プロシージャ・ステップ、またはアクション・ブロックを選択します。必要な数のソース・ア
クション図とアクション・ブロックを選択してください。

3. 選択ごとに［了解］をクリックします。
– 1 行ステートメントをコピーするには、左マウスボタンを 1 回クリックすることで選択します。
– 複数行のステートメントをコピーするには、コピーするステートメントの最初の行 - Shift キー - ブロックの最後の
行ステートメントを選択します。（ドラッグ選択により、ステートメントのすべての行を選択できます）。

– 複数の連続していないステートメントをコピーするには、コピーする最初のステートメント - Ctrl キー を選択し、
コピーする各追加のステートメントを選択します。

4. ［ダイアグラム］ - ［起動］ - ［アクション図］をクリックします。
［アクション図名］ダイアログ・ボックスが表示されます。

5. デスティネーション・アクション図またはアクション・ブロックの名前を選択し、［了解］をクリックします。デス
ティネーション・アクション図およびアクション・ブロックの選択を必要なだけ継続し、各選択後に［了解］をク
リックします。

6. 後に各ソース・アクション図またはアクション・ブロックから選択したアクション・ステートメントをコピーしたい
デスティネーション内の行を選択します。

7. ［編集］ - ［転送複写］をクリックします。
8. コピー元のソース・アクション図を選択し、［転送複写］をクリックします。コピー元の 2 番目のソース・アクショ
ン図を選択し、［転送複写］をクリックします。ソース・アクション図の選択を必要なだけ継続し、［転送複写］を
クリックします。

NOTE
注： CALL EXTERNAL ステートメントを選択した場合、CALL EXTERNAL ステートメントの Xcopy はできな
いので、メニュー項目［編集］ - ［転送複写］は無効になります。

単一のアクション図に対するアクション・ステートメントの転送複写

アクション図のアクション・ステートメントを別のアクション図にコピーして、その機能を複製できます。

以下の手順に従います。

1. ［分析］または［設計］ - ［アクション図］をクリックします。
［アクション図］ダイアログ・ボックスが表示されます。

2. 単一のソース・アクション図（プロセス、プロシージャ・ステップ）またはアクション・ブロックの名前を選択し、
［了解］をクリックします。
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– 1 行ステートメントをコピーするには、左マウスボタンを 1 回クリックすることで選択します。
– 複数行のステートメントをコピーするには、コピーするステートメントの最初の行 - Shift キー - ブロックの最後の
行ステートメントを選択します。（ドラッグ選択により、ステートメントのすべての行を選択できます）。

– 連続していない複数のステートメントをコピーするには、コピーする最初のステートメント、Ctrl キー、コピーす
る各ステートメントを選択します。

3. ［ダイアグラム］ - ［起動］ - ［アクション図］をクリックします。
［アクション図名］ダイアログ・ボックスが表示されます。

4. デスティネーション・アクション図またはアクション・ブロックの名前を選択し、［了解］をクリックします。［了
解］、後にソースから選択したアクション・ステートメントをコピーするデスティネーション内の行を選択し、［編
集］ - ［転送複写］をクリックします。

NOTE

注： CALL EXTERNAL ステートメントを選択した場合、CALL EXTERNAL ステートメントの Xcopy はできな
いので、メニュー項目［編集］ - ［転送複写］は無効になります。

アクション図での削除

コンテンツ

アクション・ブロックの削除

以下の手順に従います。

1. ［分析］または［設計］ - ［アクション図］をクリックします。
［アクション図］ダイアログ・ボックスが表示されます。

2. ［プロセス］、［プロシージャ］、または［アクション・ブロック・リスト］から項目を選択し、［了解］をクリッ
クします。

3. ［ダイアグラム］ - ［削除］をクリックします。
［ソース選択］ダイアログ・ボックスが表示されます。

4. アクション・ブロック名、対象パラメータを選択し、［削除］をクリックします。
5. ［はい］をクリックします。
選択したアクション・ブロックが削除されます。

アクション・ステートメントの削除

以下の手順に従います。

1. ［分析］または［設計］ - ［アクション図］をクリックします。
［アクション図］ダイアログ・ボックスが表示されます。

2. ［プロセス］、［プロシージャ・ステップ］、または［アクション・ブロック］のリストから項目を選択し、［了
解］をクリックします。
［アクション図］ウィンドウが開きます。
– 1 つのステートメントを削除するには、ステートメント全体を選択し、［編集］ - ［ステートメントの削除］をク
リックします。

– ステートメントをブロック単位で削除するには、削除する最初のステートメント、Shift キー、ブロック内の末尾
のステートメントを選択し、［編集］ - ［ステートメントの削除］をクリックします。

– 連続していない複数のステートメントを削除するには、削除する最初のステートメント、Ctrl キー、削除する各ス
テートメントを選択し、［編集］ - ［ステートメントの削除］をクリックします。
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式の削除

以下の手順に従います。

1. ［分析］または［設計］ - ［アクション図］をクリックします。
［アクション図］ダイアログ・ボックスが表示されます。

2. ［プロセス］、［プロシージャ・ステップ］、または［アクション・ブロック］のリストから項目を選択し、［了
解］をクリックします。
［アクション図］ウィンドウが開きます。

3. 式の最初のオブジェクト、Shift キー、削除する式の最後のオブジェクトを選択します。［編集］ - ［式の削除］をク
リックします。
式が削除されます。

かっこの削除

以下の手順に従います。

1. ［分析］または［設計］ - ［アクション図］をクリックします。
［アクション図］ダイアログ・ボックスが表示されます。

2. ［プロセス］、［プロシージャ・ステップ］、または［アクション・ブロック］のリストから項目を選択し、［了
解］をクリックします。
［アクション図］ウィンドウが開きます。

3. 削除したい左かっこを選択し、［編集］ - ［かっこの削除］をクリックします。
かっこが削除されます。

アクション図ビュー・リストのビューの削除

以下の手順に従います。

1. ［分析］または［設計］ - ［アクション図］をクリックします。
［アクション図］ダイアログ・ボックスが表示されます。

2. ［プロセス］、［プロシージャ・ステップ］、または［アクション・ブロック］のリストから項目を選択し、［了
解］をクリックします。
［アクション図］ウィンドウが開きます。

3. ビュー・サブセット（インポート、エクスポート、ローカルまたはエンティティ・アクション）を選択し、
［ビュー］ - ［展開］をクリックします。

4. 削除するビューを選択し、［編集］ - ［ビューの削除］をクリックします。
アクション図内のビューが削除されます。

アクション図におけるビューの詳細化

以下の手順に従います。

1. ［分析］または［設計］ - ［アクション図］をクリックします。
［アクション図］ダイアログ・ボックスが表示されます。

2. ［プロセス］、［プロシージャ・ステップ］、または［アクション・ブロック］のリストから項目を選択し、［了
解］をクリックします。
［アクション図］ウィンドウが開きます。

3. PAD ビュー・リスト、またはアクション・ステートメント内のビューを選択します（2 回選択）。
4. 希望のパラメータを選択または入力し、［了解］をクリックします。

割り当てアクション・ステートメント

コンテンツ
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アボート・トランザクション・ステートメントの追加

NOTE
注： ABORT TRANSACTION は通常、WHEN DATABASE ERROR ステートメントの後ろに使用しますが、ア
クション図内の任意の場所に追加できます。

以下の手順に従います。

1. ［分析］または［設計］ - ［アクション図］をクリックします。
［アクション図］ダイアログ・ボックスが表示されます。

2. ［プロセス］、［プロシージャ・ステップ］、または［アクション・ブロック］のリストから項目を選択し、［了
解］をクリックします。
［アクション図］ウィンドウが開きます。

3. 後にアクションを追加するロケーションを選択します。
4. ［編集］ - ［ステートメントの追加］ - ［トランザクションの中止］をクリックします。
［ステートメントの追加］ダイアログ・ボックスが表示されます。

5. 式（最後のデータベース・エラー・メッセージ、文字列、文字ビュー、関数、またはスペース）を完了します。
6. ［Add］をクリックします。
トランザクション中止ステートメントが追加されます。

MOVE アクション・ステートメントの追加

以下の手順に従います。

1. ［分析］または［設計］ - ［アクション図］をクリックします。
［アクション図］ダイアログ・ボックスが表示されます。

2. ［プロセス］、［プロシージャ・ステップ］、または［アクション・ブロック］のリストから項目を選択し、［了
解］をクリックします。
［アクション図］ウィンドウが開きます。

3. 後にアクションを追加するロケーションを選択します。
4. ［編集］、［ステートメントの追加］、［移動］をクリックします。
［ステートメントの追加］ダイアログ・ボックスが表示されます。

5. ［エンティティ・ビュー・リストの選択］から［インポート］、［エンティティ・アクション］、または［ローカ
ル・ビュー］、［エクスポート］、または［ローカル・ビュー］を選択し、［追加］をクリックします。
［移動］アクション・ステートメントが追加されます。

リトライ・トランザクション・アクション・ステートメントの追加

NOTE
注： RETRY TRANSACTION は通常、WHEN DATABASE DEADLOCK または TIMEOUT ステートメントの後
ろに使用しますが、アクション図内の任意の場所に追加できます。

以下の手順に従います。

1. ［分析］または［設計］ - ［アクション図］をクリックします。
［アクション図］ダイアログ・ボックスが表示されます。

2. ［プロセス］、［プロシージャ・ステップ］、または［アクション・ブロック］のリストから項目を選択し、［了
解］をクリックします。
［アクション図］ウィンドウが開きます。

3. 後にアクションを追加するロケーションを選択します。
4. ［編集］ - ［ステートメントの追加］ - ［トランザクションの再試行］をクリックします。
ステートメントが追加されます。
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SORT アクション・ステートメントの追加

以下の手順に従います。

1. ［設計］ - ［アクション図］をクリックします。
［アクション図］ダイアログ・ボックスが表示されます。

2. ［プロセス］、［プロシージャ・ステップ］、または［アクション・ブロック］のリストから項目を選択し、［了
解］をクリックします。
［アクション図］ウィンドウが開きます。

3. 後にアクションを追加するロケーションを選択します。
4. ［編集］ - ［GUI ステートメントの追加］ - ［SORT］をクリックします。
［ステートメントの追加］ダイアログ・ボックスが表示されます。

5. ［反復グループの選択］ビュー・リストからオプションを選択します。
6. 以下のいずれかのタスクを実行します。

– 文字列の SORT ステートメントを作成するには［文字列］を選択します。文字列を入力してください。［了解］ -
［追加］をクリックします。

– 文字ビューに SORT ステートメントを作成するには、［文字ビュー］ - ［エンティティ・ビュー］を選択しま
す。［了解］ - ［追加］をクリックします。

– スペースかどうかをテストする SORT ステートメントを作成するには、［空白（SPACES）］を選択しま
す。SORT ステートメントの作成を継続するか、［追加］をクリックします。

– 用意されている文字関数に対して SORT ステートメントを作成するには関数（文字）を選択します。SORT ス
テートメントの作成を継続するか、［追加］をクリックします。

アクション・グループの移動

以下の手順に従います。

1. ［分析］または［設計］ - ［アクション図］をクリックします。
［アクション図］ダイアログ・ボックスが表示されます。

2. ［プロセス］、［プロシージャ・ステップ］、または［アクション・ブロック］のリストから項目を選択し、［了
解］をクリックします。
［アクション図］ウィンドウが開きます。

3. アクション・グループの最上部、Ctrl キー、アクション・グループの最下部を選択します。
4. ［編集］ - ［移動］をクリックします。
5. 移動する必要のある場所にハンド・ポインタを置き、クリックします。

アクション・ステートメントの移動

以下の手順に従います。

1. ［分析］または［設計］ - ［アクション図］をクリックします。
［アクション図］ダイアログ・ボックスが表示されます。

2. ［プロセス］、［プロシージャ・ステップ］、または［アクション・ブロック］のリストから項目を選択し、［了
解］をクリックします。
［アクション図］ウィンドウが開きます。

3. アクション・グループの最上部、Ctrl キー、アクション・グループの最下部を選択します。
4. ［編集］ - ［移動］をクリックします。
5. 移動する必要のある場所を選択してハンド・ポインタを置きます。
アクション・ステートメントが移動します。
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イベント・アクションでのビューの移動

以下の手順に従います。

1. ［設計］ - ［アクション図］をクリックします。
［アクション図］ダイアログ・ボックスが表示されます。

2. ［プロセス］、［プロシージャ・ステップ］、または［アクション・ブロック］のリストから項目を選択し、［了
解］をクリックします。
［アクション図］ウィンドウが開きます。

3. 「イベント・アクション」→「詳細」→「特性」の順に選択してください。
4. ラジオ・ボタンを選択して、ビューを移動する時期を指定してください。
イベント・アクション内のビューが移動します。

 

Case #######

コンテンツ

コマンドのCASE OFステートメントの追加

以下の手順に従います。

1. ［分析］または［設計］ - ［アクション図］をクリックします。
［アクション図］ダイアログ・ボックスが表示されます。

2. ［プロセス］、［プロシージャ・ステップ］、または［アクション・ブロック］のリストから項目を選択し、［了
解］をクリックします。
［アクション図］ウィンドウが開きます。

3. 後にアクションを追加するロケーションを選択します。
4. ［編集］ - ［ステートメントの追加］ - ［Case of］をクリックします。
［ステートメントの追加］ダイアログ・ボックスが表示されます。

5. CASE OF およびコマンドを選択します.
– 文字列の CASE ステートメントを作成するには［文字列］を選択します。文字列を入力してください。［了解］
を選択します。CASEステートメントの作成を続けるか、「追加」を選択してください。

– コマンド値に対する CASE ステートメントを作成するには、コマンド値、コマンドの名前を選択します。［了
解］を選択します。CASEステートメントの作成を続けるか、「追加」を選択してください。

6. ［完了］をクリックします。
コマンドに対するステートメントのケースが追加されます。

現行言語にCASE OFステートメントを追加するには

以下の手順に従います。

1. ［分析］または［設計］ - ［アクション図］をクリックします。
［アクション図］ダイアログ・ボックスが表示されます。

2. ［プロセス］、［プロシージャ・ステップ］、または［アクション・ブロック］のリストから項目を選択し、［了
解］をクリックします。
［アクション図］ウィンドウが開きます。

3. 後にアクションを追加するロケーションを選択します。
4. ［編集］ - ［ステートメントの追加］ - ［Case of］をクリックします。
［ステートメントの追加］ダイアログ・ボックスが表示されます。

5. リストから CASE OF および現在の言語を選択します。CASE ステートメントの作成を継続します。
6. ［完了］をクリックします。
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現在の言語に対するステートメントのケースが追加されます。

日付属性のCASE OFステートメントの追加

以下の手順に従います。

1. ［分析］または［設計］ - ［アクション図］をクリックします。
［アクション図］ダイアログ・ボックスが表示されます。

2. ［プロセス］、［プロシージャ・ステップ］、または［アクション・ブロック］のリストから項目を選択し、［了
解］をクリックします。
［アクション図］ウィンドウが開きます。

3. 後にアクションを追加するロケーションを選択します。
4. ［編集］ - ［ステートメントの追加］ - ［Case of］をクリックします。
［ステートメントの追加］ダイアログ・ボックスが表示されます。

5. CASE OF を選択し、以下のオプションのいずれかを選択します。
– 属性ビュー
– エンティティ・ビューの名前
– 日付属性ビュー

6. 日付期間式を作成するには、演算子（プラスまたはマイナス）、日付期間（年数、月数、または日数）を選択しま
す。一連の選択リストから選択を続けます。

7. ［完了］ - ［追加］をクリックします。

NOTE
注： ソフトウェアはアクション図に CASE CURRENT DATEを追加します。

エグジット・ステートのCASE OFステートメントの追加

以下の手順に従います。

1. ［分析］または［設計］ - ［アクション図］をクリックします。
［アクション図］ダイアログ・ボックスが表示されます。

2. ［プロセス］、［プロシージャ・ステップ］、または［アクション・ブロック］のリストから項目を選択し、［了
解］をクリックします。
［アクション図］ウィンドウが開きます。

3. 後にアクションを追加するロケーションを選択します。
4. ［編集］ - ［ステートメントの追加］ - ［Case of］をクリックします。
［ステートメントの追加］ダイアログ・ボックスが表示されます。

5. リストから CASE OF、エグジット・ステートまたはエグジット・ステート値を選択します。CASE ステートメント
の作成を継続します。
［エグジット･ステートの選択］ダイアログ・ボックスが表示されます。

6. 「追加」を選択してください。
エグジット・ステートに対するステートメントのケースが追加されます。

関数のCASE OFステートメントの追加

以下の手順に従います。

1. ［分析］または［設計］ - ［アクション図］をクリックします。
［アクション図］ダイアログ・ボックスが表示されます。

2. ［プロセス］、［プロシージャ・ステップ］、または［アクション・ブロック］のリストから項目を選択し、［了
解］をクリックします。
［アクション図］ウィンドウが開きます。

3. 後にアクションを追加するロケーションを選択します。
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4. ［編集］ - ［ステートメントの追加］ - ［Case of］をクリックします。
［ステートメントの追加］ダイアログ・ボックスが表示されます。

5. CASE OF を選択し、以下のオプションのいずれかを選択します。
– 関数（任意）
– 関数
– 関数の最初のパラメータの式

NOTE
注： 特定の関数に定義するパラメータに応じて、さらに選択リストが表示されます。CASE OFステートメ
ントが完成するまで、式、値、演算子の選択を続けます。

6. ［完了］をクリックします。CASE ステートメントを作成し、［追加］をクリックします。
関数に対するステートメントのケースが追加されます。

グループ・ビューのCASE OFステートメントの追加

NOTE
注： この操作手順は、明示的に添字付けされた反復グループ・ビューにのみ当てはまります。

以下の手順に従います。

1. ［分析］または［設計］ - ［アクション図］をクリックします。
［アクション図］ダイアログ・ボックスが表示されます。

2. ［プロセス］、［プロシージャ・ステップ］、または［アクション・ブロック］のリストから項目を選択し、［了
解］をクリックします。
［アクション図］ウィンドウが開きます。

3. 後にアクションを追加するロケーションを選択します。
4. ［編集］ - ［ステートメントの追加］ - ［Case of］をクリックします。
［ステートメントの追加］ダイアログ・ボックスが表示されます。

5. CASE OF を選択し、リストからサブスクリプト、最大、最後、反復グループ・ビューを選択します。

NOTE
注： グループ・ビューに定義するパラメータに応じて、さらに選択リストが表示されます。CASE OF ス
テートメントが完成するまで、式、値、演算子の選択を継続し、［完了］をクリックします。

6. 式（数字）を選択してください。反復グループ・ビュー内の位置を表わす数字を入力してください。［了解］を選択
します。CASEステートメントの作成を続けるか、「追加」を選択してください。

数値属性のCASE OFステートメントの追加

以下の手順に従います。

1. ［分析］または［設計］ - ［アクション図］をクリックします。
［アクション図］ダイアログ・ボックスが表示されます。

2. ［プロセス］、［プロシージャ・ステップ］、または［アクション・ブロック］のリストから項目を選択し、［了
解］をクリックします。
［アクション図］ウィンドウが開きます。

3. 後にアクションを追加するロケーションを選択します。
4. ［編集］、［ステートメントの追加］をクリックします。
［ステートメントの追加］ダイアログ・ボックスが表示されます。

5. CASE OF を選択し、リストから属性ビュー、エンティティ・ビュー名、数値の属性ビュー名を選択します。
– 数値式を作成したいときは、演算子を選択し、一連の選択リストによる選択を続けてください。式が完成したら、
［完了］をクリックします。

– CASE OFステートメントが完成したら、［完了］を選択してください。
– CASEステートメントを作成するには、式を選択してください。数字を入力してください。［了解］を選択しま
す。CASE ステートメントの作成を継続するか、［追加］をクリックします。
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特殊属性のCASE OFステートメントの追加

以下の手順に従います。

1. ［分析］または［設計］ - ［アクション図］をクリックします。
［アクション図］ダイアログ・ボックスが表示されます。

2. ［プロセス］、［プロシージャ・ステップ］、または［アクション・ブロック］のリストから項目を選択し、［了
解］をクリックします。
［アクション図］ウィンドウが開きます。

3. 後にアクションを追加するロケーションを選択します。
4. ［編集］ - ［ステートメントの追加］ - ［Case of］をクリックします。
［ステートメントの追加］ダイアログ・ボックスが表示されます。

5. CASE OF を選択し、以下のオプションのいずれかを選択します。
– クライアント・パスワード
– クライアント・ユーザID
– プリンタ ID
– 端末 ID
– トランコード
– トランザクション再試行回数
– トランザクション再試行限界
– ユーザ ID

6. 式（追加する特別な属性のタイプに対するスペースまたは対応する値）を完了します。
7. 開かれるダイアログに値を入力します。
8. ［OK］をクリックします。
9. CASE ステートメントの作成を継続するか、［追加］をクリックします。
特殊属性に対するステートメントのケースが追加されます。

テキスト属性のCASE OFステートメントの追加

以下の手順に従います。

1. ［分析］または［設計］ - ［アクション図］をクリックします。
［アクション図］ダイアログ・ボックスが表示されます。

2. ［プロセス］、［プロシージャ・ステップ］、または［アクション・ブロック］のリストから項目を選択し、［了
解］をクリックします。
［アクション図］ウィンドウが開きます。

3. 後にアクションを追加するロケーションを選択します。
4. ［編集］ - ［ステートメントの追加］ - ［Case of］をクリックします。
［ステートメントの追加］ダイアログ・ボックスが表示されます。

5. CASE OF を選択し、以下のオプションのいずれかを選択します。
– 属性ビュー
– エンティティ・ビューの名前
– テキスト属性名

6. 式を完成させてください。
– 文字列の CASE ステートメントを作成するには［文字列］を選択します。文字列を入力してください。「了解」-
「追加」の順に選択してください。

– コマンド値に対する CASE ステートメントを作成するには、コマンド値、コマンドの名前、［了解］、［追加］
を選択します。

– スペースかどうかをテストする CASE ステートメントを作成するには、［空白（SPACES）］を選択しま
す。CASEステートメントの作成を続けるか、「追加」を選択してください。
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時刻属性のCASE OFステートメントの追加

以下の手順に従います。

1. ［分析］または［設計］ - ［アクション図］をクリックします。
［アクション図］ダイアログ・ボックスが表示されます。

2. ［プロセス］、［プロシージャ・ステップ］、または［アクション・ブロック］のリストから項目を選択し、［了
解］をクリックします。
［アクション図］ウィンドウが開きます。

3. 後にアクションを追加するロケーションを選択します。
4. ［編集］ - ［ステートメントの追加］ - ［Case of］をクリックします。
［ステートメントの追加］ダイアログ・ボックスが表示されます。

5. CASE OF を選択し、以下のオプションのいずれかを選択します。
– 属性ビュー
– エンティティ・ビューの名前
– 時間属性ビューの名前

6. 時間による期間の式を作成したいときは、演算子（プラスまたはマイナス）、時間による期間（時間、分、または
秒）を選択します。一連の選択リストから選択を続けます。［完了］ - ［追加］をクリックします。
ソフトウェアが PAD に CASE CURRENT TIME を追加します。

7. ［完了］ - ［追加］をクリックします。
ソフトウェアがアクション図に CASE CURRENT TIME を追加します。

Set ##########

コンテンツ

日付属性のSETアクション・ステートメントの追加

以下の手順に従います。

1. ［分析］または［設計］ - ［アクション図］をクリックします。
［アクション図］ダイアログ・ボックスが表示されます。

2. ［プロセス］、［プロシージャ・ステップ］、または［アクション・ブロック］のリストから項目を選択し、［了
解］をクリックします。
［アクション図］ウィンドウが開きます。

3. CREATE または UPDATE アクション・ステートメント、または CREATE または UPDATE のアクション・グループ
内のステートメントを選択します。

4. ［編集］ - ［ステートメントの追加］ - ［SET］をクリックします。
［ステートメントの追加］ダイアログ・ボックスが表示されます。

5. 日付属性、TO 式を選択します。以下のいずれかのタスクを実行します。
– 現在の日付の式を作成する、または日付による期間の式を設定する場合は、現在の日付、演算子（プラスまたはマ
イナス）、日付による期間（年、月、日）を選択します。一連の選択リストから選択を続けます。日付による期間
の式が完成したら、［完了］ - ［追加］をクリックします。

– 日付ビューの式を作成するには、日付ビュー、エンティティ・ビュー、属性を選択します。
– 日付関数の式を作成するには、日付値を返す関数、関数の最初のパラメータの式を選択します。特定の関数に定義
するパラメータに応じて、さらに選択リストが表示されます。SETステートメントが完成するまで、式、値、演算
子の選択を続けます。［完了］をクリックします。

6. ［Add］をクリックします。
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明示的添字付けのSETアクション・ステートメントの追加

以下の手順に従います。

1. ［分析］または［設計］ - ［アクション図］をクリックします。
［アクション図］ダイアログ・ボックスが表示されます。

2. ［プロセス］、［プロシージャ・ステップ］、または［アクション・ブロック］のリストから項目を選択し、［了
解］をクリックします。
［アクション図］ウィンドウが開きます。

3. 後にアクションを追加するロケーションを選択します。
4. ［編集］ - ［ステートメントの追加］ - ［SET］をクリックします。
5. ［ステートメントの追加］ダイアログ・ボックスが表示されます。
6. ［SET の選択］オプションから［添字］または［最後］を選択します。
7. 反復するグループ・ビューを選択します。以下のいずれかのタスクを実行します。

– サブスクリプトまたは LAST 変数を数値式に設定するには、TO 式を選択します。式を完了し、［追加］をクリッ
クします。詳細については、「数値属性に対する SET アクション・ステートメント」を参照してください。

– サブスクリプトまたは LAST 変数をアルゴリズムに追加するには、USING アルゴリズムを選択します。式を完了
し、［追加］をクリックします。詳細については、「アクション・ブロックまたはアルゴリズムを使用する SET
アクション・ステートメント」を参照してください。

NEXTTRAN式のSETアクション・ステートメントの追加

以下の手順に従います。

1. ［分析］または［設計］ - ［アクション図］をクリックします。
［アクション図］ダイアログ・ボックスが表示されます。

2. ［プロセス］、［プロシージャ・ステップ］、または［アクション・ブロック］のリストから項目を選択し、［了
解］をクリックします。
［アクション図］ウィンドウが開きます。

3. 後にアクションを追加するロケーションを選択します。
4. ［編集］ - ［ステートメントの追加］ - ［SET］をクリックします。
［ステートメントの追加］ダイアログ・ボックスが表示されます。

5. SET、NEXTTRAN を選択します。
6. 以下のいずれかのタスクを実行します。

– NEXTTRAN をテキスト式に設定するには、TO 式を選択します。式を完了し、［追加］をクリックします。詳細
については、「テキスト属性に対する SET アクション・ステートメント」を参照してください。

– NEXTTRAN をアルゴリズムに追加するには、USING アルゴリズムを選択します。式を完了し、［追加］をクリッ
クします。詳細については、「アクション・ブロックまたはアルゴリズムを使用する SET アクション・ステート
メント」を参照してください。

数値属性のSETアクション・ステートメントの追加

以下の手順に従います。

1. ［分析］または［設計］ - ［アクション図］をクリックします。
［アクション図］ダイアログ・ボックスが表示されます。

2. ［プロセス］、［プロシージャ・ステップ］、または［アクション・ブロック］のリストから項目を選択し、［了
解］をクリックします。
［アクション図］ウィンドウが開きます。

3. CREATE または UPDATE アクション・ステートメント、または CREATE または UPDATE のアクション・グループ
内のステートメントを選択します。

4. ［編集］ - ［ステートメントの追加］ - ［SET］をクリックします。
［ステートメントの追加］ダイアログ・ボックスが表示されます。
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5. 数値属性、丸めオプション（ROUNDED、NOT ROUNDED）、TO 式を選択します。
6. 以下のいずれかのタスクを実行します。

– 数値関数に数値属性を設定するには、関数（数値）、関数、関数の最初のパラメータの式を選択します。特定の
関数に定義するパラメータに応じて、さらに選択リストが表示されます。IFステートメントが完成するまで、式、
値、演算子の選択を続けます。［完了］ - ［追加］をクリックします。

– 数値属性を明示的に索引付けされた反復グループ・ビュー式に設定するには、最後、最大、またはサブスクリプト
を選択します。明示的添字付けされたグループ・ビューを参照するSETステートメントが完成するまで、選択リス
トから値と演算子の選択を続けます。［完了］ - ［追加］をクリックします。

– 数値属性を数字に設定するには、数値を選択します。目的の数値を入力してください。［OK］をクリックしま
す。演算子を選択してステートメントの作成を続けるか、［追加］をクリックします。

– 数値属性を数値ビューに設定するには、数値ビュー、エンティティ・ビュー名、属性を選択します。SETステート
メントが完成するまで、選択リストから選択を続けます。［Add］をクリックします。

– 数値属性の式を作成するには、左かっこ「（」または半角マイナス「-」を選択します。数値の値を求める式が完
成するまで、式の選択を続けます。［Add］をクリックします。

テキスト属性のSETアクション・ステートメントの追加

以下の手順に従います。

1. ［分析］または［設計］ - ［アクション図］をクリックします。
［アクション図］ダイアログ・ボックスが表示されます。

2. ［プロセス］、［プロシージャ・ステップ］、または［アクション・ブロック］のリストから項目を選択し、［了
解］をクリックします。
［アクション図］ウィンドウが開きます。

3. CREATE または UPDATE アクション・ステートメント、または CREATE または UPDATE のアクション・グループ
内のステートメントを選択します。

4. ［編集］ - ［ステートメントの追加］ - ［SET］をクリックします。
［ステートメントの追加］ダイアログ・ボックスが表示されます。

5. テキスト属性、TO 式を選択します。
6. 以下のいずれかのタスクを実行します。

– テキスト属性を文字列に設定するには、文字列を選択します。属性値を入力し、［追加］をクリックします。
– テキスト属性を文字ビューに設定するには、文字ビュー、エンティティ・ビュー、属性を選択し、［追加］をク
リックします。

– テキスト属性をコマンドに設定するには、コマンドを選択し、［追加］をクリックします。
– テキスト属性をコマンド値に設定するには、コマンド値、コマンドを選択します。［了解］ - ［追加］をクリック
します。

– テキスト属性を関数に設定するには、関数（文字）、テキスト値を返す関数、関数の最初のパラメータの式を選択
します。特定の関数に定義するパラメータに応じて、さらに選択リストが表示されます。IFステートメントが完成
するまで、式、値、演算子の選択を続けます。［完了］ - ［追加］をクリックします。

– テキスト属性を特殊属性に設定するには、プリンタ ID、端末 ID、トランコード、またはユーザ ID を選択し、［追
加］をクリックします。

– テキスト属性をスペースに設定するには、スペースを選択し、［追加］をクリックします。

時刻属性のSETアクション・ステートメントの追加

以下の手順に従います。

1. ［分析］または［設計］ - ［アクション図］をクリックします。
［アクション図］ダイアログ・ボックスが表示されます。

2. ［プロセス］、［プロシージャ・ステップ］、または［アクション・ブロック］のリストから項目を選択し、［了
解］をクリックします。
［アクション図］ウィンドウが開きます。
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3. CREATE または UPDATE アクション・ステートメント、または CREATE または UPDATE のアクション・グループ
内のステートメントを選択します。

4. ［編集］ - ［ステートメントの追加］ - ［SET］をクリックします。
［ステートメントの追加］ダイアログ・ボックスが表示されます。

5. 時間属性、TO 式を選択します。
6. 以下のいずれかのタスクを実行します。

– 現在の時刻の式を作成する場合、または時間による期間の式を設定する場合は、現在の時刻、演算子（プラスまた
はマイナス）、時間による期間（時間、分、または秒）、および式を選択します。一連の選択リストから選択を続
けます。時間による期間の式が完成したら、［完了］ - ［追加］をクリックします。

– 時間ビューの式を作成するには、時間ビュー、エンティティ・ビュー、属性を選択します。
– 時間関数の式を作成するには、時間値を返す関数、関数の先頭パラメータの式を選択します。特定の関数に定義す
るパラメータに応じて、さらに選択リストが表示されます。SETステートメントが完成するまで、式、値、演算子
の選択を続けます。［完了］をクリックします。

7. ［Add］をクリックします。

アクション・ブロックまたはアルゴリズムを使うSET文の追加

以下の手順に従います。

1. ［分析］または［設計］ - ［アクション図］をクリックします。
［アクション図］ダイアログ・ボックスが表示されます。

2. ［プロセス］、［プロシージャ・ステップ］、または［アクション・ブロック］のリストから項目を選択し、［了
解］をクリックします。
［アクション図］ウィンドウが開きます。

3. CREATE または UPDATE アクション・ステートメント、または CREATE または UPDATE のアクション・グループ
内のステートメントを選択します。

4. ［編集］ - ［ステートメントの追加］ - ［SET］をクリックします。
［ステートメントの追加］ダイアログ・ボックスが表示されます。

5. 属性、USING アルゴリズムを選択します。
6. 以下のいずれかのタスクを実行します。

– アクション・ブロックを追加するには、［新アクション・ブロックの追加］を選択します。アクション・ブロック
名を入力してください。説明を入力して、［了解］をクリックします。

– 既存のアクション・ブロックを使用するには、アクション・ブロック名を選択し、［追加］をクリックします。
7. ［インポート・ビューのマッチング］ダイアログ・ボックスにて、呼び出されるアクション・ブロックから表示さ
れたインポート・ビュー、呼び出すアクション図から供給側ビューを選択し、［マッチ］を選択します。必要に応じ
て、呼び出されるアクション・ブロックからのインポート・ビューをマッチさせます。［クローズ］をクリックしま
す。

8. ［エクスポート・ビューのマッチング］ダイアログ・ボックスにて、呼び出されるアクション・ブロックから表示さ
れるエクスポート・ビュー、呼び出すアクション図から受け取り側ビューを選択し、［マッチ］を選択してくださ
い。必要に応じて、呼び出されるアクション・ブロックからのエクスポート・ビューをマッチさせます。［クロー
ズ］をクリックします。

Call External ##########

CALL EXTERNAL ステートメントによって、ツールセットは Web サービスを使用できます。 Web サービスのタイプは
HTTP または HTTPS です。

以下の手順に従います。

1. ［分析］または［設計］ - ［アクション図］をクリックします。
［アクション図名］ダイアログ・ボックスが開きます。

2. ［プロセス］、［プロシージャ・ステップ］、または［アクション・ブロック］のリストから項目を選択し、［了
解］をクリックします。
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［アクション図］ウィンドウが開きます。
3. ビュー・セクションのすぐ後にある空白行を選択して、［編集］-［ステートメントの追加］-［Call External］をク
リックします。
［WSDL メソッドの選択］ダイアログ・ボックスが表示されます。

4. ［WSDL URI］フィールドの隣にあるプッシュ・ボタンをクリックして、ファイルを参照します。
［Windows ファイル・オープン］ダイアログ・ボックスに、‘*.wsdl’ 拡張子で初期化された状態で［ファイル名］
フィールドが表示されます。また、[Windows ファイル・オープン] ダイアログ・ボックスにリスト表示されている
ファイルは、最初に拡張子 'wsdl' でフィルタされます。これは、ファイル名の入力フィールドの隣にあるドロップダ
ウン・リストから変更できます。

5. 適切なファイルを選択して、［開く］をクリックします。
6. ［Go］をクリックします。

NOTE
注： また、［WSDL URI］フィールドにファイル・パスを入力して、［Go］をクリックすることもできま
す。

たとえば、セキュリティ保護されていない WSDL パス ws.cdyne.com/delayedstockquote/delayedstockquote.asmx?
wsdl またはセキュリティ保護されている WSDL パス www.santanderconsumer.fi/_vti_bin/search.asmx?WSDL を入力
します。
https で始まるセキュリティ保護された WSDL URI については、実行時にセキュリティ証明書の検証が行われます。
検証を無視する場合は、callexternal.ini 内のサーバ・エントリを編集します。
Web サービスに対する SOAP 1.1 または 1.2 バインディングをサポートするメソッドのみが取得およびリスト表示さ
れます。両方のバインディングが使用できる場合は、SOAP 1.2 バインディングをサポートするメソッドが SOAP 1.1
バインディングより優先されます。
指定された WSDL ファイルがアクセス可能でないか有効でない場合、エラー・メッセージが表示されます。
HTTPS の場合、証明書が自己署名されているか無効な場合に、警告メッセージが表示されます。［Yes］をクリック
して、証明書の検証を無視できます。

7. メソッドを選択し、［追加］をクリックします。
［Web サービス・パラメータ・マッチのインポート］ダイアログ・ボックスが表示されます。

8. 次のいずれかの手順に従って、パラメータをマッチングします。
– 自動的にパラメータをマッチングするには、［デフォルト］をクリックします。

WSDL パラメータ・リストのパラメータが、新しい作業ビューに対してマッチングされます。

NOTE
注： このオプションによって、既存のマッチがオーバーライドされます。

NOTE

注：さまざまな Gen データ・タイプおよび XSD データ・タイプの詳細については、「XML データ・タ
イプ」を参照してください。［デフォルト］ボタンをクリックしたときにマッチングされる XSD デー
タ・タイプと Gen データ・タイプの詳細については、「XSD データ・タイプに対して推奨される Gen
データ・タイプの選択」を参照してください。

– ［WSDLパラメータ］リストからパラメータを選択し、それにマッチする既存の属性ビューを選択します。 
または、データ・モデル属性またはワークセット属性を選択して、ツールセットでユーザの属性ビューを作成しま
す。［マッチ］をクリックします。

選択されたパラメータおよびマッチする属性は、それぞれ［パラメータ］および［ビュー］列に追加されます。

NOTE
注： パラメータおよび属性をマッチ解除するには、［パラメータおよびビュー］テーブルで行を選択し
て、［マッチ解消］をクリックします。

9. ［OK］をクリックします。
［Web サービス・パラメータ・マッチのエクスポート］ダイアログ・ボックスが表示されます。

10.必要に応じて、出力パラメータについて、手順 8 および 9 を繰り返します。
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WSDL メソッドの出力パラメータは、アクション図のエクスポート・ビュー、または "入力および出力の両方で使用"
とマークされているインポート・ビューにのみマッチする可能性があります。

NOTE
注： 4094 文字を超えるデータがメソッド・コールに送信されるか、メソッド・コールから返されるよう
に、Gen BLOB ビューをインポートまたはエクスポートのメソッド文字列パラメータにマッチさせることが
できます。

11.［OK］をクリックします。
CALL EXTERNAL ステートメントは、指定されたパラメータで追加されます。
このステートメントは CALL EXTERNAL と表示され、その後に行われる外部コールのタイプ（たとえば、"Web サー
ビス"）、メソッド名が続きます。

NOTE
注：

• アクション図内に NOTE ステートメント以外のステートメントがある場合、CALL EXTERNAL ステート
メントを追加するためのメニュー・オプションは無効です。

• CALL EXTERNAL ステートメントは、ローカルまたはエンティティ・アクション・ビューがあるアク
ション図に追加できません。CALL EXTERNAL ステートメントを追加するには、アクション図にあるの
がインポート・ビューおよびエクスポート・ビューのみである必要があります。

• CALL EXTERNAL ステートメントを追加した後に、アクション図に追加が許可されるステートメントは
NOTE ステートメントおよび空白行のみです。

• CALL EXTERNAL ステートメントは、COBOL 以外の CA Gen によってサポートされるすべての言語で
有効です。

• CALL EXTERNAL ステートメントは NonStop オペレーティング・システムをサポートしません。
• HTTP ステータス・コードの詳細については、「https://en.wikipedia.org/wiki/
List_of_HTTP_status_codes」を参照してください。

詳細については、以下のトピックを参照してください。
– WSDL メソッドの選択
– Web サービス・パラメータのマッチ
– メソッド・パラメータ・マッチの変更
– Call External ステートメントの使用

WSDL #######

このダイアログ・ボックスでは、Web サービス・メソッドをインポートできます。

このダイアログ・ボックスには、以下の項目があります。

WSDL URI

ファイル・パスまたは WSDL の URI を指定します。以下のオプションのいずれかを使用します。

• – WSDL の URI を入力できます。
– 参照ボタン（...）をクリックして、ユーザのローカル・コンピュータ内、またはネットワーク上の WSDL ファイ
ルに移動します。デフォルトでは、［ファイル・オープン］ダイアログ・ボックスには .wsdl ファイル形式が表示
されます。ファイル・タイプを .xml、.txt、またはその他に変更するには、ドロップダウン・リストからそれぞれ
のオプションまたは［すべて］を選択します。パスは "file:///" URI 形式で再フォーマットされます。

– パスの入力を開始します。ドロップダウン・リストには、入力したテキストに一致する既存の WSDL パスが表示
されます。ドロップダウン・リストから、適切なパスを選択します。

［Go］をクリックして、WSDL に対して SOAP 1.1 または 1.2 バインディングをサポートするメソッドのリストを表示
します。リストからメソッドを選択します。

Add
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メソッドをモデルに追加します（すでに存在しなかった場合）。このボタンは、メソッドが選択されると有効になりま
す。

取消

何もアクションを実行せずに、ダイアログ・ボックスを終了します。

Web ##############

このダイアログ・ボックスでは、Gen の属性ビュー、データ・モデル属性、またはワーク・セット属性を WSDL 入出力
パラメータとマッチさせることができます。

このダイアログ・ボックスには、以下の項目があります。

パラメータおよびビュー

パラメータおよびそのマッチしたビューのリストを表示します。

WSDLパラメータ

アクション図ビューとマッチさせる、WSDL 入出力パラメータを選択します。

ビュー、属性およびワーク・セット

選択したパラメータとマッチさせる属性ビュー、データ・モデル属性、またはワーク・セット属性を選択します。

デフォルト

Web サービス・パラメータ・マッチをインポートする場合は、ワーク・セット属性をそのワーク・セットのメソッド名
およびインポート・ビューで作成します。Web サービス・パラメータ・マッチをエクスポートする場合は、ワーク・
セット属性をそのワーク・セットのメソッド名およびエクスポート・ビューで作成します。ワーク・セットは次に、メ
ソッド・パラメータと自動的にマッチさせられます。反復グループ・ビューの場合はサイズ 10 の反復グループ・ビュー
が作成され、グループ化がわからない場合は個別のパラメータごとに異なる反復グループが作成されます。このオプショ
ンによって、必要な明示的パラメータのマッチが簡略化されます。

NOTE

注： このオプションを使用すると、既存のマッチがオーバーライドされます。

NOTE

注： さまざまな Gen データ・タイプおよび XSD データ・タイプの詳細については、「XML データ・タイプ」
を参照してください。［デフォルト］ボタンをクリックしたときにマッチングされる XSD データ・タイプと
Gen データ・タイプの詳細については、「XSD データ・タイプに対して推奨される Gen データ・タイプの選
択」を参照してください。

マッチ

選択されたパラメータを、選択された属性ビュー、データ・モデル属性、またはワーク・セット属性とマッチさせます。
選択された項目は、［パラメータおよびビュー］テーブルに追加されます。パラメータは WSDL パラメータ・リストか
ら削除されます。このボタンが有効になるのは、互換性のある組み合わせが選択されている場合のみです。データ・モ
デル属性またはワーク・セット属性が選択されている場合、ダイアログ・ボックスが開きます。このダイアログ・ボック
スで、ユーザはビューを指定してそのビューに属性を追加するか、属性を追加するエンティティ・タイプまたはワーク・
セットの既存ビューのリストから選択できます。その後、マッチは［パラメータおよびビュー］テーブルに表示されま
す。モデルで、変更が更新されます。

WSDL パラメータがオプションの場合、つまり minOccurs=0 または null 値可能（nullable=true）の場合は、ビューの
保守を使用してマッチしたプレディケート・ビューを null 値可能としてマークすることをお勧めします。マッチするパ
ラメータ値がない場合、または既存の Web サービス・メソッドの応答で null の場合は、マッチしたプレディケート・
ビューの NullIndicator を使用して確認できます。

マッチ解消
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選択された項目を［パラメータおよびビュー］テーブルから削除します。すなわち、マッチがクリアされます。パラメー
タは、マッチさせる必要があるパラメータのリストに追加されます。このボタンが有効になるのは、［ビューおよびパラ
メータ］テーブルで 1 つ以上の項目が選択されている場合です。

了解

ダイアログ・ボックスを閉じて、モデルを更新します。

#################

メソッドの入出力パラメータは、属性ビュー、データ・モデル属性またはワーク・セット属性とマッチさせられます。
ビューおよびパラメータにマッチした後に、後でマッチを変更する場合があります。

以下の手順に従います。

1. ［分析］または［設計］ - ［アクション図］をクリックします。
［アクション図名］ダイアログ・ボックスが開きます。

2. CALL EXTERNAL ステートメントが含まれるアクション図を選択し、［了解］をクリックします。
アクション図が開きます。

3. そのパラメータが変更するパラメータとマッチするメソッドを選択します。
4. ［詳細］ - ［特性］をクリックします。
［メソッド・パラメータ］ダイアログ・ボックスが開きます。入力パラメータおよびそのビューのマッチは、［マッ
チ入力］領域に表示されます。マッチの追加およびマッチの削除操作は、テーブルの下で使用できます。同様に、
［マッチ出力］領域には出力パラメータおよびそのマッチ、およびそれらに対して実行できる操作が含まれます。

5. 必要な変更を加え、［了解］をクリックします。
変更が保存されます。

XSD ################ Gen ##########

次の表では、すべての XSD データ・タイプに対して推奨される Gen データ・タイプの対応を示します。これらの対応
は、［Web サービス・パラメータ・マッチのインポート］または［Web サービス・パラメータ・マッチのエクスポー
ト］ダイアログ・ボックスの［デフォルト］ボタンをクリックしたときの、ワーク・セットのビューの作成でも使用され
ます。

XSD データ・タイプ Gen データ・タイプ
文字列 テキスト（長さ = 4094、可変 = true、大小文字の識別 = true）
anyURI テキスト（長さ = 1000、可変 = true、大小文字の識別 = true）
QName テキスト（長さ = 1000、可変 = true、大小文字の識別 = true）
NOTATION テキスト（長さ = 1000、可変 = true、大小文字の識別 = true）
duration テキスト（長さ = 100、可変 = false、大小文字の識別 = false）
boolean 数値（1）
base64Binary BLOB （長さ = 2GB）
hexBinary BLOB （長さ = 2GB）
float 数値（長さ = 15、小数点 = 6、デシマル精度 = false）
double 数値（長さ = 15、小数点 = 6、デシマル精度 = false）
decimal 数値（長さ = 18、小数点 = 6、デシマル精度 = true）
integer 数値（長さ = 18、小数点 = 0、デシマル精度 = true）
long 数値（長さ = 18、小数点 = 0、デシマル精度 = true）
int 数値（長さ = 10、デシマル精度 = false）
short 数値（長さ = 5）
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byte 数値（長さ = 3）
nonPositiveInteger 数値（長さ = 18、小数点 = 0、デシマル精度 = true）
nonNegativeInteger 数値（長さ = 18、小数点 = 0、デシマル精度 = true）
negativeInteger 数値（長さ = 18、小数点 = 0、デシマル精度 = true）
positiveInteger 数値（長さ = 18、小数点 = 0、デシマル精度 = true）
unsignedLong 数値（長さ = 18、小数点 = 0、デシマル精度 = true）
unsignedInt 数値（長さ = 10、小数点 = 0、デシマル精度 = false）
unsignedShort 数値（長さ = 5）
unsignedByte 数値（長さ = 3）
dateTime タイムスタンプ
time 時刻
date 日付
gYearMonth 日付
gYear 日付
gMonthDay 日付
gDay 日付
gMonth 日付

XML ###

以下のテーブルでは、XML タイプの後にインバウンド・マッチング用の Gen タイプが続きます。

 

XML タイプ Gen タイプ
文字列 テキスト、数値、日付、時間、タイムスタンプ、BLOB
boolean テキスト、数値
decimal テキスト、数値
float テキスト、数値
double テキスト、数値
duration テキスト
dateTime テキスト、数値、日付、時間、タイムスタンプ
time テキスト、数値、時間
date テキスト、数値、日付
gYearMonth テキスト、日付、タイムスタンプ
gYear テキスト、日付、タイムスタンプ
gMonthDay テキスト、日付、タイムスタンプ
gDay テキスト、日付、タイムスタンプ
gMonth テキスト、日付、タイムスタンプ
hexBinary テキスト、BLOB
base64Binary テキスト、BLOB
anyURI テキスト
QName テキスト
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NOTATION テキスト
integer テキスト、数値、日付、時間
nonPositiveInteger テキスト、数値
negativeInteger テキスト、数値
long テキスト、数値、日付、時間
int テキスト、数値、日付、時間
short テキスト、数値
byte テキスト、数値
nonNegativeInteger テキスト、数値、日付、時間
unsignedLong テキスト、数値、日付、時間
unsignedInt テキスト、数値、日付、時間
unsignedShort テキスト、数値
unsignedByte テキスト、数値
positiveInteger テキスト、数値、日付、時間

以下のテーブルでは、Gen タイプの後にアウトバウンド・マッチング用の XML タイプが表示されます。

Gen タイプ XML タイプ
テキスト string、duration、time、dateTime、date、gYearMonth、gYear、gMonthDay、gDay、gMonth、boolean、base64Binary、hexBinary、float、decimal、double、anyURI、QName、NOTATION、integer、nonPositiveInteger、negativeInteger、long、int、short、byte、nonNegativeInteger、unsignedLong

unsignedInt、unsignedShort unsignedByte、positiveInteger
数値 string、date、time、boolean、float、decimal、double,

integer、nonPositiveInteger、negativeInteger、long、int、short、byte、nonNegativeInteger、unsignedLong、unsignedInt、unsignedShort
unsignedByte、positiveInteger

date string、dateTime、date、gYearMonth、gYear、gMonthDay、gD
ay、gMonth、integer、long、int、nonNegativeInteger、unsigned
Long、unsignedInt、positiveInteger

time string、time、dateTime、integer、long、int、NonNegativeInteger
、unsignedLong、unsignedInt、positiveinteger

タイムスタンプ string、dateTime、gYearMonth、gYear、gMonthDay、gDay,
gMonth

BLOB base64Binary、hexBinary、String

NOTE

注： 詳細については、「http://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#built-in-primitive-datatypes」および「http://
www.w3.org/TR/xmlschema-2/#built-in-derived」を参照してください。

######## Call External #######

 

このシナリオでは、アプリケーション開発者がアクション図で外部 Web サービスを呼び出す方法について説明します。
このシナリオで呼び出される Web サービスでは、単語またはフレーズが与えられたときに 1 つ以上のディクショナリか
ら見つかったその単語またはフレーズの定義を返す、ディクショナリ・サービスのメソッドを呼び出します。この Web
サービスは Aonaware という会社のもので、Programmable Web （www.programmableweb.com）の Web サイトを検索
して見つかりました。

CALL EXTERNAL ステートメントを使用すると、アクション図から外部の Web サービス・メソッドを呼び出すことが
できます。Web サービス・メソッドの入力パラメータと出力パラメータを Gen ビューにマッチングすることで、Gen
ビューを使用して Web サービスとの間でデータの送受信を行うことができます。
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CALL EXTERNAL ステートメントを構築するには、以下の手順に従います。

1. アクション図に Web サービス・メソッドをインポートします。
2. Web サービス・メソッドのパラメータを Gen ビューにマッチングします。

詳細な手順については、以下のセクションで説明します。

Web サービス・メソッドのインポート

Web サービス・メソッドをインポートするには、CALL EXTERNAL ステートメントをアクション図に追加し、Web サー
ビスを記述する WSDL （Web Service Description Language）ファイルの URL またはファイル名をステートメント・
ダイアログに入力します。Web サービスに関連付けられているメソッドのリストが表示されます。メソッドを選択する
と、そのメソッドのすべての入力パラメータと出力パラメータが個別のダイアログに表示され、それらを Gen ビューと
マッチングできます。パラメータの形式については、以下のセクションで説明します。

パラメータの形式

メソッドのパラメータは以下のように表示されます。

Data-Type Parameter-Name [Optional, n]

• Data-Type
パラメータのデータ・タイプを表示します。

• Parameter-Name
名前空間でのパラメータの完全修飾名を表示します。

• オプション
パラメータがオプションであることを示します。この値が表示されない場合、パラメータは必須です。

• n
パラメータのインスタンスが繰り返される可能性があることを示します。この値を使用できない場合、パラメータは
反復グループ・ビューの一部ではない属性ビューにマッチングできます。この値が特定の数または「Unbound （制限
なし）」の場合、パラメータは反復グループ・ビューの一部である属性ビューにマッチングできます。

NOTE
注： 完全修飾名の任意の要素に値（n）がある場合、マッチングされた属性ビューはネストした反復
グループ・ビューの一部である必要があります。たとえば、data_type element1. element2 [Optional,
n].parameter_name [n2] は、外部グループと内部グループの両方が繰り返されるネストしたグループ・
ビューにマッチングさせる必要があります。

Web サービス・メソッドのパラメータの Gen ビューへのマッチング

Web サービス・メソッドを選択した後に、メソッドのパラメータを Gen ビューにマッチングできます。Web サービス
のパラメータは、XSD （XML Schema Definition）データ・タイプとして指定されます。これらのパラメータを Gen 属
性ビューとマッチングさせるダイアログでは、正しくマップされるビューのみを指定できます。

外部の Web サービス・メソッドを呼び出す方法

外部の Web サービス・メソッドを呼び出すには、以下のセクションの手順に従います。

サンプル Web サービス用のワーク・セットの作成

ワーク・セットを作成し、そのワーク・セットに属性を設定します。属性名の候補は、パラメータ名の場合と似ていま
す。これらの名前は、利便性のために提供されます。パラメータのマッチング中に、ビューを作成するか、または既存の
ビューを使用することができます。
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NOTE
注： さまざまな Gen データ・タイプおよび XSD データ・タイプの詳細については、「XML タイプ」を参照
してください。XSD データ・タイプへのマッチングが推奨される Gen データ・タイプの詳細については、
「XSD データ・タイプに対して推奨される Gen データ・タイプの選択」を参照してください。

以下の手順に従います。

1. ［分析］ - ［ワーク・セット・リスト］をクリックします。
［ワーク・セット・リスト］ウィンドウが表示されます。

2. ［編集］ - ［Add Work Set （ワーク・セットの追加）］をクリックします。
3. ワーク・セット名として「Define_Request」を入力します。
4. ［編集］ - ［Add Attribute （属性の追加）］をクリックして、Web サービスへの入力として渡す以下の属性を追加し
ます。

属性名 Gen データ・タイプ 長さ 可変長 オプション 大文字と小文字の区
別

DEFINE テキスト 4094 Yes No 有効

1. 手順 3 と 4 を繰り返して、Web サービスの出力を受け取るために以下の属性を含むワーク・セットを作成します。
ワーク・セット名： Define_Response

属性名 Gen データ・タイプ 長さ 可変長 オプション 大文字と小文字の区
別

ID テキスト 4094 Yes No 有効
NAME テキスト 4094 Yes No 有効
WORDDEFINITION テキスト 4094 Yes No 有効
FIRSTWORD テキスト 4094 Yes No 有効
SECONDWORD テキスト 4094 Yes No 有効

 

アクション・ブロックの作成

アクション・ブロックとは、アクション図のすべてのビューとステートメント用のコンテナです。アクション図に Call
External ステートメントを追加するには、アクション図が Note ステートメントを除いて空である必要があります。その
ため、Call External ステートメントごとにアクション図を作成します。

以下の手順に従います。

1. ［Tool （ツール）］ - ［分析］ - ［アクション図］をクリックします。
［アクション図名］ダイアログ・ボックスが開きます。

2. ［新規］をクリックします。
［New Properties （新規特性）］ダイアログ・ボックスが開きます。

3. ［アクション・ブロック］テキスト・ボックスに名前を入力し、説明を入力します。
4. ［OK］をクリックします。
これらの手順により、空のビュー・リストを含む空のアクション図が作成されます。

ビューの作成

Web サービスの入力パラメータをマッチングするには、ここで作成した Define_Request ワーク・セットのビューをア
クション図のインポート・セクションに追加します。ビューに「Import」という名前を付けます。同様に、Web サービ
スの出力パラメータをマッチングするには、Define_Response ワーク・セットのビューをアクション図のエクスポー

 259



 CA Gen - 86JP - Japanese - Japan

ト・セクションに追加します。ビューに「Export」という名前を付けます。この手順をスキップして、その場でビューを
作成することもできます。

重要： 行数がグループ・ビューのサイズを超える場合、グループ・ビューがいっぱいになるまでは行が考慮されます。
残りの行は無視されます。そのため、予想されるすべてのデータを保持できるようにグループ・ビューのサイズを選択し
ます。この例では、グループ・ビューのサイズが 10 に設定されます。

Call External ステートメントの追加

ここで、アクション・ブロックに CALL EXTERNAL ステートメントを追加し、Web サービスのパラメータへのマッチン
グを行います。

以下の手順に従います。

1. ［編集］ - ［ステートメントの追加］ - ［Call External］をクリックします。
［WSDL メソッドの選択］ダイアログ・ボックスが表示されます。

2. 「http://services.aonaware.com/DictService/DictService.asmx?WSDL」と入力し、［実行］をクリックします。
テキスト・エリアに Web サービスのメソッドが表示されます。

3. ［Define method （メソッドの定義）］を選択し、［追加］をクリックします。
［Web サービス・パラメータ・マッチのインポート］ダイアログ・ボックスが表示されます。

4. 以下のいずれかの手順に従います。
– ［WSDL パラメータ］リストからパラメータを選択し、インポート・セクションで作成済みの適切なビューを選
択して、［マッチ］をクリックします。

– ビューをその場で作成するには、以下の手順に従います。
– ［WSDL パラメータ］リストからパラメータを選択し、ここで作成された同じ名前のワーク・セット属性を選択
して、［マッチ］をクリックします。
［ビューの作成/選択］ダイアログ・ボックスが表示されます。

– ビューの名前を入力し、［了解］をクリックします。
選択されたパラメータおよびマッチする属性は、それぞれ［パラメータ］および［ビュー］列に追加されます。

NOTE
注： パラメータおよび属性をマッチ解除するには、［Parameter Matching （パラメータ・マッチング）］
ダイアログの上部にある［パラメータおよびビュー］テーブルで行を選択して、［マッチ解消］をクリック
します。

5. すべての入力パラメータがマップされるまで、手順 4 と 5 を繰り返します。
6. ［OK］をクリックします。
［Web サービス・パラメータ・マッチのエクスポート］ダイアログ・ボックスが表示されます。

7. WSDL のすべての出力パラメータについて、手順 4 ～ 7 を繰り返します。
8. ［OK］をクリックします。
これらの手順により、アクション図への Web サービスの追加が完了します。以下のコードが、アクション図に追加
されます。

Call External Web Service "Define"

 

########### Web #######

コンテンツ

アプリケーション開発者は、Call External ステートメントを使用して、アクション図でセキュリティ保護された Web
サービスを使用できます。このプロセスは、セキュリティ保護されていない Web サービスを使用する方法と似ていま
す。Gen 生成アプリケーションは、HTTPS プロトコルで必要な証明書の検証を行います。
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セキュリティ保護された Web サービスを使用する前に、以下の重要事項に注意してください。

• Gen 生成アプリケーションは、証明書バンドル cacert.pem を使用して、信頼されているサーバを検証します。詳細
については、「cacert.pem」を参照してください。

• サポートされている SSL バージョン SSLV1.0 および TLSV1 です。
• SSL 証明書の検証は、サーバ証明書のみを対象として実行されます。
• 現在、セキュリティ保護された Web サービスは、C で生成されたアプリケーションのみで使用できます。
• Web サービスは、SOAP バージョン 1.1 または 1.2 の WSDL 仕様に従う必要があります。WSDL でバージョンが指
定されていない場合、デフォルトによってアプリケーションはこれを SOAP バージョン 1.1 として扱います。WSDL
に両方の SOAP バージョンが含まれている場合は、SOAP バージョン 1.2 として扱われます。

• https で始まるセキュリティ保護された URL は、実行時にセキュリティ証明書の検証を実行します。実行時の検証を
無視するには、callexternal.ini の検証オプションを編集します。

アクション図での Call External ステートメントの作成

Call External ステートメントを使用して、アクション図から外部のセキュリティ保護された Web サービスを呼び出すこ
とができます。信頼されている HTTPS URL の例： https://api.postalmethods.com/2009-09-09/PostalWS.asmx?WSDL

Call External ステートメントを作成するには、以下の手順に従います。

アクション図の作成

アクション図に Call External ステートメントを追加するには、アクション図が Note ステートメントを除いて空である必
要があります。そのため、Call External ステートメントごとにアクション図を作成します。

アクション図を作成する方法

1. ［Tool （ツール）］ - ［分析］ - ［アクション図］をクリックします。 
［アクション図名］ダイアログ・ボックスが開きます。

2. ［新規］をクリックします。 
（新規オブジェクト）プロパティ・ダイアログ・ボックスが表示されます。

3. 対応するテキスト・ボックスにアクション・ブロックの名前と説明を入力します。

NOTE

注： アクション・ブロックとは、アクション図のすべてのビューとステートメント用のコンテナです。
4. ［OK］をクリックします。
これらの手順により、空のビュー・リストを含む空のアクション図が作成されます。

サンプル Web サービス用のワーク・セットの作成

最初にワーク・セットを作成し、そのワーク・セットの属性を作成します。属性名は利便性のために提供されます。パラ
メータのマッチング中に、ビューを作成するか、または既存のビューを使用することができます。

さまざまな Gen データ・タイプおよび XSD データ・タイプの詳細については、「XML タイプ」を参照してください。

XSD データ・タイプに対して推奨される Gen データ・タイプの対応の詳細については、「XSD データ・タイプに対し
て推奨される Gen データ・タイプの選択」を参照してください。

サンプル Web サービス用のワーク・セットの作成方法

1. ［Tool （ツール）］ - ［分析］ - ［ワーク・セット・リスト］をクリックします。
［ワーク・セット・リスト］ウィンドウが表示されます。

2. 右クリックしてアクションのリストを表示し、［Add Work Set （ワーク・セットの追加）］をクリックします。
（新規オブジェクト）プロパティ・ダイアログ・ボックスが表示されます。

3. ワーク・セット名として「WS_CANCEL_REQ」と入力し、［了解］をクリックします。
WS_CANCEL_REQ ワーク・セット名が［ワーク・セット・リスト］ウィンドウに表示されます。
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4. WS_CANCEL_REQ を右クリックします。
5. ［編集］ - ［属性の追加］をクリックします。
（新規オブジェクト）プロパティ・ダイアログ・ボックスが表示されます。

6. 以下の属性を追加し、［了解］をクリックします。

属性名 モデル 長さ 可変長 オプション 大文字と小文字の
区別

ID 数値 10 No No No

APIKEY テキスト 4094 Yes No 有効

上記の属性は、Web サービスへの入力として渡されます。
7. 手順 3 ～ 5 を繰り返して、以下の属性の新しいワーク・セット WS_CANCEL_RES を作成します。

属性名 モデル 長さ 可変長 オプション 大文字と小文字の
区別

CANCELDELIVER
YRESULT

数値 10 No No No

 上記の属性は、Web サービスの出力を受け取るために使用されます。

サービス・パラメータの Gen ビューへのマッチング

Web サービス・メソッドの入力および出力パラメータを Gen ビューにマッチングできます。このマッチングによ
り、Gen ビューを使用して Web サービスとの間でデータの送受信を行うことができます。

Web サービスの入力パラメータをマッチングするには、（ここで作成した） WS_CANCEL_REQ ワーク・セットの
ビューをアクション図のインポート・セクションに追加します。ビューに「Import」という名前を付けます。

Web サービスの出力パラメータをマッチングするには、WS_CANCEL_RESP ワーク・セットのビューをアクション図の
エクスポート・セクションに追加します。ビューに「Export」という名前を付けます。この手順をスキップして、その場
でビューを作成することもできます。

WARNING

重要： 行数がグループ・ビューのサイズを超える場合、グループ・ビューがいっぱいになるまでは行が考慮
されます。残りの行は無視されます。そのため、予想されるすべてのデータを保持できるようにグループ・
ビューのサイズを選択します。ここで示す例では、グループ・ビューはありません。

Call External ステートメントの追加

アクション図を作成したら、アクション図に Call External ステートメントを追加し、Web サービスのパラメータのマッ
チングを行います。

Call External ステートメントを追加する方法

1. アクション図を開きます。 
そのためには、［Tool （ツール）］ - ［分析］ - ［アクション図］をクリックします。

2. 空白行を右クリックします。
3. ［編集］ - ［ステートメントの追加］ - ［Call External］をクリックします。
［WSDL メソッドの選択］ダイアログ・ボックスが表示されます。

4. WSDL URI （たとえば、https://api.postalmethods.com/2009-09-09/PostalWS.asmx?WSDL）を入力し、［実行］を
クリックします。
セキュリティ保護された WSDL では、Gen は実行時にサーバ証明書を検証します。 

5. 検証を無視する場合は、callexternal.ini 内のサーバ・エントリを編集します。
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テキスト・エリアに Web サービスのメソッドが表示されます。

NOTE

注： URI が信頼されていない場合は、証明書が自己署名または無効であるという警告を受け取ります。

• 信頼されていない WSDL を使用して続行するには、［はい］をクリックします。
• アクションを中止するには、［いいえ］をクリックします。

6. 適切な Web サービス・メソッドを選択し、［追加］をクリックします。
パラメータをマッチングするための［Web サービス・パラメータ・マッチのインポート］ダイアログ・ボックスが表
示されます。マッチングはインポートとエクスポートの両方ビューで実行できます。

7. 以下のいずれかの手順に従います。
– ［WSDL パラメータ］リストからパラメータを選択し、インポート・セクションで作成済みの適切なビューを選
択して、［マッチ］をクリックします。

– ビューを即座に作成するには、［WSDL パラメータ］リストからパラメータを選択し、ここで作成された同じ名
前のワーク・セット属性を選択して、［マッチ］をクリックします。
［ビューの作成/選択］ダイアログ・ボックスが表示されます。

– ビューの名前を入力し、［了解］をクリックします。
選択されたパラメータおよびマッチする属性は、それぞれ［パラメータ］および［ビュー］列に追加されます。

NOTE

注： パラメータおよび属性をマッチ解除するには、［Parameter Matching （パラメータ・マッチン
グ）］ダイアログの上部にある［パラメータおよびビュー］テーブルで行を選択して、［マッチ解消］
をクリックします。

8. すべての入力パラメータがマップされるまで、手順 7 を繰り返します。
［Web サービス・パラメータ・マッチのエクスポート］ダイアログ・ボックスが表示されます。

9. WSDL のすべての出力パラメータについて、手順 7 を繰り返します。
これらの手順により、アクション図への Web サービスの追加が完了します。以下のコードが、アクション図に追加
されます。

Call External Web Service "CancelDelivery"

パラメータの形式について

メソッドのパラメータは以下のように表示されます。

Data-Type Parameter-Name [Optional, n]

意味は以下のとおりです。

• Data-Type = パラメータのデータ・タイプ
• Parameter-Name = 名前空間でのパラメータの完全修飾名
• Optional = オプションのパラメータ
この値が表示されない場合、パラメータは必須です。

• n = パラメータのインスタンスの繰り返し
– n を使用できない場合、パラメータは反復グループ・ビューの一部ではない属性ビューにマッチングできます。
– n が特定の数または「Unbound （制限なし）」の場合、パラメータは反復グループ・ビューの一部である属性
ビューにマッチングできます。
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NOTE

注： 完全修飾名の任意の要素に値（n）がある場合、マッチングされた属性ビューはネストした反復
グループ・ビューの一部である必要があります。たとえば、data_type element1. element2 [Optional,
n].parameter_name [n2] は、外部グループと内部グループの両方が繰り返されるネストしたグループ・
ビューにマッチングさせる必要があります。

セキュリティ保護された Web サービス用のアプリケーションの構成

実行中に、生成されたアプリケーションは callexternal.ini および cacert.pem という 2 つの新しいファイルを使用しま
す。

• callexternal.ini ファイルには、実行時のサーバ証明書の検証を上書きするために必要な設定があります。詳細につい
ては、「Call External ファイル」を参照してください。

• cacert.pem は、信頼されているサーバに対して https 要求を検証するために使用される認証機関 pem ファイルで
す。 詳細については、「cacert.pem」を参照してください。

cacert.pem

これは、認証機関（CA）によって信頼されている公開証明書のバンドルである PEM 形式のファイルです。これは、信
頼されているサーバに対して https 要求を検証するために Call External ステートメントによって使用されます。このファ
イルに関する重要な注意事項を以下に示します。

• これは、GEN のインストールに付属するサンプル ファイルです。このファイルは頻繁に置換してください。この
ファイルは公開されており、http://curl.haxx.se/ca/cacert.pem からダウンロードすることができます。

• PEM ファイル形式のみがサポートされています。
• ファイル名は cacert.pem にする必要があり、ファイル名の大文字と小文字は区別されます。
• このファイルは、実行時に置換できます。つまり、アプリケーションの実行時にこのファイルを変更することができ
ます。

• Gen 生成アプリケーションは、指定された順序で以下の場所から cacert.pem ファイルを検索します。
Windows の場合
– %CALLEXTERNAL_HOME%
– %USERPROFILE%\AppData\Local\CA\Gen 8.6\cfg
– %ALLUSERSPROFILE%\CA\Gen 8.6\cfg
– %Path% - この環境変数内の各パス コンポーネント
Linux/Unix フレーバーの場合
– %CALLEXTERNAL_HOME%
– %Path% - この環境変数内の各パス コンポーネント

• これらの場所でファイルが見つからない場合は、存在しないと見なされます。この場合は、実行時に、Gen 生成アプ
リケーションが信頼されているサーバにアクセスしようとするときにエラーが発生する可能性があります。

• Gen のインストールでは、このファイルは %IEFH% にインストールされます。

 

##########

このダイアログ・ボックスでは、Web サービス・メソッドのパラメータと Gen 属性ビューの間でマッチングのリスト
を編集できます。マッチした入力領域には、入力パラメータとマッチングするビューが表示されます。テーブルの下の
［追加］および［削除］ボタンを使用して、新しいマッチを追加したり、既存のマッチを削除したりできます。同様に、
［マッチした出力］領域には、出力パラメータとそれらにマッチングするビューが、［追加］および［削除］オプション
と共に表示されます。

このダイアログ・ボックスには、［WSDLメソッドを選択する］ダイアログ・ボックスから渡された Web サービス URI
が表示されます。
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このダイアログ・ボックスには、以下のフィールドがあります。

ビューおよびパラメータ

ビューおよびそのマッチするパラメータのリストを表示します。

Add

アクション図内で、メソッド・パラメータとビューの間のマッピングを作成します。［Web サービス・メソッド・パラ
メータ］ダイアログ・ボックスを開きます。

削除

選択されたビューおよびパラメータ・マッチを削除します。このボタンが有効になるのは、［ビューおよびパラメータ］
テーブルで 1 つ以上の項目が選択されている場合です。あるいは、項目を選択し、キーボードの Delete キーを押しま
す。

了解

変更を保存した後に、ダイアログ・ボックスを閉じます。

取消

変更を保存せずに、ダイアログ・ボックスを終了します。

［デフォルト］ボタン・オプションを使用して［Web サービス・パラメータのマッチ］ダイアログ・ボックスのパラ
メータをマッチした場合、ワーク・セットのセットが作成されます。後で、マッチングを削除するには、Call External
Web Service ステートメントをダブルクリックし、［メソッド・パラメータ］ダイアログ・ボックスで［削除］をクリッ
クします。［メソッド・パラメータ］ダイアログ・ボックスで［キャンセル］ボタンをクリックすると、マッチは削除さ
れますが、パラメータのマッチに対して作成されたワーク・セットは削除されません。

Call External ####

callexternal.ini ファイルでは、Call External ステートメントの構成設定を上書きすることができます。callexternal.ini
ファイルを使用すると、サーバ証明書の検証の実行時間をカスタマイズできます。

callexternal.ini ファイルの使用方法

実行時のサーバ証明書の検証をオンおよびオフにできます。これを行うには、callexternal.ini ファイルを使用して実行中
に検証の設定を上書きします。設計時に使用可能なオプションの詳細については、「セキュリティ保護された Web サー
ビスの利用」を参照してください。

以下のオプションおよび例を参照してください。

サーバ証明書の検証をオンおよびオフにする構成行の形式

<Server Name>:<Port Number> <Value>

意味は以下のとおりです。

Server Name = Web サービスが実行されているマシンの名前

Port Number = （オプション） Web サービスが実行されているポート番号

Value = Y または N

• Y = クライアントはサーバ証明書を検証します。
• N = クライアントはサーバ証明書を検証しません。

以下の組み合わせで記述することができます。各組み合わせの後にその説明が続きます。

• Server_name Y
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Server_name でホストされているセキュリティ保護された Web サービスの実行時に、サーバ証明書の検証が実行さ
れます。

• Server_name N
Server_name でホストされているセキュリティ保護された Web サービスの実行時に、サーバ証明書の検証が実行さ
れません。

• Server_name:port_number Y
Server_name および特定の Port_Number でホストされているセキュリティ保護された Web サービスの実行時に、
サーバ証明書の検証が実行されます。

• Server_name:port_number N
Server_name および特定の Port_Number でホストされているセキュリティ保護された Web サービスの実行時に、
サーバ証明書の検証が実行されません。

例： https URL が https://api.postalmethods.com/2009-09-09/PostalWS.asmx?WSDL の場合、Server_name は
「api.postalmethods.com」です。サーバ検証をオフにする場合は、エントリを「api.postalmethods.com N」にする必要
があります。

注意事項：

1. callexternal.ini ファイルには、実行時のサーバ証明書検証のデフォルト設定が含まれています。設定を上書きするに
は、検証オプションを編集します。

2. ファイル名は「callexternal.ini」にする必要があり、ファイル名の大文字と小文字は区別されます。
3. ファイル内の構成エントリの大文字と小文字は区別されません。
4. Gen 生成アプリケーションは、指定された順序で以下の場所から callexternal.ini ファイルを検索します。

– Windows の場合
• %CALLEXTERNAL_HOME%
• %USERPROFILE%\AppData\Local\CA\Gen 8.6\cfg
• %ALLUSERSPROFILE%\CA\Gen 8.6\cfg
• %Path% - この環境変数内の各パス コンポーネント

– Linux/Unix フレーバーの場合
• %CALLEXTERNAL_HOME%
• %Path% - この環境変数内の各パス コンポーネント

5. これらの場所でファイルが見つからない場合は、存在しないと見なされます。
6. Gen のインストールでは、ファイルは %IEFH% にインストールされます。
7. callexternal.ini ファイル内のコメントは # で開始されます。同じサーバで複数の有効なエントリがある場合は、最初
のエントリが考慮されます。

callexternal.ini ファイルの内容

ファイルの内容を以下に示します。

#

# CA Gen

# Copyright (C) 2016 CA. All rights reserved.

#

# callexternal.ini - This file is to customize the server certificate validation.

#
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# By default there exists only one copy of this file. The installed location

# is the <CA Gen installation directory> folder.

#

# The application will search for this file in the following order:

#

# 1)%CALLEXTERNAL_HOME% - The directory value contained within this environment

# variable

# 2)%USERPROFILE%\AppData\Local\CA\Gen 8.6\cfg

# 3)%ALLUSERSPROFILE%\CA\Gen 8.6\cfg

# 4)%PATH% - In each of the path components within this environment variable

#

# Unix/Linux only

# 1) $CALLEXTERNAL_HOME - The directory value contained within this environment

# variable

# 2) $PATH - In each of the path components within this environment variable

#

#

# If the file is not found in one of these places, it is assumed to not exist.

# In case there is more than one copy of the file, the order of precedence

# is as described above. The use of this search order is defined below:

#

# %CALLEXTERNAL_HOME%, $CALLEXTERNAL_HOME:

# The environment variable CALLEXTERNAL_HOME can be set to point to a

# directory containing the callexternal.ini file to be used by the invoking
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# application.

#

# %USERPROFILE%\AppData\Local\CA\Gen 8.6\cfg (Windows only):

# If the callexternal.ini file is stored in this location, it is accessible by

# all applications executed by a particular user on the system.

#

# %ALLUSERSPROFILE%\CA\Gen 8.6\cfg (Windows only):

# If the callexternal.ini file is stored in this location, it is accessible by

# all applications executed by all users on the system.

#Currently we have two links one for ssl

# %PATH%, $PATH:

# If the callexternal.ini file has not been found in the other 3 locations above,

# all paths listed in the PATH environment variable will be searched. By

# default, CA Gen is part of the PATH environment variable.

#

# The content of the file looks like below.

# <Server Name> <Value>

#

# <Server Name>:

# The name of the server where it is running, for example for the

# given WSDL https://api.postalmethods.com/2009-09-09/PostalWS.asmx?WSDL

# the server name is "api.postalmethods.com"

#

# <Value>:

# The value can be either Y or N.
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# Y indicates Client validates the server certificate

# N indicates Client doesn't validate the server certificate

#

# api.postalmethods.com Y

# api.postalmethods.com N

#

# If server is running on a specific port we have to mention port name as well.

# <Server name>:<Port no> Y

####################

インライン コード ステートメントの追加

インライン・コード・ステートメントを使用すると、ターゲット固有のソース・コードをアクション図内にインライン
で組み込み、モデルに格納できます。モデルの外部に外部アクション・ブロック（EAB）コードを保持する代わりに、そ
のコードをアクション図のインライン・コード・ステートメント内に入れて、モデル内に格納できます。インライン・
コード・ステートメントを使用すると、ネイティブ・ターゲット言語（C や COBOL など）のカスタム・コード、また
はデータベース固有または非固有の SQL ステートメントを追加できます。

以下の手順に従います。

1. ［分析］または［設計］ - ［アクション図］をクリックします。
［アクション図名］ダイアログ・ボックスが表示されます。

2. ［プロセス］、［プロシージャ・ステップ］、または［アクション・ブロック］のリストから項目を選択し、［了
解］をクリックします。
［アクション図］ウィンドウが開き、選択した項目が表示されます。

3. 後ろにステートメントを追加するステートメントを選択します。
4. ［編集］ - ［ステートメントの追加］ - ［Inline Code］をクリックします。
［インライン・コード］ダイアログ・ボックスが開きます。

5. 以下の情報を指定します。
– SQL 宣言
インライン・コード・ステートメントで必要になる可能性がある任意のホスト変数を指定できます。これらはイ
ンライン・コード・ステートメントとは別に収集されるので、生成コードの EXEC SQL DECLARE セクション
に含めることができます。これらの変数と SQL ステートメントを一緒に使用して、データベースから情報を取
得したり、データベースに情報を追加したりします。このフィールドを有効にするには、ダイアログ ボックスで
［SQL］オプションを選択します。

NOTE
注： アクション図にエンティティ・アクション・ビューを定義してあったとしても、これらのビューに
対して生成されるホスト変数には、インライン・コード・ステートメントからはアクセスできません。

– グローバル変数の宣言
複数のインライン・コード・ステートメントによって使用される可能性があり、アクション図内でグローバルに定
義する必要のある、任意の変数を指定できます。また、このセクションには、#include ステートメント（C コード
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用）および copy ステートメント（COBOL 用）を追加できます。COBOL では、グローバル変数宣言は生成コー
ドの Working Storage セクションに配置されます。他の言語については、グローバルに参照できるように、宣言は
生成コードの先頭に配置されます。このフィールドを有効にするには、ダイアログ・ボックスの［言語］ドロップ
ダウン・リストから値を選択します。
ターゲット言語が COBOL の場合、プログラム・セクションはグローバル変数のインライン・コード・ステートメ
ントによってサポートされます。以下の順序でグローバル変数を宣言します。
a. INPUT-OUTPUT SECTION (FILE-CONTROL)
b. FILE SECTION
c. WORKING STORAGE SECTION
COBOL のグローバル変数を宣言するには、次のルールに従います。
• すべてのセクション・テキストの前にセクション名を置く必要があります。
• セクションの順序は固定です。
• 有効なセクション・テキストの終わりは、次の有効なセクション名またはテキストの終わりのいずれかによっ
て特定されます。

• 有効なセクション名が見つからない場合、テキストは WORKING-STORAGE セクションに配置されます。
• サポートされるセクションはすべてオプションです。セクションが空でテキストが定義されていない場合、そ
のセクションは無視できます。

• コメントを追加するには、行の先頭に「*」を使用します。
NOTE
注： Java の Import ステートメントおよび C# の Using ステートメントは、Global Variable Declarations
フィールドで宣言できます。Import または Using ステートメントはすべて、このフィールドの先頭にお
いてのみ指定し、他の場所では指定しないようにする必要があります。

– コード
ここにコードを入力します。このコードは、言語固有のコードまたは SQL ステートメントです。このフィールド
に何も入力しないと、［了解］ボタンは有効になりません。また、他のフィールドに追加されたコードも表示し
ます。このテキスト・ボックス内のコードは編集できます。Tab キーを使用してコードに Tab 文字を追加できま
す。Shift キーを押しながら Tab キーを押すと、ダイアログ・ボックス内のフィールドを逆方向に移動したり、テ
キスト・ボックスを終了して出ることができます。テキスト・ボックス内で Tab キーを押すことによりダイアロ
グ・ボックスを前方に移動することはできません。

NOTE
注： COBOL でインライン・コード・ステートメントまたは宣言を入力している間に、TAB キーを使用し
ないでください。

ビューの参照を挿入する
このプッシュボタンを使用すると、インライン・コード・ステートメントにアクション図ビュー参照を挿入できま
す。このボタンをクリックすると、［ビュー参照の挿入］ダイアログ・ボックスが開きます。このダイアログ・ボッ
クスでは、アクション図ビューを選択し、参照を自分で入力する必要なく、エンコードされた参照が現在のカーソル
位置でステートメントに挿入されるようにできます。添字、任意の参照される反復グループ・ビューの最大値および
最終値と同様に、アクション図内の任意のビューを選択できます。
注： インライン・コード・ステートメントにビュー参照の区切り文字（##）がデータとして含まれる場合、無効な
コード生成またはコード生成の失敗の原因になる可能性があります。このシナリオを回避するには、以下の手順に従
います。
1. グローバル変数を宣言し、そのグローバル変数を使用して、「##」文字シーケンスを含む文字列リテラルを参照し
ます。
2. 使用している言語に固有の言語構造を使用して、## 文字シーケンスをエスケープします。
C の例： \x23#<text>#\x23
C# および Java の例： \u0023#<text>#\u0023
システム変数の参照を挿入する
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このプッシュボタンを使用すると、Command などの CA Gen システム変数に対する参照を挿入できます。このボタ
ンをクリックすると［システム変数参照の挿入］ダイアログ・ボックスが開くので、インライン・コード・ステート
メントの現在のカーソル位置に挿入する Gen システム変数参照を選択します。
物理モデル・エレメントを挿入する
このプッシュボタンを使用すると、データベース要素への物理モデル参照を挿入できます。このボタンをクリックす
ると［物理モデル要素の挿入］ダイアログ・ボックスが開くので、カーソル位置のテーブル、列、インデックスなど
のデータベース要素を選択します。このボタンは、［データベース］フィールドでデータベース・オプションが選択
されている場合にのみ有効になります。
文字のカウント
インライン・コード・ステートメントの文字数が表示されます。インライン・コード・ステートメントの最大文字数
を制限していない場合、このフィールドは表示されません。
注： インライン・コード・ステートメントの最大文字数は［モデル基本設定］ダイアログ・ボックスで設定すること
によって制限できます。詳細については、「インライン・コード・ステートメントの文字数を制限する」を参照して
ください。
コード名
（オプション）この入力フィールドを使用すると、インライン・コード・ステートメントをカプセル化するために生
成される関数の名前を指定できます。これにより、後で別のインライン・コード・ステートメントによって再利用さ
れるコードをアクション図に含めることができます。インライン・コード・ステートメントに名前がある場合、別の
インライン・コード・ステートメントでは参照を使用することによってのみ、そのステートメントを実行できること
に注意してください。指定する名前は、選択されている言語で有効な識別子である必要があります。コード名は関数
名に似ています。
異なるターゲットのステートメントは無視する
このチェック・ボックスを使用すると、インライン・コード・ステートメントを含むアクション図がステートメント
で指定されているもの以外のターゲットに対して生成されている場合のインライン・コード・ステートメントの処理
方法を指定できます。このチェック・ボックスをチェックすると、ステートメントは生成コードに含まれなくなりま
す。このオプションを選択しないと、生成される環境に対してステートメントが不適切であることを示すエラーが生
成中に表示されます。これにより、異なる環境を対象とする複数のバージョンのインライン・コード・ステートメン
トを作成し、その環境に適したコードのみを含めることができます。
ターゲットの環境
ダイアログ・ボックスのこのセクションでは、ジェネレータが使用するターゲット環境情報を指定し、その環境用に
生成されたコードだけが含まれるようにします。ジェネレータはこの情報を使用して、生成ソースにコードを含める
必要があるかどうかを判断します。
オペレーティング・システム
（オプション）オペレーティング・システムを指定します。オペレーティング・システムが指定されている場合、イ
ンライン・コード・ステートメントは、選択したオペレーティング・システムがターゲット環境に含まれる場合にの
み有効です。
言語
インライン・コード・ステートメントの言語を指定します。サポートされるプログラミング言語のいずれかを指定で
きます（C、COBOL、Java、C#）。
SQL
インライン・コードに 1 つ以上の SQL ステートメントが含まれることを指定します。このチェック・ボックスをオ
ンにすると、このステートメントを含むアクション図をコンパイルする前に、データベース・プリコンパイラが実
行されます。このチェック・ボックスをオンにするとき、データベースを選択する必要はないことに注意してくださ
い。また、ステートメントを有効にするには、［言語］が選択されているか、または［SQL］チェック・ボックスが
チェックされている必要があることにも注意してください。
データベース
（オプション）データベースを指定します。サポートされるデータベース（SQL
Server、Oracle、DB2、JDBC、ODBC）のいずれかを指定できます。
TP モニタ
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（オプション）アプリケーションがその下で実行されるトランザクション処理（TP）モニタを指定します。オペレー
ティング・システムが指定されている場合、そのオペレーティング・システムで有効な TP モニタのリストがこの
フィールドに表示されます。オペレーティング・システムを選択しなくても TP モニタを選択できます。
注： ［オペレーティング・システム］、［言語］、［データベース］、［TP モニタ］の各フィールドでオプション
を選択すると、選択したオプションに関連付けられた有効なオプションのセットが、他のフィールドで使用できるよ
うになります。

6. ［OK］をクリックします。
インライン・コード・アクション・ステートメントがアクション図に追加されます。

NOTE
注： ダイアログ・ボックス内のコードを編集できます。システム変数参照またはビュー参照を変更し、値
が無効な場合は、ダイアログ・ボックスで［OK］をクリックすると、コードが無効であるというメッセー
ジが表示されます。メッセージを閉じた後は、コードの無効な部分が強調表示されます。

注： インライン・コードを編集するには、アクション図で既存のインライン・コードをダブルクリックし
ます。［Inline Code］編集ダイアログ・ボックスの［了解］ボタンは、コードの一部が変更された場合にの
み有効になります。［編集］メニューの［ステートメントの削除］メニュー項目は、インライン・コード・
ステートメントが選択されている場合にのみ使用できます。

インライン・コード・ステートメンは、以下のようにフォーマットされます。

INLINE CODE Code Name: xxxxxxxx  Ignore Statement in Different Target: yes/no

   Operating System: xxxxxxxx  Language: xxxxx

   SQL: yes/no  Database: xxxxx

    **SQL Declarations**

    

    <SQL-Declarations-text>

    **Global Variable Declarations**

    

    <Global-Variable-Declarations-text>

    **Code**

    

    <Code-text>

##########################

インライン・コード・ステートメントで使用される文字の数を制限できます。モデルごとに制限を指定できます。

以下の手順に従います。

1. モデルを開きます。
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2. ［モデル］ - ［設定］ - ［モデル基本設定］の順にクリックします。
3. ［モデル基本設定］ダイアログ・ボックスが開きます。
4. ［最大のインライン・コード・ステートメント文字設定］フィールドに、0 ～ 65535 の間の数を入力します。

 

NOTE

注： 文字数を制限しない場合は、0 を指定します。

5. ［OK］をクリックします。

そのモデルのインライン・コードの最大文字数が設定されます。

 

モデル基本設定の詳細については、「［モデル基本設定］ダイアログ・ボックス」を参照してください。

 

ODBC#JDBC#### ADO.NET ##################################

コンテンツ

このシナリオでは、アプリケーション開発者がインライン・コード・ステートメントを含むアクション図を作成する方法
について説明します。ここでは、ODBC/JDBC/ADO.NET ステートメントを含むインライン・コード・ステートメントを
作成する手順を示します。

インライン・コード・ステートメントを使用すると、ターゲット固有のソース・コードをアクション図内にインライン
で組み込み、モデルに格納できます。モデル外の外部アクション・ブロック（EAB）コードを管理する代わりに、その
コードをインライン・コード・ステートメントに追加します。このステートメントは、コードがモデル内に格納されるこ
とを保証します。インライン・コード・ステートメントでは、C や COBOL などのネイティブ・ターゲット言語でカス
タム・コードを追加できます。データベースに固有の SQL ステートメントや一般的な SQL ステートメントを追加しま
す。

このドキュメントには、ODBC/JDBC/ADO.NET ステートメントを対象としてインライン・コード・ステートメントを追
加するのに役立つヒントとベスト・プラクティスが記載されています。ただし、このセクションでは、考えられるすべて
のシナリオについて説明しているわけではありません。

［Inline Code］ダイアログ・ボックスを開く

［Inline Code］ダイアログ・ボックスを使用して、インライン・コード・ステートメントをアクション図に追加できま
す。

以下の手順に従います。

1. ［分析］または［設計］ - ［アクション図］をクリックします。
［アクション図名］ダイアログ・ボックスが表示されます。

2. ［プロセス］、［プロシージャ・ステップ］、または［アクション・ブロック］のリストから項目を選択し、［了
解］をクリックします。
［アクション図］ウィンドウが開き、選択した項目が表示されます。

3. 後ろにステートメントを追加するステートメントを選択します。
4. ［編集］ - ［ステートメントの追加］ - ［Inline Code］をクリックします。
［インライン・コード］ダイアログ・ボックスが開きます。

1. このページには、ODBC/JDBC/ADO.NET コードのさまざまなセクションを指定するフィールドについての推奨事項
が含まれています。
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ODBC/JDBC/ADO.NET を含むインライン・コード・ステートメント

インライン・コード・ステートメントを使用すると、ODBC/JDBC/ADO.NET ステートメントを含むカスタム・コード
または SQL ステートメントをアクション図に追加できます。SQL ステートメントのみを含むステートメントは、デー
タベース・プリコンパイラが SQL を言語依存のソース・コードに変換するので、簡単に作成できます。ODBC/JDBC/
ADO.NET コードはターゲット・ソース言語で直接記述されるため、SQL 文だけでなく、さらにコーディングが必要で
す。

以下のスキーマを使用するエンティティ EMPLOYEE に対して CRUD 操作を実行するシナリオを考えてみます。

Entity EMPLOYEE

Attribute NUMBER number(6) primary key

Attribute NAME text(30)

Attribute WORK_PHONE text(16) optional

変数の宣言

以下の項目は、変数のタイプを示します。

• データ・アクセスに固有の変数
• Host variables

以下の手順に従います。

データ・アクセスに固有の変数を宣言します。
これらの変数によって、ODBC/JDBC ステートメントの実行が容易になります。インライン・コード・ステートメント
の［グローバル変数の宣言］セクションを使用します。
［グローバル変数の宣言］フィールドに、アクション図でグローバルに使用されるすべての変数を指定します。複数のイ
ンライン・コード・ステートメントで変数を使用します。

• C/ODBC

/* To execute SQL (INSERT) query */

static TIHSTMT create_stmt = {SQL_NULL_HSTMT, NULL};

static RETCODE ret_code = 0;

 

/* To execute SQL (SELECT) query*/

static TIHSTMT read_stmt = {SQL_NULL_HSTMT, NULL};

static RETCODE ret_code = 0;

 

/* To execute SQL (UPDATE) query*/
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static TIHSTMT update_stmt = {SQL_NULL_HSTMT, NULL};

static RETCODE ret_code = 0;

 

 

• C#/ADO.NET

/* To execute SQL (INSERT) query */

IAbstractCommand create_cmd;

IAbstractResultSet create_rs;

Exception sql_ex = null;

 

/* To execute SQL (SELECT) query*/

IAbstractCommand read_cmd;

IAbstractResultSet read_rs;

Exception sql_ex = null;

 

 

/* To execute SQL (UPDATE) query*/

IAbstractCommand update_cmd;

IAbstractResultSet update_rs;

Exception sql_ex = null;

 

 

• JAVA/JDBC

/* To execute SQL (INSERT) query */
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PreparedStatement create_cmd;

ResultSet create_rs;

Exception sql_ex = null;

 

/* To execute SQL (SELECT) query */

 

PreparedStatement read_cmd;

ResultSet read_rs;

Exception sql_ex = null;

 

/* To execute SQL (UPDATE) query */

 

PreparedStatement update_cmd;

ResultSet update_rs;

Exception sql_ex = null;

 

 

• ホスト変数を宣言します。これらの変数を使用して、SQL ステートメントの作成中に列またはパラメータのいずれか
をバインドします。
ODBC/ADO.NET/JDBC SQL 宣言を処理するためにプリコンパイルは必要ないため、インライン・コード・ステー
トメントのいずれかの宣言セクションを使用します。［SQL宣言］フィールドでは、任意のホスト変数を指定できま
す。特に、埋め込み SQL ステートメントを含むインライン・コード・ステートメントでは、ホスト変数が使用され
ます。これらの変数は、生成されたコードの EXEC SQL DECLARE セクションに含まれるように、別々に収集されま
す。これらの変数と SQL ステートメントを一緒に使用して、データベースから情報を取得したり、データベースに
情報を追加したりします。このフィールドを有効にするには、ダイアログ ボックスで［SQL］オプションを選択しま
す。

NOTE

アクション図でエンティティ・アクション・ビューが定義されている場合、インライン・コード・ステートメ
ントは、それらのビューに対して生成されたホスト変数にアクセスできません。

 

• • • C/ODBC
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static SDWORD hv_number;

static UCHAR FAR hv_name[31];

static UCHAR FAR hv_work_phone[17];

static SQLLEN hvind_work_phone;

 

• • • C#/ADO.NET

int hv_number;

string hv_name;

string hv_work_phone;

bool hvind_work_phone;

 

• • • JAVA/JDBC

int hv_number;

String hv_name;

String hv_work_phone;

boolean hvind_work_phone;

 

使用可能な GEN タイプに対応するホスト変数を宣言するために、以下のネイティブ・データ・タイプを使用します。

• • C/ODBC

Gen データ・タイプ ネイティブ・データ・タイプ
TEXT static UCHAR FAR[]
NUMBER
（精度が有効）

static UCHAR FAR[]

DATE static DATE_STRUCT
TIME static TIMESTAMP_STRUCT
TIMESTAMP static TIMESTAMP_STRUCT
BLOB <none>
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• C#/ADO.NET

Gen データ・タイプ ネイティブ・データ・タイプ
TEXT 文字列
NUMBER short

int
double

NUMBER
（精度が有効）

decimal

DATE DateTime
TIME DateTime
TIMESTAMP DateTime
BLOB byte[]

 

• JAVA/JDBC

Gen データ・タイプ ネイティブ・データ・タイプ
TEXT 文字列
NUMBER short

int
double

NUMBER （精度が有効） BigDecimal
DATE java.sql.Date
TIME java.sql.Time
TIMESTAMP java.sql.Timestamp
BLOB byte[]

 

ODBC/JDBC ステートメントの作成

この手順では、ODBC/JDBC ステートメントを作成する方法について説明します。

以下の手順に従います。

1. ステートメント・ハンドルまたはオブジェクトを SQL クエリ文字列で初期化します。この初期化は、インライン・
コード・ステートメントの［コード］セクションで行われます。
– C/ODBC

/* To execute SQL (INSERT) query */

ret_code = TiodbcAllocStmt(&create_stmt, “create_employee”, FALSE);

ret_code = TiodbcPrepare(&create_stmt, “INSERT INTO `EMPLOYEE` (`NUMBER`,`NAME`, 

            `WORK_PHONE`) VALUES (?, ?, ?)”);   
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/* To execute SQL (SELECT) query */

ret_code = TiodbcAllocStmt(&read_stmt, “read_employee”, FALSE);

ret_code = TiodbcPrepare(&read_stmt, “SELECT `NUMBER`, `NAME`, 

            `WORK_PHONE` FROM `EMPLOYEE` WHERE `NUMBER` = ? FOR UPDATE OF `WORK_PHONE`”);   

 

/* To execute SQL (UPDATE) query */

ret_code = TiodbcAllocStmt(&update_stmt, “update_employee”, FALSE);

ret_code = TiodbcPrepare(&update_stmt, 

            “UPDATE `EMPLOYEE` SET `WORK_PHONE` = ? WHERE `NUMBER` = ?”);   

 
– C#/ADO.NET

/* To execute SQL (INSERT) query */

create_cmd = Globdata.GetDBMSData().GetDBMSManager().GetCommand(Globdata, 

            IefRuntimeParm2, “IEFDB”, “INSERT INTO `CUSTOMER`   

            (`NUMBER`, `NAME`, `WORK_PHONE`) VALUES (?, ?, ?)”);    

 

/* To execute SQL (SELECT) query */

read_cmd = Globdata.GetDBMSData().GetDBMSManager().GetCommand(Globdata, 

            IefRuntimeParm2, “IEFDB”, “SELECT `NUMBER`, `NAME`, `WORK_PHONE` FROM `EMPLOYEE`    

            WHERE `NUMBER` = ? FOR UPDATE OF `WORK_PHONE`”);    

 

/* To execute SQL (UPDATE) query */

update_cmd = Globdata.GetDBMSData().GetDBMSManager().GetCommand(Globdata, 

            IefRuntimeParm2, “IEFDB”, “UPDATE `EMPLOYEE` SET    
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            `WORK_PHONE` = ? WHERE `NUMBER` = ?”);  

NOTE
注： 文字列リテラル “IEFDB” はデータ・ソース名を参照します。

 
– JAVA/JDBC

/* To execute SQL (INSERT) query */

create_cmd = globdata.getDBMSData().getDBMSManager().getStatement(globdata, 

            iefRuntimeParm2, “IEFDB”, “INSERT INTO `CUSTOMER` (`NUMBER`,    

            `NAME`, `WORK_PHONE`) VALUES (?, ?, ?)”);   

 

/* To execute SQL (SELECT) query */

read_cmd = globdata.getDBMSData().getDBMSManager().getStatement(globdata, 

            iefRuntimeParm2, “IEFDB”, “SELECT `NUMBER`, `NAME`, `WORK_PHONE`    

            FROM `EMPLOYEE` WHERE `NUMBER` = ? FOR UPDATE OF `WORK_PHONE`”);    

 

/* To execute SQL (UPDATE) query */

update_cmd = globdata.getDBMSData().getDBMSManager().getStatement(globdata, 

            iefRuntimeParm2, “IEFDB”, “UPDATE `EMPLOYEE`    

            SET `WORK_PHONE` = ? WHERE `NUMBER` = ?”);  

 

NOTE
注： 文字列リテラル “IEFDB” はデータ・ソース名を参照します。

ホスト変数を使用した列またはパラメータのバインドは、データ・ソースとアプリケーションの間でデータを交換す
る方法の 1 つです。SQL ステートメントが実行されると、バインドされたパラメータが読み取られて、バインドさ
れた列が取得されます。アプリケーションは、ホスト変数の読み取りや書き込みを管理する必要があります。場合に
よっては、複数のホスト変数のセットが必要になることもあります（たとえば、SELECT + UPDATE）。
ホスト変数を使用した SELECT SQL ステートメント内の列のバインドは、C/ODBC のみに適用されます。結果セッ
トを使用して、C#/ADO.NET および Java/JDBC のデータを取得します。
– C/ODBC
既知のホスト変数で列をバインドするには、SQLBindCol ODBC API を使用します。詳細については、ODBC API に
関する MSDN のドキュメントを参照してください。
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/* To execute SQL (SELECT) query */

ret_code = SQLBindCol(read_stmt.hstmt, 1, SQL_C_SLONG, &hv_number, 

            sizeof(hv_number), &cbData);    

ret_code = SQLBindCol(read_stmt.hstmt, 2, SQL_C_CHAR, &hv_name, 

            sizeof(hv_name), &cbData);  

ret_code = SQLBindCol(read_stmt.hstmt, 3, SQL_C_CHAR, &hv_work_phone, 

            sizeof(hv_work_phone), &hvind_work_phone);  

 

NOTE
注： 列インデックスは 1 から開始します。INSERT/UPDATE/DELETE などの非クエリ SQL ステートメン
トでは、列をバインドする必要はありません。注： さまざまな Gen データ・タイプでの SQL C タイプに
ついては、「データ・タイプ情報」の表 1 を参照してください。

存在する場合は、ホスト変数を使用してパラメータをバインドします。すべてのタイプの SQL ステートメントに
は、パラメータのバインドが必要です。
– C/ODBC

/* To execute SQL (INSERT) query */

ret_code = TiodbcParameter(&create_stmt, 1, “”, “EMPLOYEE”, “NUMBER”);

ret_code = SQLBindParameter(create_stmt.hstmt, 1, SQL_PARAM_INPUT, SQL_C_SLONG, 

            info->sqlType, info->precision, info->scale, &hv_number,    

            sizeof(hv_number), NULL);   

ret_code = TiodbcParameter(&create_stmt, 2, “”, “EMPLOYEE”, “NAME”);

ret_code = SQLBindParameter(create_stmt.hstmt, 2, SQL_PARAM_INPUT, SQL_C_CHAR, 

            info->sqlType, sizeof(hv_name)-1, info->scale, hv_name,     

            sizeof(hv_name), NULL); 

ret_code = TiodbcParameter(&create_stmt, 3, “”, “EMPLOYEE”, “WORK_PHONE”);

ret_code = SQLBindParameter(create_stmt.hstmt, 3, SQL_PARAM_INPUT, SQL_C_CHAR, 

            info->sqlType, sizeof(hv_work_phone)-1, info->scale, hv_work_phone,     
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            sizeof(hv_work_phone), NULL);   

 

/* To execute SQL (SELECT) query */

ret_code = TiodbcParameter(&read_stmt, 1, “”, “EMPLOYEE”, “NUMBER”);

ret_code = SQLBindParameter(read_stmt.hstmt, 1, SQL_PARAM_INPUT, SQL_C_SLONG, 

            info->sqlType, info->precision, info->scale, &hv_number,    

            sizeof(hv_number), NULL);   

 

/* To execute SQL (UPDATE) query */

ret_code = TiodbcParameter(&update_stmt, 1, “”, “EMPLOYEE”, “WORK_PHONE”);

ret_code = SQLBindParameter(update_stmt.hstmt, 1, SQL_PARAM_INPUT, SQL_C_CHAR, 

            info->sqlType, sizeof(hv_work_phone)-1, info->scale, hv_work_phone,     

            sizeof(hv_work_phone), NULL);   

ret_code = TiodbcParameter(&update_stmt, 2, “”, “EMPLOYEE”, “NUMBER”);

ret_code = SQLBindParameter(update_stmt.hstmt, 2, SQL_PARAM_INPUT, SQL_C_SLONG, 

            info->sqlType, info->precision, info->scale, &hv_number,    

            sizeof(hv_number), NULL);   

 

NOTE
注： パラメータ・インデックスは 1 から開始します。列とパラメータのインデックスは、互いに独立して
います。必要に応じて、TiodbcParameter API の 3 番目のパラメータで DB 物理テーブルの OWNER を指
定します。

注： さまざまな Gen データ・タイプでの SQL C タイプについては、「データ・タイプ情報」の表 1 を参
照してください。

 
– C#/ADO.NET

/* To execute SQL (INSERT) query */

create_cmd.InsertParameter();
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create_cmd.BindParameter(0, hv_number);

create_cmd.InsertParameter();

create_cmd.BindParameter(1, hv_name);

create_cmd.InsertParameter();

create_cmd.BindParameter(2, hv_work_phone);

 

/* To execute SQL (SELECT) query */

read_cmd.InsertParameter();

read_cmd.BindParameter(0, hv_number);

 

/* To execute SQL (UPDATE) query */

update_cmd.InsertParameter();

update_cmd.BindParameter(0, hv_work_phone);

update_cmd.InsertParameter();

update_cmd.BindParameter(1, hv_number);

 

NOTE
注： パラメータ・インデックスは 0 から開始します。注： さまざまな Gen データ・タイプでのバインド・
メソッドについては、「データ・タイプ情報」の表 2 を参照してください。

 
– JAVA/JDBC

/* To execute SQL (INSERT) query */

create_cmd.setInt(1, hv_number);

create_cmd.setString(2, hv_name);

create_cmd.setString(3, hv_work_phone);
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/* To execute SQL (SELECT) query */

read_cmd.setInt(1, hv_number);

 

/* To execute SQL (UPDATE) query */

update_cmd.setString(1, hv_work_phone);

update_cmd.setInt(2, hv_number);

 

NOTE
注： パラメータ・インデックスは 1 から開始します。注： さまざまな Gen データ・タイプでのバインド・
メソッドについては、「データ・タイプ情報」の表 3 を参照してください。

SQL ステートメントの実行

SQL ステートメントを実行するためのコードを入力できるようになりました。

以下の手順に従います。

1. SQL ステートメントを実行し、結果セットが存在する場合は取得します。このために、インライン・コード・ステー
トメントの［コード］セクションを使用します。
– C/ODBC

/* To execute SQL (INSERT) query */

ret_code = SQLExecute(create_stmt.hstmt);

ret_code = SQLRowCount(create_stmt.hstmt, &create_count);

 

/* To execute SQL (SELECT) query */

ret_code = SQLExecute(read_stmt.hstmt);

 

/* To execute SQL (UPDATE) query */

ret_code = SQLExecute(update_stmt.hstmt);

ret_code = SQLRowCount(update_stmt.hstmt, &update_count);

 
– C#/ADO.NET
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/* To execute SQL (INSERT) query */

try {

    …

    create_count = create_cmd.ExecuteNonQuery();

    …

} catch (Exception ex) { sql_ex = ex; }

 

/* To execute SQL (SELECT) query */

try {

    …

    read_rs = read_cmd.ExecuteQuery();

    …

} catch (Exception ex) { sql_ex = ex; }

 

/* To execute SQL (UPDATE) query */

try {

    …

    update_count = update_cmd.ExecuteNonQuery();

    …

} catch (Exception ex) { sql_ex = ex; }

 
– JAVA/JDBC

/* To execute SQL (INSERT) query */

try {

    …
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    create_cmd.execute();

    create_count = hstmt_cmd.getUpdateCount();

    …

} catch (Exception ex) { sql_ex = ex; }

 

/* To execute SQL (SELECT) query */

try {

    …

    read_cmd.execute();

    read_rs = hstmt_cmd.getResultSet();

    …

} catch (Exception ex) { sql_ex = ex; }

 

/* To execute SQL (UPDATE) query */

try {

    …

    update_cmd.execute();

    update_count = hstmt_cmd.getUpdateCount();

    …

} catch (Exception ex) { sql_ex = ex; }

 

2. 生成されたすべての TIR または SQL ODBC API からのリターン・コードを確認します。try/catch ブロックを使用し
て、C#/ADO.NET および JAVA/JDBC の両方で SQL 例外を検出し、さらにエラー処理を行います。
以下の述語は、SQL エラーの検出に役立つ可能性があります。
– 正常に実行された場合

• C/ODBC

ODBC_SUCCESSFUL(ret_code)
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Globdata.GetDBMSData().GetDBMSManager().WasSuccessful(sql_ex)

globdata.getDBMSData().getDBMSManager().wasSuccessful(sql_ex)

 

• C#/ADO.NET
• JAVA/JDBC

– SELECT/UPDATE/DELETE SQL ステートメントの実行時にデータが見つからない場合
• C/ODBC

ODBC_NOT_FOUND(ret_code)

Globdata.GetDBMSData().GetDBMSManager().WasNoDataFound(sql_ex)

globdata.getDBMSData().getDBMSManager().wasNoDataFound(sql_ex)

 

• C#/ADO.NET
• JAVA/JDBC

– INSERT で重複データが見つかった場合
• C/ODBC

TiodbcDuplicate(&create_hstmt)

Globdata.GetDBMSData().GetDBMSManager().WasDuplicateFound(IefRuntimeParm2, “IEFDB”, sql_ex)

globdata.getDBMSData().getDBMSManager().wasDuplicateFound(“IEFDB”, sql_ex)

 

• C#/ADO.NET
• JAVA/JDBC

3. アクション・ブロック実行時のグローバル・データを使用して呼び出し元にエラー情報を伝達し、アプリケーション
がエラーを認識できるようにします。
– C/ODBC

strcpy(globdata->psmgr_dasg_data.status_flag, fatal_error);

strcpy(globdata->psmgr_dasg_data.last_status, db_error);

TiodbcError(&create_stmt);

longjmp(excp_jumpbuf, TRACE_EXCEPTION);

 
– C#/ADO.NET
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Globdata.GetErrorData().SetStatus(ErrorData.LastStatusFatalError);

Globdata.GetErrorData().SetLastStatus(ErrorData.LastStatusDbError);

Globdata.GetErrorData().SetErrorMessage(sql_ex);

throw new ABException();

 
– JVM/JDBC

globdata.getErrorData().setStatus(ErrorData.FATAL_ERROR_FL_LS);

globdata.getErrorData().setLastStatus(ErrorData.DB_ERROR_FL_LS);

globdata.getErrorData().setErrorMessage(sql_ex);

throw new ABException();

データの取得

インライン・コード・ステートメントの［コード］セクションを使用して、データを取得するステートメントを入力しま
す。データの取得は、SELECT SQL ステートメントのみに適用されます。

• C/ODBC
SQLFetch ODBC API は行を取得し、バインドされたすべての列のデータを返します。

/* To execute SQL (SELECT) query */

ret_code = SQLFetch(read_stmt.hstmt);

これで、ホスト変数の読み取り準備が整いました。インジケータ変数を使用して、NULLABLE 列のデータ可用性を確
認します。インジケータ値 -1 は NULL、つまり、対応する列の値がないことを表します。

• C#/ADO.NET
結果セット内のデータを読み取る前に、行にカーソル位置を配置します。

/* To execute SQL (SELECT) query */

if (hstmt_rs.MoveNext()) {

    hv_number = Globdata.GetDBMSData().GetDBMSManager().GetInt32(

            IefRuntimeParm2, "IEFDB", read_rs.GetValue(0)); 

    hv_name = Globdata.GetDBMSData().GetDBMSManager().GetString(

            IefRuntimeParm2, "IEFDB", read_rs.GetValue(1)); 
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    hv_work_phone = Globdata.GetDBMSData().GetDBMSManager().GetString(

                IefRuntimeParm2, "IEFDB", read_rs.GetValue(2)); 

    hvind_work_phone = read_rs.IsNull(2);

}

データ・タイプに応じて、列データを読み取るために適切なメソッドを選択します。IsNull メソッドを使用し
て、NULLABLE 列のデータ可用性を確認します。
注： さまざまな Gen データ・タイプでの列データの取得メソッドについては、「データ・タイプ情報」の表 4 を参
照してください。

• JAVA/JDBC
結果セット内のデータを読み取る前に、行にカーソル位置を配置します。

/* To execute SQL (SELECT) query */

if (hstmt_rs.next()) {

    hv_number = read_rs.getInt(1);

    hv_name = globdata.getDBMSData().getDBMSManager().getStringFromResultSet(

            "IEFDB", read_rs, 2);   

    hv_work_phone = globdata.getDBMSData().getDBMSManager().

                getStringFromResultSet("IEFDB", read_rs, 3);    

    hvind_work_phone = read_rs.wasNull();

}

データ・タイプに応じて、列データを読み取るために適切なメソッドを選択します。wasNull メソッドを使用して
データの可用性を確認します。

NOTE
注： さまざまな Gen データ・タイプでの列データの取得メソッドについては、「データ・タイプ情報」の
表 5 を参照してください。

リソースのクリーンアップ

インライン・ステートメントの［コード］セクションを使用して、実行が完了した後にリソースを消去するコードを指定
します。データ・アクセス層に固有のリソースは、使用後に解放する必要があります。

• C/ODBC

/* To execute SQL (INSERT) query */

ret_code = TiodbcFreeStmt(&create_stmt);
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/* To execute SQL (SELECT) query */

ret_code = TiodbcFreeStmt(&read_stmt);

 

/* To execute SQL (UPDATE) query */

ret_code = TiodbcFreeStmt(&update_stmt);

 

• C#/ADO.NET

/* To execute SQL (INSERT) query */

create_cmd.Close();

 

/* To execute SQL (SELECT) query */

read_rs.Close();

read_cmd.Close();

 

/* To execute SQL (INSERT) query */

update_cmd.Close();

 

• JAVA/JDBC

/* To execute SQL (INSERT) query */

create_cmd.close();

 

/* To execute SQL (SELECT) query */

read_rs.close();

read_cmd.close();
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/* To execute SQL (UPDATE) query */

update_cmd.close();

ダイアログ・ボックスの残りのフィールドに詳細を入力し、［了解］をクリックしてダイアログ・ボックスを閉じます。

データ・タイプ情報

以下の SQL C タイプは、SQLBindColumn （3 番目の引数として）または SQLBindParameter （4 番目の引数として）
ODBC API を呼び出して列およびクエリのパラメータをバインドするときに使用されます。

表 1：

Gen データ・タイプ ODBC API で使用される SQL C タイプ
TEXT SQL_C_CHAR
NUMBER SQL_C_SSHORT

SQL_C_SLONG
SQL_C_DOUBLE

NUMBER （精度が有効） SQL_C_CHAR
DATE SQL_C_TYPE_DATE
TIME SQL_C_TYPE_TIMESTAMP
TIMESTAMP SQL_C_TYPE_TIMESTAMP

C/ ODBC

BLOB <none>

以下のメソッドを使用して、クエリを実行する前にホスト変数でクエリ・パラメータをバインドします。

表 2：

Gen データ・タイプ ホスト変数を使用してクエリ・パラメータ
をバインドする C# メソッド

TEXT IAbstractCommand.BindParamter
NUMBER IAbstractCommand.BindParamter
 IAbstractCommand.BindParamter
DATE IAbstractCommand.BindParamter
TIME IAbstractCommand.BindParamter
TIMESTAMP IAbstractCommand.BindParamter

C# / ADO.NET

BLOB IAbstractCommand.BindParamter

表 3：

Gen データ・タイプ ホスト変数を使用してクエリ・パラメータ
をバインドする Java メソッド

TEXT PreparedStatement.bindParameterString

Java / JDBC

NUMBER PreparedStatement.setShort
PreparedStatement.setInt
PreparedStatement.setDouble
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 PreparedStatement.setBigDecimal
DATE PreparedStatement.setDate
TIME PreparedStatement.setTime
TIMESTAMP PreparedStatement.setTimestamp
BLOB PreparedStatement.bindParameterBlob

以下のメソッドを使用して、クエリを実行した後に指定された結果セットから列の値を取得します。

表 4：

Gen データ・タイプ 結果セットから列の値を取得する C# メ
ソッド

TEXT Globdata.GetDBMSData().GetDBMSMana
ger().GetString

NUMBER Globdata.GetDBMSData().GetDBMSManager().GetInt16
Globdata.GetDBMSData().GetDBMSManager().GetInt32
Globdata.GetDBMSData().GetDBMSManager().GetDouble
 

 Globdata.GetDBMSData().GetDBMSManag
er().GetDecimal

DATE Globdata.GetDBMSData().GetDBMSManag
er().GetDateTime

TIME Globdata.GetDBMSData().GetDBMSManag
er().GetDateTime

TIMESTAMP Globdata.GetDBMSData().GetDBMSManag
er().GetDateTime

C# / ADO.NET

BLOB Globdata.GetDBMSData().GetDBMSMana
ger().GetBlob

表 5：

Gen データ・タイプ 結果セットから列の値を取得する Java メ
ソッド

TEXT globdata.getDBMSData().getDBMSManage
r().getStringFromResultSet

NUMBER ResultSet.getShort
ResultSet.getInt
ResultSet.getDouble

 globdata.getDBMSData().getDBMSManage
r().getBigDecimalFromResultSet

DATE ResultSet.getDate
TIME globdata.getDBMSData().getDBMSManage

r().getTimeFromResultSet
TIMESTAMP ResultSet.getTimestamp

Java / JDBC

BLOB globdata.getDBMSData().getDBMSManage
r().getBlobFromResultSet
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アクション図の属性とビュー

コンテンツ

エンティティ/ワーク・ビューへの属性ビューの追加

以下のメニューのいずれかを使用してエンティティに属性を追加できます。

• 計画、データ・モデル
• 計画、データ・モデル・リスト
• 計画、データ・モデル・ブラウザ
• 分析、データ・モデル
• 分析、データ・モデル・リスト
• 分析、データ・モデル・ブラウザ

以下のメニューのいずれかを使用してワーク・セットに属性を追加できます。

• 計画、アクション図
• 分析、アクション図
• 設計、アクション図
• 分析、ワーク・セット・リスト
• 設計、ワーク・セット・リスト

属性をエンティティおよびワーク・セットの両方に追加するには、［分析］または［設計］のメニューで［アクション
図］メニュー項目を使用します。

以下の手順に従います。

1. ［分析］または［設計］ - ［アクション図］をクリックします。
［アクション図名］ダイアログ・ボックスが開きます。

2. ［プロセス］、［プロシージャ・ステップ］、または［アクション・ブロック］のリストから項目を選択し、［了
解］をクリックします。
項目に対する［アクション図］ウィンドウが開きます。

3. （オプション）ビューが圧縮されていることを示す楕円形がビューの最後にある場合、ビューを選択し、［ビュー］
- ［展開］をクリックします。
ビューが展開され、そのビューに対するステートメントが表示されます。

4. ［編集］ - ［ビューの追加］ - ［属性ビューの追加］を選択します。
［エクスポート属性ビューの追加］ダイアログ・ボックスが表示されます。

5. 属性を選択し、［了解］をクリックします。
属性ビューがエンティティ/ワーク・ビューに追加されます。

アクション図ビュー リストへのエンティティ ビューの追加

以下の手順に従います。

1. ［分析］または［設計］ - ［アクション図］をクリックします。
［アクション図］ダイアログ・ボックスが表示されます。

2. ［プロセス］、［プロシージャ・ステップ］、または［アクション・ブロック］のリストから項目を選択し、［了
解］をクリックします。
［アクション図］ウィンドウが開きます。

3. ビュー・サブセット（インポート、エクスポート、ローカル、エンティティ・アクション）を選択します。
4. ［ビュー］ - ［展開］をクリックします。
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– ビュー・サブセットにエンティティ・ビューを追加するには、PAD ビュー・リストからビュー・サブセットを選
択します。

– エンティティ・ビューをグループ・ビューに追加するには、PADビュー・リストからグループ・ビューを選択しま
す。

5. ［編集］ - ［ビューの追加］ - ［エンティティ・ビューの追加］を選択します。
［エンティティ・ビュー］ダイアログ・ボックスが表示されます。

6. 名前を入力してください。
7. 必要に応じてオプショナリティ、チェック・ボックスを選択し、エンティティ・タイプ、属性を選択し、［了解］を
クリックします。
エンティティ・ビューが追加されます。

PADビュー・リストへのグループ・ビューの追加

以下の手順に従います。

1. ［分析］または［設計］ - ［アクション図］をクリックします。
［アクション図］ダイアログ・ボックスが表示されます。

2. ［プロセス］、［プロシージャ・ステップ］、または［アクション・ブロック］のリストから項目を選択し、［了
解］をクリックします。
［アクション図］ウィンドウが開きます。

3. ビュー サブセット（インポート、エクスポートまたはローカル）を選択します。
4. ［ビュー］ - ［展開］をクリックします。

– ビュー・サブセットにグループ・ビューを追加するには、PAD ビュー・リストからビュー・サブセットを選択し
ます。

– グループ・ビューをグループ・ビューに追加するには、PAD ビュー・リストからグループ・ビューを選択しま
す。

5. ［編集］ - ［ビューの追加］ - ［グループ・ビューの追加］を選択します。
［グループ・ビュー］ダイアログ・ボックスが表示されます。

6. 名前を入力してください。
7. 必要なパラメータを指定して、［了解］をクリックします。
［グループ・ビュー］が追加されます。

PADビュー・リストへのワーク・ビューの追加

以下の手順に従います。

1. ［分析］または［設計］ - ［アクション図］をクリックします。
［アクション図］ダイアログ・ボックスが表示されます。

2. ［プロセス］、［プロシージャ・ステップ］、または［アクション・ブロック］のリストから項目を選択し、［了
解］をクリックします。
［アクション図］ウィンドウが開きます。

3. ビュー・サブセット（インポート、エクスポート、ローカル、エンティティ・アクション）を選択します。
4. ［ビュー］ - ［展開］をクリックします。
5. ［編集］ - ［ビューの追加］ - ［ワーク・ビューの追加］を選択します。
［ワーク・ビューの追加］ダイアログ・ボックスが表示されます。

6. 名前を入力し、希望のパラメータを指定します。
7. 追加される準備ができている単語セットを選択します。［属性］を選択し、［了解］ボタンをクリックします。
ワーク・ビューが PAD ビュー・リストに追加されます。

属性特性の変更

エンティティまたはワーク・セットに属性を追加した後に属性の特性を変更したい場合があるかもしれません。
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以下の手順に従います。

1. ［分析］または［設計］ - ［アクション図］をクリックします。
［アクション図名］ダイアログ・ボックスが開きます。

2. ［プロセス］、［プロシージャ・ステップ］、または［アクション・ブロック］のリストから項目を選択し、［了
解］をクリックします。
［アクション図］ウィンドウが開きます。

3. 属性をダブルクリックします。
［特性］ダイアログ・ボックスが開きます。

4. 特性を変更し、［了解］をクリックします。
属性の特性が変更されます。

属性ビューの変更

以下の手順に従います。

1. ［分析］または［設計］ - ［アクション図］をクリックします。
［アクション図］ダイアログ・ボックスが表示されます。

2. ［プロセス］、［プロシージャ・ステップ］、または［アクション・ブロック］のリストから項目を選択し、［了
解］をクリックします。
［アクション図］ウィンドウが開きます。

3. アクション・ステートメント内の属性ビューを選択します。
4. ［編集］ - ［変更］をクリックします。
［変更］ダイアログ・ボックスが表示されます。

5. 新規属性ビューを選択し、［変更］をクリックします。
関係ビューが変更されます。

エンティティ・ビューの変更

以下の手順に従います。

1. ［分析］または［設計］ - ［アクション図］をクリックします。
［アクション図］ダイアログ・ボックスが表示されます。

2. ［プロセス］、［プロシージャ・ステップ］、または［アクション・ブロック］のリストから項目を選択し、［了
解］をクリックします。
［アクション図］ウィンドウが開きます。

3. アクション・ステートメント内のエンティティ・ビューを選択します。
4. ［編集］ - ［変更］をクリックします。
［変更］ダイアログ・ボックスが表示されます。

5. 新規エンティティ・ビューを選択し、［変更］をクリックします。
エンティティ・ビューが変更されます。

式の変更

以下の手順に従います。

1. ［分析］または［設計］ - ［アクション図］をクリックします。
［アクション図］ダイアログ・ボックスが表示されます。

2. ［プロセス］、［プロシージャ・ステップ］、または［アクション・ブロック］のリストから項目を選択し、［了
解］をクリックします。
［アクション図］ウィンドウが開きます。

3. 式を選択します。
4. ［編集］ - ［変更］をクリックします。
［変更］ダイアログ・ボックスが表示されます。
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5. 式タイプを選択し、式を完了し、［変更］をクリックします。
式が変更されます。

グループ・ビューの変更

以下の手順に従います。

1. ［分析］または［設計］ - ［アクション図］をクリックします。
［アクション図］ダイアログ・ボックスが表示されます。

2. ［プロセス］、［プロシージャ・ステップ］、または［アクション・ブロック］のリストから項目を選択し、［了
解］をクリックします。
［アクション図］ウィンドウが開きます。

3. アクション・ステートメント内のグループ・ビューを選択します。
4. ［編集］ - ［変更］をクリックします。
［変更］ダイアログ・ボックスが表示されます。

5. 新規グループ・ビューを選択し、［変更］をクリックします。
グループ・ビューが変更されます。

ビューの名前の変更

以下の手順に従います。

1. ［分析］または［設計］ - ［アクション図］をクリックします。
［アクション図］ダイアログ・ボックスが表示されます。

2. ［プロセス］、［プロシージャ・ステップ］、または［アクション・ブロック］のリストから項目を選択し、［了
解］をクリックします。
［アクション図］ウィンドウが開きます。

3. ビュー名を選択します。
4. ［詳細］ - ［特性］をクリックします。
［特性］ダイアログ・ボックスが表示されます。

5. ［名前］フィールドに新しい名前を入力し、［了解］をクリックします。
ビューの名前が変更されます。

インポート属性ビューのオプショナリティの変更

以下の手順に従います。

1. ［分析］または［設計］ - ［アクション図］をクリックします。
［アクション図］ダイアログ・ボックスが表示されます。

2. ［プロセス］、［プロシージャ・ステップ］、または［アクション・ブロック］のリストから項目を選択し、［了
解］をクリックします。
［アクション図］ウィンドウが開きます。

3. ［インポート・ビュー］サブセットを選択します。
4. 属性ビュー（2 回選択する）のオプショナリティを選択します。
［ビュー］ダイアログ・ボックスが表示されます。

5. 定義するオプショナリティを選択し、［了解］をクリックします。
インポート属性ビューのオプショナリティが変更されます。

関係ビューの変更

以下の手順に従います。

1. ［分析］または［設計］ - ［アクション図］をクリックします。
［アクション図］ダイアログ・ボックスが表示されます。
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2. ［プロセス］、［プロシージャ・ステップ］、または［アクション・ブロック］のリストから項目を選択し、［了
解］をクリックします。
［アクション図］ウィンドウが開きます。

3. アクション・ステートメント内の関係を選択します。
4. ［編集］ - ［変更］をクリックします。
［変更］ダイアログ・ボックスが表示されます。

5. 関係を選択し、［変更］をクリックします。
関係ビューが変更されます。

全ビューの圧縮

以下の手順に従います。

1. ［分析］または［設計］ - ［アクション図］をクリックします。
［アクション図］ダイアログ・ボックスが表示されます。

2. ［プロセス］、［プロシージャ・ステップ］、または［アクション・ブロック］のリストから項目を選択し、［了
解］をクリックします。
［アクション図］ウィンドウが開きます。

3. ［ビュー］ - ［全ビューの圧縮］をクリックします。
ビューがすべて圧縮されます。

ビュー・サブセットの圧縮

以下の手順に従います。

1. ［分析］または［設計］ - ［アクション図］をクリックします。
［アクション図］ダイアログ・ボックスが表示されます。

2. ［プロセス］、［プロシージャ・ステップ］、または［アクション・ブロック］のリストから項目を選択し、［了
解］をクリックします。
［アクション図］ウィンドウが開きます。

3. ビュー・サブセット名を選択します。
4. ［ビュー］ - ［圧縮］をクリックします。
ビュー・サブセットが圧縮されます。

全ビューの展開

以下の手順に従います。

1. ［分析］または［設計］ - ［アクション図］をクリックします。
［アクション図］ダイアログ・ボックスが表示されます。

2. ［プロセス］、［プロシージャ・ステップ］、または［アクション・ブロック］から項目を選択し、［了解］をク
リックします。
［アクション図］ウィンドウが開きます。

3. ［ビュー］ - ［すべてのビューを展開］をクリックします。
アクション図内のビューがすべて展開されます。

ビュー・サブセットの展開

以下の手順に従います。

1. ［分析］または［設計］ - ［アクション図］をクリックします。
［アクション図］ダイアログ・ボックスが表示されます。

2. ［プロセス］、［プロシージャ・ステップ］、または［アクション・ブロック］のリストから項目を選択し、［了
解］をクリックします。
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［アクション図］ウィンドウが開きます。
3. ビュー・サブセット（インポート、エクスポート、ローカルまたはエンティティ・アクション）を選択し、
［ビュー］ - ［展開］をクリックします。
ビュー・サブセットが展開されます。

ビューの置換

以下の手順に従います。

1. ［分析］または［設計］ - ［アクション図］をクリックします。
［アクション図］ダイアログ・ボックスが表示されます。

2. ［プロセス］、［プロシージャ・ステップ］、または［アクション・ブロック］のリストから項目を選択し、［了
解］をクリックします。
［アクション図］ウィンドウが開きます。

3. ［ダイアグラム］をクリックし、エンティティ・アクション・ビューまたはローカル・ビューを選択します。
4. ［編集］ - ［ビューの置換］を選択します。
5. エンティティ・タイプが同じビューのリストからビューを選択し、［了解］をクリックします。
6. ［はい］をクリックします。
ビューが置換えられます。

制御アクション

コンテンツ

 

CHECK ASYNC RESPONSEアクション・ステートメントを追加するには

以下の手順に従います。

1. ［設計］ - ［アクション図］をクリックします。
［アクション図］ダイアログ・ボックスが表示されます。

2. ［プロセス］、［プロシージャ・ステップ］、または［アクション・ブロック］のリストから項目を選択し、［了
解］をクリックします。
［アクション図］ウィンドウが開きます。

3. 前にアクションを追加するコードを選択（強調表示）します。
4. ［編集］ - ［非同期ステートメント］をクリックし、［Check Async Response］を選択します。
［ASYNC ダイアログの追加］ダイアログ・ボックスが表示されます。

5. ［IDENTIFIED BY］ドロップダウン・リストから希望のビュー名を選択し、［了解］をクリックします。
Async レスポンス・チェックが追加されます。

ESCAPEアクション・ステートメントの追加

以下の手順に従います。

1. ［分析］または［設計］ - ［アクション図］をクリックします。
［アクション図］ダイアログ・ボックスが表示されます。

2. ［プロセス］、［プロシージャ・ステップ］、または［アクション・ブロック］のリストから項目を選択し、［了
解］をクリックします。
［アクション図］ウィンドウが開きます。

3. IF、ELSE、ELSE IF などの条件ステートメント、または（WHEN not found、WHEN already exists、WHEN
successful などの）例外ステートメント、またはこれらのアクション・グループのいずれかの最後のステートメント
を選択します。
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4. ［編集］、［ステートメントの追加］、［エスケープ］をクリックします。
カーソルが変更します。

5. 制御を渡すアクション・グループの列をクリックし、［追加］をクリックします。
エスケープ・アクション・ステートメントが追加されます。

GET ASYNC RESPONSEアクション・ステートメントを追加するには

1. モデル・ウィンドウにて「設計」メニューを強調表示し、「アクション図」を選択してください。
2. プロセス、プロシージャ・ステップ、またはアクション・ブロックを選択し、「了解」をクリックしてください。
3. アクションを追加したい場所の直前にあるコード行を強調表示してください。
4. 「編集」メニューから「ASYNCステートメントの追加」を強調表示し、GET ASYNC RESPONSEを選択してくださ
い。

5. 新しいプロシージャ・ステップを追加するか、既存のプロシージャ・ステップを使用するかどうかを決定します。新
規のプロシージャ・ステップを追加するにはステップ6に、既存のプロシージャ・ステップを使用するにはステップ
13に進みます。

6. <Add New Non-Display Procedure Step>を選択してください。
7. プロシージャ・ステップ名を入力してください。
8. 記述文を入力します。
9. ［OK］をクリックします。
10.ビュー保守を実行してください。
11.［Add］をクリックします。
12.ステップ14へ進んでください。
13.プロシージャ・ステップを選択し、［追加］をクリックします。
14.「ASYNC」ダイアログ・ボックスの「Identified By:」ドロップダウン・リスト・ボックスにて、希望するビュー名を
選択し、「了解」をクリックしてください。

15.「エクスポートのマッチング」ポップアップ・ウィンドウにて、呼び出されたアクション・ブロックから表示された
エクスポート・ビューを選択してください。

16.呼び出し側アクション図から受け取り側ビューを選択してください。［マッチ］をクリックします。
17.マッチングしたい各ビューにつき、ステップ15とステップ16を繰り返し、「クローズ」をクリックすることにより
ビュー・マッチングを終了してください。

IGNORE ASYNC RESPONSEアクション・ステートメントの追加

以下の手順に従います。

1. ［設計］ - ［アクション図］をクリックします。
［アクション図］ダイアログ・ボックスが表示されます。

2. ［プロセス］、［プロシージャ・ステップ］、または［アクション・ブロック］のリストから項目を選択し、［了
解］をクリックします。
［アクション図］ウィンドウが開きます。

3. コード内で前にアクションを追加したい行を選択（強調表示）します。
4. ［編集］ - ［ステートメントの追加］ - ［ASYNC ステートメント］をクリックし、［Asnync レスポンスを無視］を
選択します。
［ASYNC］ダイアログ・ボックスが表示されます。

5. ［IDENTIFIED BY］ドロップダウン・リストから希望のビュー名を選択し、［了解］をクリックします。
Async レスポンス・チェックが追加されます。
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NEXT アクション ステートメントの追加

NOTE
注： NEXT アクション・ステートメントはWHILE、FOR EACH、READ EACH の反復アクション・ステートメ
ントにのみ追加可能です。

以下の手順に従います。

1. ［分析］または［設計］ - ［アクション図］をクリックします。
［アクション図］ダイアログ・ボックスが表示されます。

2. ［プロセス］、［プロシージャ・ステップ］、または［アクション・ブロック］のリストから項目を選択し、［了
解］をクリックします。
［アクション図］ウィンドウが開きます。

3. WHILE、FOR EACH または READ EACH アクション・ステートメントで、後にアクションを追加したいロケーショ
ンを選択します。

4. ［編集］ - ［ステートメントの追加］ - ［次へ］をクリックします。
［ステートメントの追加］ダイアログ・ボックスが表示されます。

5. 制御を渡したいアクション・グループの列を選択し、［追加］を選択します。
次のアクション・ステートメントが追加されます。

USE アクション・ステートメントの追加

以下の手順に従います。

1. ［分析］または［設計］ - ［アクション図］をクリックします。
［アクション図］ダイアログ・ボックスが表示されます。

2. ［プロセス］、［プロシージャ・ステップ］、または［アクション・ブロック］のリストから項目を選択し、［了
解］をクリックします。
［アクション図］ウィンドウが開きます。

3. 後にアクションを追加するロケーションを選択します。
4. ［編集］、［ステートメントの追加］、［使用］をクリックします。

– アクション・ブロックを追加するには、［新アクション・ブロックの追加］を選択します。アクション・ブロック
名を入力してください。記述文を入力します。［OK］をクリックします。

– 既存のアクション・ブロックを使用するには、アクション・ブロック名を選択し、［追加］をクリックします。
5. ［インポート・ビューのマッチング］ダイアログ・ボックスにて、呼び出されるアクション・ブロックから表示さ
れたインポート・ビュー、呼び出すアクション図から供給側ビューを選択し、［マッチ］を選択します。必要に応じ
て、呼び出されるアクション・ブロックからのインポート・ビューをマッチさせます。［クローズ］をクリックしま
す。

6. ［エクスポート・ビューのマッチング］ダイアログ・ボックスにて、呼び出されるアクション・ブロックから表示さ
れるエクスポート・ビュー、呼び出すアクション図から受け取り側ビューを選択し、［マッチ］を選択してくださ
い。必要に応じて、呼び出されるアクション・ブロックからのエクスポート・ビューをマッチさせます。［クロー
ズ］をクリックします。

USE ASYNCステートメントの追加

1. ［設計］ - ［アクション図］をクリックします。
2. プロセス、プロシージャ・ステップ、またはアクション・ブロックを選択し、「了解」をクリックしてください。
3. アクションを追加したい場所の直前にあるコード行を強調表示してください。
4. 「編集」メニューにて「ASYNCステートメントの追加」を強調表示し、USE ASYNCを選択してください。
5. 新しいプロシージャ・ステップを追加するか、既存のプロシージャ・ステップを使用するかどうかを決定します。新
規のプロシージャ ステップを追加するには次のステップに、既存のプロシージャ ステップを使用するにはステップ
12に進みます。

6. <Add New Non-Display Procedure Step>を選択してください。
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7. プロシージャ・ステップ名を入力してください。
8. 記述文を入力します。
9. ［OK］をクリックします。
10.ビュー保守を実行してください。
11.［Add］をクリックします。ステップ13へ進んでください。
12.プロシージャ・ステップを選択し、［追加］をクリックします。
13.「ASYNC」ダイアログ・ボックスの「Identified By:」ドロップダウン リスト・ボックスにて、希望するビュー名を
選択してください。

14.［応答のハンドリング］ラジオ ボタン グループ ボックスにて、［ポーリング］、［応答無］、または［イベント
通知］を選択します。Pollを選択した場合は次のステップに、No Responseを選択した場合はステップ17に、Notify
Eventを選択した場合はステップ16に進んでください。

15.応答範囲（PSTEPまたはGLOBAL）を選択します。ステップ17へ進んでください。
16.［イベント・ハンドラ］ドロップダウン・リスト・ボックスで、希望するイベント・ハンドラを選択してください。
応答範囲（PSTEPまたはGLOBAL）を選択します。

17.［OK］をクリックします。
18.［インポート・ビューのマッチング］ダイアログ・ボックスにて、呼び出されるアクション・ブロックから、表示さ
れるインポート・ビューを選択します。

19.呼び出し側アクション図から送り出し側ビューを選択してください。
20.［マッチ］をクリックします。
21.マッチングしたい各ビューにつき、ステップ18からステップ20を繰り返し、［クローズ］をクリックすることにより
ビュー・マッチングを終了してください。

 

 

エンティティ・アクション

コンテンツ

CREATEステートメントの追加

以下の手順に従います。

1. ［分析］または［設計］ - ［アクション図］をクリックします。
［アクション図］ダイアログ・ボックスが表示されます。

2. ［プロセス］、［プロシージャ・ステップ］、または［アクション・ブロック］のリストから項目を選択し、［了
解］をクリックします。
［アクション図］ウィンドウが開きます。

3. 後にアクションを追加するロケーションを選択します。
4. ［編集］、［ステートメントの追加］、［作成］をクリックします。
5. ［ステートメントの追加］ダイアログ・ボックスが表示されます。
6. エンティティ・アクション・ビューを選択します。

– 属性と関連との組み合わせを設定するには、［必須属性と関連のみを設定］、［全ての属性と関連を設
定］、または［全ての属性を設定（関連は無し）］を選択します。属性を設定する既存ビューまたは「新規
ビュー」→ASSOCIATEステートメントのビュー、「追加」の順に選択してください。必要に応じて、例外ロジッ
クを追加します。

– 選択した属性を更新したいときは、「SETステートメントを追加しない」、「追加」の順に選択してください。必
要に応じて、例外ロジックを追加します。
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NOTE

注： ユーザは、アクション図に最初にアクセスした時に期待効果を展開するか、データ モデリング ツール、
アクティビティ階層ツール、またはアクティビティ依存関係ツールを使って、アクション図に CREATE アク
ション ステートメントを自動的に追加できます。

DELETE アクション ステートメントの追加

以下の手順に従います。

1. ［分析］または［設計］ - ［アクション図］をクリックします。
［アクション図］ダイアログ・ボックスが表示されます。

2. ［プロセス］、［プロシージャ・ステップ］、または［アクション・ブロック］のリストから項目を選択し、［了
解］をクリックします。
［アクション図］ウィンドウが開きます。

3. 後にアクションを追加するロケーションを選択します。
4. ［編集］ - ［ステートメントの追加］ - ［削除］をクリックします。
［ステートメントの追加］ダイアログ・ボックスが表示されます。

5. エンティティ・ビューを選択し、［追加］をクリックします。
削除アクション・ステートメントが追加されます。

UPDATEアクション・ステートメントの追加

以下の手順に従います。

1. ［分析］または［設計］ - ［アクション図］をクリックします。
［アクション図］ダイアログ・ボックスが表示されます。

2. ［プロセス］、［プロシージャ・ステップ］、または［アクション・ブロック］のリストから項目を選択し、［了
解］をクリックします。
［アクション図］ウィンドウが開きます。

3. 後にアクションを追加するロケーションを選択します。
4. ［編集］、［ステートメントの追加］、［UPDATE］をクリックします。
5. エンティティ・ビューを選択します。
6. 以下のいずれかのタスクを実行します。

– 必須属性のみを更新したいときは、［必須属性の設定］を選択します。属性の設定先となる既存のビューまたは
「新規ビュー」を選択してください。

– 全属性を更新したいときは、［全ての属性の設定］を選択します。属性の設定先となる既存のビューまたは「新規
ビュー」を選択してください。

– 選択した属性を更新するには、［SET ステートメントを設定しない］を選択します。
7. ［Add］をクリックします。
更新アクション・ステートメントが追加されます。

CREATE、READ、またはUPDATEへの追加ロジックの追加

NOTE
注： 例外が活動状態になるのは、アクション ステートメントに、欠落している例外ステートメントが 1 つ以上
ある場合のみです。

以下の手順に従います。

1. ［分析］または［設計］ - ［アクション図］をクリックします。
［アクション図］ダイアログ・ボックスが表示されます。

2. ［プロセス］、［プロシージャ・ステップ］、または［アクション・ブロック］のリストから項目を選択し、［了
解］をクリックします。
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［アクション図］ウィンドウが開きます。
3. 前に例外を追加する CREATE、READ または UPDATE 内の最後のステートメントを選択します。
4. ［編集］ - ［ステートメントの追加］ - ［例外］をクリックします。
最初の例外が強調表示された例外ステートメントが自動的に追加されます。

5. 各 WHEN 節の後に希望の例外ロジックを入力し、［追加］をクリックします。
例外ロジックが追加されます。

CREATEの期待効果の展開

以下の手順に従います。

1. ［分析］または［設計］ - ［アクション図］をクリックします。
［アクション図］ダイアログ・ボックスが表示されます。

2. ［プロセス］、［プロシージャ・ステップ］、またはアクション・ステートメントが含まれない［アクション・ブ
ロック］から項目を選択します。［了解をクリックします。
［アクション図］ウィンドウが開きます。

3. ［編集］ - ［期待効果の展開］をクリックします。
– 属性および関連付けの特定の組み合わせを設定したい場合、［必須属性と関連のみを設定］を選択します。すべ
ての属性と関連付けを設定するか、すべての属性（関連付けは含めない）を設定します。属性を設定する既存の
ビューまたは［新規ビュー］を選択し、［追加］を選択します。必要に応じて、例外ロジックを追加します。

– 選択した属性を更新したいときは、［SET ステートメントを設定しない］を選択し、［追加］を選択します。必
要に応じて、例外ロジックを追加します。

DELETEの期待効果の展開

以下の手順に従います。

1. ［分析］または［設計］ - ［アクション図］をクリックします。
［アクション図］ダイアログ・ボックスが表示されます。

2. ［プロセス］、［プロシージャ・ステップ］、またはアクション・ステートメントがない［アクション・ブロック］
から項目を選択し、予想される効果を削除します。［OK］をクリックします。

3. ［編集］ - ［期待効果の展開］ - ［追加］をクリックします。
期待効果が展開されます。

 

UPDATEの期待効果の展開

以下の手順に従います。

1. ［分析］または［設計］ - ［アクション図］をクリックします。
［アクション図］ダイアログ・ボックスが表示されます。

2. ［プロセス］、［プロシージャ・ステップ］、またはアクション・ステートメントがない［アクション・ブロック］
から項目を選択します。［了解をクリックします。
［アクション図］ウィンドウが開きます。

3. ［編集］ - ［期待効果の展開］をクリックします。
– 必須属性のみを更新したいときは、［必須属性の設定］を選択します。属性の設定先となる既存のビューまたは
「新規ビュー」を選択してください。

– 全属性を更新したいときは、［全ての属性の設定］を選択します。属性の設定先となる既存のビューまたは「新規
ビュー」を選択してください。

– 選択した属性を更新するには、［SET ステートメントを設定しない］を選択します。
4. ［Add］をクリックします。
更新に対する期待効果が展開されます。
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CREATEのアクション・ブロックの合成

以下の手順に従います。

1. ［分析］または［設計］ - ［アクション図］をクリックします。
［アクション図］ダイアログ・ボックスが表示されます。

2. ［プロセス］、［プロシージャ・ステップ］、またはアクション・ステートメントが含まれない［アクション・ブ
ロック］のリストから項目を選択します。［OK］をクリックします。
［アクション図］ウィンドウが開きます。

3. ［了解］ - ［アクション・ブロック合成］をクリックします。
4. アクション・ブロック合成に対するサブジェクト・エンティティ・タイプを選択し、［アクション図・オプション］
のチェック・ボックス（［省略時アクションのレビュー］、［エンティティ･タイプの一貫性検査］、および［属性
の自動選択］を必要に応じてオンにします。［作成］（モードの場合） - ［了解］をクリックします。
– ［デフォルト・アクションの確認］を選択して、関連するエンティティ・タイプの［作成］および［読み取り］に
対して表示されるデフォルトを変更したい場合、デフォルト（［はい］または［いいえ］）、［作成変更］または
［読み取り変更］を選択し、［了解］をクリックします。［作成］に［はい］を選択すると、作成する各直結エン
ティティ・タイプに対して、後続の［作成］ダイアログが表示されます。必要に応じて、省略時解釈を変更してく
ださい。

– ［エンティティ･タイプの一貫性検査］を実行し、エンティティ・タイプが一貫していない場合は、［一貫性検
査］のダイアログから［表示］を選択します。エラーのレポートを表示させます。データ・モデリング・ツールに
アクセスし、エラーを修正してください。「アクション・ブロック合成」を再び実行してください。

– ［デフォルト・アクションの確認］を選択し、各関連するエンティティ・タイプに対して表示されるデフォルトを
受け入れる場合、［了解］を選択します。

– ［自動属性ビュー選択］を選択しなかった場合、対象のエンティティ・タイプに対する必要な属性を選択し、［了
解］をクリックし、各関連するエンティティ・タイプに対する必要な属性を選択し、［了解］をクリックします。

DELETEのアクション・ブロックの合成

以下の手順に従います。

1. ［分析］または［設計］ - ［アクション図］をクリックします。
［アクション図］ダイアログ・ボックスが表示されます。

2. ［プロセス］、［プロシージャ・ステップ］、またはアクション・ステートメントが含まれない［アクション・ブ
ロック］のリストから項目を選択します。［OK］をクリックします。
［アクション図］ウィンドウが開きます。

3. ［了解］ - ［アクション・ブロック合成］をクリックします。
4. アクション・ブロック合成に対するサブジェクト・エンティティ・タイプを選択し、［アクション図・オプション］
のチェック・ボックス（［デフォルト・アクションの確認］、［エンティティ・タイプの一貫性検査］、および［自
動属性選択］）を必要に応じてオンにします。

5. ［削除］（モードの場合） - ［了解］をクリックします。
– ［デフォルト・アクションの確認］を選択し、関連するエンティティ・タイプの［読み取り］に対して表示される
デフォルトを変更したい場合、デフォルト（［はい］または［いいえ］） - ［読み取り変更］ - ［了解］を選択し
ます。直結エンティティ・タイプを読み取ることを選択した場合は、以降の［読取］ダイアログは、作成したい直
結エンティティ・タイプごとに表示されます。

– ［エンティティ・タイプの一貫性検査］を実行し、エンティティ・タイプが一貫していない場合は、［一貫性検
査］のダイアログから［表示］を選択します。エラーのレポートを表示させます。データ・モデリング・ツールに
アクセスし、エラーを修正してください。「アクション・ブロック合成」を再び実行してください。

– ［デフォルト・アクションの確認］を選択し、各関連するエンティティ・タイプに対して表示されるデフォルトを
受け入れる場合、［了解］を選択します。

– ［自動属性ビュー選択］を選択しなかった場合、対象のエンティティ・タイプに対する必要な属性を選択し、［了
解］をクリックし、各関連するエンティティ・タイプに対する必要な属性を選択し、［了解］をクリックします。
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UPDATEのアクション・ブロックの合成

以下の手順に従います。

1. ［分析］または［設計］ - ［アクション図］をクリックします。
［アクション図］ダイアログ・ボックスが表示されます。

2. ［プロセス］、［プロシージャ・ステップ］、またはアクション・ステートメントが含まれない［アクション・ブ
ロック］のリストから項目を選択します。［OK］をクリックします。
［アクション図］ウィンドウが開きます。

3. ［了解］ - ［アクション・ブロック合成］をクリックします。
4. アクション・ブロック合成に対するサブジェクト・エンティティ・タイプを選択し、［アクション図・オプション］
のチェック・ボックス（［デフォルト・アクションの確認］、［エンティティ・タイプの一貫性検査］、および［自
動属性選択］）を必要に応じてオンにします。

5. ［更新］（モードの場合）をクリックし、［了解］をクリックします。
– ［デフォルト・アクションの確認］を選択し、関連するエンティティ・タイプの［関係］、［解消］、［付け替
え］に対して表示されるデフォルトを変更したい場合、デフォルト（［はい］または［いいえ］） - ［設定を反
転］（、［解消を反転］、または［付替を反転］ - ［了解］を選択します。

– ［エンティティ･タイプの一貫性検査］を実行し、エンティティ・タイプが一貫していない場合は、［一貫性検
査］のダイアログから［表示］を選択します。エラーのレポートを表示させます。データ・モデリング・ツールに
アクセスし、エラーを修正してください。「アクション・ブロック合成」を再び実行してください。

– ［デフォルト・アクションの確認］を選択し、各関連するエンティティ・タイプに対して表示されるデフォルトを
受け入れる場合、［了解］をクリックします。

– ［自動属性ビュー選択］を選択しなかった場合、対象のエンティティ・タイプに対する必要な属性を選択し、［了
解］をクリックし、各関連するエンティティ・タイプに対する必要な属性を選択し、［了解］をクリックします。

 

GUI アクション・ステートメント

コンテンツ

CLOSE ステートメントの追加

以下の手順に従います。

1. ［設計］ - ［アクション図］をクリックします。
［アクション図］ダイアログ・ボックスが表示されます。

2. ［プロセス］、［プロシージャ・ステップ］、または［アクション・ブロック］のリストから項目を選択し、［了
解］をクリックします。
［アクション図］ウィンドウが開きます。

3. 後にアクションを追加するロケーションを選択します。
4. ［編集］、［GUI ステートメントの追加］、［クローズ］、［ウィンドウ］または［ダイアログ・ボックス］をク
リックし、［了解］をクリックします。
クローズ・ステートメントが追加されます。

リストボックスへの空行の追加

以下の手順に従います。

1. ［分析］または［設計］ - ［アクション図］をクリックします。
［アクション図］ダイアログ・ボックスが表示されます。

2. ［プロセス］または［プロシージャ・ステップ］のリストから項目を選択し、［了解］をクリックします。
［アクション図］ウィンドウが開きます。
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3. 後にアクションを追加するロケーションを選択します。
4. ［編集］ - ［GUI ステートメントの追加］ - ［行の追加］をクリックします。
5. 反復グループ・ビュー、［前］または［後］を選択します。

– 反復グループ・ビューが暗黙的に索引付けされている場合、［追加］を選択します。
– 反復グループ・ビューが明示的添字付けされている場合、数値式を選択してください。ステートメントの作成を続
行します。

6. ［Add］をクリックします。
行が追加されます。

コマンドの不活性化

以下の手順に従います。

1. ［設計］ - ［アクション図］をクリックします。
［アクション図］ダイアログ・ボックスが表示されます。

2. ［プロセス］、［プロシージャ・ステップ］、または［アクション・ブロック］のリストから項目を選択し、［了
解］をクリックします。
［アクション図］ウィンドウが開きます。

3. 後にアクションを追加するロケーションを選択します。
4. ［編集］ - ［GUI ステートメントの追加］ - ［コマンドの無効化］をクリックします。
［コマンド選択］ダイアログ・ボックスが表示されます。

5. コマンドを選択し、［了解］をクリックします。
コマンドが無効化されます。

リスト・ボックスの一番上での行の表示

以下の手順に従います。

1. ［設計］ - ［アクション図］をクリックします。
［アクション図名］ダイアログ・ボックスが表示されます。

2. ［プロシージャ・ステップ］エリアおよび［アクション・ブロック］エリアからそれぞれオブジェクトを選択し、
［了解］をクリックします。
［アクション図］ウィンドウが開きます。

3. ［編集］ - ［GUI ステートメントの追加］ - ［表示］をクリックします。
4. 反復グループを選択します。

– 反復グループ・ビューが暗黙的添字付けされている場合、「追加」を選択してください。
– 反復グループ・ビューが明示的添字付けされている場合、数値式を選択してください。

5. ［追加］をクリックしてステートメントの作成を継続します。

コマンドの活性化

以下の手順に従います。

1. ［分析］または［設計］ - ［アクション図］をクリックします。
［アクション図］ダイアログ・ボックスが表示されます。

2. ［プロセス］、［プロシージャ・ステップ］、または［アクション・ブロック］のリストから項目を選択し、［了
解］をクリックします。
［アクション図］ウィンドウが開きます。

3. IF アクション・ステートメント、または MOVE などの IF アクション・ステートメントの最後のステートメントを選
択します。

4. ［編集］ - ［GUI ステートメントの追加］をクリックします。
［ステートメントの追加］ダイアログ・ボックスが表示されます。

5. ［コマンドの有効化］をクリックし、［了解］をクリックします。

 306



 CA Gen - 86JP - Japanese - Japan

コマンドが有効化されます。

FILTER アクション ステートメントの追加

以下の手順に従います。

1. ［分析］または［設計］ - ［アクション図］をクリックします。
［アクション図］ダイアログ・ボックスが表示されます。

2. ［プロセス］、［プロシージャ・ステップ］、または［アクション・ブロック］のリストから項目を選択し、［了
解］をクリックします。
［アクション図］ウィンドウが開きます。

3. 後にアクションを追加するロケーションを選択します。
4. ［編集］ - ［GUI ステートメントの追加］ - ［FILTER］、反復するグループ・ビューをクリックします。

– 文字列の FILTER ステートメントを作成するには［文字列］を選択します。文字列を入力してください。「了
解」-「追加」の順に選択してください。

– 文字ビューに FILTER ステートメントを作成するには、［文字ビュー］ - ［エンティティ・ビュー］ - ［了解］ -
［追加］を選択します。

– スペースかどうかをテストする FILTER ステートメントを作成するには、［スペース］を選択します。FILTERス
テートメントの作成を続けるか、「追加」を選択してください。

– 用意されている文字関数に対して FILTER ステートメントを作成するには関数（文字）を選択します。FILTERス
テートメントの作成を続行するか、「追加」を選択してください。

リスト・ボックス内での選択した行の入手

以下の手順に従います。

1. ［設計］ - ［アクション図］をクリックします。
［アクション図］ダイアログ・ボックスが表示されます。

2. ［プロセス］、［プロシージャ・ステップ］、または［アクション・ブロック］のリストから項目を選択し、［了
解］をクリックします。
［アクション図］ウィンドウが開きます。

3. 後にアクションを追加するロケーションを選択します。
4. ［編集］ - ［GUI ステートメントの追加］をクリックします。
［ステートメントの追加］ダイアログ・ボックスが表示されます。

5. ［Get Row］を選択し、［行タイプ］セクションから［Highlighted In]、［Clicked In]、または［Visible In]を選択しま
す。

6. ステートメントの作成を継続し、［完了］ - ［追加］をクリックします。
選択された行がリスト・ボックスで使用可能になります。

リスト・ボックス内での行の強調表示

以下の手順に従います。

1. ［設計］ - ［アクション図］をクリックします。
［アクション図］ダイアログ・ボックスが表示されます。

2. ［プロセス］、［プロシージャ・ステップ］、または［アクション・ブロック］のリストから項目を選択し、［了
解］をクリックします。
［アクション図］ウィンドウが開きます。

3. 後にアクションを追加するロケーションを選択します。
4. ［編集］ - ［GUI ステートメントの追加］ - ［強調表示］をクリックします。
5. ［ステートメントの追加］ダイアログ・ボックスが表示されます。
6. ［反復グループの選択］ビューからオプションを選択します。
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– 反復グループ・ビューが暗黙的に索引付けされている場合、［追加］を選択します。
– 反復グループ・ビューが明示的添字付けされている場合、数値式を選択してください。ステートメントの作成を継
続し、［追加］をクリックします。

コマンドのマーク

以下の手順に従います。

1. ［設計］ - ［アクション図］をクリックします。
［アクション図］ダイアログ・ボックスが表示されます。

2. ［プロセス］、［プロシージャ・ステップ］、または［アクション・ブロック］のリストから項目を選択し、［了
解］をクリックします。
［アクション図］ウィンドウが開きます。

3. 後にアクションを追加するロケーションを選択します。
4. ［編集］ - ［GUI ステートメントの追加］ - ［Mark Command］をクリックします。
［コマンド選択］ダイアログ・ボックスが表示されます。

5. コマンドを選択し、［了解］をクリックします。
コマンドが追加されます。

OPENステートメントの追加

以下の手順に従います。

1. ［設計］ - ［アクション図］をクリックします。
［アクション図］ダイアログ・ボックスが表示されます。

2. ［プロセス］、［プロシージャ・ステップ］、または［アクション・ブロック］のリストから項目を選択し、［了
解］をクリックします。
［アクション図］ウィンドウが開きます。

3. 後にアクションを追加するロケーションを選択します。
4. ［編集］ - ［GUI ステートメントの追加］ - ［オープン］をクリックします。
［ウィンドウ選択］ダイアログ・ボックスが表示されます。

5. ［ウィンドウ］または［ダイアログ・ボックス］を選択し、［了解］をクリックします。

REFRESH ステートメントの追加

以下の手順に従います。

1. ［設計］ - ［アクション図］をクリックします。
［アクション図］ダイアログ・ボックスが表示されます。

2. ［プロセス］、［プロシージャ・ステップ］、または［アクション・ブロック］のリストから項目を選択し、［了
解］をクリックします。
［アクション図］ウィンドウが開きます。

3. 後にアクションを追加するロケーションを選択します。
4. ［編集］ - ［GUI ステートメントの追加］ - ［更新］をクリックします。
更新ステートメントが追加されます。

リスト・ボックスからの行の削除

以下の手順に従います。

1. ［設計］ - ［アクション図］をクリックします。
［アクション図］ダイアログ・ボックスが表示されます。

2. ［プロセス］、［プロシージャ・ステップ］、または［アクション・ブロック］のリストから項目を選択し、［了
解］をクリックします。
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［アクション図］ウィンドウが開きます。
3. 後にアクションを追加するロケーションを選択します。
4. ［編集］ - ［GUI ステートメントの追加］ - ［行の削除］をクリックします。
5. 反復グループ・ビュー、［前］または［後］を選択します。

– 反復グループ・ビューが暗黙的に索引付けされている場合、［追加］を選択します。
– 反復グループ・ビューが明示的添字付けされている場合、数値式を選択してください。ステートメントの作成を続
行します。［Add］をクリックします。

UNFILTERアクション・ステートメントの追加

以下の手順に従います。

1. ［設計］ - ［アクション図］をクリックします。
［アクション図］ダイアログ・ボックスが表示されます。

2. ［プロセス］、［プロシージャ・ステップ］、または［アクション・ブロック］のリストから項目を選択し、［了
解］をクリックします。
［アクション図］ウィンドウが開きます。

3. 後にアクションを追加するロケーションを選択します。
4. ［編集］ - ［GUI ステートメントの追加］ - ［Unfilter]をクリックします。
5. ［反復グループ・ビューを選択］からオプションを選択し、［了解］をクリックします。
アンフィルタ・アクション・ステートメントが追加されます。

リスト・ボックス内での行の強調表示解除

以下の手順に従います。

1. ［設計］ - ［アクション図］をクリックします。
［アクション図］ダイアログ・ボックスが表示されます。

2. ［プロセス］、［プロシージャ・ステップ］、または［アクション・ブロック］のリストから項目を選択し、［了
解］をクリックします。
［アクション図］ウィンドウが開きます。

3. 後にアクションを追加するロケーションを選択します。
4. ［編集］ - ［GUI ステートメントの追加］ - ［Unhighlight]をクリックします。
5. ［反復グループの選択］ビュー・リストからオプションを選択します。

– 反復グループ・ビューが暗黙的に索引付けされている場合、［追加］を選択します。
– 反復グループ・ビューが明示的添字付けされている場合、数値式を選択してください。ステートメントの作成を続
行します。［Add］をクリックします。

コマンドのマーク解除

以下の手順に従います。

1. ［設計］ - ［アクション図］をクリックします。
［アクション図］ダイアログ・ボックスが表示されます。

2. ［プロセス］、［プロシージャ・ステップ］、または［アクション・ブロック］のリストから項目を選択し、［了
解］をクリックします。
［アクション図］ウィンドウが開きます。

3. 後にアクションを追加するロケーションを選択します。
4. ［編集］ - ［GUI ステートメントの追加］ - ［Unmark Command］をクリックします。
5. コマンドを選択します。
コマンドがアンマークされます。
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IF および ELSE ステートメント

コンテンツ

ELSE アクション ステートメントの追加

以下の手順に従います。

1. ［分析］または［設計］ - ［アクション図］をクリックします。
［アクション図］ダイアログ・ボックスが表示されます。

2. ［プロセス］、［プロシージャ・ステップ］、または［アクション・ブロック］のリストから項目を選択し、［了
解］をクリックします。
［アクション図］ウィンドウが開きます。

3. IF アクション・ステートメント、または IF の最後のステートメント、または ELSE IF アクション・ステートメント
を選択します。

4. ［編集］、［ステートメントの追加］、［ELSE］をクリックします。
［ステートメントの追加］ダイアログ・ボックスが表示されます。

5. 適切なエンティティ・ビュー、属性ビュー、リテラル式、特殊属性、明示的添字付けの式を使って、IFが真でない場
合に実行するアクション・ステートメントを作成してください。

6. 「追加」を選択してください。
アクション・ステートメントが追加されます。

ELSE IF アクション・ステートメントの追加

以下の手順に従います。

1. ［分析］または［設計］ - ［アクション図］をクリックします。
［アクション図］ダイアログ・ボックスが表示されます。

2. ［プロセス］、［プロシージャ・ステップ］、または［アクション・ブロック］のリストから項目を選択し、［了
解］をクリックします。
［アクション図］ウィンドウが開きます。

3. IF アクション・ステートメント、または MOVE などの IF アクション・ステートメントの最後のステートメントを選
択します。

4. ［編集］、［ステートメントの追加］、［ELSE IF］をクリックします。
［ステートメントの追加］ダイアログ・ボックスが表示されます。

5. 適切なエンティティ・ビュー、属性ビュー、リテラル式、特殊属性、明示的添字付けの式を使って、アクション・ス
テートメントを作成してください。

6. 「追加」を選択してください。
アクション・ステートメントが追加されます。

コマンドのIFステートメントの追加

以下の手順に従います。

1. ［分析］または［設計］ - ［アクション図］をクリックします。
［アクション図］ダイアログ・ボックスが表示されます。

2. ［プロセス］、［プロシージャ・ステップ］、または［アクション・ブロック］のリストから項目を選択し、［了
解］をクリックします。
［アクション図］ウィンドウが開きます。

3. 後にアクションを追加するロケーションを選択します。
4. ［編集］ - ［ステートメントの追加］ - ［IF］をクリックします。
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［ステートメントの追加］ダイアログ・ボックスが表示されます。
5. コマンド、関係演算子、コマンドの式（文字列、文字値、コマンド値、プリンタ ID、空白、端末 ID、トランコー
ド、ユーザ ID）を選択します。
– これらの式の IF ステートメントの作成を継続するには、ブール演算子（AND、OR）を選択します。選択した式
に応じて、さらに選択リストが表示されます。IFステートメントが完成するまで、式、値、演算子の選択を続けま
す。［完了］ - ［追加］をクリックします。

– IF ステートメントを追加するには、［追加］をクリックします。

現行対話のIFステートメントの追加

以下の手順に従います。

1. ［分析］または［設計］ - ［アクション図］をクリックします。
［アクション図］ダイアログ・ボックスが表示されます。

2. ［プロセス］、［プロシージャ・ステップ］、または［アクション・ブロック］のリストから項目を選択し、［了
解］をクリックします。
［アクション図］ウィンドウが開きます。

3. 後にアクションを追加するロケーションを選択します。
4. ［編集］ - ［ステートメントの追加］ - ［IF］をクリックします。
［ステートメントの追加］ダイアログ・ボックスが表示されます。

5. ［式の選択］リストから、［現在の言語］式を選択します。
6. ［完了］をクリックします。

– これらの式の IF ステートメントの作成を継続するには、ブール演算子（AND、OR）を選択します。選択した式
に応じて、さらに選択リストが表示されます。IFステートメントが完成するまで、式、値、演算子の選択を続けま
す。［完了］ - ［追加］をクリックします。

– IF ステートメントを追加するには、［追加］をクリックします。

現在の日付/時刻/タイムスタンプのIFステートメントの追加

以下の手順に従います。

1. ［分析］または［設計］ - ［アクション図］をクリックします。
［アクション図］ダイアログ・ボックスが表示されます。

2. ［プロセス］、［プロシージャ・ステップ］、または［アクション・ブロック］のリストから項目を選択し、［了
解］をクリックします。
［アクション図］ウィンドウが開きます。

3. 後にアクションを追加するロケーションを選択します。
4. ［編集］ - ［ステートメントの追加］ - ［IF］をクリックします。
［ステートメントの追加］ダイアログ・ボックスが表示されます。
– 日付、時刻、またはタイムスタンプのビューを作成するには、日付ビュー、時刻ビュー、またはタイムスタンプ・
ビュー、エンティティ・ビュー、属性を選択します。

– 日付、時刻、またはタイムスタンプの関数の式を作成するには、日付、時刻、またはタイムスタンプの値を戻す
関数、関数の最初のパラメータの式を選択します。特定の関数に定義するパラメータに応じて、さらに選択リスト
が表示されます。IFステートメントが完成するまで、式、値、演算子の選択を続けます。［完了］をクリックしま
す。

5. ［Add］をクリックします。

エグジット・ステートのIFステートメントの追加

以下の手順に従います。

1. ［分析］または［設計］ - ［アクション図］をクリックします。
［アクション図］ダイアログ・ボックスが表示されます。
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2. ［プロセス］、［プロシージャ・ステップ］、または［アクション・ブロック］のリストから項目を選択し、［了
解］をクリックします。
［アクション図］ウィンドウが開きます。

3. 後にアクションを追加するロケーションを選択します。
4. ［編集］ - ［ステートメントの追加］ - ［IF］をクリックします。
［ステートメントの追加］ダイアログ・ボックスが表示されます。

5. エグジット・ステート、関係演算子、エグジット・ステート値またはエグジット・ステートを選択します。
– これらの式の IF ステートメントの作成を継続するには、ブール演算子（AND、OR）を選択します。選択した式
に応じて、さらに選択リストが表示されます。IFステートメントが完成するまで、式、値、演算子の選択を続けま
す。［完了］ - ［追加］をクリックします。

– IF ステートメントを追加するには、［追加］をクリックします。

関数のIFステートメントの追加

以下の手順に従います。

1. ［分析］または［設計］ - ［アクション図］をクリックします。
［アクション図］ダイアログ・ボックスが表示されます。

2. ［プロセス］、［プロシージャ・ステップ］、または［アクション・ブロック］のリストから項目を選択し、［了
解］をクリックします。
［アクション図］ウィンドウが開きます。

3. 後にアクションを追加するロケーションを選択します。
4. ［編集］ - ［ステートメントの追加］ - ［IF］をクリックします。
［ステートメントの追加］ダイアログ・ボックスが表示されます。

5. 関数（任意）、関数、関数の最初のパラメータに対する式を選択します。特定の関数に定義するパラメータに応じ
て、さらに選択リストが表示されます。IFステートメントが完成するまで、式、値、演算子の選択を続けます。

6. ［完了］ - ［追加］をクリックします。
関数に対する IF ステートメントが追加されます。

グループ・ビューのIFステートメントの追加

以下の手順に従います。

1. ［分析］または［設計］ - ［アクション図］をクリックします。
［アクション図］ダイアログ・ボックスが表示されます。

2. ［プロセス］、［プロシージャ・ステップ］、または［アクション・ブロック］のリストから項目を選択し、［了
解］をクリックします。
［アクション図］ウィンドウが開きます。

3. 後にアクションを追加するロケーションを選択します。
4. ［編集］ - ［ステートメントの追加］ - ［IF］をクリックします。
［ステートメントの追加］ダイアログ・ボックスが表示されます。

5. 反復グループ・ビュー、反復グループ・ビュー条件を選択します。
暗黙的に添字付けされたグループ ビューの場合、有効な選択肢は次のとおりです。
– IS (NOT) FULL
– IS (NOT) EMPTY
– IS (NOT) HIGHLIGHTED
– IS (NOT) CLICKED
– IS (NOT) VISIBLE
明示的に添字付けされたグループ・ビューの場合、有効な選択肢は次のとおりです。
– IS (NOT) FULL
– IS (NOT) EMPTY
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6. ブール式を追加するには、AND または OR を選択し、別の式の作成を継続します。グループ・ビューに定義したパラ
メータに応じて、さらに選択リストが表示されます。IFステートメントが完成するまで、式、値、演算子の選択を続
けます。

7. ［完了］ - ［追加］をクリックします。

数値属性のIFステートメントの追加

以下の手順に従います。

1. ［分析］または［設計］ - ［アクション図］をクリックします。
［アクション図］ダイアログ・ボックスが表示されます。

2. ［プロセス］、［プロシージャ・ステップ］、または［アクション・ブロック］のリストから項目を選択し、［了
解］をクリックします。
［アクション図］ウィンドウが開きます。

3. 後にアクションを追加するロケーションを選択します。
4. ［編集］ - ［ステートメントの追加］ - ［IF］をクリックします。
［ステートメントの追加］ダイアログ・ボックスが表示されます。

5. 属性ビュー、エンティティ・ビュー名、数値の属性ビュー名、演算子を選択します。
数値式を作成するには、演算子を選択し、一連の選択リストからの選択を継続します。式が完成したら、［完了］を
クリックします。

6. ［完了］ - ［追加］をクリックします。
数値属性に対して IF ステートメントが追加されます。

特殊属性のIFステートメントの追加

以下の手順に従います。

1. ［分析］または［設計］ - ［アクション図］をクリックします。
［アクション図］ダイアログ・ボックスが表示されます。

2. ［プロセス］、［プロシージャ・ステップ］、または［アクション・ブロック］のリストから項目を選択し、［了
解］をクリックします。
［アクション図］ウィンドウが開きます。

3. 後にアクションを追加するロケーションを選択します。
4. ［編集］ - ［ステートメントの追加］ - ［IF］をクリックします。
［ステートメントの追加］ダイアログ・ボックスが表示されます。

5. IF を選択し、以下のオプションのいずれかを選択します。
– クライアント・パスワード
– クライアント・ユーザID
– プリンタ ID
– 端末 ID
– トランコード
– トランザクション再試行回数
– トランザクション再試行限界
– ユーザ ID

6. 式（空白または追加する特別な属性のタイプに対応する値）を完了します。
7. 開かれるダイアログに値を入力します。
8. ［了解］ - ［追加］をクリックします。
特殊属性に対して IF ステートメントが追加されます。
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テキスト属性のIFステートメントの追加

以下の手順に従います。

1. ［分析］または［設計］ - ［アクション図］をクリックします。
［アクション図］ダイアログ・ボックスが表示されます。

2. ［プロセス］、［プロシージャ・ステップ］、または［アクション・ブロック］のリストから項目を選択し、［了
解］をクリックします。
［アクション図］ウィンドウが開きます。

3. 後にアクションを追加するロケーションを選択します。
4. ［編集］ - ［ステートメントの追加］ - ［IF］をクリックします。
［ステートメントの追加］ダイアログ・ボックスが表示されます。

5. 以下の式のいずれかを選択します。
– 属性ビュー
– エンティティ・ビューの名前
– 関係演算子

6. 選択した式に応じて、さらに選択リストが表示されます。IFステートメントが完成するまで、式、値、演算子の選択
を続けます。

7. ［完了］ - ［追加］をクリックします。
テキスト属性に対して IF ステートメントが追加されます。

時刻属性のIFステートメントの追加

以下の手順に従います。

1. ［分析］または［設計］ - ［アクション図］をクリックします。
［アクション図］ダイアログ・ボックスが表示されます。

2. ［プロセス］、［プロシージャ・ステップ］、または［アクション・ブロック］のリストから項目を選択し、［了
解］をクリックします。
［アクション図］ウィンドウが開きます。

3. 後にアクションを追加するロケーションを選択します。
4. ［編集］ - ［ステートメントの追加］ - ［IF］をクリックします。
［ステートメントの追加］ダイアログ・ボックスが表示されます。

5. 以下の式のいずれかを選択します。
– 属性ビュー
– エンティティ・ビューの名前
– 時間属性ビューの名前

6. 以下のアクションのいずれかを実行します。
– 時間による期間の式を作成したいときは、演算子（プラスまたはマイナス）、時間による期間（時間、分、または
秒）を選択します。一連の選択リストからの選択を継続し、式を完了します。［完了］ - ［追加］をクリックしま
す。

– 現在の時刻に対して式を作成するには、関係演算子、関係演算子のタイプ、現在の時刻、演算子（IFステートメン
トの作成を続ける場合）を選択し、［追加］をクリックします。

– 時刻関数の式を作成するには、関係演算子、関係演算子のタイプ関数（時刻）、関数の最初のパラメータに時間値
式を返す関数を選択します。特定の関数に定義するパラメータに応じて、さらに選択リストが表示されます。IFス
テートメントが完成するまで、式、値、演算子の選択を続けます。［完了］をクリックします。

– 時刻ビューの式を作成する場合は、［関係演算子］ - ［関係演算子のタイプ］ - ［時刻ビュー］ - ［エンティ
ティ・ビュー］ - ［属性式］を選択し、［追加］をクリックします。

Read および Read Each ステートメント
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コンテンツ

READ/READ EACHの属性条件の追加

以下の手順に従います。

1. ［分析］または［設計］ - ［アクション図］をクリックします。
［アクション図］ダイアログ・ボックスが表示されます。

2. ［プロセス］、［プロシージャ・ステップ］、または［アクション・ブロック］のリストから項目を選択し、［了
解］をクリックします。
［アクション図］ウィンドウが開きます。

3. 後にアクションを追加するロケーションを選択します。
4. ［編集］ - ［ステートメントの追加］ - ［読取］または［個別に読み取り］をクリックします。
［ステートメントの追加］ダイアログ・ボックスが表示されます。

5. エンティティ・ビューを選択し、［修飾］をクリックします。
6. 属性ビューを選択します。

– READ の対象となるいずれかのビューに対してオカレンス句を追加するには、［DESIRED］を選択します。
– READ または CREATE ステートメントによって以前に入力されたエンティティ・アクション・ビューにオカレン
ス句を追加するには、［CURRENT］を選択します。

– ほかのエンティティ・アクション・ビューにオカレンス句を追加するには、［SOME］を選択します。
– 非常駐ビューにオカレンス句を追加するには、［非常駐の］を選択します。

7. エンティティ・ビュー（複数のビューが読み取りの対象となっている場合）を選択します。
8. ［属性］ - ［関係演算子］を選択します。
作成する式のタイプ（テキスト、数値、日付、または時刻）に応じて、以降に表示される選択リストの項目は異なり
ます。

9. 属性ビューの条件が完成するまで、選択を続けてください。
10.［追加］をクリックします。
読み取り、または個別読み取りの属性条件が追加されます。

READ/READ EACHの関数条件の追加

以下の手順に従います。

1. ［分析］または［設計］ - ［アクション図］をクリックします。
［アクション図］ダイアログ・ボックスが表示されます。

2. ［プロセス］、［プロシージャ・ステップ］、または［アクション・ブロック］のリストから項目を選択し、［了
解］をクリックします。
［アクション図］ウィンドウが開きます。

3. 後にアクションを追加するロケーションを選択します。
4. ［編集］ - ［ステートメントの追加］ - ［読取］または［個別に読み取り］をクリックします。
［ステートメントの追加］ダイアログ・ボックスが表示されます。

5. エンティティ・ビューを選択し、［修飾］をクリックします。
6. 関数または関数の最初のパラメータを選択します。
所定の関数に定義したパラメータに応じて、以降の式が表示されます。

7. 関数が完成するまで、選択リストから値と演算子を選択し、［完了］をクリックします。
8. プロンプトが表示されたら別の関数式を作成し、［追加］をクリックします。
読み取り、または個別読み取りの関数条件が追加されます。
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READ アクション ステートメントの追加

以下の手順に従います。

1. ［分析］または［設計］ - ［アクション図］をクリックします。
［アクション図］ダイアログ・ボックスが表示されます。

2. ［プロセス］、［プロシージャ・ステップ］、または［アクション・ブロック］のリストから項目を選択し、［了
解］をクリックします。
［アクション図］ウィンドウが開きます。

3. 後にアクションを追加するロケーションを選択します。
4. ［編集］ - ［ステートメントの追加］ - ［読取］をクリックします。
［ステートメントの追加］ダイアログ・ボックスが表示されます。

5. 以下のいずれかのタスクを実行します。
– 単一のエンティティ・ビューを指定するには、リストからエンティティ・ビューを選択します。
– 複数のエンティティ・ビューを指定するには、リストから別のエンティティ・ビューを選択します。
– 修飾表現を追加するには、［修飾］を選択します。
詳細については、以下のトピックを参照してください。
READ/READ EACH への属性条件
READ/READ EACH への関数条件
READ EACH アクション・ステートメント
READ/READ EACH への関係条件
READ/READ EACH へのシステム条件

– 修飾子を付けないでステートメントを完了する場合は［追加］を選択します。
NOTE

注： アクション図に READ アクション・ステートメントを自動的に追加するには、アクション図に最初にアク
セスしたときに期待効果を展開するか、データ・モデリング、アクティビティ階層、またはアクティビティ依
存関係の各ツールのプロセス合成を使用するか、あるいはアクション・ブロック合成を使用します。

READ EACHアクション・ステートメントの追加

以下の手順に従います。

1. ［分析］または［設計］ - ［アクション図］をクリックします。
［アクション図］ダイアログ・ボックスが表示されます。

2. ［プロセス］、［プロシージャ・ステップ］、または［アクション・ブロック］のリストから項目を選択し、［了
解］をクリックします。
［アクション図］ウィンドウが開きます。

3. 後にアクションを追加するロケーションを選択します。
4. ［編集］ - ［ステートメントの追加］ - ［ステートメントの追加］ - ［Read Each］をクリックします。
［ステートメントの追加］ダイアログ・ボックスが表示されます。

5. 以下のいずれかのタスクを実行します。
– 単一のエンティティ・ビューを指定するには、リストからエンティティ・ビューを選択します。
– 複数のエンティティ・ビューを指定するには、リストから別のエンティティ・ビューを選択します。
– 属性や関係条件などの選択条件を追加するには［修飾］を追加します。
詳細については、以下のトピックを参照してください。
READ/READ EACH への属性条件
READ/READ EACH への関数条件
READ アクション・ステートメント
READ/READ EACH への関係条件
READ/READ EACH へのシステム条件

– 修飾子を付けないでステートメントを完了する場合は［追加］をクリックします。
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READ/READ EACHの関係条件の追加

以下の手順に従います。

1. ［分析］または［設計］ - ［アクション図］をクリックします。
［アクション図］ダイアログ・ボックスが表示されます。

2. ［プロセス］、［プロシージャ・ステップ］、または［アクション・ブロック］のリストから項目を選択し、［了
解］をクリックします。
［アクション図］ウィンドウが開きます。

3. 後にアクションを追加するロケーションを選択します。
4. ［編集］ - ［ステートメントの追加］ - ［読み取り］または［個別に読み取り］をクリックします。
［ステートメントの追加］ダイアログ・ボックスが表示されます。

5. エンティティ・ビューを選択し、［修飾］をクリックします。
6. 関係ビューを選択します。

– READの対象となるビューの１つのオカレンス句を追加したいときは、「DESIRED」を選択してください。
– ほかのエンティティ・アクション・ビューのオカレンス句を追加したいときは、「SOME」を選択してください。

7. エンティティ・ビュー-関係の順に選択してください。
– ブール式を追加したいときは、ANDまたはORを選択し、別の式の作成を続けてください。ステートメントが完成
したら、［追加］をクリックします。

– ステートメントが完成したら、［追加］をクリックします。

READ/READ EACHのシステム条件の追加

以下の手順に従います。

1. ［分析］または［設計］ - ［アクション図］をクリックします。
［アクション図］ダイアログ・ボックスが表示されます。

2. ［プロセス］、［プロシージャ・ステップ］、または［アクション・ブロック］のリストから項目を選択し、［了
解］をクリックします。
［アクション図］ウィンドウが開きます。

3. 後にアクションを追加するロケーションを選択します。
4. ［編集］ - ［ステートメントの追加］ - ［読取］または［個別に読み取り］をクリックします。
［ステートメントの追加］ダイアログ・ボックスが表示されます。

5. エンティティ・ビューを選択し、［修飾］をクリックします。
6. システム条件（現在の日付、現在の時間、現在のタイムスタンプ、プリンタ ID、端末 ID、トランコード、ユーザ
ID）、演算子または関連演算子を選択します。
作成する式のタイプ（テキスト、数値、日付、または時刻）に応じて、以降に表示される選択リストの項目は異なり
ます。

7. システム条件が完成するまで、リストから選択を続けます。［Add］をクリックします。

READの期待効果の展開

以下の手順に従います。

1. ［分析］または［設計］ - ［アクション図］をクリックします。
［アクション図］ダイアログ・ボックスが表示されます。

2. ［プロセス］、［プロシージャ・ステップ］、またはアクション・ステートメントがない［アクション・ブロック］
から項目を選択します。［了解をクリックします。
［アクション図］ウィンドウが開きます。

3. ［編集］ - ［期待効果の展開］をクリックします。
– 修飾式を追加するには、［修飾］をクリックします。（READ/READ EACHアクション・ステートメントへの属
性、関数、関係、システム条件の追加の操作手順を参照してください）。

– 修飾子を付けないでステートメントを完了するには、［追加］をクリックします。
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READ/LISTのアクション・ブロックの合成

以下の手順に従います。

1. ［分析］または［設計］ - ［アクション図］をクリックします。
［アクション図］ダイアログ・ボックスが表示されます。

2. ［プロセス］、［プロシージャ・ステップ］、またはアクション・ステートメントが含まれない［アクション・ブ
ロック］のリストから項目を選択します。［OK］をクリックします。
［アクション図］ウィンドウが開きます。

3. ［了解］ - ［アクション・ブロック合成］をクリックします。
4. アクション・ブロック合成に対するサブジェクト・エンティティ・タイプを選択し、［アクション図・オプション］
のチェック・ボックス（［デフォルト・アクションの確認］、［エンティティ・タイプの一貫性検査］、および［自
動属性選択］）を必要に応じてオンにします。

5. ［読み取り］または［リスト］（モードの場合）をクリックし、［了解］をクリックします。

［エンティティ･タイプの一貫性検査］を実行し、エンティティ・タイプが一貫していない場合は、［一貫性検査］のダ
イアログから［表示］を選択します。エラーのレポートを表示させます。データ・モデリング・ツールにアクセスし、エ
ラーを修正してください。「アクション・ブロック合成」を再び実行してください。［OK］をクリックします。

その他のアクション・ステートメント

コンテンツ

ブランク行の追加

以下の手順に従います。

1. ［分析］または［設計］ - ［アクション図］をクリックします。
［アクション図］ダイアログ・ボックスが表示されます。

2. ［プロセス］、［プロシージャ・ステップ］、または［アクション・ブロック］のリストから項目を選択し、［了
解］をクリックします。
［アクション図］ウィンドウが開きます。

3. 下に空白行を追加する行を選択します。
4. ［編集］ - ［空白行の追加］をクリックします。
空白行が追加されます。

NOTE アクション ステートメントの追加

以下の手順に従います。

1. ［分析］または［設計］ - ［アクション図］をクリックします。
［アクション図］ダイアログ・ボックスが表示されます。

2. ［プロセス］、［プロシージャ・ステップ］、または［アクション・ブロック］のリストから項目を選択し、［了
解］をクリックします。
［アクション図］ウィンドウが開きます。

3. 後にアクションを追加するロケーションを選択します。
4. ［編集］、［ステートメントの追加］、［ノート］をクリックします。
［ノート］ダイアログ・ボックスが表示されます。

5. ノートの説明を入力し、［了解］をクリックします。
ノート・アクション・ステートメントが追加されます。
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MAKE アクション・ステートメントの追加

NOTE
注： MAKE は、プロシージャ・アクション・ブロックにのみ追加できます。

以下の手順に従います。

1. ［分析］または［設計］ - ［アクション図］をクリックします。
［アクション図名］ダイアログ・ボックスが開きます。

2. プロシージャ・ステップを選択し、［了解］をクリックします。
［アクション図］ウィンドウが開きます。

3. Make ステートメントを追加するロケーションに移動します。
4. ［編集］ - ［ステートメントの追加］ - ［Make］の順にクリックします。
［ステートメントの追加］ダイアログ・ボックスが開きます。

5. エンティティ・ビューと属性を選択します。
6. 表示属性を省略時のERROR値に設定したいときは、「ERROR」を選択してください。
7. 表示属性を設定したいときは、「表示属性の設定」を選択してください。
8. 必要なフィールドを選択して、「画面設計」または「ビジネス・システム設計」で設定した表示特性を指定変更して
ください。

9. ［OK］をクリックします。
10.［Add］をクリックします。

Make ステートメントが追加されます。

関係アクション

コンテンツ

ASSOCIATE アクション ステートメントの追加

以下の手順に従います。

1. ［分析］または［設計］ - ［アクション図］をクリックします。
［アクション図］ダイアログ・ボックスが表示されます。

2. ［プロセス］、［プロシージャ・ステップ］、または［アクション・ブロック］のリストから項目を選択し、［了
解］をクリックします。
［アクション図］ウィンドウが開きます。

3. 後にアクションを追加するロケーションを選択します。
4. ［編集］、［ステートメントの追加］、［関連付ける］をクリックします。
［ステートメントの追加］ウィンドウが開きます。

5. 関係を選択し、［追加］をクリックします。
関連アクション・ステートメントが追加されます。

DISASSOCIATEステートメントの追加

以下の手順に従います。

1. ［分析］または［設計］ - ［アクション図］をクリックします。
［アクション図］ダイアログ・ボックスが表示されます。

2. ［プロセス］、［プロシージャ・ステップ］、または［アクション・ブロック］のリストから項目を選択し、［了
解］をクリックします。
［アクション図］ウィンドウが開きます。

3. 後にアクションを追加するロケーションを選択します。
4. ［編集］ - ［ステートメントの追加］ - ［解消する］をクリックします。
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［ステートメントの追加］ダイアログ・ボックスが表示されます。
5. 対象の関係を選択し、［追加］をクリックします。
分離アクション・ステートメントが追加されます。

反復アクション・ステートメント

コンテンツ

REPEAT UNTILアクション・ステートメントの追加

以下の手順に従います。

1. ［分析］または［設計］ - ［アクション図］をクリックします。
［アクション図］ダイアログ・ボックスが表示されます。

2. ［プロセス］、［プロシージャ・ステップ］、または［アクション・ブロック］のリストから項目を選択し、［了
解］をクリックします。
［アクション図］ウィンドウが開きます。

3. 後にアクションを追加するロケーションを選択します。
4. ［編集］ - ［ステートメントの追加］ - ［反復］をクリックします。

– グループ・ビューを対象とする REPEAT UNTIL を追加するには、対象グループ・ビュー、反復グループ・ビュー
を選択します。

– 別のグループ・ビューを宛て先とするときは、AND目標グループ・ビュー-目標とするグループ・ビュー-
「UNTIL」の順に選択してください。

– 単一アクションに対して REPEAT UNTIL を追加するには、［UNTIL］を選択します。
5. 一連の選択リストから選択して、ステートメントの UNTIL の部分を作成し、［追加］をクリックします。

 

WHILE アクション・ステートメントの追加

以下の手順に従います。

1. ［分析］または［設計］ - ［アクション図］をクリックします。
［アクション図］ダイアログ・ボックスが表示されます。

2. ［プロセス］、［プロシージャ・ステップ］、または［アクション・ブロック］のリストから項目を選択し、［了
解］をクリックします。
［アクション図］ウィンドウが開きます。

3. 後にアクションを追加するロケーションを選択します。
4. ［編集］、［ステートメントの追加］、［WHILE］をクリックします。
5. 関係演算子または他の演算子、式、他の演算子を選択します。
6. 表現を完成し、［修飾］をクリックします。

– グループ・ビューを対象とするには、［ターゲット・グループ・ビュー］ - ［反復グループ・ビュー］を選択しま
す。

– 別のグループ・ビューを目標としたいときは、AND目標グループ・ビュー-グループ・ビューの順に選択してくだ
さい。

– グループ・ビューを目標としないときは、「なし」を選択してください。
7. ［Add］をクリックします。

FORステートメントの追加

以下の手順に従います。

1. ［分析］または［設計］ - ［アクション図］をクリックします。
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［アクション図］ダイアログ・ボックスが表示されます。
2. ［プロセス］、［プロシージャ・ステップ］、または［アクション・ブロック］のリストから項目を選択し、［了
解］をクリックします。
［アクション図］ウィンドウが開きます。

3. 後にアクションを追加するロケーションを選択します。
4. ［編集］ - ［ステートメントの追加］ - ［For］をクリックします。
［ステートメントの追加］ダイアログ・ボックスが表示されます。
– ローカル数値属性ビューに FOR ループを追加するには、［ローカル・ビュー］ - ［ローカル・エンティティ・
ビュー］ - ［属性］を選択します。ローカル数値属性ビューに必要な基準に基づいて式を作成します。

– 明示的に索引付けされた反復グループ・ビューのサブスクリプトを追加するには、サブスクリプトと反復グルー
プ・ビューを選択します。グループ・ビューに必要な基準に基づいて式を作成します。

5. ［Add］をクリックします。

FOR EACHアクション・ステートメントの追加

以下の手順に従います。

1. ［分析］または［設計］ - ［アクション図］をクリックします。
［アクション図］ダイアログ・ボックスが表示されます。

2. ［プロセス］、［プロシージャ・ステップ］、または［アクション・ブロック］のリストから項目を選択し、［了
解］をクリックします。
［アクション図］ウィンドウが開きます。

3. 後にアクションを追加するロケーションを選択します。
4. ［編集］ - ［ステートメントの追加］ - ［For Each］をクリックします。
［ステートメントの追加］ダイアログ・ボックスが表示されます。

5. グループ・ビューを選択します。
– PAD にステートメントを追加するには［追加］を選択します。
– ステートメントに修飾子を追加するには、［修飾］ - ［エクスポート］または［ローカル・グループ・ビュー］を
選択します。

– PAD にステートメントを追加するには［追加］をクリックします。
– 別のグループ・ビューにロジックを追加するには、［およびグループ・ビューを目標として］ - ［グループ・
ビュー］ - ［追加］を選択します。

6. エンティティの各オカレンスに対して繰り返したいアクションを追加し、［追加］をクリックします。

ビュー保守の操作手順

 

アクション・ブロック用途図からのビュー保守の開始

以下の手順に従います。

1. ［分析］、［アクション・ブロック用途］をクリックします。
［ダイアグラムの名前を追加］ダイアログ・ボックスが表示されます。

2. ［プロセス］または［アクション・ブロック］からオプションを選択し、［了解］をクリックします。
［アクション・ブロック用途］ウィンドウが表示されます。

3. ダイアグラム上のプロセスを選択し、［詳細］ - ［ビュー保守］をクリックします。
［ビュー保守］ウィンドウは、［アクション・ブロック用途］の詳細を表示します。
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設計段階のアクション図ツールからのビュー保守の開始

以下の手順に従います。

1. ［設計］をクリックします。
– アクション図が活動状態の場合は、「アクション図」を選択してください。
– アクション図がアクティブではない場合は、［ビジネス・システムのデフォルト］ - ビジネス・システム名 - ［ダ
イアグラム］ - ［オープン］ - ［ビジネス・システムのデフォルト 2 次ウィンドウのクローズ］ - ［アクション
図］を選択します。

2. ［プロシージャ・ステップ］または［アクション・ブロック］からオプションを選択し、［了解］をクリックしま
す。
［アクション・ブロック用途］ウィンドウが表示されます。

3. ダイアグラム上のプロセスを選択し、［詳細］ - ［ビュー保守］をクリックします。
［ビュー保守］ウィンドウが［設計］で［アクション図］の詳細を表示します。

分析段階のアクション図ツールからのビュー保守の開始

以下の手順に従います。

1. ［分析］、［アクション・ブロック用途］をクリックします。
［ダイアグラムの名前を追加］ダイアログ・ボックスが表示されます。

2. ［プロセス］または［アクション・ブロック］からオプションを選択し、［了解］をクリックします。
［アクション・ブロック用途］ウィンドウが表示されます。

3. ダイアグラム上のプロセスを選択し、［詳細］ - ［ビュー保守］をクリックします。
［ビュー保守］がアクセスされます。

アクティビティ依存関係図ツールからのビュー保守の開始

以下の手順に従います。

1. ［計画］または［分析］ - ［アクティビティ依存関係］をクリックします。
［アクティビティ依存］ウィンドウが表示されます。

2. プロセスを選択し、［詳細］をクリックし、［ビュー保守］を選択します。
［ビュー保守］ウィンドウが［アクティビティ依存］の詳細を表示します。

アクティビティ階層図ツールからのビュー保守の開始

以下の手順に従います。

1. ［計画］または［分析］、［アクティビティ階層］をクリックします。
［アクティビティ階層］ウィンドウが表示されます。

2. ダイアグラムからプロセスを選択し、［詳細］、［ビュー保守］をクリックします。
［ビュー保守］ウィンドウが［アクティビティ階層］の詳細を表示します。

対話設計図ツールからのビュー保守の開始

以下の手順に従います。

1. ［設計］、［対話設計］をクリックします。
［対話設計］ウィンドウが表示されます。
対話設計がアクティブではない場合、［ビジネス・システム省略時解釈］ - ビジネス・システム名 - ［ダイアグラ
ム］ - ［オープン］ - ［ビジネス・システム省略時解釈 2 次ウィンドウのクローズ］ - ［対話設計］を選択します。

2. ［プロシージャ］または［プロシージャ・ステップ］を選択し、［詳細］ - ［ビュー保守］をクリックします。
［ビュー保守］ウィンドウは、［対話設計］の詳細を表示します。
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画面設計ツールからのビュー保守の開始

以下の手順に従います。

1. ［計画］または［分析］、［アクティビティ階層］をクリックします。
［アクティビティ階層］ウィンドウが表示されます。

2. プロセスを選択し、［詳細］をクリックし、［ビュー保守］を選択します。
［ビュー保守］ウィンドウが［画面設計］の詳細を表示します。

構造チャート・ツールからのビュー保守の開始

以下の手順に従います。

1. ［計画］または［分析］、［構造チャート］をクリックします。
［アクション図名］ダイアログ・ボックスが表示されます。

2. ［プロセス］リストからオプションを選択し、［了解］をクリックします。
［構造チャート］ウィンドウが表示されます。

3. ダイアグラム上のプロセスを選択し、［詳細］、［ビュー保守］をクリックします。
［ビュー保守］ウィンドウがプロセスの詳細を表示します。

属性ビューの追加

以下の手順に従います。

1. ビュー保守を開始してください。
– 属性ビューにエンティティとの関連づけがある場合は、そのエンティティ・ビューの名前を選択してください。
– 属性ビューにワーク・セットとの関連づけがある場合は、そのワーク・セットの名前を選択してください。

2. ［編集］ - ［属性ビューの追加］をクリックします。
3. ［属性］を選択し、［了解］ボタンをクリックします。
属性ビューが追加されます。

エンティティ・ビューの追加

ビュー保守を開始してください。

エンティティ・ビューがグループ・ビューの一部かどうかを判断してください。

• エンティティ・ビューがグループ・ビューの一部の場合は、グループ・ビューの名前を選択します。
• エンティティ・ビューがグループ・ビューの一部でない場合は、ビュー・サブセットの名前（インポート、エクス
ポート、ローカル、またはエンティティ・アクション）を選択します。

［編集］ - ［エンティティ・ビューの追加］をクリックします。

エンティティ・ビューの名前を入力してください。インポート・ビューを指定するには、次のステップに進みます。エク
スポート・ビューを指定するには、ステップ 10 に進みます。

「時々」または「つねに」を選択してください。

インポート・ビューが常駐か非常駐かを判断してください。

• ビューが常駐の場合は、［エンティティ・アクションのサポート］を選択します。［入口でロックを要求］を選択す
るか、そのままにしてビューをアンロックのままにします。

• ビューを非常駐にする場合は、「エンティティ・アクションをサポートする」と「エントリ時にロックする」は選択
できません。

インポート・ビューをインポートとエクスポートの両方に使用するか、インポートのみに使用するかを判断します。

• ビューを入出力両用にする場合は、［入力と出力の両方で使用］を選択します。
• ビューをインポートのみに使用する場合は、「入力と出力の両方で使用」は選択できません。
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ステップ 12 へ進んでください。

エクスポート・ビューが常駐か非常駐かを判断してください。

• ビューが常駐の場合は、［エンティティ・アクションのサポート］を選択します。［入口でロックを要求］を選択す
るか、そのままにしてビューをアンロックのままにします。

• ビューを非常駐にする場合は、「エンティティ・アクションをサポートする」と「エントリ時にロックする」は選択
できません。

エクスポート・ビューをインポートとエクスポートの両方に使用するか、エクスポートのみに使用するかを判断します。

• ビューを入出力両用にする場合は、［入力と出力の両方で使用］を選択します。
• ビューをエクスポートのみに使用する場合は、［入力と出力の両方で使用］は選択できません。

エンティティ・アクション・ビューかローカル・ビューの場合は、チェック・ボックスをオフにしてください。

エンティティ・タイプを選択します。

属性を選択します。

［記述］プッシュ・ボタンを選択します。

記述文を入力します。

［OK］をクリックします。

• エンティティ・タイプのリストを表示したい場合は、［後退］プッシュ・ボタンを選択します。
• エンティティ・タイプのリストを検索したい場合は、［検索］プッシュ・ボタンを選択します。

［OK］をクリックします。

グループ・ビューの追加

以下の手順に従います。

1. ビュー保守を開始してください。
2. ビュー・サブセット（インポート・ビュー、エクスポート・ビュー、ローカル・ビュー）を選択し、［編集］ - ［グ
ループ・ビューの追加］をクリックします。

3. グループ・ビューの名前を入力してください。インポート ビューでは［時々］または［つねに］を選択します。
4. 「１つ」か「１つ以上」を選択してください。
［1 つ以上］を選択する場合、最小を入力し、平均値または絶対値を選択します。平均数と最大数を入力して、「平
均値」または「確定値」を選択してください。「暗黙的」または「明示的」を選択してください。

5. ［入力と出力の両方で使用］を指定するか、インポートのみまたはエクスポートのみの場合は空白のままにします。
6. ［記述］プッシュ・ボタンを選択します。記述文を入力します。
7. ［了解］をクリックし、再度［了解］をクリックします。

サブタイプ・ビューの追加

以下の手順に従います。

1. ビュー保守を開始してください。
– サブタイプ・ビューがグループ・ビューの一部の場合は、グループ・ビューの名前を選択してください。
– サブタイプ・ビューがグループ・ビューの一部でない場合は、ビュー・サブセットの名前（インポート、エクス
ポート、ローカル、エンティティ・アクション）を選択します。

2. ［編集］ - ［サブタイプ・ビューの追加］をクリックします。
インポート・ビューを選択する場合：
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– 「時々」または「つねに」を選択してください。
– ビューが常駐の場合は、［エンティティ・アクションのサポート］を選択します。［入口でロックを要求］を選択
するか、そのままにしてビューをアンロックのままにします。

– ビューを非常駐にする場合は、「エンティティ・アクションをサポートする」と「エントリ時にロックする」は選
択できません。

– ビューを入出力両用にする場合は、「インポート・ビューとエクスポート・ビューに使用」を選択してください。
– ビューをインポートのみに使用する場合は、「インポート・ビューとエクスポート・ビューに使用」は選択できま
せん。

エクスポート・ビューを選択する場合：
– ビューが常駐の場合は、［エンティティ・アクションのサポート］を選択します。［入口でロックを要求］を選択
するか、そのままにしてビューをアンロックのままにします。

– ビューを非常駐にする場合は、「エンティティ・アクションをサポートする」と「エントリ時にロックする」は選
択できません。

– ビューを入出力両用にする場合は、［入力と出力の両方で使用］を選択します。
– ビューをエクスポートのみに使用する場合は、「入力と出力の両方で使用」は選択できません。
– エンティティ・アクション・ビューかローカル・ビューの場合は、チェック・ボックスをオフにしてください。

3. 属性を表示するエンティティ・タイプ-ビューの属性の順に選択してください。
4. ［記述］を選択し、説明を入力します。［OK］をクリックします。

– エンティティのリストを表示したい場合は、「後退」を選択してください。
– エンティティ・タイプまたは属性を検索したい場合は、「検索」を選択してください。

5. ［OK］をクリックします。

ワーク・ビューの追加

以下の手順に従います。

1. ビュー保守を開始してください。
– ワーク・ビューがグループ・ビューの一部の場合は、グループ・ビューの名前を選択してください。
– ワーク・ビューがグループ・ビューの一部でない場合は、ビュー・サブセットの名前（インポート、エクスポー
ト、ローカル、エンティティ・アクション）を選択します。［編集］ - ［ワーク・ビューの追加］をクリックしま
す。

2. ワーク・ビューの名前を入力してください。
インポート・ビューを選択する場合：
– 「時々」または「つねに」を選択してください。
– ビューが常駐の場合は、［エンティティ・アクションのサポート］を選択します。［入口でロックを要求］を選択
するか、そのままにしてビューをアンロックのままにします。

– ビューを非常駐にする場合は、「エンティティ・アクションをサポートする」と「エントリ時にロックする」は選
択できません。

– ビューを入出力両用にする場合は、［入力と出力の両方で使用］を選択します。
– ビューをインポートのみに使用する場合は、「入力と出力の両方で使用」は選択できません。
エクスポート・ビューを選択する場合：
– ビューが常駐の場合は、［エンティティ・アクションのサポート］を選択します。［入口でロックを要求］を選択
するか、そのままにしてビューをアンロックのままにします。

– ビューを非常駐にする場合は、「エンティティ・アクションをサポートする」と「エントリ時にロックする」は選
択できません。

– ビューを入出力両用にする場合は、［入力と出力の両方で使用］を選択します。
– ビューをエクスポートのみに使用する場合は、［入力と出力の両方で使用］は選択できません。
– エンティティ・アクション・ビューかローカル・ビューの場合は、チェック・ボックスをオフにしてください。

3. ワーク・セットおよび属性を選択して、［記述］プッシュ・ボタンを選択します。説明を入力して、［了解］をク
リックします。
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– ワーク・セットのリストを表示したい場合は、「後退」を選択してください。
– ワーク・セットのリストを検索したい場合は、「検索」を選択してください。

4. ［OK］をクリックします。

ビューの親の変更

以下の手順に従います。

1. ビュー保守を開始してください。
2. 移動するビューを選択してください。
3. ［編集］ - ［親の変更］をクリックします。

– ビューがグループ・ビューの一部の場合は、同じビュー・サブセット内のグループ・ビューを選択してください。
– ビューがグループ・ビューの一部でない場合は、ビュー・サブセットの名前を選択してください。

NOTE
注： インポート・ビュー、エクスポート・ビュー、またはローカル・ビューの親を変更する場合、元の親と新
しい親の両方が、同じビュー・サブセット内にある必要があります。エンティティ・アクション図は、ビュー
が反復グループ・ビューまたはプロシージャのビューでない場合、インポート・ビューまたはエクスポート・
ビュー内の親に変更できます。

ビューの複写

以下の手順に従います。

1. ビュー保守を開始してください。
2. エンティティ・ビュー、サブタイプ・ビュー、ワーク・ビューを選択してください。
3. ［編集］ - ［コピー］をクリックします。

– ビューがグループ・ビューの一部の場合は、グループ・ビューを選択してください。
– ビューが別のサブセットの一部となるの場合は、ビュー・サブセットの名前（インポート、エクスポート、ローカ
ル、またはエンティティ・アクション）を選択します。新規ビューの名前を入力し、［了解］をクリックします。

NOTE
注： ビューを、ローカル・ビューまたはエンティティ・アクション・ビューのサブセットに複写するときは、
アクション図から［ビュー保守］にアクセスします。

属性ビューのオプショナリティの定義

以下の手順に従います。

1. ビュー保守を開始してください。
2. 属性ビューを選択し、［詳細］-［特性］を選択します。
3. ドロップダウン・リストを選択してください。

– ビューが任意の場合、「時々」を選択してください。
– ビューが必須の場合、「つねに」を選択してください。

4. ［OK］をクリックします。

NULL ステートメントの使い方

NULL 特性

NULL は、値がない状態を示します。CA Gen は、"NULL" を非常に柔軟にサポートしています。属性ビューをヌル状態
でテストでき、属性ビューを業界標準の方法でヌル状態に明示的に設定できます。また、CA Gen では、NULL （値がな
い）かどうかをあらかじめ判定することなく、一貫した方法で属性ビューの値を参照することもできます。
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開発者は、（プロシージャ・ステップのインポート・ビューとエクスポート・ビューを除く）すべてのビューで、NULL
インディケータを設定および判定できます。その他すべての種類の、非常駐ビュー、エンティティ・アクション・
ビュー、常駐ビューは、NULLを設定および判定できます。

CA Gen では以下をサポートしていません。

• 対話フローを経由してNULLインディケータを受け渡すこと（通常の対話フローだけでなく、プロシージャ・ステップ
USE、USE ASYNC、GET ASYNC RESPONSEステートメント、によって起動する対話フローも含めて）

• 画面間、ウィンドウ間、Webクライアント間でNULLインディケータを受け渡すこと
• 複合の式（つまり複数要素からなる式）またはアクション言語関数との間でNULL値をやりとりすること

NOTE
注： ビュー内のヌル可能にマークされているフィールドには、わずかにパフォーマンス・オーバーヘッドがか
かります。

下記が両方とも真の場合、エンティティ・アクション・ビューと常駐ビューは、NULL可能です。

• 任意属性である。
• その属性に対応するフィールド（テーブルの列）が、データ構造リスト上でNULL可能と指定されている。

CA Gen で非常駐ビューをヌル可能として定義する

ヌル可能なエンティティ・アクションや常駐ビューとは異なり、ヌル可能な非常駐ビューは生成アプリケーションによっ
て常にヌル状態に初期化され、また適切な省略値（ユーザ定義の省略値、またはドメインに応じた省略値（ゼロか空
白））に初期化されます。

アクセス方法 1：

1. CA Gen のモデル・ウィンドウで、［設計］メニューを強調表示し、［アクション図］を選択します。
2. ［アクション図名］ダイアログ・ボックスで、プロシージャ・ステップを選択し、［了解］をクリックしてくださ
い。

3. 任意のコード行を右クリックし、［ビューの保守］をクリックします。
4. 希望の属性を強調表示して右クリックしてください。（希望の属性が複数ある場合は、属性を１つ強調表示し、Ctrl
キーを押しながら、希望するほかのすべての属性を強調表示し、右クリックしてください）。

5. ［編集］を強調表示し、［Nullable］を選択してください。するとコード内の、強調表示した項目に続くかっこ内
に、"nullable"と表示されます。

アクセス方法 2：

1. CA Gen のモデル・ウィンドウで、［設計］メニューを強調表示し、［アクション図］を選択します。
2. ［アクション図名］ダイアログ・ボックスで、プロシージャ・ステップを強調表示し、［了解］をクリックしてくだ
さい。

3. 目的のエクスポート・ビューまたはインポート・ビューの属性を強調表示し、右クリックしてください。

NOTE
注： コード行の属性を含む部分のみ強調表示してください。

4. ［詳細］を強調表示し、［特性］を選択してください。
5. ［属性ビューの詳細］ダイアログ・ボックスで、［ヌル可能］オプションをクリックし、［了解］をクリックしま
す。するとコード内の、インポート・ビューまたはエクスポート・ビューに続くかっこ内に、"nullable"と表示されま
す。

［ヌル可能］オプションのクリア

1. アクション図のビュー定義で、希望のインポート・ビューまたはエクスポート・ビューの、NULL可能な属性を強調
表示してください。

2. 右クリックして［詳細］を強調表示し、［特性］を選択してください。
3. ［ヌル値を許す］をクリックして選択を解除し、［了解］をクリックしてください。するとコード内の、強調表示し
た項目に続くかっこ内に、"nullable"と表示されます。
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属性ビューの等価判定

COOL:Gen 6.0より前では、NULLのサポートに制約があったため、IS EQUAL TO演算子とIS NOT EQUAL TO演
算子で、NULL可能かどうかを判定できたビューは、エンティティ・アクション・ステートメント（READ、READ
EACH、SUMMARIZE、またはSUMMARIZE EACH)のWHERE節内の、DESIRED、SOME、またはOR THATで修飾され
たビューだけでした。このため、非常駐ビューと読取済みのエンティティ・アクション・ビューとを比較したIFステート
メントは、先行するREADステートメントが同じ比較をした場合とは異なる動作をする場合があります。

たとえば、ローカル ent1 attr1 に空白が含まれている場合、下記の READ EACH ステートメントは、ent1 のオカレンス
のうち、attr1 に空白（NULL ではない)が含まれるもののみを返します。

READ EACH ent1
WHERE DESIRED ent1 attr1 IS EQUAL TO local ent1attr1

しかし、上記の WHERE 節を READ EACH ステートメントから取り除き IF ステートメントに書き換えると、結果は異
なります。

READ EACH ent1
! IF ent1 attr1 IS EQUAL TO local ent1attr1

このREAD EACH は、attr1 が NULL であったオカレンスを含む、ent1 のすべてのオカレンスを返します。これに続く
IFステートメントは、ent1 attr1がNULL可能かどうかを判定せず、省略値のみを判定して、ユーザ定義の省略値が指定
されていない場合、省略値は空白になります。したがって、このIFステートメントは、attr1がNULL値であれば真とな
り、attr1がNOT NULLで空白が含まれる場合も真となります。

上位互換性を保つために、IS EQUAL TOとIS NOT EQUAL TOの動作は、CA Gen 6.5とそれ以前のバージョンと
で、同じです。つまり、目標DBMSにSQLを生成および解釈させるWHERE節の動作は、同じIS EQUAL TOまたは
IS NOT EQUAL TO条件を持つ、IF、REPEAT、WHILEステートメントの動作と、引き続き、異なります。と同時
に、COOL:Gen 6.0には、新しい演算子として、IS EQUIVALENT TOとIS NOT EQUIVALENT TOを加えました（動作の
違いを解決するため）。前掲の例の、EQUALという単語をEQUIVALENTに変えれば、IFステートメントが選択するエン
ティティと、最初のREAD EACHステートメントが選択するエンティティとは、同じになります。

したがって、IS EQUAL TOとIS NOT EQUAL TO が、NULL可能かどうかを判定する対象は、エンティティ・アクショ
ン・ステートメントのWHERE節内の、（DESIRED、SOME、またはTHATの付いた、）エンティティ・アクション・
ビューと常駐ビューだけです。他方、IS EQUIVALENT TOとIS NOT EQUIVALENT TOは、ステートメントの内容に関わ
らず、すべてのNULL可能ビューを対象に、NULL可能かどうかを判定します。

等価演算子であるIS EQUIVALENT TOとIS NOT EQUIVALENT TOは、常駐（エンティティ・アクション）ビューと非常
駐ビューの両方に使えます。A IS EQUIVALENT TO Bという式は、下記の場合に真となります。
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これら等価演算子は、ビューの値だけでなく、ビューのNULL特性をも判定することが、IS EQUAL TOおよびIS NOT
EQUAL TOと異なります。したがって、ヌル可能な属性ビューでは、ヌル特性でなく省略値を比較する場合を除き、等
価演算子を使用する必要があります。

例

 

• AとBの両方ともNULLであるが、Aは属性の省略値"X"を持ち、Bには省略値がない場合：
AとBの両方ともNULLであるため、"A IS EQUIVALENT TO B"は真です。
AとBの値が異なり（"X"と空白）、IS EQUAL TOはNULL特性をチェックしないため、"A IS EQUAL TO B"は偽です。

• AはNULLで属性の省略値が"X"であり、BはNOT NULL（NULL可能でない）で値"X"がSETされている場合：
AはNULLであり、BはNULLでないため、"A IS EQUIVALENT TO B"は偽です。
AとBとの値が同じであるため、"IF A IS EQUAL TO B"は真です。
AがNULLなので、目標DBMSはどの値とも同じと見なさないため、"WHERE A IS EQUAL TO B"は偽です。

• AはNULLで属性の省略値が"X"であり、BはNULLで省略値が同じ"X"である場合：
AとBの両方ともNULLであるため、"A IS EQUIVALENT TO B"は真です。
AとBとの値が同じであるため、"IF A IS EQUAL TO B"は真です。
AがNULLなので、目標DBMSはどの値とも同じと見なさないため、"WHERE A IS EQUAL TO B"は偽です。

• AはNULL可能でなく、どの値もSETされておらず、BはNULL可能でなく、SPACESがSETされている場合（両方とも
テキスト属性ビュー）：
AとBの両方ともNULL可能でなく、同じ値を持つため、"A IS EQUIVALENT TO B"は真です。（A が省略値を持つ場合
でも NULL ではないため、A には空白が入っています。）
AとBとの値が同じであるため、"IF A IS EQUAL TO B"は真です。

NULLを含むSET動作とMOVE動作

 329



 CA Gen - 86JP - Japanese - Japan

外部アクション・ブロック(EAB)におけるNULLのサポート

外部アクション・ブロックが属性ビューのNULL特性を設定および判定できるようにするには、その外部アクション・ブ
ロックの「MISSINGフラグを生成」特性を活性化し、NULLを設定または判定する、その外部アクション・ブロック内の
属性ビューを、NULL可能と指定する必要があります。

外部アクション・ブロックの属性ビューを NULL に設定するには、そのビューの属性状態（AS）フラグ変数を「N」に
設定する必要があります。ビューを NOT NULL に設定するには、AS フラグを空白（推奨）または「N」以外のほかの値
に設定します。

属性状態フラグに続く変数は、ビューがNULLの場合は適切な省略値に設定し、ビューが NOT NULL の場合は実効値に
設定する必要があります。

ビューの削除

リストからビュー名を選択します。

"view of"および"work set"で始まる行が強調表示されます。

［編集］-［削除］をクリックします。

ダイアログで［削除］を選択します。

確認メッセージで［はい］を選択します。
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ビューの複写

以下の手順に従います。

1. ビュー保守を開始してください。
2. 移動するビューを選択してください。
3. ［編集］ - ［移動］をクリックします。

– 親の下のビューの順序を並べ変えたい場合は、移動したい位置の１つの前の位置のビューを選択してください。
– ビューをサブセットの先頭に移動したい場合は、そのサブセット名を選択してください。

NOTE
注： ビューは、インポート、エクスポート、およびエンティティ・アクションの各ビューのサブセット間で移
動させることができません。ビューは、ローカル・ビューのサブセットから（およびそのサブセットに）移動
させることができます。属性ビューは、別の親を持つビューには移動できません。

データ・モデル図の操作手順

 

属性の別名を追加するには

以下の手順に従います。

1. ［計画］または［分析］をクリックし、［データ・モデル］をクリックします。
データ・モデル図が表示されます。

2. エンティティ・タイプを選択し、［詳細］ - ［属性］をクリックします。
エンティティ・タイプの属性ダイアグラムが表示されます。

3. 属性を選択し、［詳細］ - ［別名］ - ［追加］をクリックします。
4. 名前と長い名前を入力してください。

– 別名が略語の場合は［略語］を選択してください。
– 別名が頭字語の場合は［頭字語］を選択してください。

5. ［記述］をクリックし、記述を入力して、［了解］をクリックします。
6. ［OK］をクリックします。
7. ［取消］をクリックします。
［属性］別名が追加されます。

エンティティ・タイプの別名を追加するには

以下の手順に従います。

1. ［計画］または［分析］をクリックし、［データ・モデル］をクリックします。また、［コンポーネント・モデリン
グ］メニュー下のダイアグラムを選択することもできます。
データ・モデル図が表示されます。

2. エンティティ・タイプを選択し、［詳細］ - ［属性］をクリックします。
エンティティ・タイプの属性ダイアグラムが表示されます。

3. 属性を選択し、［詳細］ - ［別名］ - ［追加］をクリックします。
4. 名前と長い名前を入力してください。

– 別名が略語の場合は［略語］を選択してください。
– 別名が頭字語の場合は［頭字語］を選択してください。

5. ［記述］をクリックし、記述を入力して、［了解］をクリックします。
6. ［OK］をクリックします。
7. ［取消］をクリックします。
エンティティ・タイプの別名が追加されます。
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属性を追加するには

［計画］または［分析］をクリックし、［データ・モデル］をクリックします。

データ・モデル図が表示されます。

エンティティ・タイプを選択し、［詳細］ - ［属性］をクリックします。

エンティティ・タイプの属性ダイアグラムが表示されます。

［編集］ - ［追加］をクリックします。

［特性］ダイアログ・ボックスが表示されます。

 ［属性名］を入力します。

［分類］ドロップダウン・リストから分類を選択します。分類のオプションは以下のとおりです。

• 基本
• 誘導
• 設計
• 自動採番

［ドメイン］ドロップダウン・リストからドメインを選択します。ドメインのオプションは以下のとおりです。

•  テキスト
•  日付
•  数値
•  時刻
•  タイムスタンプ
•  全半角テキスト
• 全角テキスト

属性が任意の場合は、［任意］チェック・ボックスをオンにします。

テキスト属性の場合、大文字と小文字を区別するには、［大・小文字の識別］チェック・ボックスをオンにします。

テキスト属性の場合、可変長にするには、［可変長］チェック・ボックスをオンにします。

属性がプロテクトされている場合は、［プロテクトされた］を選択します。

属性の長さを入力します。

数値属性の小数点以下桁数を入力します。

属性にテクニカル設計名を指定する場合は、［属性名をTD名として使用］を選択し、名前を変更します。

属性を 10 進数精度でインプリメントする場合は、［C/C#/Javaでインプリメント(デシマル精度)］を選択します。

［COBOLデータ・タイプ］を選択します。

［記述...］ プッシュ・ボタンをクリックします。

［属性の記述］ダイアログ・ボックスが表示されます。

説明を入力して、［了解］をクリックします。

［了解］ボタンをクリックして、［特性］ダイアログ・ボックスを閉じます。

属性がエンティティ・タイプに追加されます。
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属性の省略時解釈値の追加

以下の手順に従います。

1. ［計画］または［分析］をクリックし、［データ・モデル］をクリックします。
データ・モデル図が表示されます。

2. エンティティ・タイプを選択し、［詳細］ - ［属性］をクリックします。
エンティティ・タイプの属性ダイアグラムが表示されます。

3. 属性を選択し、［詳細］ - ［値］をクリックします。
4. 省略時解釈値または省略時アルゴリズムを入力してください。
5. ［値］または［アルゴリズム］を選択し、［了解］をクリックします。
属性に対するデフォルト値が追加されます。

誘導アルゴリズム名の追加

以下の手順に従います。

1. ［計画］または［分析］をクリックし、［データ・モデル］をクリックします。
データ・モデル図が表示されます。

2. エンティティ・タイプを選択し、［詳細］ - ［属性］をクリックします。
エンティティ・タイプの属性ダイアグラムが表示されます。

3. 属性（カテゴリを派生として指定する必要があります）を選択し、［詳細］ - ［値］をクリックします。
4. 属性値が派生するアルゴリズムの名前を入力し、［了解］をクリックします。
誘導アルゴリズム名が追加されます。

エンティティ・サブタイプを追加するには

以下の手順に従います。

1. ［計画］または［分析］をクリックし、［データ・モデル］をクリックします。
データ・モデル図が表示されます。

2. 区分を選択し、［編集］ - ［エンティティ・サブタイプの追加］をクリックします。
［特性］ダイアログ・ボックスが表示されます。

3. ［タイプ名］に名前詳細を入力します。
4. ［ビジネス・オブジェクト・タイプ］をクリックし、以下のフィールドに詳細を入力します。

– カプセル化タイプ
– オカレンスなしかどうか
– オカレンスの予想数
– 予想成長率
– TD 名

5. ［記述］をクリックします。
［記述］ダイアログ・ボックスが表示されます。

6. 説明を入力して、［了解］をクリックします。
7. ［OK］をクリックします。
エンティティ・サブタイプが追加されます。

エンティティ・タイプの追加

以下の手順に従います。

1. ［計画］または［分析］をクリックし、［データ・モデル］をクリックします。
データ・モデル図が表示されます。

2. ［編集］-［エンティティ・タイプの追加］をクリックします。
［特性］ダイアログ・ボックスが表示されます。
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3. 名前を入力し、以下の詳細を指定します。
– ビジネス・オブジェクト・タイプ
– カプセル化タイプ
– オカレンスなしかどうか
– オカレンスの予想数
– 予想成長率
– TD 名

4. ［記述］をクリックし、説明を入力して、［了解］をクリックします。
5. ［OK］をクリックします。
エンティティ・タイプが追加されます。

識別子の追加

以下の手順に従います。

1. ［計画］または［分析］をクリックし、［データ・モデル］をクリックします。
データ・モデル図が表示されます。

2. エンティティ・タイプを選択し、［詳細］ - ［識別子］をクリックします。
エンティティ・タイプの識別子ダイアグラムが表示されます。

3. ［選択リスト］から属性を選択し、［追加］をクリックします。
［特性］ダイアログ・ボックスが表示されます。このダイアログ・ボックスには、以下のフィールドがあります。

4. 識別子名
識別子の名前を指定します。

5. プライマリ
属性がプライマリ・キーであることを指定します。

6. 説明
識別子詳細を説明します。

7. 適用
識別子に割り当てられる特性を適用します。

8. 特性
識別子の特性詳細を表示します。識別子の特性を変更できます。

9. 検索
識別子を検索します。

10.［OK］をクリックします。
11.［取消］をクリックします。
識別子が追加されます。

詳細情報：

• 識別子の特性を変更する方法
• 選択リスト内のオブジェクトを検索する方法

排他関係の追加

以下の手順に従います。

1. ［計画］または［分析］をクリックし、［データ・モデル］をクリックします。
データ・モデル図が表示されます。

2. エンティティ・タイプを選択し、［詳細］ - ［排他］をクリックします。
エンティティ・タイプのダイアグラムが表示されます。

3. ［選択リスト］から関係名を選択し、［追加］をクリックします。
［特性］ダイアログ・ボックスが表示されます。このダイアログ・ボックスには、以下のフィールドがあります。

4. 名前
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関係名を指定します。
5. 説明
関係詳細を説明します。

6. 適用
関係に割り当てられる特性を適用します。

7. 特性
関係の特性詳細を表示します。関係の特性を変更できます。

8. 検索
相互に排他的なオブジェクトを検索します。

9. ［OK］をクリックします。
10.［取消］をクリックします。
排他関係が追加されます。

オペレーションの追加

以下の手順に従います。

1. ［計画］または［分析］をクリックし、［データ・モデル］をクリックします。
データ・モデル図が表示されます。

2. オペレーションが追加されるエンティティ・タイプを選択します。
3. （必要に応じて）メニュー・バー上の + アイコンをクリックし、単一エンティティ・タイプを取得します。
4. ［詳細］ - ［オペレーション］をクリックします。
［オペレーション］ダイアログ・ボックスが表示されます。

5. ［エンティティ・タイプ］を選択し、［編集］、［追加］をクリックします。
［特性］ダイアログ・ボックスが表示されます。

6. ［アクション図］フィールドにオペレーション名を入力し、［オペレーション特性］、［生成特性］を設定します。
［記述］に詳細を入力します。

7. ［OK］をクリックします。
オペレーションが追加されます。

区分を追加するには

以下の手順に従います。

1. ［計画］または［分析］をクリックし、［データ・モデル］をクリックします。
データ・モデル図が表示されます。

2. エンティティ・タイプを選択し、［編集］ - ［区分の追加］をクリックします。
［特性］ダイアログ・ボックスが表示されます。

3. ［クラス属性］ドロップダウン・リストからオプションを選択します。
– 区分内の全エンティティがいずれかのサブタイプに所属する場合、「網羅」を選択してください。
– 区分がエンティティ・タイプのライフサイクルを表わす場合は、［ライフサイクル区分］を選択します。

4. ［記述］をクリックします。
［記述］ダイアログ・ボックスが表示されます。

5. 説明を入力して、［了解］をクリックします。
6. ［OK］をクリックします。
区分が追加されます。

基本または設計属性の許容値の追加

以下の手順に従います。

1. ［計画］または［分析］をクリックし、［データ・モデル］をクリックします。
データ・モデル図が表示されます。
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2. エンティティ・タイプを選択し、［詳細］ - ［属性］をクリックします。
エンティティ・タイプの属性ダイアグラムが表示されます。

3. 属性を選択し、［詳細］ - ［値］ - ［追加］をクリックします。
– 許容値が単一の値の場合は、そのまま入力してください。
– 許容値が属性の省略時解釈値の場合は「省略時解釈値」を選択してください。
– 許容値が範囲指定可能な数値の場合は「から」と「まで」の値を入力してください。

4. ［OK］をクリックします。
5. 必要に応じてデフォルトを入力します。
6. ［値］ラジオ・ボタンまたは［アルゴリズム］ラジオ・ボタンを選択します。
［記述］ダイアログ・ボックスが表示されます。

7. 説明を入力して、［了解］をクリックします。
8. ［OK］をクリックします。
許容値が追加されます。

誘導属性の許容値の追加

誘導属性には、許容値も省略値も指定できません。データベースから読み取られる場合、値は常にアルゴリズムによって
計算されます。

以下の手順に従います。

1. ［計画］または［分析］をクリックし、［データ・モデル］をクリックします。
データ・モデル図が表示されます。

2. エンティティ・タイプを選択し、［詳細］ - ［属性］をクリックします。
エンティティ・タイプの属性ダイアグラムが表示されます。

3. 属性を選択し、［詳細］ - ［値］をクリックします。
4. 省略時アルゴリズムの名前を入力してください。
5. ［OK］をクリックします。
派生属性に対する許容値が追加されます。

関係を追加するには

以下の手順に従います。

1. ［計画］または［分析］をクリックし、［データ・モデル］をクリックします。
データ・モデル図が表示されます。

2. 結合する 2 つのエンティティ・タイプを選択し、［編集］ - ［関連づけ］をクリックします。
［関係の特性］ダイアログ・ボックスが表示されます。

3. ［オプショナリティ（つねに/時々）］を選択します。
4. 関係名を入力し、［カージナリティ］を 1 つまたは 1 つ以上選択します。

– ダイアグラム上に関係名を表示するには「関係名の表示」を選択してください。
– この対のエンティティを別のエンティティと置き換え可能にするには、「転送可能な関係」を選択します。

5. ［ソース］をクリックし、以下の手順を実行します。
6. 対の割合と「最小」を入力してください。

a. 「予想」か「確定」かを選択してください。
b. 「平均」と「最大」を入力してください。
c. 「予想」か「確定」か-該当する「削除規則」の順に選択してください。
d. ［記述］を選択し、説明を入力し、［了解］をクリックします。
e. ［OK］をクリックします。

7. ［宛て先］をクリックし、以下の手順を実行します。
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8. 対の割合と「最小」を入力してください。
a. 「予想」か「確定」かを選択してください。
b. 「平均」と「最大」を入力してください。
c. 「予想」か「確定」か-該当する「削除規則」の順に選択してください。
d. ［記述］を選択し、説明を入力し、［了解］をクリックします。
e. ［OK］をクリックします。

9. ［OK］をクリックします。

WARNING
重要： ［つねに］を指定する前に、本当に必須メンバシップであるかをよく確認してください。必須メンバ
シップは生成システムにとって極めて重大な存在です。必須メンバシップでは、たとえば、ある対をなす２つ
のエンティティのうち一方を削除すると、他方のエンティティも同時に削除されます。その第 2 エンティティ
が顧客であった場合、顧客の名前、住所、電話番号、金利といった、重要なデータが消えてしまいます。

第 2 エンティティの情報だけでなく、このエンティティと必須関係があるエンティティもすべて削除されます。この波
及効果的なエンティティの削除は、必須関係の連鎖が終わるまで続きます。これを「カスケード削除」と言います。オプ
ショナリティを指定するときは、この点に注意してください。

タイプ・モデル図の追加

以下の手順に従います。

1. （［分析］またはそのサブ・メニューから）コンポーネント・モデリングを選択します。
2. ［タイプ・モデル］を選択し、サブジェクト・エリアの目的の「ルート」を選択します。
3. ［新規］をクリックし、名前と説明を入力し、［了解］をクリックします。
ダイアグラムが追加されます。

サブジェクト・エリアの追加

以下の手順に従います。

1. ［計画］または［分析］をクリックし、［データ・モデル］をクリックします。
［データ・モデル］ウィンドウが表示されます。

2. ［編集］ - ［サブジェクト・エリアの追加］をクリックします。
［特性］ダイアログ・ボックスが表示されます。

3. ［役割り］を選択して、必要に応じて［は実エンティティ・タイプを持てます］または［は仮想エンティティ・タイ
プだけを持てます］を指定します。

4. 記述を入力して、［了解］をクリックします。
サブジェクト・エリアが追加されます。

属性の別名の詳細化

以下の手順に従います。

1. ［計画］または［分析］をクリックし、［データ・モデル］をクリックします。
データ・モデル図が表示されます。

2. エンティティ・タイプを選択し、［詳細］ - ［属性］をクリックします。
エンティティ・タイプの属性ダイアグラムが表示されます。

3. 属性を選択し、［詳細］ - ［別名］をクリックします。
［別名の特性］が開きます。

4. 名前と長い名前を入力してください。
– 別名が略語の場合は［略語］を選択してください。
– 別名が頭字語の場合は［頭字語］を選択してください。

5. ［記述］をクリックし、記述を入力して、［了解］をクリックします。
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6. ［OK］をクリックします。
7. ［取消］をクリックします。
属性の別名が詳細化されます。

エンティティ・タイプの別名の詳細化

以下の手順に従います。

1. ［計画］または［分析］をクリックし、［データ・モデル］をクリックします。
データ・モデル図が表示されます。

2. エンティティ・タイプを選択し、［詳細］ - ［別名］をクリックします。
エンティティ・タイプのダイアグラムが表示されます。

3. 別名を選択し、［特性］をクリックします。
4. 名前と長い名前を入力してください。

– 別名が略語の場合は［略語］を選択してください。
– 別名が頭字語の場合は［頭字語］を選択してください。

5. ［記述］をクリックし、記述を入力して、［了解］をクリックします。
6. ［OK］をクリックします。
7. ［取消］をクリックします。
エンティティ・タイプの別名が追加されます。

属性の詳細化

以下の手順に従います。

1. ［計画］または［分析］をクリックし、［データ・モデル］をクリックします。
データ・モデル図が表示されます。

2. エンティティ・タイプを選択し、［詳細］ - ［属性］をクリックします。
エンティティ・タイプの属性ダイアグラムが表示されます。

3. 属性を選択し、［詳細］ - ［特性］をクリックします。
［特性］ダイアログ・ボックスが表示されます。

4.  ［属性名］を入力します。
5. ［分類］ドロップダウン・リストから分類を選択します。分類のオプションは以下のとおりです。

– 基本
– 誘導
– 設計
– 自動採番

6. 属性が任意の場合は、［任意］を選択します。
7. ドメイン（テキスト、日付、数値、時刻）を選択してください。
8. 大文字と小文字とを区別する場合、［大･小文字識別］を選択します。
9. 属性が可変長の場合は、［可変長］を選択し、長さを入力します。
10.属性が数値ドメインの場合は、桁数を入力します。
11. TD名を入力してください。
12.［記述］をクリックし、記述を入力して、［了解］をクリックします。
13.［OK］をクリックします。

属性の省略時解釈値の詳細

以下の手順に従います。

1. ［計画］または［分析］をクリックし、［データ・モデル］をクリックします。
データ・モデル図が表示されます。
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2. エンティティ・タイプを選択し、［詳細］ - ［属性］をクリックします。
エンティティ・タイプの属性ダイアグラムが表示されます。

3. 属性を選択し、［詳細］ - ［値］をクリックします。
4. 省略時解釈値または省略時アルゴリズムを入力してください。
5. ［値］または［アルゴリズム］を選択し、［了解］をクリックします。
属性に対するデフォルト値が追加されます。

誘導アルゴリズム名の詳細化

以下の手順に従います。

1. ［計画］または［分析］をクリックし、［データ・モデル］をクリックします。
データ・モデル図が表示されます。

2. エンティティ・タイプを選択し、［詳細］ - ［属性］をクリックします。
エンティティ・タイプの属性ダイアグラムが表示されます。

3. 属性（カテゴリを派生として指定する必要があります）を選択し、［詳細］ - ［値］をクリックします。
4. 属性値が派生するアルゴリズムの名前を入力し、［了解］をクリックします。
誘導アルゴリズム名が追加されます。

サブタイプの詳細化

以下の手順に従います。

1. ［計画］または［分析］をクリックし、［データ・モデル］をクリックします。
［データ・モデル］ウィンドウが開きます。

2. サブタイプを選択し、［詳細］ - ［特性］をクリックします。
［特性］ダイアログ・ボックスが表示されます。

3. ［名前］、［予想オカレンス数］、［予想成長率］、［TD 名］を入力し、［記述］をクリックします。
4. 説明を入力して、［了解］をクリックします。
5. ［OK］をクリックします。
エンティティ・サブタイプが詳細化されます。

エンティティ・タイプの詳細化

以下の手順に従います。

1. ［計画］または［分析］をクリックし、［データ・モデル］をクリックします。
［データ・モデル］ウィンドウが開きます。

2. エンティティ・タイプを選択し、［詳細］ - ［属性］をクリックします。
3. 属性を選択し、［詳細］ - ［別名］をクリックします。
［特性］ダイアログ・ボックスが表示されます。

4. 名前を入力し、以下の詳細を指定します。
– ビジネス・オブジェクト・タイプ
– カプセル化タイプ
– オカレンスなしかどうか
– オカレンスの予想数
– 予想成長率
– TD 名

5. ［記述］をクリックし、説明を入力して、［了解］をクリックします。
6. ［OK］をクリックします。
エンティティ・タイプが詳細化されます。
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識別子の詳細化

以下の手順に従います。

1. ［計画］または［分析］をクリックし、［データ・モデル］をクリックします。
［データ・モデル］ウィンドウが開きます。

2. エンティティ・タイプを選択し、［詳細］ - ［識別子］をクリックします。
［識別子］ダイアログ・ボックスが表示されます。

3. ［現在の識別子リスト］から識別子を選択し、［特性］をクリックします。
［特性］ダイアログ・ボックスが表示されます。

4. 識別子名を入力し、［プライマリ］（該当する場合）をクリックします。
5. 記述を入力して、［了解］をクリックします。

– 識別子を追加するには、［追加］をクリックし、名前を入力し、［プライマリ］（該当する場合）をクリックし、
説明を入力し、［了解］をクリックします。

– ［選択リスト］からの別の属性を［現在の識別子リスト］で選択した識別子に追加するには、［適用］をクリック
します。

– オブジェクトを検索するには、［検索］をクリックします。
6. ［取消］をクリックします。

排他関係の詳細化

以下の手順に従います。

1. ［計画］または［分析］をクリックし、［データ・モデル］をクリックします。
［データ・モデル］ウィンドウが開きます。

2. エンティティ・タイプを選択し、［詳細］ - ［排他］をクリックします。
［排他関係］ダイアログ・ボックスが表示されます。

3. ［選択］リストから排他関係を選択し、［特性］をクリックします。
– 排他関係を追加するには、［追加］をクリックし、名前を入力し、［了解］をクリックします。
– ［現在の排他リスト］内で選択した排他関係に［選択リスト］からの関係を追加するには、［適用］をクリックし
ます。

– 排他オブジェクトを検索するには、［検索］をクリックします。
4. 名前および説明を入力し、［了解］をクリックします。
5. ［取消］をクリックします。
排他関係が詳細化されます。

区分の詳細化

以下の手順に従います。

1. ［計画］または［分析］をクリックし、［データ・モデル］をクリックします。
［データ・モデル］ウィンドウが開きます。

2. 区分を選択し、［詳細］ - ［特性］ - ［分類属性］を選択します。
– 区分内の全エンティティがいずれかのサブタイプに所属する場合、「網羅」を選択してください。
– 区分がエンティティ・タイプのライフサイクルを表わす場合は、［ライフサイクル区分］を選択します。

3. ［記述］をクリックし、説明を入力して、［了解］をクリックします。
– 区分に分類属性を適用するには［適用］をクリックします。
– 値を定義するには、サブタイプを選択し、［値の定義］をクリックし、サブタイプを割り当てる値を選択します。

4. ［OK］をクリックします。
区分が詳細化されます。
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基本または設計属性の許容値の詳細化

以下の手順に従います。

1. ［計画］または［分析］をクリックし、［データ・モデル］をクリックします。
［データ・モデル］ウィンドウが開きます。

2. エンティティ・タイプを選択し、［詳細］ - ［属性］をクリックします。
3. 属性を選択し、［詳細］ - ［値］をクリックします。
4. 変更する［現在の許容値］から値を選択し、［特性］をクリックします。
5. 適切なフィールドを変更し、［了解］をクリックします。
6. 許容値が指定できたら、省略時解釈を入力してください。「値」ラジオ・ボタンまたは「アルゴリズム」ラジオ・ボ
タンを選択してください。

7. ［記述］をクリックし、説明を入力して、［了解］をクリックします。
8. ［OK］をクリックします。
基本または派生属性の許容値が詳細化されます。

誘導属性の許容値の詳細化

以下の手順に従います。

1. ［計画］または［分析］をクリックし、［データ・モデル］をクリックします。
［データ・モデル］ウィンドウが開きます。

2. エンティティ・タイプを選択し、［詳細］ - ［属性］をクリックします。
3. 属性を選択し、［詳細］ - ［値］をクリックします。
4. デフォルトのアルゴリズム名を入力し、［了解］をクリックします。
派生属性の許容値が詳細化されます。

関係の詳細化

以下の手順に従います。

1. ［計画］または［分析］をクリックし、［データ・モデル］をクリックします。
［データ・モデル］ウィンドウが開きます。

2. 関係線を選択し、［詳細］ - ［特性］をクリックします。
［特性］ダイアログ・ボックスが表示されます。

3. ［オプショナリティ（常に/時々）］を選択し、関連名を入力し、［カージナリティ］（1 つ/1 つ以上）を選択しま
す。
– ダイアグラム上に関係名を表示するには「関係名の表示」を選択してください。
– この対のエンティティを別のエンティティと置き換え可能にするには、「転送可能な関係」を選択します。

4. ［オプショナリティ（つねに/時々）］を選択します。関係名を入力してください。［カージナリティ（１つ/１つ又
は複数）］を選択します。
– ダイアグラム上に関係名を表示するには「関係名の表示」を選択してください。
– この対のエンティティを別のエンティティと置き換え可能にするには、「転送可能な関係」を選択します。

5. ［ソース］をクリックし、以下の手順を実行します。
6. 対の割合と「最小」を入力してください。

a. 「予想」か「確定」かを選択してください。
b. 「平均」と「最大」を入力してください。
c. 「予想」か「確定」か-該当する「削除規則」の順に選択してください。
d. ［記述］を選択し、説明を入力し、［了解］をクリックします。
e. ［OK］をクリックします。

7. ［宛て先］をクリックし、以下の手順を実行します。

 341



 CA Gen - 86JP - Japanese - Japan

8. 対の割合と「最小」を入力してください。
a. 「予想」か「確定」かを選択してください。
b. 「平均」と「最大」を入力してください。
c. 「予想」か「確定」か-該当する「削除規則」の順に選択してください。
d. ［記述］を選択し、説明を入力し、［了解］をクリックします。
e. ［OK］をクリックします。

9. ［OK］をクリックします。

WARNING
重要： ［つねに］を指定する前に、本当に必須メンバシップであるかをよく確認してください。必須メンバ
シップは生成システムにとって極めて重大な存在です。必須メンバシップでは、たとえば、ある対をなす２つ
のエンティティのうち一方を削除すると、他方のエンティティも同時に削除されます。その第 2 エンティティ
が顧客であった場合、顧客の名前、住所、電話番号、金利といった、重要なデータが消えてしまいます。

第 2 エンティティの情報だけでなく、このエンティティと必須関係があるエンティティもすべて削除されます。この波
及効果的なエンティティの削除は、必須関係の連鎖が終わるまで続きます。これを「カスケード削除」と言います。オプ
ショナリティを指定するときは、この点に注意してください。

サブジェクト・エリアの詳細化

以下の手順に従います。

1. ［計画］または［分析］をクリックし、［データ・モデル］をクリックします。
［データ・モデル］ウィンドウが表示されます。

2. サブジェクト・エリアを選択し、［詳細］ - ［特性］をクリックします。
［特性］ダイアログ・ボックスが表示されます。

3. ［役割り］を選択して、必要に応じて［は実エンティティ・タイプを持てます］または［は仮想エンティティ・タイ
プだけを持てます］を指定します。

4. 記述を入力して、［了解］をクリックします。
サブジェクト・エリアが詳細化されます。

宛て先特性の詳細化

以下の手順に従います。

1. ［計画］または［分析］をクリックし、［データ・モデル］をクリックします。
［データ・モデル］ウィンドウが開きます。

2. 関係線を選択し、［詳細］ - ［特性］をクリックします。
［特性］ダイアログ・ボックスが表示されます。

3. ［宛て先］をクリックします。
4. 対の割合と「最小」を入力してください。
5. ［予想］または［確定］を選択し、［平均］、［最大］に入力します。
6. 「予想」か「確定」か-該当する「削除規則」の順に選択してください。
7. ［記述］をクリックし、説明を入力し、［了解］ - ［了解］をクリックします。
8. ［OK］をクリックします。
送信先特性が詳細化されます。

ソース特性の詳細化

以下の手順に従います。

1. ［計画］または［分析］をクリックし、［データ・モデル］をクリックします。
［データ・モデル］ウィンドウが開きます。

2. 関係線を選択し、［詳細］ - ［特性］をクリックします。
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［特性］ダイアログ・ボックスが表示されます。
3. ［ソース］をクリックします。
4. 対の割合と「最小」を入力してください。
5. ［予想］または［確定］を選択し、［平均］、［最大］に入力します。
6. 「予想」か「確定」か-該当する「削除規則」の順に選択してください。
7. ［記述］をクリックし、説明を入力し、［了解］ - ［了解］をクリックします。
8. ［OK］をクリックします。
ソースが詳細化されます。

属性の複写

「計画」または「分析」→「データ・モデル」→エンティティ・タイプ→「詳細」→「属性」→エンティティ・タイプま
たは属性（複写コマンドによって新規作成される属性は、選択したオブジェクトの後ろに置かれます）→「編集」→「複
写」→属性の複写元のエンティティ→属性、の順に選択してください。

サブタイプの削除

以下の手順に従います。

1. ［計画］または［分析］をクリックし、［データ・モデル］をクリックします。
［データ・モデル］ウィンドウが開きます。

2. サブタイプを選択し、［編集］ - ［削除］をクリックします。
– 確認ボックスを表示して、削除対象のオブジェクトをリスト表示する場合は、「削除の確認」を選択してくださ
い。

– 確認ボックスを表示して、この削除によって影響を受けるオブジェクトの階層をリスト表示する場合は、「階層と
従属物の削除（従属物のみの削除、従属物のプロモート、階層の削除）の確認」を選択してください。

3. （各確認ボックスに対して）［削除］ - ［はい］をクリックします。
エンティティ・サブタイプが削除されます。

エンティティ・タイプの削除

以下の手順に従います。

1. ［計画］または［分析］をクリックし、［データ・モデル］をクリックします。
［データ・モデル］ウィンドウが開きます。

2. エンティティを選択し、［編集］ - ［削除］をクリックします。
– 確認ボックスを表示して、削除対象のオブジェクトをリスト表示する場合は、「削除の確認」を選択してくださ
い。

– 確認ボックスを表示して、この削除によって影響を受けるオブジェクトの階層をリスト表示する場合は、「階層と
従属物の削除（従属物のみの削除、従属物のプロモート、階層の削除）の確認」を選択してください。

3. （各確認ボックスに対して）［削除］ - ［はい］をクリックします。
エンティティ・タイプが削除されます。

識別子の削除

以下の手順に従います。

1. ［計画］または［分析］をクリックし、［データ・モデル］をクリックします。
［データ・モデル］ウィンドウが開きます。

2. エンティティ・タイプを選択し、［詳細］ - ［識別子］をクリックします。
3. ［現在の識別子リスト］から識別子を選択し、［削除］をクリックします。
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– 確認ボックスを表示して、削除対象のオブジェクトをリスト表示する場合は、「削除の確認」を選択してくださ
い。

– 確認ボックスを表示して、この削除によって影響を受けるオブジェクトの階層をリスト表示する場合は、「階層と
従属物の削除（従属物のみの削除、従属物のプロモート、階層の削除）の確認」を選択してください。

4. （各確認ボックスに対して）［削除］ - ［はい］をクリックします。
識別子が削除されます。

排他関係の削除

以下の手順に従います。

1. ［計画］または［分析］をクリックし、［データ・モデル］をクリックします。
［データ・モデル］ウィンドウが開きます。

2. エンティティ・タイプを選択し、［詳細］ - ［排他］をクリックします。
3. 排他関係を選択し、［削除］をクリックします。

– 確認ボックスを表示して、削除対象のオブジェクトをリスト表示する場合は、「削除の確認」を選択してくださ
い。

– 確認ボックスを表示して、この削除によって影響を受けるオブジェクトの階層をリスト表示する場合は、「階層と
従属物の削除（従属物のみの削除、従属物のプロモート、階層の削除）の確認」を選択してください。

4. （各確認ボックスに対して）［削除］ - ［はい］をクリックします。

区分の削除

以下の手順に従います。

1. ［計画］または［分析］をクリックし、［データ・モデル］をクリックします。
［データ・モデル］ウィンドウが開きます。

2. 区分を選択し、［編集］ - ［削除］をクリックします。
– 確認ボックスに、削除用に選択したオブジェクトを一覧表示したい場合、「削除時に確認」を選択してください。
– 確認ボックスを表示して、この削除によって影響を受けるオブジェクトの階層をリスト表示する場合は、「階層と
従属物の削除（従属物のみの削除、従属物のプロモート、階層の削除）の確認」を選択してください。

3. （各確認ボックスに対して）［削除］ - ［はい］をクリックします。

属性の許容値の削除

以下の手順に従います。

1. ［計画］または［分析］をクリックし、［データ・モデル］をクリックします。
［データ・モデル］ウィンドウが開きます。

2. エンティティ・タイプを選択し、［詳細］ - ［属性］をクリックします。
3. 属性を選択し、［詳細］ - ［値］ - ［削除する現在の許容値］ - ［削除］を選択します。
4. ［はい］をクリックして確定します。

NOTE
注： 許容値が使用されているすべてのウィンドウから許容値を除去しないと、許容値を削除できません。

以下の手順に従います。

1. ［ナビゲーション図］からウィンドウを開きます。
2. ウィンドウ上のフィールドを選択します。
3. ［詳細］ - ［特性］をクリックします。
［特性］ダイアログ・ボックスが表示されます。

4. 削除する許容値を選択し、［削除］をクリックします。
許容値が消去されます。
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関係の削除

以下の手順に従います。

1. ［計画］または［分析］をクリックし、［データ・モデル］をクリックします。
［データ・モデル］ウィンドウが開きます。

2. 関係線を選択し、［編集］ - ［削除］をクリックします。
– 確認ボックスを表示して、削除対象のオブジェクトをリスト表示する場合は、「削除の確認」を選択してくださ
い。

– 確認ボックスを表示して、この削除によって影響を受けるオブジェクトの階層をリスト表示する場合は、［階層の
削除時確認］と［従属物のみ削除］（［従属のみ削除］、［従属物はプロモート］、［階層の削除］）を選択して
ください。

3. （各確認ボックスに対して）［削除］ - ［はい］をクリックします。

サブジェクト・エリアの削除

以下の手順に従います。

1. ［計画］または［分析］をクリックし、［データ・モデル］をクリックします。
［データ・モデル］ウィンドウが開きます。

2. サブジェクト・エリアを選択し、［編集］ - ［削除］をクリックします。
– 確認ボックスを表示して、削除対象のオブジェクトをリスト表示する場合は、「削除の確認」を選択してくださ
い。

– 確認ボックスを表示して、この削除によって影響を受けるオブジェクトの階層をリスト表示する場合は、「階層と
従属物の削除（従属物のみの削除、従属物のプロモート、階層の削除）の確認」を選択してください。（このオプ
ションは、削除対象のサブジェクト・エリアに従属物がある場合にのみ有効です）。

3. （各確認ボックスに対して）［削除］ - ［はい］をクリックします。

オペレーションを削除するには

以下の手順に従います。

1. ［計画］または［分析］をクリックし、［データ・モデル］をクリックします。
［データ・モデル］ウィンドウが開きます。

2. オペレーションを削除するエンティティ・タイプを選択します。必要に応じて選択項目を展開して、単一のエンティ
ティ・タイプを指定してください。

3. ［詳細］ - ［オペレーション］をクリックします。
4. 削除するオペレーションを選択し、［編集］ - ［削除］をクリックします。（確認ボックスが削除用に選択したオブ
ジェクトを一覧表示するようにしたい場合、［削除時に確認］をクリックします。）

5. （各確認ボックスに対して）［削除］ - ［はい］をクリックします。

属性の別名の記述

以下の手順に従います。

1. ［計画］または［分析］をクリックし、［データ・モデル］をクリックします。
［データ・モデル］ウィンドウが開きます。

2. エンティティ・タイプを選択し、［詳細］ - ［属性］をクリックします。
3. 属性を選択し、［詳細］ - ［別名］をクリックします。
4. 別名を選択し、［記述］をクリックします。
5. 説明を入力して、［了解］をクリックします。
6. ［取消］をクリックします。
属性別名が記述されます。
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エンティティ・タイプの別名の記述

以下の手順に従います。

1. ［計画］または［分析］をクリックし、［データ・モデル］をクリックします。
［データ・モデル］ウィンドウが開きます。

2. エンティティ・タイプを選択し、［詳細］ - ［別名］をクリックします。
3. 別名を選択し、［特性］をクリックします。
［特性］ダイアログ・ボックスが表示されます。

4. ［記述］をクリックし、説明を入力して、［了解］をクリックします。
5. ［了解］ - ［取消］をクリックします。
エンティティ・タイプの別名が説明されます。

属性の記述

以下の手順に従います。

1. ［計画］または［分析］をクリックし、［データ・モデル］をクリックします。
［データ・モデル］ウィンドウが開きます。

2. エンティティ・タイプを選択し、［詳細］ - ［属性］をクリックします。
3. 属性を選択し、［詳細］ - ［別名］をクリックします。
［特性］ダイアログ・ボックスが表示されます。

4. ［記述］をクリックし、説明を入力して、［了解］をクリックします。
5. ［OK］をクリックします。
属性が記述されます。

エンティティ・サブタイプの記述

以下の手順に従います。

1. ［計画］または［分析］をクリックし、［データ・モデル］をクリックします。
［データ・モデル］ウィンドウが開きます。

2. サブタイプを選択し、［詳細］ - ［特性］ - ［記述］をクリックします。
3. 説明を入力して、［了解］をクリックします。
4. ［OK］をクリックします。
エンティティ・サブタイプが説明されます。

エンティティ・タイプの記述

以下の手順に従います。

1. ［計画］または［分析］をクリックし、［データ・モデル］をクリックします。
［データ・モデル］ウィンドウが開きます。

2. エンティティ・タイプを選択し、［詳細］ - ［特性］ - ［記述］をクリックします。
3. 説明を入力して、［了解］をクリックします。
4. ［OK］をクリックします。
エンティティ・タイプが説明されます。

識別子の記述

以下の手順に従います。

1. ［計画］または［分析］をクリックし、［データ・モデル］をクリックします。
［データ・モデル］ウィンドウが開きます。

2. エンティティ・タイプを選択し、［詳細］ - ［識別子］をクリックします。
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3. ［現在の識別子リスト］から識別子を選択し、［特性］をクリックします。
［特性］ダイアログ・ボックスが表示されます。

4. 説明を入力して、［了解］をクリックします。
– 識別子を追加するには、［追加］をクリックし、名前を入力し、［プライマリ］（該当する場合）をクリックし、
説明を入力し、［了解］をクリックします。

– ［選択リスト］からの別の属性を［現在の識別子リスト］で選択した識別子に追加するには、［適用］をクリック
します。

– オブジェクトを検索するには、［検索］をクリックします。
5. ［取消］をクリックします。
識別子が説明されます。

排他関係の記述文の作成

以下の手順に従います。

1. ［計画］または［分析］をクリックし、［データ・モデル］をクリックします。
［データ・モデル］ウィンドウが開きます。

2. エンティティ・タイプを選択し、［詳細］ - ［排他］をクリックします。
［排他関係］ダイアログ・ボックスが表示されます。

3. ［選択］リストから排他関係を選択し、［特性］をクリックします。
［特性］ダイアログ・ボックスが表示されます。

4. 説明を入力します、
– 排他関係を追加するには、［追加］をクリックし、名前を入力し、［了解］をクリックします。
– ［現在の排他リスト］内で選択した排他関係に［選択リスト］からの関係を追加するには、［適用］をクリックし
ます。

– 排他オブジェクトを検索するには、［検索］をクリックします。
5. ［了解］ - ［取消］をクリックします。
排他関係が説明されます。

区分の記述文の作成

以下の手順に従います。

1. ［計画］または［分析］をクリックし、［データ・モデル］をクリックします。
［データ・モデル］ウィンドウが開きます。

2. 区分を選択し、［詳細］ - ［特性］をクリックします。
3. ［記述］をクリックし、説明を入力して、［了解］をクリックします。

– 区分に分類属性を適用するには［適用］をクリックします。
– 値を定義するには、サブタイプを選択し、［値の定義］をクリックし、サブタイプを割り当てる値を選択します。

4. ［OK］をクリックします。
区分が説明されます。

属性の許容値の記述

以下の手順に従います。

1. ［計画］または［分析］をクリックし、［データ・モデル］をクリックします。
［データ・モデル］ウィンドウが開きます。

2. エンティティ・タイプを選択し、［詳細］ - ［属性］をクリックします。
3. 属性を選択し、［詳細］ - ［値］をクリックします。
4. ［現在の許容値］から値を選択し、［記述］をクリックします。
5. 説明を入力して、［了解］をクリックします。
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6. ［OK］をクリックします。
属性の許容値が説明されます。

関係の記述

以下の手順に従います。

1. ［計画］または［分析］をクリックし、［データ・モデル］をクリックします。
［データ・モデル］ウィンドウが開きます。

2. 関係線を選択し、［詳細］ - ［特性］ - ［ソース特性］ - ［記述］を選択します。
3. 説明を入力して、［了解］をクリックします。
4. ［OK］をクリックします。
5. ［デスティネーション特性］ - ［記述］をクリックし、記述を入力し、［了解］ - ［了解］をクリックします。
6. ［OK］をクリックします。
関係が記述されます。

サブジェクト・エリアの記述

以下の手順に従います。

1. ［計画］または［分析］をクリックし、［データ・モデル］をクリックします。
［データ・モデル］ウィンドウが開きます。

2. サブジェクト・エリアを選択し、［詳細］ - ［特性］をクリックします。
3. 説明を入力して、［了解］をクリックします。
サブジェクト・エリアが記述されます。

エンティティ・タイプの関係づけ

以下の手順に従います。

1. ［計画］または［分析］をクリックし、［データ・モデル］をクリックします。
［データ・モデル］ウィンドウが開きます。

2. 結合する 2 つのエンティティ・タイプを選択し、［編集］ - ［結合］をクリックします。
［関係の特性］ダイアログ・ボックスが表示されます。

3. ［オプショナリティ（常に/時々）］を選択し、関連名を入力し、［カージナリティ］（1 つ/1 つ以上）を選択しま
す。
– ダイアグラム上に関係名を表示するには「関係名の表示」を選択してください。
– この対のエンティティを別のエンティティと置き換え可能にするには、「転送可能な関係」を選択します。

4. ［オプショナリティ（常に/時々）］を選択し、関連名を入力し、［カージナリティ］（1 つ/1 つ以上）を選択しま
す。
– ダイアグラム上に関係名を表示するには「関係名の表示」を選択してください。
– この対のエンティティを別のエンティティと置き換え可能にするには、「転送可能な関係」を選択します。

5. ［ソース］をクリックし、以下の手順を実行します。
6. 対の割合と「最小」を入力してください。

a. 「予想」か「確定」かを選択してください。
b. 「平均」と「最大」を入力してください。
c. 「予想」か「確定」か-該当する「削除規則」の順に選択してください。
d. ［記述］を選択し、説明を入力し、［了解］をクリックします。
e. ［OK］をクリックします。

7. ［宛て先］をクリックし、以下の手順を実行します。
8. 対の割合と「最小」を入力してください。

a. 「予想」か「確定」かを選択してください。
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b. 「平均」と「最大」を入力してください。
c. 「予想」か「確定」か-該当する「削除規則」の順に選択してください。
d. ［記述］を選択し、説明を入力し、［了解］をクリックします。
e. ［OK］をクリックします。

WARNING
重要： ［つねに］を指定する前に、本当に必須メンバシップであるかをよく確認してください。必須メンバ
シップは生成システムにとって極めて重大な存在です。必須メンバシップでは、たとえば、ある対をなす２つ
のエンティティのうち一方を削除すると、他方のエンティティも同時に削除されます。その第 2 エンティティ
が顧客であった場合、顧客の名前、住所、電話番号、金利といった、重要なデータが消えてしまいます。

第 2 エンティティの情報だけでなく、このエンティティと必須関係があるエンティティもすべて削除されます。この波
及効果的なエンティティの削除は、必須関係の連鎖が終わるまで続きます。これを「カスケード削除」と言います。オプ
ショナリティを指定するときは、この点に注意してください。

属性の移動

以下の手順に従います。

1. ［計画］または［分析］をクリックし、［データ・モデル］をクリックします。
［データ・モデル］ウィンドウが開きます。

2. エンティティ・タイプを選択します。
3. ［詳細］ - ［属性］をクリックします。
4. 属性を選択します。
5. ［編集］ - ［移動］をクリックします。
6. 新規ロケーションを選択します。
属性が移動します。

サブタイプの移動

以下の手順に従います。

1. ［計画］または［分析］をクリックし、［データ・モデル］をクリックします。
［データ・モデル］ウィンドウが開きます。

2. サブタイプを選択し、［編集］ - ［移動］をクリックします。
3. 新規ロケーションを選択します。
エンティティ・サブタイプが移動します。

エンティティ・タイプの移動

以下の手順に従います。

1. ［計画］または［分析］をクリックし、［データ・モデル］をクリックします。
［データ・モデル］ウィンドウが開きます。

2. エンティティ・タイプを選択します。
3. ［編集］ - ［移動］をクリックします。
4. 新規ロケーションを選択します。
エンティティ・タイプが移動します。

区分の移動

以下の手順に従います。

1. ［計画］または［分析］をクリックし、［データ・モデル］をクリックします。
［データ・モデル］ウィンドウが開きます。
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2. 区分を選択します。
3. ［編集］ - ［移動］をクリックします。
4. 新規ロケーションを選択します。
区分が移動します。

関係線の移動

以下の手順に従います。

1. ［計画］または［分析］をクリックし、［データ・モデル］をクリックします。
［データ・モデル］ウィンドウが開きます。

2. 関係線を選択します。
3. ［編集］ - ［移動］をクリックします。
4. 新規ロケーションを選択します。
関係線が移動します。

サブジェクト・エリアの移動

以下の手順に従います。

1. ［計画］または［分析］をクリックし、［データ・モデル］をクリックします。
［データ・モデル］ウィンドウが開きます。

2. ［サブジェクト・エリア］を選択します。
3. ［編集］ - ［移動］をクリックします。
4. 新規ロケーションを選択します。
サブジェクト・エリアが移動します。

属性の転送

以下の手順に従います。

1. ［計画］または［分析］をクリックし、［データ・モデル］をクリックします。
［データ・モデル］ウィンドウが開きます。

2. エンティティ・タイプを選択し、［詳細］ - ［属性］をクリックします。
3. エンティティ・タイプまたは属性（転送されるオブジェクトは選択されたオブジェクトの後に位置づけられていま
す）を選択し、［編集］ - ［付け替える］をクリックします。

4. 属性の転送元のエンティティを選択します。
属性が転送されます。

関係の転送

以下の手順に従います。

1. ［計画］または［分析］をクリックし、［データ・モデル］をクリックします。
［データ・モデル］ウィンドウが開きます。

2. エンティティ・タイプ、転送する関係、および関連付けられる新規エンティティ・タイプを選択します。
3. ［編集］ - ［付け替える］ - ［はい］をクリックします。
関係が転送されます。

エンティティ・タイプ、サブタイプ、関係の使用箇所のリスト表示

以下の手順に従います。

1. ［計画］または［分析］をクリックし、［データ・モデル］をクリックします。
［データ・モデル］ウィンドウが開きます。
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2. エンティティ・タイプ、サブタイプまたは関係を選択します。
3. ［詳細］ - ［使用箇所］をクリックします。
エンティティ・タイプ、サブタイプまたは使用される関係のロケーションが表示されます。

属性の使用箇所を一覧表示するには

以下の手順に従います。

1. ［計画］または［分析］をクリックし、［データ・モデル］をクリックします。
［データ・モデル］ウィンドウが開きます。

2. エンティティ・タイプを選択し、［詳細］ - ［属性］をクリックします。
3. 属性を選択し、［詳細］ - ［使用箇所］をクリックします。
使用される属性のロケーションが表示されます。

識別子の特性を変更する方法

以下の手順に従います。

1. ［選択リスト］から属性または関係を選択し、［特性］をクリックします。
［特性］ダイアログ・ボックスが開きます。

2. 必要なフィールドを変更します。
3. ［OK］をクリックします。
希望の識別子が変更されます。

選択リスト内のオブジェクトを検索する方法

以下の手順に従います。

1. ［選択リスト］で項目が選択されていないことを確認します。
2. ［検索］をクリックします。
［検索］ダイアログ・ボックスが開きます。

3. 検索するオブジェクト名を入力してください。
4. オプションを選択し、［検索］をクリックします。
5. ［クローズ］をクリックします。
オブジェクトが検索されます。

 

 

データ・モデル・ブラウザの操作法

属性の別名を追加するには

以下の手順に従います。

1. ［分析］ - ［データ・モデル・ブラウザ］をクリックします。
［データ・モデル・ブラウザ］ウィンドウが開きます。

2. エンティティ・タイプまたはサブタイプを選択します。
3. 属性を選択し、［詳細］ - ［別名］をクリックします。
［別名］ダイアログ・ボックスが表示されます。

4. ［Add］をクリックします。
［特性］ダイアログ・ボックスが表示されます。

5. 別名とモデル名を入力してください。
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– 別名が略語の場合は［略語］を選択してください。
– 別名が頭字語の場合は［頭字語］を選択してください。

6. ［記述］をクリックし、説明を入力し、［了解］ - ［クローズ］をクリックします。
［属性］別名が追加されます。

エンティティ・タイプの別名を追加するには

以下の手順に従います。

1. ［分析］ - ［データ・モデル・ブラウザ］をクリックします。
［データ・モデル・ブラウザ］ウィンドウが開きます。

2. エンティティ・タイプまたはサブタイプを選択します。
3. ［詳細］ - ［別名］をクリックします。
［別名］ダイアログ・ボックスが表示されます。

4. ［Add］をクリックします。
5. 別名と長名称を入力します。

– 別名が略語の場合は［略語］を選択してください。
– 別名が頭字語の場合は［頭字語］を選択してください。

6. ［記述］をクリックし、記述を入力して、［了解］をクリックします。
7. ［了解］ - ［クローズ］をクリックします。
エンティティ・タイプの別名が追加されます。

属性を追加するには

以下の手順に従います。

1. ［分析］ - ［データ・モデル・ブラウザ］をクリックします。
データ モデル ブラウザが表示されます。

2. エンティティ タイプまたはサブタイプを選択します。
3. ［編集］ - ［属性の追加］を選択します。
［特性］ダイアログ・ボックスが表示されます。

4.  ［属性名］を入力します。
5. ［分類］ドロップダウン・リストから分類を選択します。分類のオプションは以下のとおりです。

– 基本
– 誘導
– 設計
– 自動採番

6. ［ドメイン］ドロップダウン・リストからドメインを選択します。ドメインのオプションは以下のとおりです。
–  テキスト
–  日付
–  数値
–  時刻
–  タイムスタンプ
–  全半角テキスト
– 全角テキスト

7. 属性が任意の場合は、［任意］チェック・ボックスをオンにします。
8. テキスト属性の場合、大文字と小文字を区別するには、［大・小文字の識別］チェック・ボックスをオンにします。
9. テキスト属性の場合、可変長にするには、［可変長］チェック・ボックスをオンにします。
10.属性が保護されている場合は、［プロテクトされた］を選択します。
11.属性の長さを入力します。
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12.数値属性の小数点以下桁数を入力します。
13.属性にテクニカル設計名を指定する場合は、［属性名をTD名として使用］を選択し、名前を変更します。
14.属性を 10 進数精度でインプリメントする場合は、［C/C#/Javaでインプリメント(デシマル精度)］を選択します。
15.［COBOLデータ・タイプ］を選択します。
16.［記述］をクリックします。
［属性の記述］ダイアログ・ボックスが表示されます。

17.説明を入力して、［了解］をクリックします。
18.［了解］ボタンをクリックして、［特性］ダイアログ・ボックスを閉じます。
属性がエンティティ タイプまたはサブタイプに追加されます。

属性の省略時解釈値と省略時アルゴリズムの追加

以下の手順に従います。

1. ［分析］ - ［データ・モデル・ブラウザ］をクリックします。
［データ・モデル・ブラウザ］ウィンドウが開きます。

2. エンティティ・タイプまたはサブタイプを選択します。
3. 属性を選択し、［詳細］ - ［値］をクリックします。
［値］ダイアログ・ボックスが表示されます。

4. 省略時解釈値または省略時アルゴリズムを入力してください。
5. ［値］または［アルゴリズム］を選択し、［了解］をクリックします。
値が追加されます。

誘導アルゴリズム名の追加

以下の手順に従います。

1. ［分析］ - ［データ・モデル・ブラウザ］をクリックします。
［データ・モデル・ブラウザ］ウィンドウが開きます。

2. エンティティ・タイプまたはサブタイプを選択します。
3. 属性（カテゴリを派生として指定する必要があります）を選択します。
4. ［詳細］ - ［値］をクリックします。
［値］ダイアログ・ボックスが表示されます。

5. 属性値が派生するアルゴリズム名を入力し、［了解］をクリックします。
誘導アルゴリズム名が追加されます。

エンティティ・サブタイプを追加するには

以下の手順に従います。

1. ［分析］ - ［データ・モデル・ブラウザ］をクリックします。
［データ・モデル・ブラウザ］ウィンドウが開きます。

2. 区分を選択し、［編集］ - ［エンティティ・サブタイプの追加］をクリックします。
3. ［サブタイプ名］、［オカレンスの予想数］、［予想成長率］、［TD 名］を入力するかデフォルトの空白のままに
します。

4. ［記述］をクリックし、記述を入力して、［了解］をクリックします。
5. ［OK］をクリックします。
エンティティ・サブタイプが追加されます。

エンティティ・タイプの追加

以下の手順に従います。

1. ［分析］-［データ・モデル・ブラウザ］を選択します。
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［データ・モデル・ブラウザ］ウィンドウが表示されます。
注： 次のメニュー項目からもエンティティ・タイプを追加できます。［計画］と［分析］メニューの［データ・モ
デル］と［データ・モデル・リスト］オプション、［分析］メニューの［部分タイプ図］オプション、および［コ
ンポーネント・モデリング］メニューの［コンポーネント仕様図］、［コンポーネント実装図］、および［インター
フェース・タイプ・モデル図］オプション。

2. 新しいエンティティ・タイプが追加される親サブジェクト・エリアを選択します。［編集］-［エンティティ・タイプ
の追加］を選択します。
エンティティ・タイプの［特性］ダイアログ・ボックスが表示されます。

3. エンティティ・タイプの名前を入力します。エンティティ・タイプが［ビジネス・オブジェクト・タイプ］であるか
どうかを選択します。エンティティ・タイプのカプセル化のタイプ（［オープン］、［制限つき］、または［カプセ
ル化］）を選択します。オカレンスの予想数（［最小］、［平均］、［最大］）および予想成長率の割合を入力し
ます。データ構造が仮想であるかどうかを指定し、テクニカル設計（TD）名をエンティティ・タイプ名に設定しま
す。TD 名を設定する場合は、TD 名を入力します。説明を入力して、［了解］をクリックします。
エンティティ・タイプが表示ウィンドウに追加されます。［了解］をクリックして、エンティティ・タイプの［特
性］ダイアログ・ボックスを閉じます。

識別子の追加

以下の手順に従います。

1. ［分析］ - ［データ・モデル・ブラウザ］をクリックします。
［データ・モデル・ブラウザ］ウィンドウが開きます。

2. エンティティ・タイプまたはサブタイプを選択し、［詳細］ - ［識別子］をクリックします。
［識別子］ダイアログ・ボックスが表示されます。

3. ［選択リスト］から関係と属性の両方またはいずれか一方を選択し、［追加］をクリックします。
［特性の追加］ダイアログ・ボックスが表示されます。

4. ［識別子］名を入力し、［プライマリ］（該当する場合）を選択し、説明を入力します。
5. ［OK］をクリックします。

– ［選択リスト］にある別の属性または関係を［現在の識別子リスト］で選択した識別子に追加するには、［選択リ
スト］から識別子名、属性または関係を選択します。［Apply］をクリックします。

– オブジェクトの特性を変更する場合、属性または識別子を選択し、［特性］を選択します。該当するフィールドを
変更してください。［OK］をクリックします。

– ［選択リスト］でオブジェクトを検索したい場合は、［現在の識別子］選択リストで項目を選択していないことを
確認してください。［検索］をクリックします。検索するオブジェクト名を入力してください。オプション-「検
索」を選択してください。

6. ［クローズ］をクリックします。

排他関係の追加

以下の手順に従います。

1. ［分析］ - ［データ・モデル・ブラウザ］をクリックします。
［データ・モデル・ブラウザ］ウィンドウが開きます。

2. エンティティ・タイプまたはサブタイプを選択し、［詳細］ - ［排他］をクリックします。
［排他］ダイアログ・ボックスが表示されます。

3. ［選択リスト］から 2 つ以上の関係名を選択し、［追加］をクリックします。
［特性］ダイアログ・ボックスが表示されます。

4. 排他名および説明を入力し、［了解］をクリックします。
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– ［選択リスト］にある関係を、［現在の排他関係リスト］で選択した排他関係に追加するには、［選択リスト］ -
［排他関係］ - ［適用］から関係名を選択します。

– オブジェクトの特性を変更するには、オブジェクト（［現在の排他関係リスト］にある排他関係か、［選択リス
ト］にある関係）を選択し、［特性］をクリックします。適切なフィールドを変更し、［了解］をクリックしま
す。

– オブジェクトを検索する場合は、［検索］を選択します。検索するオブジェクトの名前を入力してください。オプ
ションを選択し、［検索］をクリックします。

5. ［クローズ］をクリックします。

区分を追加するには

以下の手順に従います。

1. ［分析］ - ［データ・モデル・ブラウザ］をクリックします。
［データ・モデル・ブラウザ］ウィンドウが表示されます。

2. エンティティ・タイプまたはサブタイプを選択し、［編集］ - ［区分の追加］ - ［分類属性］をクリックします。
– 区分内の全エンティティがいずれかのサブタイプに所属する場合、「網羅」を選択してください。
– 区分がエンティティ・タイプのライフサイクルを表わす場合は、［ライフサイクル区分］を選択します。

NOTE
注： 分類値の定義が可能になるのは、区分のサブタイプと分類属性の許容値を定義した後です。

3. ［記述］をクリックし、説明を入力して、［了解］をクリックします。
4. ［OK］をクリックします。
区分が追加されます。

基本または設計属性の許容値の追加

以下の手順に従います。

1. ［分析］ - ［データ・モデル・ブラウザ］をクリックします。
［データ・モデル・ブラウザ］ウィンドウが表示されます。

2. エンティティ・タイプまたはサブタイプを選択し、属性を選択します。
3. ［詳細］ - ［値］ - ［了解］をクリックします。

– 許容値が単一の値の場合は、そのまま入力してください。
– 許容値が属性の省略時解釈値の場合は「省略時解釈値」を選択してください。
– 許容値が範囲指定可能な数値の場合は「から」と「まで」の値を入力してください。

4. ［OK］をクリックします。
5. 許容値が指定できたら、省略時解釈値またはアルゴリズム名を入力してください。
6. 「値」または「アルゴリズム」を選択してください。
7. ［記述］をクリックし、説明を入力して、［了解］をクリックします。
許容値が追加されます。

誘導属性の許容値の追加

誘導属性には、許容値も省略値も指定できません。データベースから読み取られる場合、値は常にアルゴリズムによって
計算されます。

以下の手順に従います。

1. ［分析］ - ［データ・モデル・ブラウザ］をクリックします。
［データ・モデル・ブラウザ］ウィンドウが開きます。

2. エンティティ・タイプまたはサブタイプを選択し、属性を選択します。
3. ［詳細］ - ［値］をクリックします。
［値］ダイアログ・ボックスが表示されます。
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4. デフォルトのアルゴリズム名を入力し、［了解］をクリックします。
許容値が追加されます。

関係を追加するには

以下の手順に従います。

1. ［分析］ - ［データ・モデル・ブラウザ］をクリックします。
［データ・モデル・ブラウザ］ウィンドウが開きます。

2. ［編集］ - ［関連づけ］をクリックします。
3. 最初のエンティティ・タイプを選択します。
4. 最初のエンティティ・タイプが結合される（エンティティ・タイプは自身への結合が可能です） 2 番目のエンティ
ティ・タイプを選択します。［OK］をクリックします。
［関係の特性］ダイアログ・ボックスが表示されます。

5. ［オプショナリティ（つねに/時々）］を選択します。
6. 関係名を入力し、［カージナリティ（1 つ/1 つ以上）］を選択します。

– ダイアグラム上に関係名を表示する場合は［関係名の表示］を選択してください。
– この対の相手エンティティを別のエンティティに置き換え可能にするには、「転送可能な関係」を選択してくださ
い。

7. 「更新型」か「参照型」を選択してください。
8. 「オプショナリティ（つねに/時々）」を選択してください。
9. 関係名を入力し、［カージナリティ（1 つ/1 つ以上）］を選択します。

– ダイアグラム上に関係名を表示する場合は［関係名の表示］を選択してください。
– この対の相手エンティティを別のエンティティに置き換え可能にするには、「転送可能な関係」を選択してくださ
い。

10.「更新型」か「参照型」を選択してください。
11.［ソース］をクリックし、以下の手順を実行します。
12.対の割合と「最小」を入力してください。

a. 「予想」か「確定」かを選択してください。
b. 「平均」と「最大」を入力してください。
c. 「予想」か「確定」か-該当する「削除規則」の順に選択してください。
d. ［記述］を選択し、説明を入力し、［了解］をクリックします。
e. ［OK］をクリックします。

13.［宛て先］をクリックし、以下の手順を実行します。
14.対の割合と「最小」を入力してください。

a. 「予想」か「確定」かを選択してください。
b. 「平均」と「最大」を入力してください。
c. 「予想」か「確定」か-該当する「削除規則」の順に選択してください。
d. ［記述］を選択し、説明を入力し、［了解］をクリックします。
e. ［OK］をクリックします。

WARNING
重要： ［つねに］を指定する前に、本当に必須メンバシップであるかをよく確認してください。必須メンバ
シップは生成システムにとって極めて重大な存在です。たとえば、システムの実行時に必須メンバシップの一
方にあるエンティティを１つ削除すると、他方のエンティティも削除されてしまいます。その第 2 エンティ
ティが顧客であった場合、顧客の名前、住所、電話番号、金利といった、重要なデータが消えてしまいます。

第 2 エンティティの情報だけでなく、このエンティティと必須関係があるエンティティもすべて削除されます。この波
及効果的なエンティティの削除は、必須関係の連鎖が終わるまで続きます。これを「カスケード削除」と言います。オプ
ショナリティを指定するときは、この点に注意してください。
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サブジェクト・エリアの追加

以下の手順に従います。

1. ［分析］ - ［データ・モデル・ブラウザ］をクリックします。
［データ・モデル・ブラウザ］ウィンドウが表示されます。

NOTE
注： ［計画］および［分析］メニューの［データ・モデル］および［データ・モデル・リスト］オプショ
ンから、サブジェクト エリアを追加することもできます。

2. 新しい子サブジェクト・エリアを追加する親サブジェクト・エリアを選択します。［編集］ - ［サブジェクト・エリ
アの追加］をクリックします。
［サブジェクト・エリア特性］ダイアログ ボックスが表示されます。

3. サブジェクト エリアの名前を入力します。サブジェクト・エリアの［役割り］（［一般］、［インプリメンテーショ
ン］または［指定］）を選択します。新規サブジェクト・エリアに実エンティティ・タイプが含まれるか、または非
常駐エンティティ・タイプのみ含まれるべきかを指定します。

4. 説明を入力して、［了解］をクリックします。
サブジェクト エリアが表示ウィンドウに追加されます。

5. ［了解］をクリックして、［サブジェクト・エリア特性］ダイアログ ボックスを閉じます。

属性の別名の詳細化

以下の手順に従います。

1. ［分析］ - ［データ・モデル・ブラウザ］をクリックします。
［データ・モデル・ブラウザ］ウィンドウが開きます。

2. エンティティ・タイプまたはサブタイプ、属性を選択します。
3. ［詳細］ - ［別名］をクリックします。
［別名］ダイアログ・ボックスが表示されます。

4. 詳細化する別名を選択し、［特性］をクリックします。
［別名の特性］ダイアログ・ボックスが表示されます。

5. 別名と長名称を入力します。
– 別名が略語の場合は［略語］を選択してください。
– 別名が頭字語の場合は［頭字語］を選択してください。

6. ［記述］をクリックし、記述を入力して、［了解］をクリックします。
7. ［了解］ - ［クローズ］をクリックします。
エンティティ・タイプの別名が詳細化されます。

エンティティ・タイプの別名の詳細化

以下の手順に従います。

1. ［分析］ - ［データ・モデル・ブラウザ］をクリックします。
［データ・モデル・ブラウザ］ウィンドウが開きます。

2. エンティティ・タイプまたはサブタイプを選択します。
3. ［詳細］ - ［別名］をクリックします。
［別名］ダイアログ・ボックスが表示されます。

4. 詳細化する別名を選択し、［特性］をクリックします。
［別名の特性］ダイアログ・ボックスが表示されます。

5. 別名と長名称を入力します。
– 別名が略語の場合は［略語］を選択してください。
– 別名が頭字語の場合は［頭字語］を選択してください。

6. ［記述］をクリックし、記述を入力して、［了解］をクリックします。
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7. ［了解］ - ［クローズ］をクリックします。
エンティティ・タイプの別名が詳細化されます。

属性の詳細化

以下の手順に従います。

1. ［分析］ - ［データ・モデル・ブラウザ］をクリックします。
［データ・モデル・ブラウザ］ウィンドウが開きます。

2. エンティティ・タイプまたはサブタイプ、属性を選択します。
3. ［詳細］ - ［特性］をクリックします。
［特性］ダイアログ・ボックスが表示されます。

4. ［属性名］を入力します。
5. ［分類］ドロップダウン・リストから分類を選択します。分類のオプションは以下のとおりです。

– 基本
– 誘導
– 設計
– 自動採番

6. 属性が必須ではない場合は［オプション］を選択します。
7. 「ドメイン」を選択してください。
8. 属性に大文字も小文字も含まれる場合は［大･小文字識別］を選択します。
9. 属性名の長さが固定長でない場合は［可変長］を選択します。
10.桁数を入力してください。
11.属性が数値ドメインの場合は［小数点以下桁数］を入力します。
12. TD名を入力するか、省略時解釈（ブランク）のままにしておいてください。
13.［記述］をクリックします。
［記述］ダイアログ・ボックスが表示されます。

14.説明を入力して、［了解］をクリックします。
15.属性が詳細化されます。

属性の省略時解釈値と省略時アルゴリズムの詳細化

以下の手順に従います。

1. ［分析］ - ［データ・モデル・ブラウザ］をクリックします。
［データ・モデル・ブラウザ］が開きます。

2. エンティティ・タイプまたはサブタイプ、属性を選択します。
3. ［詳細］ - ［値］をクリックします。
［値］ダイアログ・ボックスが表示されます。

4. デフォルト値またはデフォルト・アルゴリズムを変更します。
5. ［値］または［アルゴリズム］を選択し、［了解］をクリックします。
値が詳細化されます。

誘導アルゴリズム名の詳細化

以下の手順に従います。

1. ［分析］ - ［データ・モデル・ブラウザ］をクリックします。
［データ・モデル・ブラウザ］が開きます。

2. エンティティ・タイプまたはサブタイプを選択します。
3. 属性（カテゴリを派生として指定する必要があります）を選択します。
4. ［詳細］ - ［値］をクリックします。
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［値］ダイアログ・ボックスが開きます。
5. 属性値が派生するアルゴリズム名を入力し、［了解］をクリックします。
誘導アルゴリズム名が詳細化されます。

サブタイプの詳細化

以下の手順に従います。

1. ［分析］ - ［データ・モデル・ブラウザ］をクリックします。
［データ・モデル・ブラウザ］ウィンドウが開きます。

2. サブタイプを選択し、［詳細］ - ［特性］をクリックします。
3. ［サブタイプ名］、［予想オカレンス数］、［予想成長率］、［TD 名］を入力します。
4. ［記述］をクリックし、記述を入力して、［了解］をクリックします。
5. ［OK］をクリックします。
エンティティ・サブタイプが詳細化されます。

エンティティ・タイプの詳細化

以下の手順に従います。

1. ［分析］ - ［データ・モデル・ブラウザ］をクリックします。
［データ・モデル・ブラウザ］ウィンドウが開きます。

2. エンティティ・タイプを選択し、［詳細］ - ［特性］をクリックします。
3. ［エンティティ名］、［予想オカレンス数］、［予想成長率］、［TD 名］を入力します。
4. ［記述］をクリックし、記述を入力して、［了解］をクリックします。
5. ［OK］をクリックします。
エンティティ・タイプが詳細化されます。

識別子の詳細化

以下の手順に従います。

1. ［分析］ - ［データ・モデル・ブラウザ］をクリックします。
［データ・モデル・ブラウザ］ウィンドウが開きます。

2. エンティティ・タイプまたはサブタイプを選択し、［詳細］ - ［識別子］をクリックします。
［識別子］ダイアログ・ボックスが表示されます。

3. ［現在の識別子リスト］から識別子を選択し、［特性］をクリックします。
［特性］ダイアログ・ボックスが表示されます。

4. ［識別子］名を入力し、［プライマリ］（該当する場合）を選択し、説明を入力します。
5. ［OK］をクリックします。

– 識別子を追加する場合は、［追加］を選択します。識別子の名前を入力します。該当する場合は「基本キー」を選
択してください。記述文を入力します。［OK］をクリックします。

– ［選択リスト］にある別の属性を、［現在の識別子リスト］で選択した識別子に追加するには、［選択リスト］か
ら識別子名、属性または関係を選択し、［適用］をクリックします。

– オブジェクトを検索する場合は、［検索］を選択します。検索するオブジェクト名を入力してください。オプショ
ンを選択し、［検索］をクリックします。

6. ［クローズ］をクリックします。

排他関係の詳細化

以下の手順に従います。

1. ［分析］ - ［データ・モデル・ブラウザ］をクリックします。
［データ・モデル・ブラウザ］ウィンドウが開きます。
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2. エンティティ・タイプまたはサブタイプを選択し、［詳細］ - ［排他］をクリックします。
［排他］ダイアログ・ボックスが表示されます。

3. 変更する排他関係を選択し、［特性］をクリックします。
［特性］ダイアログ・ボックスが表示されます。

4. 排他名および説明を入力し、［了解］をクリックします。
– 排他関係を追加する場合は、［追加］を選択します。排他関係の名前と記述文を入力してください。［OK］をク
リックします。

– ［選択リスト］の関係を、［現在の排他関係リスト］で選択した［排他関係］に追加するには、［選択リスト］ -
［排他関係］で関係名を選択し、［適用］をクリックします。

– ［選択リスト］でオブジェクトを検索したい場合は、［現在の識別子］選択リストで項目を選択していないことを
確認してください。［検索］をクリックします。検索する関係名を入力してください。オプションを選択し、［検
索］をクリックします。

5. ［クローズ］をクリックします。

区分の詳細化

以下の手順に従います。

1. ［分析］ - ［データ・モデル・ブラウザ］をクリックします。
［データ・モデル・ブラウザ］ウィンドウが表示されます。

2. 区分を選択し、［詳細］ - ［特性］ - ［分類属性］を選択します。
– 区分内の全エンティティがいずれかのサブタイプに所属する場合、「網羅」を選択してください。
– 区分がエンティティ・タイプのライフサイクルを表わす場合は、［ライフサイクル区分］を選択します。

3. ［記述］をクリックし、説明を入力して、［了解］をクリックします。
– ウィンドウを閉じずに分類属性を選択または変更する場合は、新規分類属性を選択し、［適用］をクリックしま
す。

– 分類値を定義したい場合、選択リスト内でサブタイプを選択してから、「値の定義」を選択してください。サブタ
イプに割り当てる値を選択してください。

– 選択リスト内にサブタイプがない場合は、サブタイプを追加するか、分類属性を選択して適用します。
– 値が存在しない場合は、分類属性の許容値を定義します。

4. ［OK］をクリックします。
区分が詳細化されます。

基本または設計属性の許容値の詳細化

以下の手順に従います。

1. ［分析］ - ［データ・モデル・ブラウザ］をクリックします。
［データ・モデル・ブラウザ］ウィンドウが表示されます。

2. エンティティ・タイプまたはサブタイプを選択し、属性を選択します。
3. ［詳細］ - ［値］をクリックします。
［値］ダイアログ・ボックスが表示されます。

4. 変更する［現在の許容値］から値を選択し、［特性］をクリックします。
5. 許容値が指定できたら、省略時解釈値またはアルゴリズム名を入力してください。
6. 「値」または「アルゴリズム」を選択してください。
7. ［記述］をクリックし、説明を入力して、［了解］をクリックします。
許容値が詳細化されます。
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誘導属性の許容値の詳細化

以下の手順に従います。

1. ［分析］ - ［データ・モデル・ブラウザ］をクリックします。
［データ・モデル・ブラウザ］ウィンドウが開きます。

2. エンティティ・タイプまたはサブタイプ、および属性を選択します。
3. ［詳細］ - ［値］をクリックします。
［値］ダイアログ・ボックスが表示されます。

4. デフォルトのアルゴリズム名を変更し、［了解］をクリックします。
許容値が追加されます。

関係の詳細化

以下の手順に従います。

1. ［分析］ - ［データ・モデル・ブラウザ］をクリックします。
［データ・モデル・ブラウザ］ウィンドウが開きます。

2. 関係を選択し、［詳細］ - ［特性］をクリックします。
［関係の特性］ダイアログ・ボックスが表示されます。

3. 「オプショナリティ（つねに/時々）」を選択してください。
4. 関係名を入力し、［カージナリティ］（1 つ/1 つ以上）を選択します。

– ダイアグラム上に関係名を表示する場合は［関係名の表示］を選択してください。
– この対の相手エンティティを別のエンティティに置き換え可能にするには、「転送可能な関係」を選択してくださ
い。

5. 「オプショナリティ（つねに/時々）」を選択してください。
6. 関係名を入力し、［カージナリティ］（1 つ/1 つ以上）を選択します。

– ダイアグラム上に関係名を表示する場合は［関係名の表示］を選択してください。
– この対の相手エンティティを別のエンティティに置き換え可能にするには、「転送可能な関係」を選択してくださ
い。

7. ［ソース］をクリックし、以下の手順を実行します。
8. 対の割合と「最小」を入力してください。

a. 「予想」か「確定」かを選択してください。
b. 「平均」と「最大」を入力してください。
c. 「予想」か「確定」か-該当する「削除規則」の順に選択してください。
d. ［記述］をクリックし、説明を入力して、［了解］をクリックします。
e. ［OK］をクリックします。

9. ［宛て先］をクリックし、以下の手順を実行します。
10.対の割合と「最小」を入力してください。

a. 「予想」か「確定」かを選択してください。
b. 「平均」と「最大」を入力してください。
c. 「予想」か「確定」か-該当する「削除規則」の順に選択してください。
d. ［記述］を選択し、説明を入力し、［了解］をクリックします。
e. ［OK］をクリックします。

WARNING
重要： ［つねに］を指定する前に、本当に必須メンバシップであるかをよく確認してください。必須メンバ
シップは生成システムにとって極めて重大な存在です。必須メンバシップでは、たとえば、ある対をなす２つ
のエンティティのうち一方を削除すると、他方のエンティティも同時に削除されます。その第 2 エンティティ
が顧客であった場合、顧客の名前、住所、電話番号、金利といった、重要なデータが消えてしまいます。
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第 2 エンティティの情報だけでなく、このエンティティと必須関係があるエンティティもすべて削除されます。この波
及効果的なエンティティの削除は、必須関係の連鎖が終わるまで続きます。これを「カスケード削除」と言います。オプ
ショナリティを指定するときは、この点に注意してください。

サブジェクト・エリアの詳細化

以下の手順に従います。

1. ［分析］ - ［データ・モデル・ブラウザ］をクリックします。
［データ・モデル・ブラウザ］ウィンドウが表示されます。

2. サブジェクト・エリアを選択し、［詳細］ - ［特性］をクリックします。
［特性］ダイアログ・ボックスが表示されます。

3. 説明を入力して、［了解］をクリックします。
サブジェクト・エリアが詳細化されます。

宛て先特性の詳細化

以下の手順に従います。

1. ［分析］ - ［データ・モデル・ブラウザ］をクリックします。
［データ・モデル・ブラウザ］ウィンドウが開きます。

2. 関係を選択し、［詳細］ - ［特性］をクリックします。
［特性］ダイアログ・ボックスが表示されます。

3. ［宛て先］をクリックします。
［特性］ダイアログ・ボックスが表示されます。

4. ［時々］テキスト・ボックスに時間のパーセンテージを入力します。
5. ［最低］テキスト・ボックスに詳細を入力し、［予想］または［確定］を選択します。
6. ［平均］および［最大］テキスト・ボックスに詳細を入力し、［予想］または［確定］を選択します。
7. 適切な削除規則を選択し、［記述］をクリックします。
8. 説明を入力して、［了解］をクリックします。
9. ［OK］をクリックします。
宛て先が詳細化されました。

ソース特性の詳細化

以下の手順に従います。

1. ［分析］ - ［データ・モデル・ブラウザ］をクリックします。
［データ・モデル・ブラウザ］ウィンドウが開きます。

2. 関係を選択し、［詳細］ - ［特性］をクリックします。
［特性］ダイアログ・ボックスが表示されます。

3. ［ソース］をクリックします。
［ソース］ダイアログ・ボックスが表示されます。

4. ［時々］テキスト・ボックスに時間のパーセンテージを入力します。
5. ［最低］テキスト・ボックスに詳細を入力し、［予想］または［確定］を選択します。
6. ［平均］および［最大］テキスト・ボックスに詳細を入力し、［予想］または［確定］を選択します。
7. 適切な削除規則を選択し、［記述］をクリックします。
8. 説明を入力して、［了解］をクリックします。
9. ［OK］をクリックします。
ソースが詳細化されます。
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属性の別名の削除

以下の手順に従います。

1. ［分析］ - ［データ・モデル・ブラウザ］をクリックします。
［データ・モデル・ブラウザ］ウィンドウが開きます。

2. エンティティ・タイプまたはサブタイプ、属性を選択します。
3. ［詳細］ - ［別名］をクリックし、別名を選択し、［削除］をクリックします。
4. 各確認ボックスに対して［はい］をクリックします。
属性別名が削除されます。

エンティティ・タイプの別名の削除

以下の手順に従います。

1. ［分析］ - ［データ・モデル・ブラウザ］をクリックします。
［データ・モデル・ブラウザ］ウィンドウが開きます。

2. エンティティ・タイプまたはサブタイプを選択します。
3. ［詳細］ - ［別名］をクリックし、別名を選択し、［削除］をクリックします。
4. 各確認ボックスに対して［はい］をクリックします。
エンティティ・タイプの別名が削除されます。

属性の削除

以下の手順に従います。

1. ［分析］ - ［データ・モデル・ブラウザ］をクリックします。
［データ・モデル・ブラウザ］ウィンドウが開きます。

2. エンティティ・タイプまたはサブタイプ、属性を選択します。
3. ［編集］ - ［削除］、属性をクリックします。（確認ボックスに、削除用に選択したオブジェクトを一覧表示したい
場合は［削除時に確認］を選択します。）

4. 各確認ボックスに対して［削除］ - ［はい］をクリックします。
属性が削除されます。

サブタイプの削除

以下の手順に従います。

1. ［分析］ - ［データ・モデル・ブラウザ］をクリックします。
［データ・モデル・ブラウザ］ウィンドウが開きます。

2. サブタイプを選択し、［編集］ - ［削除］をクリックします。
– 確認ボックスに、削除用に選択したオブジェクトを一覧表示したい場合、「削除時に確認」を選択してください。
– 階層を削除する場合にのみ確認ボックスを表示したい場合は、「階層の削除」で「確認」を選択してください。

3. 各確認ボックスに対して［削除］ - ［はい］をクリックします。
エンティティ・サブタイプが削除されます。

エンティティ・タイプの削除

以下の手順に従います。

1. ［分析］ - ［データ・モデル・ブラウザ］をクリックします。
［データ・モデル］ウィンドウが開きます。

2. エンティティ・タイプを選択し、［編集］ - ［削除］をクリックします。
– 確認ボックスに、削除用に選択したオブジェクトを一覧表示したい場合、「削除時に確認」を選択してください。
– 階層を削除する場合にのみ確認ボックスを表示したい場合は、「階層の削除」で「確認」を選択してください。
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3. 各確認ボックスに対して［削除］ - ［はい］をクリックします。
エンティティ・タイプが削除されます。

識別子の削除

以下の手順に従います。

1. ［分析］ - ［データ・モデル・ブラウザ］をクリックします。
［データ・モデル］ウィンドウが開きます。

2. エンティティ・タイプまたはサブタイプを選択します。
3. ［詳細］ - ［識別子］をクリックします。
4. ［現在の識別子リスト］から識別子を選択し、［削除］をクリックします。

– 確認ボックスに、削除用に選択したオブジェクトを一覧表示したい場合、「削除時に確認」を選択してください。
– 最後の属性または関係を識別子から削除すると、識別子も削除されます。

5. 各確認ボックスに対して［削除］ - ［はい］をクリックします。
識別子が削除されます。

排他関係の削除

以下の手順に従います。

1. ［分析］ - ［データ・モデル・ブラウザ］をクリックします。
［データ・モデル］ウィンドウが開きます。

2. エンティティ・タイプまたはサブタイプを選択します。
3. ［詳細］ - ［排他］をクリックします。
4. 個別の関係または排他制約を選択し、［削除］をクリックします

– 確認ボックスに、削除用に選択したオブジェクトを一覧表示したい場合、「削除時に確認」を選択してください。
– ２つの関係のうち１つでも削除されると、排他関係も削除されます。

5. 各確認ボックスに対して［削除］ - ［はい］をクリックします。
排他の関係が削除されます。

区分の削除

以下の手順に従います。

1. ［分析］ - ［データ・モデル・ブラウザ］をクリックします。
［データ・モデル］ウィンドウが開きます。

2. 区分を選択し、［編集］ - ［削除］をクリックします。
– 確認ボックスに、削除用に選択したオブジェクトを一覧表示したい場合、「削除時に確認」を選択してください。
– 階層を削除する場合にのみ確認ボックスを表示したい場合は、「階層の削除」で「確認」を選択してください。

3. 各確認ボックスに対して［削除］ - ［はい］をクリックします。
区分が削除されます。

属性の許容値の削除

以下の手順に従います。

1. ［分析］ - ［データ・モデル・ブラウザ］をクリックします。
［データ・モデル］ウィンドウが開きます。

2. エンティティ・タイプまたはサブタイプ、属性を選択します。
3. ［詳細］ - ［値］ - ［削除する現在の許容値］ - ［削除］を選択します。
4. ［はい］をクリックして確定します。
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NOTE
注： 許容値が使用されているすべてのウィンドウから許容値を除去しないと、許容値を削除できません。

以下の手順に従います。

1. ［ナビゲーション図］からウィンドウを開きます。
2. ウィンドウ上のフィールドを選択します。
3. ［詳細］ - ［特性］をクリックします。
4. 削除するすべての許容値を選択し、［除去］をクリックします。
許容値が消去されます。

関係の削除

以下の手順に従います。

1. ［分析］ - ［データ・モデル・ブラウザ］をクリックします。
［データ・モデル］ウィンドウが開きます。

2. 関係を選択し、［編集］ - ［削除］をクリックします（削除用に選択したオブジェクトを確認ボックスに一覧表示し
たい場合は［削除時確認］を選択します）。

3. 各確認ボックスに対して［削除］ - ［はい］をクリックします。
関係が削除されます。

サブジェクト・エリアの削除

以下の手順に従います。

1. ［分析］ - ［データ・モデル・ブラウザ］をクリックします。
［データ・モデル］ウィンドウが開きます。

2. サブジェクト・エリアを選択し、［編集］ - ［削除］をクリックします。
– 確認ボックスに、削除用に選択したオブジェクトを一覧表示したい場合、「削除時に確認」を選択してください。
– 階層を削除する場合にのみ確認ボックスを表示したい場合は、「階層の削除」で「確認」を選択してください。
（このオプションは、削除対象のサブジェクト・エリアに従属物がある場合にのみ有効です）。

3. 各確認ボックスに対して［削除］ - ［はい］をクリックします。

属性の別名の記述

以下の手順に従います。

1. ［分析］ - ［データ・モデル・ブラウザ］をクリックします。
［データ・モデル・ブラウザ］ウィンドウが開きます。

2. エンティティ・タイプまたはサブタイプ、属性を選択します。
3. ［詳細］ - ［別名］をクリックします。
［別名］ダイアログ・ボックスが表示されます。

4. 説明する別名を選択し、［特性］をクリックします。
［別名の特性］ダイアログ・ボックスが表示されます。

5. ［記述］をクリックし、記述を入力して、［了解］をクリックします。
6. ［了解］ - ［クローズ］をクリックします。
属性別名が記述されます。

エンティティ・タイプの別名の記述

以下の手順に従います。

1. ［分析］ - ［データ・モデル・ブラウザ］をクリックします。
［データ・モデル・ブラウザ］ウィンドウが開きます。

 365



 CA Gen - 86JP - Japanese - Japan

2. エンティティ・タイプまたはサブタイプを選択します。
3. ［詳細］ - ［別名］をクリックします。
［別名］ダイアログ・ボックスが表示されます。

4. 説明する別名を選択し、［特性］をクリックします。
［別名の特性］ダイアログ・ボックスが表示されます。

5. ［記述］をクリックし、記述を入力して、［了解］をクリックします。
6. ［了解］ - ［クローズ］をクリックします。
エンティティ・タイプの別名が説明されます。

属性の記述

以下の手順に従います。

1. ［分析］ - ［データ・モデル・ブラウザ］をクリックします。
［データ・モデル・ブラウザ］ウィンドウが開きます。

2. エンティティ・タイプまたはサブタイプ、属性を選択します。
3. ［詳細］ - ［特性］をクリックします。
［特性］ダイアログ・ボックスが表示されます。

4. ［記述］をクリックし、記述を入力して、［了解］をクリックします。
5. ［OK］をクリックします。
エンティティ・タイプの別名が説明されます。

エンティティ・サブタイプの記述

以下の手順に従います。

1. ［分析］ - ［データ・モデル・ブラウザ］をクリックします。
［データ・モデル・ブラウザ］ウィンドウが開きます。

2. サブタイプを選択し、［詳細］ - ［特性］をクリックします。
［特性］ダイアログ・ボックスが表示されます。

3. ［記述］をクリックし、記述を入力して、［了解］をクリックします。
4. ［OK］をクリックします。
エンティティ・サブタイプが説明されます。

エンティティ・タイプの記述

以下の手順に従います。

1. ［分析］ - ［データ・モデル・ブラウザ］をクリックします。
［データ・モデル・ブラウザ］ウィンドウが開きます。

2. エンティティ・タイプを選択し、［詳細］ - ［特性］をクリックします。
［特性］ダイアログ・ボックスが表示されます。

3. ［記述］をクリックし、記述を入力して、［了解］をクリックします。
4. ［OK］をクリックします。
エンティティ・タイプが説明されます。

識別子の記述

以下の手順に従います。

1. ［分析］ - ［データ・モデル・ブラウザ］をクリックします。
［データ・モデル・ブラウザ］ウィンドウが開きます。

2. エンティティ・タイプまたはサブタイプを選択します。
3. ［詳細］ - ［識別子］をクリックします。
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［識別子］ダイアログ・ボックスが表示されます。
4. ［現在の識別子リスト］から識別子を選択し、［特性］をクリックします。
［特性］ダイアログ・ボックスが表示されます。

5. ［記述］をクリックし、記述を入力して、［了解］をクリックします。
– 識別子を追加する場合は、［追加］を選択します。識別子の名前を入力してください。該当する場合は「基本
キー」を選択してください。記述文を入力します。［OK］をクリックします。

– ［選択リスト］からの別の属性を［現在の識別子リスト］で選択した識別子に追加する場合は、識別子名、［選択
リスト］から属性を選択し、［適用］をクリックします。

– オブジェクトを検索する場合は、［検索］を選択します。検索するオブジェクト名を入力してください。オプショ
ンを選択し、［検索］をクリックします。

6. ［クローズ］をクリックします。
識別子が記述されます。

排他関係の記述文の作成

以下の手順に従います。

1. ［分析］ - ［データ・モデル・ブラウザ］をクリックします。
［データ・モデル・ブラウザ］ウィンドウが開きます。

2. エンティティ・タイプまたはサブタイプを選択し、［詳細］ - ［排他］をクリックします。
［排他］ダイアログ・ボックスが表示されます。

3. 説明する排他関係を選択し、［特性］をクリックします。
［特性］ダイアログ・ボックスが表示されます。

4. 説明を入力して、［了解］をクリックします。
– 排他関係を追加する場合は、［追加］を選択します。排他関係の名前と記述文を入力してください。［OK］をク
リックします。

– ［選択リスト］の関係を、［現在の排他関係リスト］で選択した［排他関係］に追加するには、［選択リスト］ -
［排他関係］で関係名を選択し、［適用］をクリックします。

– ［選択リスト］でオブジェクトを検索したい場合は、［現在の排他関係リスト］で項目を選択していないことを確
認してください。［検索］をクリックします。検索する関係名を入力してください。オプションを選択し、［検
索］をクリックします。

5. ［クローズ］をクリックします。
排他関係が説明されます。

区分の記述文の作成

以下の手順に従います。

1. ［分析］ - ［データ・モデル・ブラウザ］をクリックします。
［データ・モデル・ブラウザ］ウィンドウが開きます。

2. 区分を選択し、［詳細］ - ［特性］をクリックします。
［特性］ダイアログ・ボックスが表示されます。

3. ［記述］をクリックし、説明を入力して、［了解］をクリックします。
4. ［OK］をクリックします。
区分が説明されます。

属性の許容値の記述

以下の手順に従います。

1. ［分析］ - ［データ・モデル・ブラウザ］をクリックします。
［データ・モデル・ブラウザ］ウィンドウが開きます。

2. エンティティ・タイプまたはサブタイプを選択し、［詳細］ - ［値］をクリックします。
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［値］ダイアログ・ボックスが表示されます。
3. ［現在の許容値］から値を選択します。
4. ［記述］をクリックし、記述を入力して、［了解］をクリックします。
5. ［OK］をクリックします。
値が記述されます。

関係の記述

関係を記述する方法は 2 種類あります。

以下の手順に従います。

1. ［分析］ - ［データ・モデル・ブラウザ］をクリックします。
［データ・モデル・ブラウザ］ウィンドウが開きます。

2. 関係を選択し、［詳細］ - ［特性］をクリックします。
［特性］ダイアログ・ボックスが表示されます。

3. ［ソース］ - ［記述］をクリックし、説明を入力して、［了解］をクリックします。
4. ［OK］をクリックします。
5. ［デスティネーション特性］ - ［記述］をクリックし、説明を入力して、［了解］をクリックします。
6. ［OK］をクリックします。
関係が記述されます。

以下の手順に従います。

1. ［分析］ - ［データ・モデル・ブラウザ］をクリックします。
［データ・モデル・ブラウザ］ウィンドウが開きます。

2. 関係を選択し、［記述］テキスト・ボックスをクリックし、変更を追加し、［変更］をクリックします。
3. 関係が記述されます。

サブジェクト・エリアの記述

以下の手順に従います。

1. ［分析］ - ［データ・モデル・ブラウザ］をクリックします。
［データ・モデル・ブラウザ］ウィンドウが開きます。

2. サブジェクト・エリアを選択し、［詳細］ - ［特性］をクリックします。
3. 説明を入力して、［了解］をクリックします。
サブジェクト・エリアが記述されます。

エンティティ・タイプの関係づけ

以下の手順に従います。

1. ［分析］ - ［データ・モデル・ブラウザ］をクリックします。
［データ・モデル・ブラウザ］ウィンドウが開きます。

2. 最初のエンティティ・タイプを選択し、［編集］ - ［結合］をクリックします。
3. 最初のエンティティ・タイプが結合される 2 番目のエンティティ・タイプ（エンティティ・タイプは自身と結合する
ことができます）を選択し、［編集］ - ［結合］ - ［了解］をクリックします。

4. ［オプショナリティ（常に/時々）］を選択し、関連名を入力し、［カージナリティ］（1 つ/1 つ以上）を選択しま
す。
– ダイアグラム上に関係名を表示する場合は「関係名の表示」を選択してください。
– この対の相手エンティティを別のエンティティに置き換え可能にするには、「転送可能な関係」を選択してくださ
い。
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5. 「オプショナリティ（つねに/時々）」を選択してください。関係名を入力してください。カージナリティ（１つ/１
つ又は複数）を選択してください。
– ダイアグラム上に関係名を表示する場合は「関係名の表示」を選択してください。
– この対の相手エンティティを別のエンティティに置き換え可能にするには、「転送可能な関係」を選択してくださ
い。

6. ［ソース］をクリックし、以下の手順を実行します。
7. 対の割合と「最小」を入力してください。

a. 「予想」か「確定」かを選択してください。
b. 「平均」と「最大」を入力してください。
c. 「予想」か「確定」か-該当する「削除規則」の順に選択してください。
d. ［記述］をクリックし、説明を入力して、［了解］をクリックします。
e. ［OK］をクリックします。

8. ［宛て先］をクリックし、以下の手順を実行します。
9. 対の割合と「最小」を入力してください。

a. 「予想」か「確定」かを選択してください。
b. 「平均」と「最大」を入力してください。
c. 「予想」か「確定」か-該当する「削除規則」の順に選択してください。
d. ［記述］をクリックし、説明を入力して、［了解］をクリックします。
e. ［OK］をクリックします。

WARNING
重要： ［つねに］を指定する前に、本当に必須メンバシップであるかをよく確認してください。必須メンバ
シップは生成システムにとって極めて重大な存在です。必須メンバシップでは、たとえば、ある対をなす２つ
のエンティティのうち一方を削除すると、他方のエンティティも同時に削除されます。その第 2 エンティティ
が顧客であった場合、顧客の名前、住所、電話番号、金利といった、重要なデータが消えてしまいます。

第 2 エンティティの情報だけでなく、このエンティティと必須関係があるエンティティもすべて削除されます。この波
及効果的なエンティティの削除は、必須関係の連鎖が終わるまで続きます。これを「カスケード削除」と言います。オプ
ショナリティを指定するときは、この点に注意してください。

属性の移動

以下の手順に従います。

1. ［分析］ - ［データ・モデル・ブラウザ］をクリックします。
［データ・モデル・ブラウザ］ウィンドウが開きます。

2. エンティティ・タイプまたはサブタイプを選択します。
3. ［編集］ - ［属性の移動］をクリックします。
4. 新規ロケーションを選択します。
属性が移動します。

すべてのアクション・ブロックの表示

以下の手順に従います。

1. ［分析］ - ［データ・モデル・ブラウザ］をクリックします。
［データ・モデル・ブラウザ］ウィンドウが開きます。

2. ［エンティティ・タイプ］リスト・ボックスからデータ・オブジェクトを選択します。
3. ［参照されるアクション・ブロック］ラジオ・ボタンをクリックします。
アクション・ブロックがすべて表示されます。
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オペレーション・アクション・ブロックの表示

以下の手順に従います。

1. ［分析］ - ［データ・モデル・ブラウザ］をクリックします。
［データ・モデル・ブラウザ］ウィンドウが開きます。

2. ［エンティティ・タイプ］リスト・ボックスからデータ・オブジェクトを選択します。
3. ［オペレーション］ラジオ ボタンを選択します。
オペレーション・アクション・ブロックが表示されます。

オペレーションとしてのアクション・ブロックの選択

以下の手順に従います。

1. ［分析］ - ［データ・モデル・ブラウザ］をクリックします。
［データ・モデル・ブラウザ］ウィンドウが開きます。

2. アクション・ブロックを選択し、［編集］ - オペレーションを選択します。
アクション・ブロックがオペレーションとして選択されます。

オペレーションとしてのアクション・ブロックの選択解除

以下の手順に従います。

1. ［分析］ - ［データ・モデル・ブラウザ］をクリックします。
［データ・モデル・ブラウザ］ウィンドウが開きます。

2. アクション・ブロックを選択し、［編集］ - ［オペレーションとして選択解除］をクリックします。
アクション・ブロックが選択解除されます。

エンティティ・タイプ、サブタイプ、または関係の使用箇所のリスト

以下の手順に従います。

1. ［分析］ - ［データ・モデル・ブラウザ］をクリックします。
［データ・モデル・ブラウザ］ウィンドウが開きます。

2. エンティティ・タイプ、サブタイプまたは関係を選択し、［詳細］ - ［使用場所］をクリックします。

属性の使用箇所を一覧表示するには

以下の手順に従います。

1. ［分析］ - ［データ・モデル・ブラウザ］をクリックします。
［データ・モデル・ブラウザ］ウィンドウが開きます。

2. エンティティ・タイプを選択し、［詳細］ - ［属性］をクリックします。
3. 属性を選択し、［詳細］ - ［使用箇所］をクリックします。

 

データ・モデル・リストの操作手順

属性の別名を追加するには

以下の手順に従います。

1. ［計画］または［分析］をクリックし、［データ・モデル・リスト］をクリックします。
［データ・モデル・リスト］が開きます。

2. ［サブジェクト・エリア］を選択し［表示］ - ［すべて展開］をクリックします。
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展開された［データ・モデル・リスト］が開きます。
3. エンティティ・タイプまたはサブタイプを選択し、［詳細］ - ［属性］をクリックします。
［属性］ウィンドウが開きます。

4. 属性を選択し、［詳細］ - ［別名］をクリックします。
［別名］ダイアログ・ボックスが表示されます。

5. ［追加］をクリックし、［別名］と［長名称］に入力します。
6. 別名が略語である場合［略語］を選択し、頭文字である場合［頭文字］を選択します。
7. ［記述］をクリックします。
［記述］ダイアログ・ボックスが表示されます。

8. 説明を入力して、［了解］をクリックします。
9. ［OK］をクリックします。
10.［クローズ］をクリックします。
［属性］別名が追加されます。

エンティティ・タイプの別名を追加するには

以下の手順に従います。

1. ［計画］または［分析］をクリックし、［データ・モデル・リスト］をクリックします。
［データ・モデル・リスト］が開きます。

2. ［サブジェクト・エリア］を選択し［表示］ - ［すべて展開］をクリックします。
展開された［データ・モデル・リスト］が開きます。

3. エンティティ・タイプまたはサブタイプを選択し、［詳細］ - ［別名］をクリックします。
［別名］ウィンドウが開きます。

4. ［追加］をクリックし、［別名］と［長名称］に入力します。
5. 名が略語である場合［略語］を選択し、頭文字である場合［頭文字］を選択します。
6. ［記述］をクリックします。
［記述］ダイアログ・ボックスが表示されます。

7. 説明を入力して、［了解］をクリックします。
8. ［了解をクリックします。
9. ［クローズ］をクリックします。
エンティティ・タイプの別名が追加されます。

属性を追加するには

以下の手順に従います。

1. ［計画］または［分析］をクリックし、［データ・モデル・リスト］をクリックします。
［データ・モデル・リスト］が開きます。

2. ［サブジェクト・エリア］を選択し［表示］ - ［すべて展開］をクリックします。
展開された［データ・モデル・リスト］が開きます。

3. エンティティ・タイプまたはサブタイプを選択し、［編集］ - ［属性］をクリックします。
［特性］ダイアログ・ボックスが開きます。

4. ［属性名］を入力します。
5. ［分類］ドロップダウン・リストから分類を選択します。
6. ［ドメイン］ドロップダウン・リストからドメインを選択します。
7. 属性が任意の場合は、［任意］を選択します。
8. テキスト属性に対して、属性の大文字と小文字が区別される場合、［大･小文字識別］チェック・ボックスをオンに
します。

9. テキスト属性に対して、属性が可変長である場合、［可変長］チェック・ボックスをオンにします。
10.属性がプロテクトされている場合は、［プロテクトされた］を選択します。
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11.属性の長さを入力します。
12.数値属性の小数点以下桁数を入力します。
13.属性にテクニカル設計名を指定する場合は、［属性名をTD名として使用］の選択を解除し、名前を変更します。
14.属性を 10 進数精度でインプリメントする場合は、［C/C#/Javaでインプリメント(デシマル精度)］を選択します。
15.ドロップダウンから COBOL Data タイプを選択します。
16.［記述］プッシュ・ボタンをクリックします。
［記述］ダイアログ・ボックスが表示されます。

17.説明を入力して、［了解］をクリックします。
18.［OK］をクリックします。
属性がエンティティ・タイプまたはサブタイプに追加されます。

属性の省略時解釈値と省略時アルゴリズムの追加

以下の手順に従います。

1. ［計画］または［分析］をクリックし、［データ・モデル・リスト］をクリックします。
［データ・モデル・リスト］が開きます。

2. ［サブジェクト・エリア］を選択し［表示］ - ［すべて展開］をクリックします。
展開された［データ・モデル・リスト］が開きます。

3. エンティティ・タイプまたはサブタイプを選択し、［詳細］ - ［属性］をクリックします。
［属性］ダイアログ・ボックスが表示されます。

4. 属性を選択し、［詳細］、［値］をクリックします。
［許容値］ダイアログ・ボックスが開きます。

5. ［デフォルト］フィールドに値またはアルゴリズムを入力します。
6. デフォルト値には［値］ボタンを選択し、デフォルト・アルゴリズムには［アルゴリズム］ボタンを選択します。
7. ［OK］をクリックします。
デフォルト値またはデフォルト アルゴリズムが追加されます。

誘導アルゴリズム名の追加

以下の手順に従います。

1. ［計画］または［分析］をクリックし、［データ・モデル・リスト］をクリックします。
［データ・モデル・リスト］が開きます。

2. ［サブジェクト・エリア］を選択し［表示］ - ［すべて展開］をクリックします。
展開された［データ・モデル・リスト］が開きます。

3. エンティティ・タイプまたはサブタイプを選択し、［詳細］ - ［属性］をクリックします。
［属性］ダイアログ・ボックスが表示されます。

4. 属性（カテゴリを派生として指定する必要があります）を選択し、［詳細］ - ［値］をクリックします。
［許容値］ダイアログ・ボックスが開きます。

5. 属性値の派生元のアルゴリズムの名前を入力します。
6. ［OK］をクリックします。

エンティティ・サブタイプを追加するには

以下の手順に従います。

1. ［計画］または［分析］をクリックし、［データ・モデル・リスト］をクリックします。
［データ・モデル・リスト］が開きます。

2. 区分を選択し、［編集］ - ［エンティティ・サブタイプの追加］をクリックします。
［エンティティ・サブタイプ］ダイアログ・ボックスが表示されます。
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3. ［サブタイプ名］、［予想オカレンス数］、［予想成長率］、［TD 名］を入力するかデフォルトの空白のままにし
ます。

4. ［記述］をクリックします。
［記述］ダイアログ・ボックスが表示されます。

5. ［説明名］を入力し、［了解］をクリックします。
6. ［OK］をクリックします。
サブタイプ・エンティティが追加されます。

エンティティ・タイプの追加

以下の手順に従います。

1. ［計画］または［分析］をクリックし、［データ・モデル・リスト］をクリックします。
2. サブジェクト・エリアを選択し、［編集］ - ［エンティティ・タイプの追加］をクリックします。
［エンティティ・タイプの特性］ダイアログ・ボックスが開きます。

3. 名前を入力し、以下の詳細を指定します。
– ビジネス・オブジェクト・タイプ
– カプセル化タイプ
– オカレンスなしかどうか
– オカレンスの予想数
– 予想成長率
– TD 名

4. ［記述］をクリックし、説明を入力して、［了解］をクリックします。
5. ［OK］をクリックします。
エンティティ・タイプが追加されます。

識別子の追加

以下の手順に従います。

1. ［計画］または［分析］をクリックし、［データ・モデル・リスト］をクリックします。
［データ・モデル・リスト］が開きます。

2. ［サブジェクト・エリア］を選択し［表示］ - ［すべて展開］をクリックします。
展開された［データ・モデル・リスト］が開きます。

3. エンティティ・タイプまたはサブタイプを選択し、［詳細］ - ［識別子］をクリックします。
［識別子］ダイアログ・ボックスが表示されます。

4. ［選択リスト］から属性または関係を選択し、［追加］をクリックします。
［特性］ダイアログ・ボックスが開きます。

5. ［識別子名］を入力し、［プライマリ］を選択し、［了解］をクリックします。
識別子が追加されます。

NOTE
注： 選択リストから現在の識別子リストの選択された識別子に属性または関係をさらに追加したい場合、
［選択リスト］から識別子名、属性、または関係を選択し、［適用］をクリックします。

排他関係の追加

以下の手順に従います。

1. ［計画］または［分析］をクリックし、［データ・モデル・リスト］をクリックします。
［データ・モデル・リスト］が開きます。

2. ［サブジェクト・エリア］を選択し［表示］ - ［すべて展開］をクリックします。
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展開された［データ・モデル・リスト］が開きます。
3. エンティティ・タイプまたはサブタイプを選択し、［詳細］ - ［排他］をクリックします。
［排他関係］ダイアログ・ボックスが表示されます。

4. ［選択リスト］から 2 つ以上の関係を選択し、［追加］をクリックします。
［特性］ダイアログ・ボックスが開きます。

5. 排他名および説明を入力し、［了解］をクリックします。
排他の関係が追加されます。

NOTE
注：

– 選択リストから選択した［排他関係］へ関係をさらに追加するには、関係名を選択し、［適用］をクリックしま
す。

– オブジェクトの特性を変更するには、［選択リスト］から変更するオブジェクトを選択し、［特性］をクリック
し、適切なフィールドを変更し、［了解］をクリックします。

– ［選択リスト］からのオブジェクトを検索するには、オブジェクトが［選択リスト］で選択されていないことを確
認し、［検索］をクリックし、希望のオブジェクト名を入力し、［オプション］を選択し、［検索］をクリック
し、［クローズ］をクリックします。

区分を追加するには

以下の手順に従います。

1. ［計画］または［分析］をクリックし、［データ・モデル・リスト］をクリックします。
［データ・モデル・リスト］が開きます。

2. ［サブジェクト・エリア］を選択し［表示］ - ［すべて展開］をクリックします。
展開された［データ・モデル・リスト］が開きます。

3. エンティティ・タイプまたはサブタイプを選択し、［編集］ - ［区分の追加］をクリックします。
［特性］ダイアログ・ボックスが開きます。

4. ［分類属性］ドロップダウンからオプションを選択します。
5. 区分が完全網羅される場合、［完全網羅］を選択し、区分がライフサイクル・区分の場合［ライフサイクル・区分］
を選択します。

NOTE
注： 分類値の定義が可能になるのは、区分のサブタイプと分類属性の許容値を定義した後です。

6. ［記述］をクリックします。
［記述］ダイアログ・ボックスが表示されます。

7. 説明を入力して、［了解］をクリックします。
8. ［OK］をクリックします。
区分が追加されます。

基本または設計属性の許容値の追加

以下の手順に従います。

1. ［計画］または［分析］をクリックし、［データ・モデル・リスト］をクリックします。
［データ・モデル・リスト］が開きます。

2. ［サブジェクト・エリア］を選択し［表示］ - ［すべて展開］をクリックします。
展開された［データ・モデル・リスト］が開きます。

3. エンティティ・タイプまたはサブタイプを選択し、［詳細］ - ［属性］をクリックします。
［属性］ウィンドウが開きます。

4. 属性を選択し、［詳細］ - ［値］をクリックします。
［選択された属性に対する許容値］ダイアログ・ボックスが開きます。
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5. ［Add］をクリックします。
［許容値］ダイアログ・ボックスが開きます。

6. 値が単一の場合は［単数の値］フィールドに入力し、値がデフォルトの場合は［値は省略時解釈値です。］を選択
し、または値が数値範囲タイプの場合は［から］および［まで］フィールドに入力します。

7. ［OK］をクリックします。
8. ［現在の許容値］から追加された値またはアルゴリズムを選択します。
9. ［記述］をクリックします。
［記述］ダイアログ・ボックスが表示されます。

10.［記述］ウィンドウに入力します。
11.［OK］をクリックします。
12.［OK］をクリックします。
許容値が追加されます。

誘導属性の許容値の追加

以下の手順に従います。

1. ［計画］または［分析］をクリックし、［データ・モデル・リスト］をクリックします。
［データ・モデル・リスト］が開きます。

2. ［サブジェクト・エリア］を選択し［表示］ - ［すべて展開］をクリックします。
展開された［データ・モデル・リスト］が開きます。

3. エンティティ・タイプまたはサブタイプを選択し、［詳細］ - ［属性］をクリックします。
［属性］ウィンドウが開きます。

4. 属性を選択し、［詳細］ - ［値］をクリックします。
［許容値］ダイアログ・ボックスが開きます。

5. ［デフォルト］フィールドでアルゴリズム名を入力します。
6. ［OK］をクリックします。

サブジェクト・エリアの追加

以下の手順に従います。

1. ［計画］または［分析］をクリックし、［データ・モデル］をクリックします。
［データ・モデル］ウィンドウが表示されます。

2. サブジェクト・エリアを選択し、［編集］ - ［サブジェクト・エリアの追加］をクリックします。
［サブジェクト・エリア特性］ダイアログ・ボックスが表示されます。

3. ［役割り］を選択して、必要に応じて［は実エンティティ・タイプを持てます］または［は仮想エンティティ・タイ
プだけを持てます］を指定します。

4. 記述を入力して、［了解］をクリックします。
サブジェクト・エリアが追加されます。

関係の追加または変更

関係は 2 つのエンティティ間で確立されます。関係には、エンティティ間で関係を追加する間に定義できる多くの特性
が含まれます。

以下の手順に従います。

1. ［計画］または［分析］をクリックし、［データ・モデル・リスト］をクリックします。
［データ・モデル・リスト］が開きます。

2. ［サブジェクト・エリア］を選択し［表示］ - ［すべて展開］をクリックします。
展開された［データ・モデル・リスト］が開きます。

 375



 CA Gen - 86JP - Japanese - Japan

3. エンティティを選択する間に Ctrl キーを押して、2 つのエンティティ・タイプを選択します。
4. ［編集］ - ［関連づけ］をクリックします。

NOTE
注： 関係の詳細を変更するには、［詳細］-［特性］をクリックします。

［関係の特性］ダイアログ・ボックスが開きます。
5. ドロップダウン・リストからオプショナリティを、［つねに］または［時々］として選択します。
6. ドロップダウンからカージナリティを 1 または 1 または多として選択します。
7. 関係の名前を入力します。
8. 図に関係名を表示する場合は、［関係名の表示］を選択します。
9. この対のエンティティを別のエンティティと置き換え可能にするには、「転送可能な関係」を選択します。
10. ASSOCIATE IS オプションを選択して、関連付けのタイプを選択します。
11.［ソース特性］および［送信先特性］ボタンをクリックして、ソースまたは送信先の特性を指定します。
12.［OK］をクリックします。
関係が追加されます。

WARNING
重要： ［つねに］を指定する前に、本当に必須メンバシップであるかをよく確認してください。必須メンバ
シップは生成システムにとって極めて重大な存在です。たとえば、メンバシップを必須と定義し、対のエン
ティティの一方を削除すると、もう一方のエンティティとその格納データも削除されます。その第 2 エンティ
ティが顧客であった場合、顧客の名前、住所、電話番号、金利といった、重要なデータが消えてしまいます。
第 2 エンティティの情報だけでなく、このエンティティと必須関係があるエンティティもすべて削除されま
す。この波及効果的なエンティティの削除は、必須関係の連鎖が終わるまで続きます。これを「カスケード削
除」と言います。オプショナリティを指定するときは、この点に注意してください。

属性の省略時解釈値と省略時アルゴリズムの変更

「属性の省略時解釈値と省略時アルゴリズムの詳細化」を参照してください。

誘導アルゴリズム名の変更

「誘導アルゴリズム名の詳細化」を参照してください。

属性の複写

［計画］または［分析］-［データ・モデル・リスト］を選択してから、エンティティ・タイプまたはサブタイプを選択
し、［編集］-［属性の複写元］を選択してから、エンティティ・タイプまたはワーク・セット（新しい属性は、選択し
たオブジェクトの後ろに複写されます）を選択し、［了解］を選択します。

属性名が重複した場合は、プロンプト画面で別の名前を入力してください。

属性の別名の詳細化

以下の手順に従います。

1. ［計画］または［分析］をクリックし、［データ・モデル・リスト］をクリックします。
［データ・モデル・リスト］が開きます。

2. ［サブジェクト・エリア］を選択し［表示］ - ［すべて展開］をクリックします。
展開された［データ・モデル・リスト］が開きます。

3. エンティティ・タイプまたはサブタイプを選択し、［詳細］ - ［属性］をクリックします。
［属性］ダイアログ・ボックスが表示されます。

4. 属性を選択し、［詳細］ - ［別名］をクリックします。
［別名］ダイアログ・ボックスが表示されます。

5. 追加された別名を選択し、［特性］をクリックします。

 376



 CA Gen - 86JP - Japanese - Japan

［別名の特性］ダイアログ・ボックスが開きます。
6. ［別名］フィールドと［長名称］フィールドに入力します。
7. 別名が略語である場合［略語］を選択し、頭文字である場合［頭文字］を選択します。
8. ［記述］をクリックします。
［記述］ダイアログ・ボックスが表示されます。

9. ［記述］ボックスに説明を入力し、［了解］をクリックします。
10.［OK］をクリックします。
詳細化された属性別名が追加されます。

エンティティ・タイプの別名の詳細化

以下の手順に従います。

1. ［計画］または［分析］をクリックし、［データ・モデル・リスト］をクリックします。
［データ・モデル・リスト］が開きます。

2. ［サブジェクト・エリア］を選択し［表示］ - ［すべて展開］をクリックします。
展開された［データ・モデル・リスト］が開きます。

3. エンティティ・タイプまたはサブタイプを選択し、［詳細］ - ［属性］をクリックします。
［別名］ダイアログ・ボックスが表示されます。

4. 詳細化する別名を選択し、［特性］をクリックします。
［別名の特性］ダイアログ・ボックスが開きます。

5. ［別名］フィールドと［長名称］フィールドに入力します。
6. 別名が略語である場合［略語］を選択し、頭文字である場合［頭文字］を選択します。
7. ［記述］をクリックします。
［記述］ダイアログ・ボックスが表示されます。

8. ［記述］ボックスに説明を入力し、［了解］をクリックします。
9. ［OK］をクリックします。
詳細化されたエンティティ・別名が追加されます。

属性の詳細化

以下の手順に従います。

1. ［分析］ - ［データ・モデル・ブラウザ］をクリックします。
［データ・モデル・ブラウザ］が開きます。

2. エンティティ・タイプまたはサブタイプ、属性を選択します。
3. ［詳細］ - ［特性］をクリックします。
［特性］ダイアログ・ボックスが開きます。

4. ［属性名］フィールドを入力します。
5. ドロップダウン・リストから［カテゴリ］を選択します。
6. 属性が必須ではない場合は［オプション］を選択します。
7. ドロップダウン・リストから［ドメイン］を選択します。
8. 属性に大文字も小文字も含まれる場合は［大･小文字識別］を選択します。
9. 属性名の長さが固定長でない場合は［可変長］を選択します。
10.桁数を入力してください。
11.属性が数値ドメインの場合は［小数点以下桁数］を入力します。
12. TD名を入力するか、省略時解釈（ブランク）のままにしておいてください。
13.［記述］をクリックします。
［記述］ダイアログ・ボックスが表示されます。

14.説明を入力して、［了解］をクリックします。
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属性が詳細化されます。

サブタイプの詳細化

以下の手順に従います。

1. ［計画］または［分析］をクリックし、［データ・モデル・リスト］をクリックします。
［データ・モデル・リスト］が開きます。

2. ［サブジェクト・エリア］を選択し［表示］ - ［すべて展開］をクリックします。
展開された［データ・モデル・リスト］が開きます。

3. エンティティ・タイプを選択し、［詳細］ - ［特性］をクリックします。
［エンティティ・タイプの特性］ダイアログ・ボックスが開きます。

4. ［タイプ名］フィールド、［予想オカレンス数］フィールド、［予想成長率］フィールド、［TD 名］を入力しま
す。

5. ［記述］をクリックします。
［記述］ダイアログ・ボックスが表示されます。

6. 説明を入力して、［了解］をクリックします。
7. ［OK］をクリックします。
エンティティ・サブタイプが詳細化されます。

エンティティ・タイプの詳細化

以下の手順に従います。

1. ［計画］または［分析］をクリックし、［データ・モデル・リスト］をクリックします。
［データ・モデル・リスト］が開きます。

2. ［サブジェクト・エリア］を選択し［表示］ - ［すべて展開］をクリックします。
展開された［データ・モデル・リスト］が開きます。

3. エンティティ・タイプを選択し、［詳細］ - ［特性］をクリックします。
［エンティティ・タイプの特性］ダイアログ・ボックスが開きます。

4. ［タイプ名］フィールド、［予想オカレンス数］フィールド、［予想成長率］フィールド、［TD 名］を入力し、
［記述］をクリックします。
［記述］ダイアログ・ボックスが表示されます。

5. 説明を入力して、［了解］をクリックします。
6. ［OK］をクリックします。
エンティティ・サブタイプが追加されます。

識別子の詳細化

「計画」または「分析」→「データ・モデル・リスト」→エンティティ・タイプまたはサブタイプ→「詳細」→「識別
子」→「現在の識別子リスト」にある識別子→「特性」の順に選択してください。識別子の名前を入力してください。該
当する場合は「基本キー」を選択してください。記述文を入力します。［了解］を選択します。

識別子を追加する場合は、「追加」を選択してください。識別子の名前を入力してください。該当する場合は「基本
キー」を選択してください。記述文を入力します。［了解］を選択します。

選択リストにある別の属性を、識別子リストにて選択した識別子に追加するには、識別子名→選択リストにある属性また
は関係→「適用」の順に選択してください。

オブジェクトを検索する場合は、「検索」を選択してください。検索するオブジェクト名を入力してください。オプショ
ン-「検索」を選択してください。

［クローズ］を選択します。
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排他関係の詳細化

以下の手順に従います。

1. ［計画］または［分析］をクリックし、［データ・モデル・リスト］をクリックします。
［データ・モデル・リスト］が開きます。

2. ［サブジェクト・エリア］を選択し［表示］ - ［すべて展開］をクリックします。
展開された［データ・モデル・リスト］が開きます。

3. エンティティ・タイプまたはサブタイプを選択し、［詳細］ - ［排他］をクリックします。
［排他関係］が開きます。

4. 排他関係を追加するには、［選択リスト］から属性を選択し［特性］をクリックします。
［関係の特性］ダイアログ・ボックスが開きます。

5. 排他名および説明を入力し、［了解］をクリックします。
6. ［選択リスト］からの関係を［現在の排他リスト］で選択した［排他関係］に追加する場合、［選択リスト］から関
係名を選択します。

7. ［選択リスト］でオブジェクトを検索したい場合は、［現在の識別子選択リスト］で項目を選択していないことを確
認し、［検索］をクリックします。
［検索］ダイアログ・ボックスが開きます。

8. ［ノート］フィールドに検索する関係の名前を入力し、［オプション］下でオプションを選択し、［検索］をクリッ
クします。

9. ［クローズ］をクリックします。

区分の詳細化

「計画」または「分析」→「データ・モデル・リスト」→区分→「詳細」→「特性」→「分類属性」の順に選択してくださ
い。

区分内の全エンティティがいずれかのサブタイプに所属する場合、「網羅」を選択してください。

区分がエンティティ・タイプのライフ・サイクルを表わす場合は、「ライフ・サイクル区分」を選択してください。

「記述」を選択してください。記述文を入力します。［了解］を選択します。

ウィンドウをクローズしないで分類属性を選択または変更したい場合は、新しい分類属性→「適用」の順に選択してくだ
さい。

分類値を定義したい場合、選択リスト内でサブタイプを選択してから、「値の定義」を選択してください。サブタイプに
割り当てる値を選択してください。

選択リスト内にサブタイプがない場合は、サブタイプを追加するか、分類属性を選択して適用しなければなりません。

値が存在しない場合は、分類属性の許容値を定義しなければなりません。

［了解］を選択します。

基本または設計属性の許容値の詳細化

「計画」または「分析」→「データ・モデル・リスト」→エンティティ・タイプまたはサブタイプ→「詳細」→「属性」→
属性→「詳細」→「値」→変更する現在の許容値→「特性」の順に選択してください。該当するフィールドを変更してくだ
さい。［了解］を選択します。

許容値が指定できたら、省略時解釈値またはアルゴリズム名を入力してください。「値」または「アルゴリズム」を選択
してください。

「記述」を選択してください。記述文を入力します。「了解」-「了解」の順に選択します。
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誘導属性の許容値の詳細化

「計画」または「分析」→「データ・モデル・リスト」→エンティティ・タイプまたはサブタイプ→「詳細」→「属性」→
属性→「詳細」→「値」の順に選択してください。省略時アルゴリズムの名前を変更してください。［了解］を選択しま
す。

サブジェクト・エリアの詳細化

「計画」または「分析」→「データ・モデル・リスト」→サブジェクト・エリア→「詳細」→「特性」の順に選択してくだ
さい。記述文を入力します。［了解］を選択します。

属性の別名の削除

「計画」または「分析」→「データ・モデル・リスト」→エンティティ・タイプまたはサブタイプ→「詳細」→「属性」→
属性→「詳細」→「別名」→別名→「削除」→「はい」（各確認ボックスに対して）、の順に選択してください。

エンティティ・タイプの別名の削除

「計画」または「分析」→「データ・モデル・リスト」→エンティティ・タイプまたはサブタイプ→「詳細」→「別名」→
別名→「削除」→「はい」（各確認ボックスに対して）、の順に選択してください。

属性の削除

「計画」または「分析」→「データ・モデル・リスト」→エンティティ・タイプまたはサブタイプ→「編集」→「削
除」→「属性」→「削除」の順に選択してください。

確認ボックスに、削除用に選択したオブジェクトを一覧表示したい場合、「削除時に確認」を選択してください。

「削除」→「はい」（個々の確認ボックスごとに）、の順に選択してください。

サブタイプの削除

「計画」または「分析」→「データ・モデル・リスト」→サブタイプ→「編集」→「削除」の順に選択してください。

確認ボックスに、削除用に選択したオブジェクトを一覧表示したい場合、「削除時に確認」を選択してください。

階層を削除する場合にのみ確認ボックスを表示したい場合は、「階層の削除」で「確認」を選択してください。

「削除」→「はい」（個々の確認ボックスごとに）、の順に選択してください。

エンティティ・タイプの削除

「計画」または「分析」→「データ・モデル・リスト」→エンティティ・タイプ→「編集」→「削除」の順に選択してくだ
さい。

確認ボックスに、削除用に選択したオブジェクトを一覧表示したい場合、「削除時に確認」を選択してください。

階層を削除する場合にのみ確認ボックスを表示したい場合は、「階層の削除」で「確認」を選択してください。

「削除」→「はい」（個々の確認ボックスごとに）、の順に選択してください。

識別子の削除

「計画」または「分析」→「データ・モデル・リスト」→エンティティ・タイプまたはサブタイプ→「詳細」→「識別
子」、識別子（または、識別子を構成する、個々の属性または関係）→「現在の識別子リスト」にある識別子→「削除」
の順に選択してください。

確認ボックスに、削除用に選択したオブジェクトを一覧表示したい場合、「削除時に確認」を選択してください。

最後の属性または関係を識別子から削除すると、識別子も削除されます。
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「削除」→「はい」（個々の確認ボックスごとに）、の順に選択してください。

排他関係の削除

「計画」または「分析」→「データ・モデル・リスト」→エンティティ・タイプまたはサブタイプ→「詳細」→「排他」→
個々の関係または排他の制約→「削除」の順に選択してください。

確認ボックスに、削除用に選択したオブジェクトを一覧表示したい場合、「削除時に確認」を選択してください。

２つの関係のうち１つでも削除されると、排他関係も削除されます。

「削除」→「はい」（個々の確認ボックスごとに）、の順に選択してください。

区分の削除

「計画」または「分析」→「データ・モデル・リスト」→区分→「編集」→「削除」の順に選択してください。

確認ボックスに、削除用に選択したオブジェクトを一覧表示したい場合、「削除時に確認」を選択してください。

階層を削除する場合にのみ確認ボックスを表示したい場合は、「階層の削除」で「確認」を選択してください。

「削除」→「はい」（個々の確認ボックスごとに）、の順に選択してください。

属性の許容値の削除

「計画」または「分析」→「データ・モデル・リスト」→エンティティ・タイプまたはサブタイプ→「詳細」→「属性」→
属性→「詳細」→「値」→削除する現在の許容値→「削除」→「はい」の順に選択してください。

NOTE
注： 許容値が使用されているすべてのウィンドウから許容値を除去しないと、許容値を削除できません。

許容値の使用をやめるには、下記をしてください。

ナビゲーション図からウィンドウをオープンしてください。ウィンドウ上のフィールド→「詳細」→「特性」→削除した
いすべての許容値→「削除」の順に選択してください。

関係の削除

2 つのエンティティ間の関係を削除することができます。

以下の手順に従います。

1. ［計画］または［分析］をクリックし、［データ・モデル・リスト］をクリックします。
［データ・モデル・リスト］が開きます。

2. ［サブジェクト・エリア］を選択し［表示］ - ［すべて展開］をクリックします。
展開された［データ・モデル・リスト］が開きます。

3. 関係を選択し、［編集］ - ［削除］をクリックします。
［削除］ダイアログ・ボックスが表示されます。

4. 確認ボックスに、削除用に選択したオブジェクトを一覧表示したい場合、「削除時に確認」を選択してください。
5. ［削除］をクリックします。
6. 各確認ボックスに対して［はい］をクリックします。
関係が削除されます。

サブジェクト・エリアの削除

「計画」または「分析」→「データ・モデル・リスト」→サブジェクト・エリア→「編集」→「削除」の順に選択してくだ
さい。

確認ボックスに、削除用に選択したオブジェクトを一覧表示したい場合、「削除時に確認」を選択してください。
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階層を削除する場合にのみ確認ボックスを表示したい場合は、「階層の削除」で「確認」を選択してください。（このオ
プションは、削除対象のサブジェクト・エリアに従属物がある場合にのみ有効です）。

「削除」→「はい」（個々の確認ボックスごとに）、の順に選択してください。

属性の別名の記述

「計画」または「分析」→「データ・モデル・リスト」→エンティティ・タイプまたはサブタイプ→「詳細」→「属性」→
属性→「詳細」→「別名」→記述する別名→「特性」→「記述」の順に選択してください。記述文を入力します。「了解」-
「了解」-「クローズ」の順に選択してください。

エンティティ・タイプの別名の記述

「計画」または「分析」→「データ・モデル・リスト」→エンティティ・タイプまたはサブタイプ→「詳細」→「別名」→
記述する別名→「特性」→「記述」の順に選択してください。記述文を入力します。「了解」-「了解」-「クローズ」の
順に選択してください。

属性の記述

「計画」または「分析」→「データ・モデル・リスト」→エンティティ・タイプまたはサブタイプ→「詳細」→「属性」→
属性→「詳細」→「特性」の順に選択してください。

「記述」を選択してください。記述文を入力します。「了解」-「了解」の順に選択します。

エンティティ・サブタイプの記述

「計画」または「分析」→「データ・モデル・リスト」→サブタイプ→「詳細」→「特性」→「記述」の順に選択してくだ
さい。記述文を入力します。「了解」-「了解」の順に選択します。

エンティティ・タイプの記述

以下の手順に従います。

1. ［計画］または［分析］をクリックし、［データ・モデル・リスト］をクリックします。
2. ［ビュー］ - ［すべて展開］をクリックします。
3. エンティティ・タイプを選択し、［編集］ - ［特性］をクリックします。
［エンティティ・タイプの特性］ダイアログ・ボックスが開きます。

4. 名前を入力し、以下の詳細を指定します。
– ビジネス・オブジェクト・タイプ
– カプセル化タイプ
– オカレンスなしかどうか
– オカレンスの予想数
– 予想成長率
– TD 名

5. ［記述］をクリックし、説明を入力して、［了解］をクリックします。
6. ［OK］をクリックします。
エンティティ・タイプが説明されます。

識別子の記述

「計画」または「分析」→「データ・モデル・リスト」→エンティティ・タイプまたはサブタイプ→「詳細」→「識別
子」→「現在の識別子リスト」にある識別子→「特性」の順に選択してください。記述文を入力します。［了解］を選択
します。
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識別子を追加する場合は、「追加」を選択してください。識別子の名前を入力してください。該当する場合は「基本
キー」を選択してください。記述文を入力します。［了解］を選択します。

選択リストにある別の属性を、識別子リストにて選択した識別子に追加するには、識別子名→選択リストにある属性
→「適用」の順に選択してください。

オブジェクトを検索する場合は、「検索」を選択してください。検索するオブジェクト名を入力してください。オプショ
ン-「検索」を選択してください。

［クローズ］を選択します。

排他関係の記述文の作成

「計画」または「分析」→「データ・モデル・リスト」→エンティティ・タイプまたはサブタイプ→「詳細」→「排他」→
記述する排他関係→「特性」の順に選択してください。記述文を入力します。［了解］を選択します。

排他関係を追加する場合は、「追加」を選択してください。排他関係の名前と記述文を入力してください。［了解］を選
択します。

選択リストにある関係を、「現在の排他関係」リストにて選択した排他関係に追加するには、選択リストにある関係名→
排他関係→「適用」の順に選択してください。

選択リストでオブジェクトを検索したい場合は、現在の排他選択リストで項目を選択していないことを確認してくださ
い。「検索」を選択してください。検索する関係名を入力してください。オプション-「検索」を選択してください。

［クローズ］を選択します。

区分の記述文の作成

「計画」または「分析」→「データ・モデル・リスト」→区分→「詳細」→「特性」→「記述」の順に選択してください。
記述文を入力します。「了解」-「了解」の順に選択します。

属性の許容値の記述

「計画」または「分析」→「データ・モデル・リスト」→エンティティ・タイプまたはサブタイプ→「詳細」→「属性」→
属性→「詳細」→「値」→記述する現在の許容値→「記述」の順に選択してください。記述文を入力します。「了解」-
「了解」の順に選択します。

サブジェクト・エリアの記述

以下の手順に従います。

1. ［計画］または［分析］をクリックし、［データ・モデル・リスト］をクリックします。
2. サブジェクト・エリアを選択し、［詳細］ - ［特性］をクリックします。
［サブジェクト・エリア特性］ダイアログ・ボックスが表示されます。

3. ［役割り］を選択して、必要に応じて［は実エンティティ・タイプを持てます］または［は仮想エンティティ・タイ
プだけを持てます］を指定します。

4. 記述を入力して、［了解］をクリックします。
サブジェクト・エリアが記述されます。

属性の省略時解釈値と省略時アルゴリズムの詳細化

「計画」または「分析」→「データ・モデル・リスト」→エンティティ・タイプまたはサブタイプ→「詳細」→「属性」→
属性→「詳細」→「値」の順に選択してください。省略時解釈値または省略時アルゴリズムを変更してください。「値」
または「アルゴリズム」-「了解」を選択してください。
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誘導アルゴリズム名の詳細化

「計画」または「分析」→「データ・モデル・リスト」→エンティティ・タイプまたはサブタイプ→「詳細」→「属性」→
属性（分類は誘導でなければなりません）→「詳細」→「値」の順に選択してください。属性値を誘導するアルゴリズム
の名前を入力してください。

［了解］を選択します。

エンティティ・タイプの関係づけ

「計画」または「分析」→「データ・モデル・リスト」→関係づける２つのエンティティ・タイプ（Ctrlキーで他方のエ
ンティティ・タイプを強調表示してください。エンティティ・タイプは、それ自身に関係づけることも可能）-「編集」-
「関係付け」-オプショナリティ（「つねに」/「時々」）、の順に選択してください。関係名を入力してください。カー
ジナリティ（１つ/１つ又は複数）を選択してください。

ダイアグラム上に関係名を表示する場合は「関係名の表示」を選択してください。

この対の相手エンティティを別のエンティティに置き換え可能にするには、「転送可能な関係」を選択してください。

「オプショナリティ（つねに/時々）」を選択してください。関係名を入力してください。カージナリティ（１つ/１つ又
は複数）を選択してください。

ダイアグラム上に関係名を表示する場合は「関係名の表示」を選択してください。

この対の相手エンティティを別のエンティティに置き換え可能にするには、「転送可能な関係」を選択してください。

［ソース特性］を選択します。対の割合と「最小」を入力してください。「予想」か「確定」かを選択してください。
「平均」と「最大」を入力してください。「予想」か「確定」か-該当する「削除規則」の順に選択してください。「記
述」を選択してください。記述文を入力します。「了解」-「了解」の順に選択します。

［宛て先特性］を選択します。対の割合と「最小」を入力してください。「予想」か「確定」かを選択してください。
「平均」と「最大」を入力してください。「予想」か「確定」か-該当する「削除規則」の順に選択してください。「記
述」を選択してください。記述文を入力します。「了解」-「了解」-「了解」の順に選択してください。

WARNING
重要： ［つねに］を指定する前に、本当に必須メンバシップであるかをよく確認してください。必須メンバ
シップは生成システムにとって極めて重大な存在です。必須メンバシップでは、たとえば、ある対をなす２つ
のエンティティのうち一方を削除すると、他方のエンティティも同時に削除されます。その第 2 エンティティ
が顧客であった場合、顧客の名前、住所、電話番号、金利といった、重要なデータが消えてしまいます。

第 2 エンティティの情報だけでなく、このエンティティと必須関係があるエンティティもすべて削除されます。この波
及効果的なエンティティの削除は、必須関係の連鎖が終わるまで続きます。これを「カスケード削除」と言います。オプ
ショナリティを指定するときは、この点に注意してください。

属性の移動

「計画」または「分析」→「データ・モデル・リスト」→エンティティ・タイプまたはサブタイプ→「編集」→「移動」→
属性→移動先とするエンティティまたは属性、の順に選択してください。

サブタイプの移動

「計画」または「分析」→「データ・モデル・リスト」→サブタイプ→「編集」→「移動」→属性→移動先とするエンティ
ティ、の順に選択してください。

エンティティ・タイプの移動

「計画」または「分析」→「データ・モデル・リスト」→エンティティ・タイプ→「編集」→「移動」→属性→移動先とす
るサブジェクト・エリア、の順に選択してください。
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区分の移動

「計画」または「分析」→「データ・モデル・リスト」→区分→「編集」→「移動」→属性→移動先とするエンティティ・
タイプ、の順に選択してください。

サブジェクト・エリアの移動

「計画」または「分析」→「データ・モデル・リスト」→サブジェクト・エリア→「編集」→「移動」→属性→移動先とす
るサブジェクト・エリア、の順に選択してください。

属性の転送

［計画］または［分析］→［データ・モデル・リスト］→エンティティ・タイプまたはサブタイプ（新しい属性は選択
したオブジェクトの後ろに転送されます）→［編集］→［属性の転送元］→エンティティ・タイプまたはワーク・セット
（新しい属性は選択したオブジェクトの後ろに転送されます）の順に選択してください。

属性名が重複した場合は、プロンプト画面で別の名前を入力してください。

関係の転送

関係は 2 つのエンティティ間で定義されます。あるエンティティから別のエンティティに関係を転送できます。

以下の手順に従います。

1. ［計画］または［分析］をクリックし、［データ・モデル・リスト］をクリックします。
［データ・モデル・リスト］が開きます。

2. ［サブジェクト・エリア］を選択し［表示］ - ［すべて展開］をクリックします。
展開された［データ・モデル・リスト］が開きます。

3. 関係、選択した関係と関係づけのあるエンティティ・タイプ、選択した関係と関係づけのない別のエンティティ・タ
イプを選択します。

4. ［編集］ - ［Transfer Relationship （関係の転送）］をクリックします。
［はい］をクリックして転送を確認します。
関係が転送されます。

エンティティ・タイプ、サブタイプ、関係の使用箇所のリスト表示

「計画」または「分析」→「データ・モデル・リスト」→エンティティ・タイプ→サブタイプまたは関係→「詳細」→「使
用箇所」の順に選択してください。

属性の使用箇所のリスト表示

「計画」または「分析」→「データ・モデル・リスト」→エンティティ・タイプ→「詳細」→「属性」→属性→「詳
細」→「使用箇所」の順に選択してください。

区分の操作手順

索引スペースの区分の追加

「設計」-「データ・ストア・リスト」-「ダイアグラム」-「オープン」-「すべてのレコードまたはデータベース」の順
に選択してください。

「すべてのレコード」を選択した場合は、「画面設定」-「ダイアグラムの展開」の順に選択してください。

「データベース」を選択した場合は、データベース-「画面設定」-「展開」の順に選択してください。
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索引スペースを選択し、「詳細」-「区分」-「編集」-「区分の追加」-キーに追加する索引内のフィールド、の順に選択
してください。値を修正してください。「キーへの値の追加設定」を選択してください。最高値以外の各フィールドに
キーへの値の追加を繰り返してください。「了解」を選択して、区分を作成してください。

区分索引スペースの詳細化

「設計」-「データ・ストア・リスト」-「ダイアグラム」-「オープン」-「すべてのレコードまたはデータベース」の順
に選択してください。

「すべてのレコード」を選択した場合は、「画面設定」-「ダイアグラムの展開」の順に選択してください。

「データベース」を選択した場合は、データベース-「画面設定」-「展開」の順に選択してください。

索引スペースを選択し、「詳細」→「区分」→区分の値→「詳細」→「索引スペース」→「区分に省略時解釈値を使用
する」または「区分に次の値を使用する」→「消去」→「ストレージ グループ」→「VCAT」の順に選択してくださ
い。VCAT、基本数量、2 次数量を入力してください。「数量単位」を選択してください。フリー・ページとフリー・
パーセントを入力してください。

プッシュ ボタン プロシージャ
ボリュームの追加 ［ボリュームの追加］-［DASD ボリュームID］を選択します。ボ

リュームの説明を入力します。［了解］を選択します。
ボリュームの削除 ［ボリュームの削除］-［DASD ボリュームID］を選択します。

［了解］を選択します。
説明 「記述」を選択してください。索引スペースの記述内容を入力し

てください。「了解」を選択してください。

［了解］を選択します。

区分テーブルスペースの詳細化

［ツール］ - ［設計］ - ［データ・ストア・リスト］をクリックします。

［ダイアグラム］ - ［オープン］ - ［すべてのレコード］または［データベース］をクリックします。

• ［すべてのレコード］を選択した場合、［ビュー］ - ［ダイアグラムの展開］をクリックします。
• ［データベース］を選択した場合は、データベースを選択し、［ビュー］ - ［展開］をクリックします。

索引スペースを選択し、［詳細］ - ［区分］をクリックします。

区分値を選択し、［詳細］ - ［テーブルスペース］をクリックします。

［区分に対してデフォルト値を使用］または［区分に対して以下の値を使用］ - ［消去］ - ［ストレージ・グループ］
- ［VCAT］を選択します。VCAT、基本数量、2 次数量を入力してください。「数量単位」を選択してください。フ
リー・ページとフリー・パーセントを入力してください。

ここでは、以下のフィールドを使用できます。

• ボリュームの追加
［ボリュームの追加］-［DASD ボリュームID］を選択します。ボリュームの説明を入力します。［OK］をクリック
します。

• ボリュームの削除
［ボリュームの削除］-［DASD ボリュームID］を選択します。［OK］をクリックします。

• 説明
「記述」を選択してください。テーブルスペースの記述内容を入力してください。［了解をクリックします。

［OK］をクリックします。

 386



 CA Gen - 86JP - Japanese - Japan

データ・ストア・リストのオープンと展開

「設計」→「データ・ストア・リスト」→「ダイアグラム」→「オープン」→「すべてのテーブル」または「データベー
ス」の順に選択してください。

［すべてのテーブル］を選択した場合は、［画面設定］-［ダイアグラムの展開］の順に選択します。

「データベース」を選択した場合は、データベース-「画面設定」-「展開」の順に選択してください。

部分タイプ・モデル図の操作手順

 

 

 

［部分タイプ図］では、データ・モデルを構築し、表示することができます。データ・モデル図、データ・モデル・ブ
ラウザ、データ・モデル・リストを表示するための別手段でもあります。これらのいずれかのツールでの変更は、ほかの
ツールに自動的に反映されます。ユーザとのフィードバック会議に向けて、部分タイプ図を使用して、ダイアグラムを準
備することもできます。データ・モデル図が大きい場合は、部分タイプ・モデルが複数ある方がわかりやすくなります。

部分タイプ図では、以下のことが可能です。

• データ・モデルの各部分を表わすダイアグラムをいくつでも作成でき、必要ならばそれらが部分的に重なっていても
かまいません。

• ほかのレギュラ・エンティティ・タイプを追加

部分タイプ図では、いくつかの方法でスコーピングができますが、部分タイプ図の「範囲」は、常に特定の一般サブジェ
クト・エリアに制限されます。

• モデル全体を表わす「ルート」サブジェクト・エリアを選択すると、そのモデル内のすべてのタイプを部分タイプ図
に置くことができます。

• ルート以外のサブジェクト・エリアを選択すると、そのサブジェクト・エリア（および、あればその下位サブジェク
ト・エリア群）の内容だけを、ダイアグラムに置けます。

• どのエンティティ・タイプを置くかを、このダイアグラム上で選択できます（すべてのエンティティ・タイプを置く
必要はありません)。

• 同じ１エンティティ・タイプを複数のダイアグラムに置けます。

どのサブジェクト・エリアについても、部分タイプ図を無制限に作成できますが、ダイアグラム作成用ツールが一時点で
オープンできるインスタンスは 1 つのみです。

［オープン］メニュー・オプションでは、既存の部分タイプ図を 1 つオープンできます。モデル図は、ダイアログ・
ボックスからは作成も削除もできません（［ダイアグラム］、次に［新規］ または［削除］を 選択してください）。一
時点でオープンできるモデル図は１つだけです。

部分タイプ図の特定部分を編集および詳細化するには、［編集］または［詳細］メニューを使用するか、ダイアグラム作
成用ツール内をマウスで右クリックしてください。留意点として、右クリックで現れるオプション群は、右クリックした
ときのカーソルの位置によって異なります（たとえば、ダイアグラムの背景上か、タイプ上か、関係線上か、など）。

区分を追加するには

コンポーネント・モデリング・メニューを選択します。「部分タイプ図」-「エンティティ・タイプ」-「編集」-「区分の
追加」-「分類属性」の順に選択してください。

区分内の全エンティティがいずれかのサブタイプに所属する場合、「網羅」を選択してください。

区分がエンティティ・タイプのライフ・サイクルを表わす場合は、「ライフ・サイクル区分」を選択してください。

「記述」を選択してください。記述文を入力します。［了解］を選択します。
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［了解］を選択します。

エンティティ・サブタイプの追加/詳細

下記の条件を満たす場合は、サブタイプの追加を考慮してください。

同じエンティティ・タイプに属するほかのエンティティにはない特有の関係がある場合

サブタイプは、親エンティティ・タイプの特性の一部だけでなく、親のオペレーションと関係をすべて継承します。

注： ライフ・サイクル区分では、サブタイプすなわち「状態」は、独自の属性、関係、オペレーションを持つ必要はあ
りません。

エンティティ・タイプを定義するのに使用される次の特性が、エンティティ・サブタイプを定義します。

• サブタイプ名
• ビジネス・オブジェクト・タイプ
• カプセル化タイプ（継承されており、無効にできない）
• オカレンスなし（継承されており、無効にできない）
• 予想オカレンス数
• 予想成長率
• 仮想オプション
• TD 名
• エンティティ・タイプ名オプションをTD名に設定
• サブタイプの記述

例

顧客（CUSTOMER）というエンティティ・タイプのエンティティは、下記の２つのサブタイプに区分できます。

• 外国
• 国内

すべての顧客は属性と関係の集合を共用しますが、外国の顧客はこの共通集合以外のプレディケートを持っており、また
国内の顧客も固有のプレディケートを持っています。

あるエンティティ・タイプのすべてのプレディケートは、そのエンティティ・タイプのサブタイプにも適用されます。た
とえばすべての顧客は名前という属性値を持っていますが、外国の顧客は、これに加えて国別コードと輸入ライセンス番
号という属性値も持っています。

エンティティ・タイプをサブタイプに分割するときのベースとなる属性を、分類属性と呼びます。顧客というエンティ
ティ・タイプは、国籍という属性の値にしたがってサブタイプに分割されます。「外国」と「国内」は、国籍という分類
属性の分類値です。

ダウンストリーム効果

内部設計段階におけるテクニカル設計では、親エンティティ・タイプから継承した識別子をサブタイプに与えておく必要
があります。

属性を追加するには

以下の手順に従います。

1. ［分析］-［部分タイプ図］を選択します。
［部分タイプ図］ダイアログ・ボックスが表示されます。

2. ［エンティティ・タイプ］を選択します。
3. ［編集］ - ［属性の追加］を選択します。
［特性］ダイアログ・ボックスが表示されます。

4.  ［属性名］を入力します。
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5. ［分類］ドロップダウン・リストから分類を選択します。分類のオプションは以下のとおりです。
– 基本
– 誘導
– 設計
– 自動採番

6. ［ドメイン］ドロップダウン・リストからドメインを選択します。ドメインのオプションは以下のとおりです。
–  テキスト
–  日付
–  数値
–  時刻
–  タイムスタンプ
–  全半角テキスト
– 全角テキスト

7. 属性が任意の場合は、［任意］チェック・ボックスをオンにします。
8. テキスト属性の場合、大文字と小文字を区別するには、［大・小文字の識別］チェック・ボックスをオンにします。
9. テキスト属性の場合、可変長にするには、［可変長］チェック・ボックスをオンにします。
10.属性がプロテクトされている場合は、［プロテクトされた］を選択します。
11.属性の長さを入力します。
12.数値属性の小数点以下桁数を入力します。
13.属性にテクニカル設計名を指定する場合は、［属性名をTD名として使用］を選択し、名前を変更します。
14.属性を 10 進数精度でインプリメントする場合は、［C/C#/Javaでインプリメント(デシマル精度)］を選択します。
15.［COBOLデータ・タイプ］を選択します。
16.［記述...］ プッシュ・ボタンをクリックします。
［属性の記述］ダイアログ・ボックスが表示されます。

17.説明を入力して、［了解］をクリックします。
18.［了解］ボタンをクリックして、［特性］ダイアログ・ボックスを閉じます。
属性がエンティティ・タイプに追加されます。

属性の別名を追加するには

コンポーネント・モデリング・メニューを選択します。［部分タイプ図］-［エンティティ・タイプ］-［詳細］-［別
名］-［追加］を選択します。名前と長い名前を入力してください。

別名が略語の場合は「略語」を選択してください。

別名が頭字語の場合は「頭字語」を選択してください。

「記述」を選択してください。記述文を入力します。［了解］を選択します。

［了解］を選択します。「取消」を選択してください。

関係を追加するには

コンポーネント・モデリング・メニューを選択します。「部分タイプ図」-関係づける２つのエンティティ・タイプ-「編
集」-「関係づけ」-オプショナリティ（つねに/時々）の順に選択してください。関係名を入力してください。カージナリ
ティ（１つ/１つ又は複数）を選択してください。

ダイアグラム上に関係名を表示するには「関係名の表示」を選択してください。

この対のエンティティを別のエンティティと置き換え可能にするには、「転送可能な関係」を選択します。

［オプショナリティ（つねに/時々）］を選択します。関係名を入力してください。カージナリティ（１つ/１つ又は複
数）を選択してください。
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ダイアグラム上に関係名を表示するには「関係名の表示」を選択してください。

この対のエンティティを別のエンティティと置き換え可能にするには、「転送可能な関係」を選択します。

プッシュ ボタン プロシージャ
ソース特性 ［ソース特性］を選択します。対の割合と「最小」を入力してく

ださい。「予想」か「確定」かを選択してください。「平均」と
「最大」を入力してください。［予想］または［確定］を選択し
、該当する［削除規則］を選択して、［記述］を選択します。記
述文を入力します。「了解」-「了解」の順に選択します。

宛て先特性 ［宛て先特性］を選択します。対の割合と「最小」を入力してく
ださい。「予想」か「確定」かを選択してください。「平均」と
「最大」を入力してください。［予想］または［確定］を選択し
、該当する［削除規則］を選択して、［記述］を選択します。記
述文を入力します。「了解」-「了解」の順に選択します。

［了解］を選択します。

WARNING
重要： ［つねに］を指定する前に、本当に必須メンバシップであるかをよく確認してください。必須メンバ
シップは生成システムにとって極めて重大な存在です。必須メンバシップでは、たとえば、ある対をなす２つ
のエンティティのうち一方を削除すると、他方のエンティティも同時に削除されます。その第 2 エンティティ
が顧客であった場合、顧客の名前、住所、電話番号、金利といった、重要なデータが消えてしまいます。

第 2 エンティティの情報だけでなく、このエンティティと必須関係があるエンティティもすべて削除されます。この波
及効果的なエンティティの削除は、必須関係の連鎖が終わるまで続きます。これを「カスケード削除」と言います。オプ
ショナリティを指定するときは、この点に注意してください。

サブジェクト・エリアの追加

以下の手順に従います。

1. ［分析］ - ［部分タイプ図］をクリックします。
［部分タイプ図］ダイアログ・ボックスが開きます。

2. ［新規］をクリックします。
［部分タイプ図（新規）］ダイアログ・ボックスが開きます。

3. 名前を入力し、サブジェクト・エリアを選択します。
サブジェクト・エリアが部分タイプ図に追加されます。

4. ［OK］をクリックします。
新しい部分タイプ図が、［部分タイプ図］ダイアログ・ボックスにリスト表示されます。

5. ［開く］をクリックします。
新しい［部分タイプ図］ウィンドウが表示されます。

エンティティ・タイプの追加

以下の手順に従います。

1. ［分析］-［データ・モデル・ブラウザ］を選択します。
［データ・モデル・ブラウザ］ウィンドウが表示されます。
注： 次のメニュー項目からもエンティティ・タイプを追加できます。［計画］と［分析］メニューの［データ・モ
デル］と［データ・モデル・リスト］オプション、［分析］メニューの［部分タイプ図］オプション、および［コ
ンポーネント・モデリング］メニューの［コンポーネント仕様図］、［コンポーネント実装図］、および［インター
フェース・タイプ・モデル図］オプション。

2. 新しいエンティティ・タイプが追加される親サブジェクト・エリアを選択します。［編集］-［エンティティ・タイプ
の追加］を選択します。
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エンティティ・タイプの［特性］ダイアログ・ボックスが表示されます。
3. エンティティ・タイプの名前を入力します。エンティティ・タイプが［ビジネス・オブジェクト・タイプ］であるか
どうかを選択します。エンティティ・タイプのカプセル化のタイプ（［オープン］、［制限つき］、または［カプセ
ル化］）を選択します。オカレンスの予想数（［最小］、［平均］、［最大］）および予想成長率の割合を入力し
ます。データ構造が仮想であるかどうかを指定し、テクニカル設計（TD）名をエンティティ・タイプ名に設定しま
す。TD 名を設定する場合は、TD 名を入力します。説明を入力して、［了解］をクリックします。
エンティティ・タイプが表示ウィンドウに追加されます。［了解］をクリックして、エンティティ・タイプの［特
性］ダイアログ・ボックスを閉じます。

エンティティ・タイプの別名を追加するには

コンポーネント・モデリング・メニューを選択します。［部分タイプ図］-［エンティティ・タイプ］-［詳細］-［別
名］-［追加］を選択します。名前と長い名前を入力してください。

別名が略語の場合は「略語」を選択してください。

別名が頭字語の場合は「頭字語」を選択してください。

「記述」を選択してください。記述文を入力します。［了解］を選択します。

［了解］を選択します。「取消」を選択してください。

オペレーションの追加

コンポーネント・モデリング・メニューを選択します。「部分タイプ図」-オペレーションの追加先エンティティ・タイ
プ、の順に選択してください。必要に応じて選択項目を展開して、単一のエンティティ・タイプを指定してください。
「編集」-「オペレーションの追加」の順に選択してください。

［アクション図］フィールドにオペレーション名を入力し、［オペレーション特性］、［生成特性］を設定して、［記
述］に入力します。

［了解］を選択します。

区分の削除

コンポーネント・モデリング・メニューを選択します。「部分タイプ図」→区分→「編集」→「削除」の順に選択してく
ださい。

確認ボックスに、削除用に選択したオブジェクトを一覧表示したい場合、「削除時に確認」を選択してください。

確認ボックスを表示して、この削除によって影響を受けるオブジェクトの階層をリスト表示する場合は、「階層と従属物
の削除（従属物のみの削除、従属物のプロモート、階層の削除）の確認」を選択してください。

「削除」→「はい」（個々の確認ボックスごとに）、の順に選択してください。

部分タイプ図を削除するには

［分析］-［部分タイプ図］を選択します。
［部分タイプ図］ダイアログ・ボックスが表示されます。

［ダイアグラム］を選択して、［オープン］をクリックします。
［ダイアグラム・タイプ・モデル］ウィンドウが表示されます。

［ダイアグラム］-［削除］を選択します。
［確認］ダイアログ・ボックスが表示されます。ダイアグラムを削除する場合は、［はい］をクリックします。
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オペレーションを削除するには

コンポーネント・モデリング・メニューを選択します。「部分タイプ図」を選択してください。削除するオペレーション
を選択してください（慎重に）。必要に応じて選択項目を展開し、［編集］-［削除］を選択します。

確認ボックスを表示して、削除対象のオブジェクトをリスト表示する場合は、「削除の確認」を選択してください。

「削除」→「はい」（個々の確認ボックスごとに）、の順に選択してください。

区分の記述文の作成

［コンポーネント・モデリング］メニューにて、［部分タイプ図］を選択してから、区分を選択し、［詳細］-［特性］-
［記述］を選択します。記述文を入力します。［了解］を選択します。［了解］を選択します。

関係の記述

コンポーネント・モデリング・メニューを選択します。［部分タイプ図］を選択してから、関係線を選択し、［詳細］-
［特性］-［ソース特性］-［記述］を選択します。記述文を入力します。「了解」-「了解」の順に選択します。

［宛て先特性］-［記述］を選択します。記述文を入力します。「了解」-「了解」の順に選択します。

［了解］を選択します。

部分タイプ図を記述するには

［分析］-［部分タイプ図］を選択します。
［部分タイプ図］ダイアログ・ボックスが表示されます。

［分析］-［部分タイプ図］を選択します。
［部分タイプ図］ダイアログ・ボックスが表示されます。

部分タイプ図を選択し、［特性］をクリックします。
［Diagram Properties］ダイアログ ボックスが表示されます。

説明を入力して、［了解］をクリックします。

サブジェクト・エリアの記述

コンポーネント・モデリング・メニューを選択します。「部分タイプ図」→サブジェクト・エリア→「詳細」→「特性」
の順に選択してください。記述文を入力します。［了解］を選択します。

属性の記述

コンポーネント・モデリング・メニューを選択します。「部分タイプ図」→エンティティ・タイプ→「詳細」→「属性」→
属性→「詳細」→「特性」の順に選択してください。「記述」を選択してください。記述文を入力します。［了解］を選
択します。

［了解］を選択します。

エンティティ・サブタイプの記述

コンポーネント・モデリング・メニューを選択します。［部分タイプ図］を選択してから、サブタイプを選択し、［詳
細］-［特性］-［記述］を選択します。記述文を入力します。［了解］を選択します。

［了解］を選択します。

エンティティ・タイプの記述

コンポーネント・モデリング・メニューを選択します。「部分タイプ図」→エンティティ・タイプ→「詳細」→「特性」
の順に選択してください。「記述」を選択してください。記述文を入力します。［了解］を選択します。
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［了解］を選択します。

エンティティ・タイプの別名の記述

コンポーネント・モデリング・メニューを選択します。［部分タイプ図］を選択してから、エンティティ・タイプを選
択し、［詳細］-［別名］を選択してから、別名を選択し、［特性］-［記述］を選択します。記述文を入力します。［了
解］を選択します。

［了解］を選択します。［クローズ］を選択します。

識別子の記述

コンポーネント・モデリング・メニューを選択します。［部分タイプ図］を選択してから、エンティティ・タイプを選択
し、［詳細］-［識別子］-［現在の識別子リスト］の識別子-［特性］を選択します。記述文を入力します。［了解］を選
択します。

［クローズ］を選択します。

排他関係の詳細化

コンポーネント・モデリング・メニューを選択します。［部分タイプ図］を選択してから、エンティティ・タイプを選択
し、［詳細］-［排他関係］を選択してから、排他関係を選択し、［特性］を選択します。名前と記述文を入力します。
［了解］を選択します。

属性の別名の詳細化

コンポーネント・モデリング・メニューを選択します。［部分タイプ図］を選択してから、エンティティ・タイプを選択
し、［詳細］-［別名］を選択してから、別名を選択し、［特性］を選択します。名前と長い名前を入力してください。

別名が略語の場合は「略語」を選択してください。

別名が頭字語の場合は「頭字語」を選択してください。

「記述」を選択してください。記述文を入力します。［了解］を選択します。

［了解］を選択します。［クローズ］を選択します。

区分の詳細化

コンポーネント・モデリング・メニューを選択します。「部分タイプ図」→区分→「詳細」→「特性」→「分類属性」の順
に選択してください。

区分内の全エンティティがいずれかのサブタイプに所属する場合、「網羅」を選択してください。

区分がエンティティ・タイプのライフ・サイクルを表わす場合は、「ライフ・サイクル区分」を選択してください。

「記述」を選択してください。記述文を入力します。［了解］を選択します。

関係の詳細化

コンポーネント・モデリング・メニューを選択します。「部分タイプ図」→関係線→「詳細」→「特性」→オプショナリ
ティ（つねに/時々）の順に選択してください。関係名を入力してください。カージナリティ（１つ/１つ又は複数）を選
択してください。

ダイアグラム上に関係名を表示するには「関係名の表示」を選択してください。

この対のエンティティを別のエンティティと置き換え可能にするには、「転送可能な関係」を選択します。

［オプショナリティ（つねに/時々）］を選択します。関係名を入力してください。カージナリティ（１つ/１つ又は複
数）を選択してください。
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ダイアグラム上に関係名を表示するには「関係名の表示」を選択してください。

この対のエンティティを別のエンティティと置き換え可能にするには、「転送可能な関係」を選択します。

プッシュ ボタン プロシージャ
ソース特性 ［ソース特性］を選択します。対の割合と「最小」を入力してく

ださい。「予想」か「確定」かを選択してください。「平均」と
「最大」を入力してください。「予想」か「確定」か-該当する「
削除規則」の順に選択してください。「記述」を選択してくださ
い。記述文を入力します。「了解」-「了解」の順に選択します。

宛て先特性 ［宛て先特性］を選択します。対の割合と「最小」を入力してく
ださい。「予想」か「確定」かを選択してください。「平均」と
「最大」を入力してください。「予想」か「確定」か-該当する「
削除規則」の順に選択してください。「記述」を選択してくださ
い。記述文を入力します。「了解」-「了解」の順に選択します。

［了解］を選択します。

WARNING
重要： ［つねに］を指定する前に、本当に必須メンバシップであるかをよく確認してください。必須メンバ
シップは生成システムにとって極めて重大な存在です。必須メンバシップでは、たとえば、ある対をなす２つ
のエンティティのうち一方を削除すると、他方のエンティティも同時に削除されます。その第 2 エンティティ
が顧客であった場合、顧客の名前、住所、電話番号、金利といった、重要なデータが消えてしまいます。

第 2 エンティティの情報だけでなく、このエンティティと必須関係があるエンティティもすべて削除されます。この波
及効果的なエンティティの削除は、必須関係の連鎖が終わるまで続きます。これを「カスケード削除」と言います。オプ
ショナリティを指定するときは、この点に注意してください。

部分タイプ図の詳細化

以下の手順に従います。

1. ［分析］ - ［部分タイプ図］をクリックします。
［部分タイプ図］ダイアログ・ボックスが開きます。

2. ［新規］をクリックします。
［部分タイプ図（新規）］ダイアログ・ボックスが開きます。

3. 名前を入力し、サブジェクト・エリアを選択します。
サブジェクト・エリアが部分タイプ図に追加されます。

4. ［OK］をクリックします。
新しい部分タイプ図が、［部分タイプ図］ダイアログ・ボックスにリスト表示されます。

5. ［開く］をクリックします。
新しい［部分タイプ図］ウィンドウが表示されます。

6. ［編集］ - ［サブジェクト・エリアの追加］をクリックします。
［特性］ダイアログ・ボックスが表示されます。

7. ［役割り］を選択して、必要に応じて［は実エンティティ・タイプを持てます］または［は仮想エンティティ・タイ
プだけを持てます］を指定します。

8. 記述を入力して、［了解］をクリックします。
部分タイプ図が詳細に記されます。

サブジェクト・エリアの詳細化

コンポーネント・モデリング・メニューを選択します。「部分タイプ図」→サブジェクト・エリア→「特性」の順に選択
してください。「役割り」を選択してください。「実エンティティ・タイプを含みうる」か「仮想エンティティ・タイプ
のみ」を選択してください。記述文を入力します。［了解］を選択します。
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属性の詳細化

コンポーネント・モデリング・メニューを選択します。「部分タイプ図」→エンティティ・タイプ→「詳細」→「属性」→
属性→「詳細」→「特性」の順に選択してください。名前を入力してください。分類（基本、誘導、設計、自動採番）を
選択します。

属性が任意の場合は、「任意」を選択してください。

ドメイン（テキスト、日付、数値、時刻）を選択してください。

値の大文字と小文字とを区別したいならば、「大・小文字の識別」を選択してください。

可変長の属性ならば、「可変長」を選択してください。

長さを入力してください。

属性が数値ドメインの場合は、「桁数」を入力してください。

TD名を入力してください。

「記述」を選択してください。記述文を入力します。［了解］を選択します。

［了解］を選択します。

エンティティ・タイプの詳細化

コンポーネント・モデリング・メニューを選択します。「部分タイプ図」→エンティティ・タイプ→「詳細」→「属性」→
属性→「詳細」→「特性」の順に選択してください。名前を入力してください。ビジネス・オブジェクト・タイプ、カプ
セル化タイプ、オカレンスなし、オカレンスの予想数、予想成長率、TD名を指定してください。「記述」を選択してく
ださい。記述文を入力します。［了解］を選択します。

［了解］を選択します。

エンティティ・タイプの別名の詳細化

コンポーネント・モデリング・メニューを選択します。［部分タイプ図］を選択してから、エンティティ・タイプを選択
し、［詳細］-［別名］を選択してから、別名を選択し、［特性］を選択します。名前と長い名前を入力してください。

別名が略語の場合は「略語」を選択してください。

別名が頭字語の場合は「頭字語」を選択してください。

「記述」を選択してください。記述文を入力します。

識別子の詳細化

コンポーネント・モデリング・メニューを選択します。［部分タイプ図］を選択してから、エンティティ・タイプを選択
し、［詳細］-［識別子］-［現在の識別子リスト］の識別子-［特性］を選択します。識別子の名前を入力してください。
該当する場合は「基本キー」を選択してください。記述文を入力します。［了解］を選択します。

エンティティ・タイプの関係づけ

コンポーネント・モデリング・メニューを選択します。「部分タイプ図」-関係づける２つのエンティティ・タイプ-「編
集」-「関係づけ」-オプショナリティ（つねに/時々）の順に選択してください。関係名を入力してください。カージナリ
ティ（１つ/１つ又は複数）を選択してください。

ダイアグラム上に関係名を表示するには「関係名の表示」を選択してください。

この対のエンティティを別のエンティティと置き換え可能にするには、「転送可能な関係」を選択します。

［オプショナリティ（つねに/時々）］を選択します。関係名を入力してください。カージナリティ（１つ/１つ又は複
数）を選択してください。
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ダイアグラム上に関係名を表示するには「関係名の表示」を選択してください。

この対のエンティティを別のエンティティと置き換え可能にするには、「転送可能な関係」を選択します。

プッシュ ボタン プロシージャ
ソース特性 ［ソース特性］を選択します。対の割合と「最小」を入力してく

ださい。「予想」か「確定」かを選択してください。「平均」と
「最大」を入力してください。「予想」か「確定」か-該当する「
削除規則」の順に選択してください。「記述」を選択してくださ
い。記述文を入力します。「了解」-「了解」の順に選択します。

宛て先特性 ［宛て先特性］を選択します。対の割合と「最小」を入力してく
ださい。「予想」か「確定」かを選択してください。「平均」と
「最大」を入力してください。「予想」か「確定」か-該当する「
削除規則」の順に選択してください。「記述」を選択してくださ
い。記述文を入力します。「了解」-「了解」の順に選択します。

［了解］を選択します。

WARNING
重要： ［つねに］を指定する前に、本当に必須メンバシップであるかをよく確認してください。必須メンバ
シップは生成システムにとって極めて重大な存在です。必須メンバシップでは、たとえば、ある対をなす２つ
のエンティティのうち一方を削除すると、他方のエンティティも同時に削除されます。その第 2 エンティティ
が顧客であった場合、顧客の名前、住所、電話番号、金利といった、重要なデータが消えてしまいます。

第 2 エンティティの情報だけでなく、このエンティティと必須関係があるエンティティもすべて削除されます。この波
及効果的なエンティティの削除は、必須関係の連鎖が終わるまで続きます。これを「カスケード削除」と言います。オプ
ショナリティを指定するときは、この点に注意してください。

属性の使用箇所を一覧表示するには

コンポーネント・モデリング・メニューを選択します。「部分タイプ図」→属性（慎重に選択）→「詳細」→「使用箇
所」の順に選択してください。

使用箇所、サブタイプ、または関係の使用箇所一覧表示するには

コンポーネント・モデリング・メニューを選択します。「部分タイプ図」→エンティティ・タイプ、サブタイプまたは関
係（必要ならば）→「詳細」→「使用箇所」の順に選択してください。

エンティティ・ライフ・サイクル図の操作手順

 

エンティティ状態の追加

「分析」-「エンティティ・ライフ・サイクル」-状態-「編集」-「状態」の順に選択してください。

これが終結状態（アーカイブまたは削除する直前の状態）である場合、「終結ボックス」をチェックしてください。

「了解」-「了解」の順に選択します。

区分の追加

「分析」-「エンティティ・ライフ・サイクル」-エンティティ・タイプまたはサブタイプ-「編集」-「区分の追加」-「分
類属性の追加」-「記述の追加」-「了解」の順に選択してください。
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NOTE
注： 分類値の定義が可能になるのは、区分のサブタイプと分類属性の許容値を定義した後です。エンティ
ティ・ライフ・サイクル図では、「網羅」と「ライフ・サイクル区分」は、このダイアログ・ボックス上で、
両方ともオンにしなければなりません。

遷移プロセスの追加

「エンティティ状態の関係づけ」を参照してください。

エンティティ状態の詳細化

「分析」→「エンティティ・ライフ・サイクル」→「詳細」→「特性」の順に選択してください。変更してください。
［了解］を選択します。

区分の詳細化

［分析］-［エンティティ・ライフサイクル］-［区分］-［詳細］-［特性］-［分類属性］を選択します。

NOTE
注： エンティティ・ライフ・サイクル図では、［網羅］と［ライフサイクル区分］を両方ともオンにする必要
があります。

「記述」を選択してください。記述を入力し、「了解」を選択してください。

ウィンドウをクローズしないで分類属性を選択または変更したい場合は、新しい分類属性→「適用」の順に選択してくだ
さい。

分類値を定義したい場合、選択リスト内でサブタイプを選択してから、「値の定義」を選択してください。サブタイプに
割り当てる値を選択してください。

選択リスト内にサブタイプがない場合は、サブタイプを追加するか、分類属性を選択して適用しなければなりません。

値が存在しない場合は、分類属性の許容値を定義しなければなりません。

［了解］を選択します。

遷移プロセスの変更

「分析」→「エンティティ・ライフ・サイクル」→「関係」→「編集」→「削除」、の順に選択してください。「遷移プロ
セス」→「了解」の順に選択してください。

確認ボックスに、削除用に選択したオブジェクトを一覧表示したい場合、「削除時に確認」を選択してください。

関係づける２つの状態（サブタイプ）→「編集」→「関係づけ」→「プロセス」→「プロセス」→「了解」の順に選択して
ください。

エンティティ状態の削除

「分析」→「エンティティ・ライフ・サイクル」→状態→「編集」→「削除」の順に選択してください。

確認ボックスに、削除用に選択したオブジェクトを一覧表示したい場合、「削除時に確認」を選択してください。

階層を削除する場合にのみ確認ボックスを表示したい場合は、「階層の削除」で「確認」を選択してください。

「削除」→「はい」（確認ボックスで）の順に選択してください。

区分の削除

「分析」→「エンティティ・ライフ・サイクル」→の順に選択してください。

「区分」→「編集」→「削除」の順に選択してください。
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確認ボックスに、削除用に選択したオブジェクトを一覧表示したい場合、「削除時に確認」を選択してください。

階層を削除する場合にのみ確認ボックスを表示したい場合は、「階層の削除」で「確認」を選択してください。

「削除」→「はい」（確認ボックスで）の順に選択してください。

遷移プロセスの削除

「分析」→「エンティティ・ライフ・サイクル」→「関係」→「編集」→「削除」、の順に選択してください。「遷移プロ
セス」→「了解」の順に選択してください。

確認ボックスに、削除用に選択したオブジェクトを一覧表示したい場合、「削除時に確認」を選択してください。

「削除」→「はい」（確認ボックスで）の順に選択してください。

エンティティ状態の記述

「分析」→「エンティティ・ライフ・サイクル」→状態→「詳細」→「特性」→「記述」の順に選択してください。記述文
を入力します。「了解」-「了解」の順に選択します。

区分の記述

「分析」→「エンティティ・ライフ・サイクル」→「区分の選択」→「詳細」→「特性」→「記述」の順に選択してくださ
い。記述文を入力します。

「了解」-「了解」の順に選択します。

エンティティ状態の関係づけ

「分析」→「エンティティ・ライフ・サイクル」→関係づける２つの状態（サブタイプ）→「編集」→「関係づけ」→「プ
ロセス」→「プロセス」→「了解」の順に選択してください。

エンティティ状態の移動

［分析］-［エンティティ・ライフサイクル］を選択してから、移動する状態（サブタイプ）を選択し、［編集］-［移
動］を選択してから、状態の新しい位置を選択します。

［ビジネス・システム省略時解釈］の操作手順

ビジネス・システム特性の変更

「設計」→「ビジネス・システム省略時解釈」→ビジネス・システム→「詳細」→「特性」の順に選択してください。ビジ
ネス・システムと記述を入力してください。［了解］を選択します。

ビジネス・システム省略時解釈の色またはフォントの設定

NOTE
注： このタスクでは、ナビゲーション図から設定したオブジェクトを指定変更しません。［ビジネス・システ
ム省略時解釈］から、下記のステップを実行してください。

1. ダイアグラムをオープンしてください。
2. 「詳細」→「ウィンドウ表示特性」の順に選択してください。
3. 「省略時の外観の変更」リスト・ボックスから、変更するオブジェクトを選択してください。
4. 該当するプッシュ・ボタンを選択してください。表示特性を変更する際にはオペレーティング・システムで使うダイ
アログが表示されます。

5. 特性を変更します。新しい特性の割り当てが終了すると、［表示特性］ダイアログに選択内容が表示されます。
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6. 「表示特性」から「クローズ」を選択し、選択内容を保管して終了してください。

コマンド名の追加

「設計」-「ビジネス・システム省略時解釈」-ビジネス・システム-「詳細」-「コマンド」-「追加」の順に選択してくだ
さい。新しい名前を入力してください。「了解」-「クローズ」の順に選択してください。

コマンド名への別名の追加

「設計」→「ビジネス・システム省略時解釈」→ビジネス・システム→「詳細」→「コマンド」→コマンド→「別名の追
加」の順に選択してください。新しい名前を入力してください。「了解」-「クローズ」の順に選択してください。

コマンド名の変更

［設計］-［ビジネス・システム省略時解釈］を選択してから、ビジネス・システムを選択し、［詳細］-［コマンド］を
選択してから、コマンドを選択し、［特性］を選択します。新しい名前を入力してください。「了解」-「クローズ」の
順に選択してください。

言語コマンドまたは別名の変更

［設計］-［ビジネス・システム省略時解釈］-［オプション］-［言語］を選択してから、言語を選択し、［了解］-［詳
細］-［コマンド］を選択してから、コマンドまたは別名を選択し、［特性］を選択します。新しい名前を入力してくだ
さい。「了解」-「クローズ」の順に選択してください。

コマンド名または別名の削除

「設計」→「ビジネス・システム省略時解釈」→ビジネス・システム→「詳細」→「コマンド」→コマンドまたは別名
→「削除」→「削除」→「クローズ」の順に選択してください。

コマンド名または別名の検索

「設計」→「ビジネス・システム省略時解釈」→ビジネス・システム→「詳細」→「コマンド」→「検索」の順に選択し
てください。検索する文字列を入力してください。オプション（「最初から検索」、「循環検索」、「大・小文字の識
別」）→「検索」→「クローズ」→「クローズ」の順に選択してください。

言語コマンドまたは別名の検索

「設計」→「ビジネス・システム省略時解釈」→「オプション」→「言語」→言語→「了解」→「詳細」→「コマン
ド」→「検索」の順に選択してください。検索する文字列を入力してください。オプション（「最初から検索」、「循環
検索」、「大・小文字の識別」）→「検索」→「クローズ」→「クローズ」の順に選択してください。

エグジット・ステートの追加

「設計」-「ビジネス・システム省略時解釈」-ビジネス・システム-「詳細」-「エグジット・ステート」-<グローバル・
エグジット・ステート>またはSYS名-「追加」の順に選択してください。エグジット・ステート名を入力してください。
「終了アクション」-「メッセージ・タイプ」の順に選択してください。メッセージ・テキストを入力してください。
「了解」-「クローズ」の順に選択してください。

エグジット・ステート特性の変更

［設計］-［ビジネス・システム省略時解釈］を選択してから、ビジネス・システムを選択し、［詳細］-［エグジット・
ステート］を選択してから、エグジット・ステートを選択し、［特性］を選択します。エグジット・ステート名を入力し
てください。「終了アクション」-「メッセージ・タイプ」の順に選択してください。メッセージ・テキストを入力して
ください。「了解」-「クローズ」の順に選択してください。
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言語エグジット・ステート・メッセージ・テキストの変更

［設計］-［ビジネス・システム省略時解釈］を選択してから、ビジネス・システムを選択し、［オプション］-［言語］
を選択してから、言語を選択し、［了解］-［詳細］-［エグジット・ステート］を選択してから、エグジット・ステート
を選択し、［特性］を選択します。メッセージ・テキストを入力してください。「了解」-「クローズ」の順に選択して
ください。

エグジット・ステート・リストの縮小

［設計］-［ビジネス・システム省略時解釈］を選択してから、ビジネス・システムを選択し、［詳細］-［エグジット・
ステート］を選択してから、<グローバル・エグジット・ステート> または SYS 名を選択し、［展開/圧縮］-［クロー
ズ］を選択します。

エグジット・ステートの削除

「設計」→「ビジネス・システム省略時解釈」→ビジネス・システム→「詳細」→「エグジット・ステート」→エグジッ
ト・ステート→「削除」→「削除」→「クローズ」→「クローズ」の順に選択してください。

エグジット・ステート・メッセージの削除

［設計］-［ビジネス・システム省略時解釈］を選択してから、ビジネス・システムを選択し、［詳細］-［エグジット・
ステート］を選択してから、エグジット・ステートを選択し、［特性］-［メッセージの削除］-［了解］-［クローズ］を
選択します。

エグジット・ステート・リストの拡大

［設計］-［ビジネス・システム省略時解釈］を選択してから、ビジネス・システムを選択し、［詳細］-［エグジット・
ステート］を選択してから、<グローバル・エグジット・ステート> または SYS 名を選択し、［展開/圧縮］-［クロー
ズ］-［クローズ］を選択します。

エグジット・ステートのタイプの選択

［設計］-［ビジネス・システム省略時解釈］を選択してから、ビジネス・システムを選択し、［詳細］-［エグジット・
ステート］を選択してから、エグジット・ステートを選択し、［特性］-［終了アクション］-［了解］-［クローズ］を選
択します。

エグジット・ステートの検索

「設計」→「ビジネス・システム省略時解釈」→ビジネス・システム→「詳細」→「エグジット・ステート」→「検索」の
順に選択してください。検索する文字列を入力してください。オプション（「最初から検索」、「循環検索」、「大・小
文字の識別」）→「検索」→「クローズ」→「クローズ」の順に選択してください。

区切り文字の設定

「設計」→「ビジネス・システム省略時解釈」→ビジネス・システム→「詳細」→「区切り文字」→パラメータ区切り文字
→文字列引用記号、の順に選択してください。

区切り文字を選択解除したい場合、強調表示した選択項目を再び選択してください。

［了解］を選択します。

フィールド編集パターンの追加

「設計」-「ビジネス・システム省略時解釈」-ビジネス・システム-「詳細」-「フィールド編集パターン」-「追加」の順
に選択してください。名前とパターンを入力してください。「タイプ」-「了解」-「クローズ」の順に選択してくださ
い。
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フィールド編集パターンの変更

［設計］-［ビジネス・システム省略時解釈］を選択してから、ビジネス・システムを選択し、［詳細］-［フィールド編
集パターン］を選択してから、編集パターンを選択し、［特性］-［タイプ］を選択します。パターンを入力してくださ
い。「了解」-「クローズ」の順に選択してください。

言語フィールド編集パターンの変更

［設計］-［ビジネス・システム省略時解釈］を選択してから、ビジネス・システムを選択し、［オプション］-［言語］
を選択してから、言語を選択し、［了解］-［詳細］-［フィールド編集パターン］を選択してから、編集パターンを選択
し、［特性］-［タイプ］を選択します。パターンを入力してください。「了解」-「クローズ」の順に選択してくださ
い。

フィールド編集パターンの削除

「設計」→「ビジネス・システム省略時解釈」→ビジネス・システム→「詳細」→「フィールド編集パターン」→編集パ
ターン→「削除」→「削除」→「クローズ」の順に選択してください。

言語フィールド編集パターンの削除

「設計」→「ビジネス・システム省略時解釈」→ビジネス・システム→「オプション」→「言語」→言語→「了解」→「詳
細」→「フィールド編集パターン」→編集パターン→「削除」→「削除」→「クローズ」の順に選択してください。

エラー表示特性の設定

「設計」→「ビジネス・システム省略時解釈」→ビジネス・システム→「詳細」→「画面表示特性」→「エラーの
色」→「エラーの輝度」→「エラーの強調表示」→「エラーの行末揃え」→「エラー特性」（「カーソル配置」/「保
護」）→「了解」の順に選択してください。

フィールド表示特性の設定

「設計」→「ビジネス・システム省略時解釈」→ビジネス・システム→「詳細」→「画面表示特性」→「フィールドの
色」→「フィールドの輝度」→「フィールドの強調表示」→「フィールドの行末揃え」の順に選択してください。充填文
字を入力してください。「ゼロまたはヌルのときブランク」、「カーソル配置」、「保護」→「了解」の順に選択してく
ださい。

リテラル表示特性の設定

［設計］-［ビジネス・システム省略時解釈］を選択してから、ビジネス システムを選択し、［詳細］-［画面表示特
性］-［リテラルの色］-［リテラル輝度］-［リテラル強調表示］-［リテラルの行末揃え］-［了解］を選択します。

プロンプト表示特性の設定

「設計」→「ビジネス・システム省略時解釈」→ビジネス・システム→「詳細」→「画面表示特性」→「プロンプトの
色」→「プロンプトの輝度」→「プロンプトの強調表示」→「プロンプトの行末揃え」→「了解」の順に選択してくださ
い。

［PFキー定義］ダイアログからのコマンド名の追加

［設計］-［ビジネス・システム省略時解釈］を選択してから、ビジネス・システムを選択し、［詳細］-［ファンクショ
ン・キー］を選択してから、ファンクション・キーを選択し、［特性］-［CMD追加］を選択します。新しい名前を入力
してください。「了解」-「了解」-「取消」の順に選択してください。
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ファンクション・キーへのコマンドの設定

［設計］-［ビジネス・システム省略時解釈］を選択してから、ビジネス・システムを選択し、［詳細］-［ファンクショ
ン・キー］を選択してから、ファンクション・キーを選択し、［特性］-［タイプ］を選択してから、コマンドを選択
し、［了解］-［取消］を選択します。

ファンクション・キーのタイプの設定

［設計］-［ビジネス・システム省略時解釈］を選択してから、ビジネス・システムを選択し、［詳細］-［ファンクショ
ン・キー］を選択してから、ファンクション・キーを選択し、［特性］-［タイプ］を選択してから、コマンドを選択
し、［了解］-［取消］を選択します。

特殊フィールド編集パターンの変更

［設計］-［ビジネス・システム省略時解釈］を選択してから、ビジネス・システムを選択し、［詳細］-［特殊編集パ
ターン］を選択してから、編集パターンを選択し、［特性］を選択します。パターンを入力してください。「了解」-
「取消」の順に選択してください。

言語特殊フィールド編集パターンの変更

［設計］-［ビジネス・システム省略時解釈］を選択してから、ビジネス・システムを選択し、［オプション］-［言語］
を選択してから、言語を選択し、［了解］-［詳細］-［特殊編集パターン］を選択してから、編集パターンを選択し、
［特性］を選択します。パターンを入力してください。「了解」-「取消」の順に選択してください。

［ヘルプ］ボタンおよび［クローズ］ボタンのイメージおよびメニューバーの位置の指定

CA Gen モデル・ウィンドウから、［設計］-［ビジネス・システム省略時解釈］をクリックします。

［ビジネス・システム］を選択します。

［ダイアグラム］ - ［オープン］をクリックします。

［詳細］、[表示特性]、［Web特性］をクリックします。

ナビゲーション図で設計されたメニューをブラウザ・フレームの上端に沿って表示するには、［水平メニュー］を選択し
ます。ブラウザ・フレームの左上隅を始点として、左端に沿ってメニューを表示する場合は、選択しません。

［ヘルプ］ボタンまたは［クローズ］ボタンに対して表示するファイルを指定するには、［ブラウズ］をクリックして、
ファイルの検索に使用される標準の Windows ダイアログ・ボックスを表示します。

［ヘルプ］ボタンに使用されるイメージ・ファイルを探します。［クローズ］の操作を繰り返します。必要なファイルを
位置づけて［了解］をクリックすると、ファイルの名前、幅、および高さの値が個別のフィールドに指定されます。

［ヘルプ］ボタンまたは［クローズ］ボタンを表示しない場合は、適切なボタンに対して［Webページから除外］を選
択します。

「了解」をクリックして保存し、「Web特性」ダイアログ・ボックスを閉じてください。

ビジネス・システム定義の操作手順

ビジネス・システム定義へのアクセス

「計画」または「分析」-「ビジネス・システム定義」の順に選択してください。

ビジネス・システムの追加

「分析」-「ビジネス・システム定義」-「ダイアグラム」-「新規作成」の順に選択してください。

ビジネス・システムの名前を入力し、「了解」を選択してください。
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ビジネス・システム名の変更

「分析」→「ビジネス・システム定義」→「詳細」→「ビジネス・システム特性」の順に選択してください。

固有の基本プロセス名を入力し、「了解」を選択してください。

基本プロセス名の変更

「分析」→「ビジネス・システム定義」→「基本プロセス」→「詳細」→「特性」の順に選択してください。

固有の基本プロセス名を入力し、「了解」を選択してください。

ビジネス・システムの削除

「分析」→「ビジネス・システム定義」→「ダイアグラム」→「削除」の順に選択してください。

削除するビジネス・システムを選択し、「了解」を選択してください。

基本プロセスの期待効果の詳細

「分析」→「ビジネス・システム定義」→「基本プロセス」→「詳細」→「期待効果」の順に選択してください。。

エンティティ・タイプまたはサブタイプを選択してください。期待効果（作成、読取、更新、削除）の割り当てまたは除
去をする適切なプッシュ・ボタンを選択してください。［了解］を選択します。

基本プロセスの用途特性の「詳細」

「分析」→「ビジネス・システム定義」→「基本プロセス」→「詳細」→「用途特性」の順に選択してください。

予想オカレンス頻度と予想成長率に対応する数を入力してください。［了解］を選択します。

ビジネス・システムへの基本プロセスの組み込み

「分析」→「ビジネス・システム定義」→「ダイアグラム」→「オープン」の順に選択してください。

ビジネス・システムの名前を選択してから、「了解」を選択してください。

青色で表示されている基本プロセスを選択してください。

NOTE
注： 黄色の基本プロセスは、ビジネス・システムの一部です。白色の基本プロセスは、別のビジネス・システ
ムに属しています。

「編集」→「組み込み」の順に選択してください。

ビジネス・システムのオープン

「分析」→「ビジネス・システム定義」→「ダイアグラム」→「オープン」の順に選択してください。

ビジネス・システムの名前を選択してから、「了解」を選択してください。

ビジネス・システムからの基本プロセスの除去

「分析」→「ビジネス・システム定義」→「ダイアグラム」→「オープン」の順に選択してください。

除去したい基本プロセスを含むビジネス・システムを選択してください。

「了解」をクリックしてください。

除去したい基本プロセスを選択してください。

「編集」を選択してください。
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「除去」を選択してください。

「除去」が活動状態でない場合、選択した基本プロセスは、オープンしたビジネス・システムに含まれていません。

対話フロー図の操作手順

クリア・スクリーン入力における特殊フィールドへのデータの追加

「設計」-「対話設計」-プロシージャまたはプロシージャ・ステップ-「詳細」-「クリア・スクリーン入力」-「編集」-
「コマンドの追加」の順に選択してください。ダイアグラムをクローズしてください。

クリア・スクリーン入力へのインポート・ビューの追加

「設計」-「対話設計」-プロシージャまたはプロシージャ・ステップ-「詳細」-「クリア・スクリーン入力」-インポー
ト・ビューを追加したい項目-希望のビュー-「了解」の順に選択してください。ダイアグラムをクローズしてください。

クリア・スクリーン入力における初期設定

「設計」→「対話設計」→プロシージャまたはプロシージャ・ステップ→「詳細」→「クリア・スクリーン入力」→ユーザ
入力によるクリア・スクリーン入力→「編集」→「初期設定」の順に選択してください。ダイアグラムをクローズしてく
ださい。

クリア・スクリーン入力におけるリストへのキーワードの入力

「設計」-「対話設計」-プロシージャまたはプロシージャ・ステップ-「詳細」-「クリア・スクリーン入力」-キーワード
を付けたい項目-「キーワードの追加」-追加したいキーワードの順に選択してください。

［キーワード］選択リストに表示されていないキーワードを使用する場合は、［コマンドの追加］を選択します。キー
ワードを入力します。［了解］を選択します。新しいキーワードを選択してください。

「選択」を選択してください。ダイアグラムをクローズしてください。

自動フロー・コマンドとしてのコマンドの追加

「設計」-「対話設計」-フロー-「詳細」の順に選択してください。

転送を選択した場合、「フロー・オン」を選択してください。

リンクを選択した場合、「フロー・オン」または「リターン・オン」を選択してください。

<なし>-「自動フロー」-コマンドを選択してください。

［コマンドの選択］リストに表示されていないコマンドを使用する場合は、［CMD追加］を選択します。コマンド名を
入力します。［了解］を選択します。新規コマンドを選択してください。

「了解」-「取消」の順に選択してください。

 

エグジット・ステートの追加

「設計」を選択してください。

［対話設計］を選択してください。

フローを選択してください。

［詳細］を選択します。
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転送を選択した場合、「フロー・オン」を選択してください。リンクを選択した場合、「フロー・オン」または「リター
ン・オン」を選択してください。

［エグジット・ステート］を選択してください。

エグジット・ステートを選択してください。

「選択」を選択してください。

「取消」を選択してください。

外部フロー・インの追加

「設計」-「対話設計」-プロシージャまたはプロシージャ・ステップ-「編集」-「外部フロー・インの追加」-フローを追
加するビジネス・システム-プロシージャ・ステップ-「了解」-フローのタイプ（転送またはリンク）-宛て先での先実行
型または先表示型-「コマンドの設定」-コマンドの順に選択してください。

［コマンドの選択］リストに表示されていないコマンドを使用する場合は、［CMD追加］を選択します。コマンド名を
入力します。［了解］を選択します。新規コマンドを選択してください。

「了解」-戻り時に先実行型または先表示型（リンクのみ）-「戻しコマンド」-コマンドの順に選択してください。

［コマンドの選択］リストに表示されていないコマンドを使用する場合は、［CMD追加］を選択します。コマンド名を
入力します。［了解］を選択します。新規コマンドを選択してください。

「了解」-「了解」の順に選択します。

 

外部フロー・アウトの追加

「設計」-「対話設計」-プロシージャまたはプロシージャ・ステップ-「編集」-「外部フロー・アウトの追加」-フローを
追加するビジネス・システム-プロシージャ・ステップ-「了解」-フローのタイプ（転送またはリンク）-宛て先での先実
行型または先表示型-「コマンドの設定」-コマンドを選択してください。

［コマンドの選択］リストに表示されていないコマンドを使用する場合は、［CMD追加］を選択します。コマンド名を
入力します。［了解］を選択します。新規コマンドを選択してください。

「了解」-戻り時に先実行型または先表示型（リンクのみ）-「戻しコマンド」-コマンドの順に選択してください。

［コマンドの選択］リストに表示されていないコマンドを使用する場合は、［CMD追加］を選択します。コマンド名を
入力します。［了解］を選択します。新規コマンドを選択してください。

「了解」-「了解」の順に選択します。

フロー特性の指定

［設計］-［対話設計］を選択してから、フローを選択し、［詳細］-［特性］を選択してから、宛て先で［先実行型］ま
たは［先表示型］のいずれにするかどうかを選択し、［セット・コマンド］を選択してから、コマンドを選択します。

［コマンドの選択］リストに表示されていないコマンドを使用する場合は、［CMD追加］を選択します。コマンド名を
入力します。［了解］を選択します。新規コマンドを選択してください。

「了解」-戻り時に先実行型または先表示型（リンクのみ）-「戻しコマンド」-コマンドの順に選択してください。

［コマンドの選択］リストに表示されていないコマンドを使用する場合は、［CMD追加］を選択します。コマンド名を
入力します。［了解］を選択します。新規コマンドを選択してください。

「了解」-「了解」の順に選択します。
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フローのタイプの指定

［設計］-［対話設計］を選択してから、フローを選択し、［詳細］-［特性］を選択してから、フローのタイプ（転送ま
たはリンク）を選択し、［了解］を選択します。

PFキーとコマンドの追加

「設計」-「対話設計」-プロシージャまたはプロシージャ・ステップ-「詳細」-「PFキー/コマンド」-定義するキー-「特
性」-選択したキーに割り当てるコマンドの順に選択してください。

［コマンドの選択］リストに表示されていないコマンドを使用する場合は、［CMD追加］を選択します。コマンド名を
入力します。［了解］を選択します。新規コマンドを選択してください。

生成アプリケーションのPFキー行上にコマンドを表示させたい場合は、「PFキー行上の表示」を選択してください。
［了解］を選択します。

プロシージャの追加

「設計」-「対話設計」-ダイアグラム上の位置-「編集」-「プロシージャの追加」-「バッチ」または「オンライン」の順
に選択してください。名前と記述文を入力します。［了解］を選択します。

プロシージャ・ステップの追加

「設計」-「対話設計」-プロシージャ・ステップを追加するプロシージャ-「編集」-「プロシージャ・ステップの追加」-
「表示」または「非表示」の順に選択してください。名前と記述文を入力します。［了解］を選択します。

フロー記述の変更

「設計」→「対話設計」→フロー→「詳細」→「特性」→「記述」の順に選択してください。記述文を入力します。「了
解」-「了解」の順に選択します。

 

 

フローのタイプを変更するには（オンライン・プロシージャのみ）

「設計」→「対話設計」→フロー→「詳細」→「特性」→「リンク」または「転送」→「了解」の順に選択してください。

プロシージャ･タイプの変更

「設計」→「対話設計」→プロシージャ→「詳細」→「特性」→タイプ→「了解」の順に選択してください。

プロシージャまたはプロシージャ・ステップの複写

「設計」→「対話設計」→プロシージャまたはプロシージャ・ステップ→「編集」→「複写」→新しいオブジェクトのダイ
アグラム上の位置、の順に選択してください。新しいオブジェクトの名前を入力してください。［新規プロシージャの作
成］」または［新規プロシージャ・ステップの作成］-［了解］を選択します。

別のプロシージャへの単一ステップ・プロシージャまたはプロシージャ・ステップの複写

「設計」→「対話設計」→複写する単一ステップ・プロシージャまたはプロシージャ・ステップ（ソース）→「編
集」→「複写」→ダイアグラム上の位置、の順に選択してください。新しいオブジェクトの名前を入力してください。

新しいプロシージャを作成する場合、新規プロシージャの作成を選択してください。

新しいプロシージャ・ステップを作成する場合、新規プロシージャ・ステップの作成を選択してください。

［了解］を選択します。
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プロシージャまたはプロシージャ・ステップの「置き換えつつ複写」

「設計」→「対話設計」→複写する単一ステップ・プロシージャまたはプロシージャ・ステップ（ソース）→「編
集」→「置き換えつつ複写」の順に選択してください。

新しいオブジェクトの名前を入力してください。［エンティティ］-［マッチ］を選択してから、新規エンティティ・タ
イプを選択し、［了解］を選択します。

マッチングされていない属性を複写する場合は、属性を選択し、［マッチ］を選択してから、置換する属性を選択し、
［了解］を選択します。

関係を複写する場合は、関係を選択し、［マッチ］を選択してから、置換する関係を選択し、［了解］を選択します。

すべてのエンティティ・タイプについて繰り返してください。

［ビジネス・システム］を選択してから、新規ビジネス・システムを選択し、［了解］-［了解］を選択します。

クリア・スクリーン入力における項目の削除

「設計」→「対話設計」→プロシージャまたはプロシージャ・ステップ→「詳細」→「クリア・スクリーン入力」→削除し
たい項目→「編集」→「削除」→「はい」の順に選択してください。ダイアグラムをクローズしてください。

対話フローの削除

「設計」→「対話設計」→対話フロー→「編集」→「削除」→「削除」→「はい」の順に選択してください。

対話フローからのエグジット・ステートの削除

「設計」→「対話設計」→フロー→「詳細」→「フロー・オン」または「リターン・オン」→エグジット・ステート→「削
除」→「はい」の順に選択してください。

プロシージャの削除

「設計」→「対話設計」→プロシージャ→「編集」→「削除」→「削除」→「はい」の順に選択してください。

プロシージャ・ステップの削除

「設計」→「対話設計」→プロシージャ・ステップ→「編集」→「削除」→「削除」→「はい」の順に選択してください。

プロシージャ・ステップの記述

「設計」→「対話設計」→プロシージャ・ステップ→「詳細」→「特性」または「ステップ特性」の順に選択してくださ
い。記述文を入力します。［了解］を選択します。

対話フローの記述

「設計」→「対話設計」→フロー→「詳細」→「特性」→「記述」の順に選択してください。記述文を入力します。「了
解」-「了解」の順に選択します。

プロシージャの記述

「設計」→「対話設計」→プロシージャ→「詳細」→「特性」の順に選択してください。記述文を入力します。［了解］を
選択します。
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対話フローの詳細化

［設計］-［対話設計］を選択してから、フローを選択し、［詳細］-［特性］を選択してから、フローのタイプ（転送ま
たはリンク）を選択し、宛て先で［先実行型］または［先表示型］のいずれにするかどうかを選択して、［セット・コマ
ンド］を選択してから、コマンドを選択します。

［コマンドの選択］リストに表示されていないコマンドを使用する場合は、［CMD追加］を選択します。コマンド名を
入力します。［了解］を選択します。新規コマンドを選択してください。

「了解」-戻り時に先実行型または先表示型（リンクのみ）-「戻しコマンド」-コマンドの順に選択してください。

［コマンドの選択］リストに表示されていないコマンドを使用する場合は、［CMD追加］を選択します。コマンド名を
入力します。［了解］を選択します。新規コマンドを選択してください。

「了解」-「了解」の順に選択します。

オンライン・プロシージャ・ステップのタイプの指定

「設計」→「対話設計」→プロシージャ・ステップ→「詳細」→「特性」または「ステップ特性」→「表示」または「非表
示」→「了解」を選択してください。

対話フローにおけるデータ・ビューのマッチ

以下の手順に従います。

1. ［設計］、［対話設計］をクリックします。
2. フローを選択します。
3. ［詳細］をクリックし、以下のメニュー・オプションのいずれかをクリックします。

– 転送を選択した場合、［渡しデータ］をクリックします。
– リンクを選択した場合、［渡しデータ］または［戻しデータ］をクリックします。

4. マッチさせるインポート・ビューを選択し、インポートにマッチさせるエクスポート・ビューを選択します。
– インポート・ビューまたはエクスポート・ビューの詳細を表示するには、拡大するビューを選択してから［拡大］
をクリックします。

– インポート・ビューまたはエクスポート・ビューを簡潔に表示するには、縮小するビューを選択してから［縮小］
をクリックします。

– ビューを変更するには、［詳細］をクリックします。
5. ［マッチ］、［了解］の順にクリックします。

対話フロー内のデータ・ビューのマッチ解消

以下の手順に従います。

1. ［設計］、［対話設計］をクリックします。
2. フローを選択します。
3. ［詳細］、［渡しデータ］をクリックします。
4. マッチを解消するビューを選択し、［マッチ解消］をクリックします。

プロシージャまたはプロシージャ・ステップの関係付け

「設計」→「対話設計」→関係付けるプロシージャまたはプロシージャ・ステップ→「編集」→「関係付け」→フローのタ
イプ（転送またはリンク）→宛て先での先実行型または先表示型→「コマンドの設定」→「コマンド」の順に選択してく
ださい。

［コマンドの選択］リストに表示されていないコマンドを使用する場合は、［CMD追加］を選択します。コマンド名を
入力します。［了解］を選択します。新規コマンドを選択してください。

「了解」-戻り時に先実行型または先表示型（リンクのみ）-「戻しコマンド」-コマンドの順に選択してください。
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［コマンドの選択］リストに表示されていないコマンドを使用する場合は、［CMD追加］を選択します。コマンド名を
入力します。［了解］を選択します。新規コマンドを選択してください。

「了解」-「了解」の順に選択します。

クリア・スクリーン入力における項目の順序変更

「設計」→「対話設計」→プロシージャまたはプロシージャ・ステップ→「詳細」→「クリア・スクリーン入力」→移動し
たい項目→編集→「移動」→ダイアグラム上の新しい場所、の順に選択してください。ダイアグラムをクローズしてくだ
さい。

プロシージャの移動

「設計」→「対話設計」→プロシージャ→「編集」→「移動」→ダイアグラム上の新しい場所、の順に選択してください。

プロシージャ ステップの移動

「設計」→「対話設計」→プロシージャ・ステップ→「編集」→「移動」→ダイアグラム上の新しい場所、の順に選択して
ください。

エンティティの保守のステレオタイプからの属性ビューの削除

「設計」→「対話設計」→プロシージャ・ステップ→「詳細」→「プロシージャ合成」→属性ビュー→「編集」→「選択」→
属性ビューの選択解除→「了解」の順に選択してください。

NOTE
注： 最後に残った属性ビューは削除できません。

対話フロー・ブラウザの操作手順

フロー・オン・コマンドの自動フローとしての追加

「設計」-「対話フロー・ブラウザ」の順に選択してください。

1. エグジット・ステートを選択してください。
2. 「編集」-「フロー・オン自動フロー」の順に選択してください。
3. 使いたいコマンドを選択し「了解」を選択してください。

「コマンド選択」リスト内に一覧表示されていないコマンドを使いたい場合は、下記の手順に従ってください。

1. 「追加」を選択してください。
2. コマンド名を入力し、「了解」を選択してください。
3. 新規コマンド-「了解」の順に選択してください。

フロー・オン・エグジット・ステートを追加するには

「設計」-「対話フロー・ブラウザ」の順に選択してください。

NOTE
注： 対話フロー・ブラウザにアクセスする別の方法の詳細については、ここをクリックしてください。

「フロー・オン」を選択してください。

「ビジネス・システム」-「追加」の順に選択してください。

新しいエグジット・ステートの情報を入力し、「了解」-「取消」の順に選択してください。

必要に応じて、変更したビジネス・システムを展開/圧縮してください。
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新しいエグジット・ステート（または既存のエグジット・ステート）-「選択」の順に選択してください。

リターン・オン・コマンドを自動フローで追加するには

「設計」-「対話フロー・ブラウザ」の順に選択してください。

NOTE
注： 対話フロー・ブラウザにアクセスする別の方法の詳細については、ここをクリックしてください。

• エグジット・ステートを選択してください。
• 「編集」-「リターン・オン自動フロー」の順に選択してください。
• 使いたいコマンドを選択し「了解」を選択してください。

「コマンド選択」リスト内に一覧表示されていないコマンドを使いたい場合は、下記の手順に従ってください。

1. 「追加」を選択してください。
2. コマンド名を入力し、「了解」を選択してください。
3. 新規コマンド-「了解」の順に選択してください。

リターン・オン・エグジット・ステートを追加するには

「設計」-「対話フロー・ブラウザ」の順に選択してください。

NOTE
注： 対話フロー・ブラウザにアクセスする別の方法の詳細については、ここをクリックしてください。

「リターン・オン」を選択してください。

「ビジネス・システム」-「追加」の順に選択してください。

新しいエグジット・ステートの情報を入力し、「了解」-「取消」の順に選択してください。

必要に応じて、変更したビジネス・システムを展開/圧縮してください。

新しいエグジット・ステート（または既存のエグジット・ステート）-「選択」の順に選択してください。

フローのタイプを変更するには（オンライン・プロシージャのみ）

「設計」-「対話フロー・ブラウザ」の順に選択してください。対話フロー・ブラウザにアクセスする別の方法の詳細に
ついては、ここをクリックしてください。

ドロップダウン・リストから「リンク」または「転送」を選択してください。

プロシージャ・ステップ・フローの記述の変更

「設計」-「対話フロー・ブラウザ」の順に選択してください。対話フロー・ブラウザにアクセスする別の方法ついて
は、ここをクリックしてください。

フロー元またはフロー先プロシージャ・ステップを選択してください。

［詳細］→［記述］の順に選択してください。

新しい記述を入力（または既存の記述を変更）してください。

［了解］を選択します。

フロー・オン自動フロー・コマンドの用途を削除するには

「設計」-「対話フロー・ブラウザ」の順に選択してください。

NOTE
注： 対話フロー・ブラウザにアクセスする別の方法の詳細については、ここをクリックしてください。
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自動フロー・コマンドを持つエグジット・ステートを選択してください。

「編集」→「フロー・オン自動フロー」の順に選択してください。

「コマンド」ダイアログ・ボックスにて、<none>→「了解」を選択してください。

フロー・オン・エグジット・ステートの用途を削除するには

「設計」-「対話フロー・ブラウザ」の順に選択してください。

NOTE
注： 対話フロー・ブラウザにアクセスする別の方法の詳細については、ここをクリックしてください。

「編集」→「フロー・オンの除去」の順に選択してください。

リターン・オン自動フロー・コマンドを削除するには

「設計」-「対話フロー・ブラウザ」の順に選択してください。

NOTE
注： 対話フロー・ブラウザにアクセスする別の方法の詳細については、ここをクリックしてください。

自動フロー・コマンドを持つエグジット・ステートを選択してください。

「編集」→「リターン・オン自動フロー」の順に選択してください。

「コマンド」ダイアログ・ボックスにて、<none>→「了解」を選択してください。

リターン・オン・エグジット・ステートの用途を削除するには

「設計」-「対話フロー・ブラウザ」の順に選択してください。

NOTE
注： 対話フロー・ブラウザにアクセスする別の方法の詳細については、ここをクリックしてください。

「編集」→「リターン・オンの除去」の順に選択してください。

プロシージャ・ステップ・フローを記述するには

「設計」-「対話フロー・ブラウザ」の順に選択してください。

NOTE
注： 対話フロー・ブラウザにアクセスする別の方法の詳細については、ここをクリックしてください。

フロー元またはフロー先プロシージャ・ステップを選択してください。

［詳細］→［記述］の順に選択してください。

記述を入力（または既存の記述を変更）し「了解」を選択してください。

ソース・プロシージャ・ステップへの［戻しコマンド］の選択

「設計」-「対話フロー・ブラウザ」の順に選択してください。

NOTE
注： 対話フロー・ブラウザにアクセスする別の方法の詳細については、ここをクリックしてください。

「フロー元プロシージャ・ステップ」で、「戻しコマンド」ドロップダウンにてコマンドを選択してください（または何
も選択しないでください）。

「了解」を選択することにより、選択を活動状態のコマンドにしてください。
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宛て先プロシージャ・ステップでの渡しコマンドの選択

「設計」-「対話フロー・ブラウザ」の順に選択してください。

NOTE
注： 対話フロー・ブラウザにアクセスする別の方法の詳細については、ここをクリックしてください。

「フロー先プロシージャ・ステップ」で、「渡しコマンド」ドロップダウンにてコマンドを選択してください。（または
何も選択しないでください）。

「了解」を選択することにより、選択を活動状態のコマンドにしてください。

対話フロー・タイプを指定するには

「設計」-「対話フロー・ブラウザ」の順に選択してください。

NOTE
注： 対話フロー・ブラウザにアクセスする別の方法の詳細については、ここをクリックしてください。

• 「リンク」または「転送」を選択してください。

NOTE
注： ［転送］を選択すると、ダイアログ・ボックス上の特定のフィールドが自動的に不活性化されます。

フロー・オン自動フロー・コマンドの指定

「設計」-「対話フロー・ブラウザ」の順に選択してください。

NOTE
注： 対話フロー・ブラウザにアクセスする別の方法の詳細については、ここをクリックしてください。

• 「編集」→「フロー・オン自動フロー」の順に選択してください。
• 自動フロー・トリガとして割り当てるコマンドを選択してください。

「コマンド」リスト（Command）内に一覧表示されていないコマンドを使いたい場合は、下記の手順に従ってくださ
い。

1. 「CMD追加」を選択してください。
2. コマンド名を入力し、「了解」を選択してください。
3. 「コマンド」リスト・ドロップダウン（Command）にて新しいコマンドを選択してください。

フロー・オン・エグジット・ステートの指定

「設計」-「対話フロー・ブラウザ」の順に選択してください。

NOTE
注： 対話フロー・ブラウザにアクセスする別の方法の詳細については、ここをクリックしてください。

• エグジット・ステート→「フロー・オン」の順に選択してください。
• ビジネス・システムを選択し、必要ならば「展開/圧縮」を選択してください。

エグジット・ステートを選択してください。

下記の手順によっても、新しいエグジット・ステートをビジネス・システムに追加できます。

1. 「追加」を選択してください。
2. 新しいエグジット・ステートを追加してください。
3. 新しいエントリを強調表示し、選択してください。
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フロー元特性を指定するには

「設計」-「対話フロー・ブラウザ」の順に選択してください。

NOTE
注： 対話フロー・ブラウザにアクセスする別の方法の詳細については、ここをクリックしてください。

• 「フロー先プロシージャ・ステップ」にて、「先実行型」ラジオ・ボタンまたは「先表示型」ラジオ・ボタンを選択
してください。

「渡しコマンド」リスト内に一覧表示されていないコマンドを使いたい場合は、下記の手順に従ってください。

1. 「フロー・オン自動フロー」を選択してください。
2. 「CMD追加」を選択してください。
3. コマンド名を入力し、「了解」を選択してください。

NOTE
注： これにより、宛て先（フロー先）プロシージャ・ステップのビジネス・システムにコマンドが追加さ
れます。

4. 「渡しコマンド」ドロップダウン内の新しいコマンドを選択してください。

フロー先特性を指定するには

「設計」-「対話フロー・ブラウザ」の順に選択してください。

NOTE
注： 対話フロー・ブラウザにアクセスする別の方法の詳細については、ここをクリックしてください。

• 「フロー元プロシージャ・ステップ」にて、「先実行型」ラジオ・ボタンまたは「先表示型」ラジオ・ボタンを選択
してください。

「渡しコマンド」リスト内に一覧表示されていないコマンドを使いたい場合は、下記の手順に従ってください。

1. 「フロー・オン自動フロー」を選択してください。
2. 「CMD追加」を選択してください。
3. コマンド名を入力し、「了解」を選択してください。

NOTE
注： これにより、ソース（フロー元）プロシージャ・ステップのビジネス・システムにコマンドが追加さ
れます。

4. 「渡しコマンド」ドロップダウン内の新しいコマンドを選択してください。

対話フローにおけるデータ・ビューのマッチ

以下の手順に従います。

1. ［設計］ - ［対話フロー・ブラウザ］をクリックします。

NOTE
注： 対話フロー・ブラウザにアクセスする別の方法の詳細については、ここをクリックしてください。

2. フローを選択します。
3. ［詳細］をクリックし、以下のメニュー・オプションのいずれかをクリックします。

– 転送を選択した場合、［渡しデータ］をクリックします。
– リンクを選択した場合、［渡しデータ］または［戻しデータ］をクリックします。

4. エクスポート・ビューにマッチングさせたいインポート・ビューを選択してください。
5. インポート・ビューにマッチングさせたいエクスポート・ビューを選択してください。
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– ビューを変更するには、該当するビューを選択してから、［詳細］ - ［特性］をクリックします。
– エクスポート・ビューがない場合は、［マッチング］、［ビューのマッチと複写］ダイアログ・ボックス、［複
写］の順にクリックします。そのあとで、「エクスポート・グループ・ビューの複写」ダイアログ・ボックスを
使って、新しいエクスポート・ビューを作成してください。

6. ［マッチ］、［了解］の順にクリックします。

リターン・オン・エグジット・ステートを指定するには

「設計」-「対話フロー・ブラウザ」の順に選択してください。

NOTE
注： 対話フロー・ブラウザにアクセスする別の方法の詳細については、ここをクリックしてください。

• エグジット・ステート→「フロー・オン」の順に選択してください。
• ビジネス・システムを選択し、必要ならば「展開/圧縮」を選択してください。

エグジット・ステートを選択してください。

下記の手順によっても、新しいエグジット・ステートをビジネス・システムに追加できます。

1. 「追加」を選択してください。
2. 新しいエグジット・ステートを追加してください。
3. 新しいエントリを強調表示し、選択してください。

リターン・オン自動フロー・コマンドの指定

「設計」-「対話フロー・ブラウザ」の順に選択してください。

NOTE
注： 対話フロー・ブラウザにアクセスする別の方法の詳細については、ここをクリックしてください。

• 「編集」→「リターン・オン自動フロー」の順に選択してください。
• 自動フロー・トリガとして割り当てるコマンドを選択してください。

「コマンド」リスト（Command）内に一覧表示されていないコマンドを使いたい場合は、下記の手順に従ってくださ
い。

1. 「CMD追加」を選択してください。
2. コマンド名を入力し、「了解」を選択してください。
3. 「コマンド」リスト・ドロップダウン（Command）にて新しいコマンドを選択してください。

現行エグジット・ステートの渡しまたは戻しを指定するには

「設計」-「対話フロー・ブラウザ」の順に選択してください。

NOTE
注： 対話フロー・ブラウザにアクセスする別の方法の詳細については、ここをクリックしてください。

現行エグジット・ステートの「渡し」ラジオ・ボタンまたは「戻し」ラジオ・ボタンを選択してください。

対話フロー内のデータ・ビューのマッチ解消

以下の手順に従います。

1. 「設計」-「対話フロー・ブラウザ」の順に選択してください。

NOTE
注： 対話フロー・ブラウザにアクセスする別の方法の詳細については、ここをクリックしてください。

2. フローを選択します。
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3. ［詳細］をクリックし、以下のメニュー・オプションのいずれかをクリックします。
– 転送を選択した場合、［渡しデータ］をクリックします。
– リンクを選択した場合、［渡しデータ］または［戻しデータ］をクリックします。

4. マッチ解消したいインポート・ビューまたはエクスポート・ビューを選択してください。
– ビューを変更するには、［詳細］ - ［特性］をクリックします。

5. 「マッチ解消」をクリックしてください。

画面設計の操作手順

フィールドの追加

「設計」-「画面設計」-テンプレートまたはプロシージャ・ステップ-「了解」-「編集」-「フィールドの追加」-フィール
ド-「了解」-「インポート・ビュー」の順に選択してください。

プロンプトが既にある場合は、ドロップダウン・リストから「プロンプト」を選択してください。

プロンプトがない場合は、新しくプロンプト・テキストの文字列を入力してください。

プロンプトが必要ない場合は、<プロンプトなし>（No Prompt）を選択してください。

フィールドが可視状態でない場合、「隠ぺいフィールド」を選択してください。

表示長を入力してください。

編集パターンが既にある場合は、ドロップダウン・リストから「編集パターン」を選択してください。

編集パターンがない場合は、新しく編集パターンの文字列を入力してください。

ヘルプIDを入力してください。「特性」-「色」、「輝度」、「強調表示」、および「プロンプト」-「フィールド」-「エ
ラーの行末揃え」（「編集パターン」が選択されていないと、プロンプトは活動状態になりません）を選択してくださ
い。（編集パターンが選択されていないと、プロンプトは活動状態になりません。）充填文字を入力します。「フィール
ド特性」（ゼロかヌルの場合は「ブランク」、「カーソルによる指定」、または「保護」）-「エラー特性」（「カーソ
ルによる指定」または「保護」）の順に選択してください。

ローカル表示特性の値をビジネス システム省略時解釈に置換する場合は、［省略時解釈使用］を選択します。

「了解」-「了解」の順に選択します。画面にプロンプトとフィールドを配置してください。

リテラルの追加方法

「設計」-「画面設計」-テンプレートまたはプロシージャ・ステップ-「了解」-「編集」-「リテラルの追加」の順に選択
してください。リテラル・テキストの文字列を入力してください。［了解］を選択します。画面にリテラルを配置してく
ださい。

特殊フィールドの追加

「設計」-「画面設計」-テンプレートまたはプロシージャ・ステップ-「了解」-「編集」-「特殊の追加」-「特殊属性」-
「了解」の順に選択してください。

プロンプトが既にある場合は、ドロップダウン・リストから「プロンプト」を選択してください。

プロンプトがない場合は、新しくプロンプト・テキストの文字列を入力してください。

プロンプトが必要ない場合は、<プロンプトなし>（No Prompt）を選択してください。

表示長を入力してください。

編集パターンが既にある場合は、ドロップダウン・リストから「編集パターン」を選択してください。

編集パターンがない場合は、新しく編集パターンの文字列を入力してください。
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ヘルプIDを入力してください。

「特性」-「色」、「輝度」、「強調表示」、および「プロンプト」-「フィールド」-「エラーの行末揃え」（「編集パ
ターン」が選択されていないと、プロンプトは活動状態になりません）を選択してください。充填文字を入力してくださ
い。「フィールド特性」（ゼロかヌルの場合は「ブランク」、「カーソルによる指定」、または「保護」）-「エラー特
性」（「カーソルによる指定」または「保護」）の順に選択してください。

ローカル表示特性の値をビジネス・システムの省略時解釈値と置換したい場合は、「省略時解釈値の複写」→「はい」の
順に選択してください。

「了解」-「了解」の順に選択します。

プロンプトを追加したい場合は、画面にプロンプトを配置してください。

画面にフィールドを配置してください。

テンプレートの追加

「設計」-「画面設計」-「取消」-「ダイアグラム」-「新規作成」の順に選択してください。テンプレート名と記述を入
力してください。［了解］を選択します。

ファンクション・キーの割当て

「設計」→「画面設計」→プロシージャ・ステップ→「了解」→「詳細」→「PFキー/コマンド」→ファンクション・キー
→「特性」の順に選択してください。

コマンドがある場合は、「コマンド」を選択してください。

コマンドがない場合は、「コマンドの追加」を選択してください。新しい名前を入力してください。［了解］を選択しま
す。

ファンクション・キーを画面に表示したい場合は、「PFキー行に表示」を選択してください。

「了解」-「取消」の順に選択してください。

画面オブジェクトの中央揃え

「設計」→「画面設計」→テンプレートまたはプロシージャ・ステップ→「了解」→画面オブジェクト→「編集」→「中央
揃え」の順に選択してください。

フィールドまたは特殊フィールドの変更

「設計」→「画面設計」→テンプレートまたはプロシージャ・ステップ→「了解」→フィールドまたは特殊フィールド
→「詳細」→「特性」の順に選択してください。

フィールドを変更したい場合は、「インポート・ビュー」→「エクスポート・ビュー」の順に選択してください。

プロンプトが既にある場合は、ドロップダウン・リストから「プロンプト」を選択してください。

プロンプトがない場合は、新しくプロンプト・テキストの文字列を入力してください。

表示長を入力してください。

編集パターンが既にある場合は、ドロップダウン・リストから「編集パターン」を選択してください。

編集パターンがない場合は、新しく編集パターンの文字列を入力してください。

ヘルプIDを入力してください。「特性」-「色」、「輝度」、「強調表示」、および「プロンプト」-「フィールド」-「エ
ラーの行末揃え」（「編集パターン」が選択されていないと、プロンプトは活動状態になりません）を選択してくださ
い。
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充填文字を入力してください。「フィールド特性」（ゼロかヌルの場合は「ブランク」、「カーソルによる指定」、また
は「保護」）-「エラー特性」（「カーソルによる指定」または「保護」）の順に選択してください。

ローカル表示特性の値をビジネス・システムの省略時解釈値と置換したい場合は、「省略時解釈値の複写」→「はい」の
順に選択してください。

「了解」-「了解」の順に選択します。

リテラル特性の変更

「設計」→「画面設計」→テンプレートまたはプロシージャ・ステップ→「了解」→「リテラル」→「詳細」→「特
性」→「リテラル・テキスト」→「特性」→「色」、「輝度」、「強調表示」、「リテラルの行末揃え」の順に選択して
ください。

ローカル表示特性の値をビジネス・システムの省略時解釈値と置換したい場合は、「省略時解釈値の複写」→「はい」の
順に選択してください。

「了解」-「了解」の順に選択します。

リテラルまたは反復グループの複写

「設計」→「画面設計」→プロシージャ・ステップ→「了解」→リテラルまたは反復グループ→「編集」→「複写」の順に
選択してください。画面にリテラルまたは反復グループを配置してください。

画面オブジェクトの削除

「設計」→「画面設計」→テンプレートまたはプロシージャ・ステップ→「了解」→画面オブジェクト→「編
集」→「フィールドの削除」→「はい」の順に選択してください。

未使用プロンプトの削除

「設計」→「画面設計」→テンプレートまたはプロシージャ・ステップ→「了解」→「編集」→「未使用プロンプトの削
除」→属性またはプロンプト→「削除」の順に選択してください。

テンプレートの削除

「設計」→「画面設計」→「取消」→「ダイアグラム」→「削除」→テンプレート→「削除」→「はい」の順に選択してくだ
さい。

画面特性の詳細化

「設計」→「画面設計」→プロシージャ・ステップ→「了解」→「詳細」→「画面特性」の順に選択してください。名前と
ヘルプIDを入力してください。

画面をスクロール可能にしたい場合は、「スクロール」を選択してください。

「未使用オカレンスを保護解除にして更新可能にする」または「保護設定にして更新不可能にする」→「先表示型戻りの
先頭が、反復グループの最初のオカレンス」または「リンク前に表示された最初のオカレンス」→「記述」の順に選択し
てください。画面の記述を入力してください。［了解］を選択します。

テンプレート特性の詳細化

「設計」→「画面設計」→テンプレート→「了解」→「詳細」→「テンプレートの特性」の順に選択してください。テンプ
レート名と記述を入力してください。［了解］を選択します。
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ファンクション・キーとコマンドの表示

「設計」→「画面設計」→プロシージャ・ステップ→「了解」→「詳細」→「PFキー/コマンド」→「取消」の順に選択して
ください。

画面の表示

［設計］-［画面設計］を選択してから、プロシージャ・ステップを選択し、［了解］を選択します。

別の画面を表示したい場合は、「ダイアグラム」→「オープン」→プロシージャ・ステップ→「了解」の順に選択してく
ださい。

テンプレートを使う画面（使われる画面）の表示

「設計」→「画面設計」→テンプレート→「了解」→「詳細」→「使用箇所」→「取消」の順に選択してください。

画面内で使用されるテンプレートの表示

「設計」→「画面設計」→プロシージャ・ステップ→「了解」→「詳細」→「テンプレートの使用」→「取消」の順に選択
してください。

画面の生成

「設計」→「画面設計」→プロシージャ・ステップ→「了解」→「生成」→「自動レイアウト」→「はい」→エクスポート・
ビュー→「詳細」の順に選択してください。

各属性を詳細化するには、対象となる属性を選択してください。

プロンプトが既にある場合は、ドロップダウン・リストから「プロンプト」を選択してください。

プロンプトがない場合は、新しくプロンプト・テキストの文字列を入力してください。

編集パターンが既存のフォーマットの場合は、ドロップダウン・リストから「編集パターン」を選択してください。

編集パターンが新規のフォーマットの場合は、新しい編集パターンの文字列を入力してください。

編集パターン・サイズを入力してください。［適用］を選択してください。

「了解」→「了解」→テンプレート→「了解」の順に選択してください。

画面オブジェクトの移動

「設計」→「画面設計」→テンプレートまたはプロシージャ・ステップ→「了解」→画面オブジェクト→「編集」→「移
動」→オブジェクトの新しい位置、の順に選択してください。

画面内のテンプレートの使用

「設計」→「画面設計」→プロシージャ・ステップ→「了解」→「詳細」→「テンプレートの使用」→テンプレート→「了
解」の順に選択してください。

画面の画面設定

「設計」→「画面設計」→プロシージャ・ステップ→「了解」→「画面設定」→「表示」の順に選択してください。

「画面設定」を終了したい場合は、画面の任意の場所を選択してください。
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プロシージャ合成の操作手順

プロシージャ・アクション図の生成

「設計」→「対話設計」→プロシージャ・ステップ→「詳細」→「プロシージャ合成」→プロシージャ・ステップ→「編
集」→「適用」の順に選択してください。

選択リストのステレオタイプにおいて分類に使う属性の変更

「設計」→「対話設計」→プロシージャ・ステップ→「詳細」→「プロシージャ合成」→「ソート基準」または「ソート順
序」→「編集」→「選択」→分類パラメータ→「了解」の順に選択してください。

エンティティの保守のステレオタイプにおけるエンティティ・アクションの変更

「設計」→「対話設計」→プロシージャ・ステップ→「詳細」→「プロシージャ合成」→アクション・ブロック→「編
集」→「選択」→アクション・ブロック→「了解」の順に選択してください。

［アクション・ブロックの表示」を選択した場合、確認ダイアログ ボックスにて［はい］を選択し、属性ビューを選択
して、［編集］-［選択］を選択してから、属性ビューを選択し、［了解］-［編集］-［適用］を選択します。

選択リストのステレオタイプにおける分類順序の変更

［設計］-［対話設計］を選択してから、プロシージャ・ステップを選択し、［詳細］-［プロシージャ合成］-［分類の対
象］または［分類の順序］-［編集］-［選択］を選択してから、分類のパラメータを選択し、［了解］を選択します。

選択リストのステレオタイプにおけるサブジェクト・エンティティ・タイプの変更

「設計」→「対話設計」→プロシージャ・ステップ→「詳細」→「プロシージャ合成」→エンティティ→「編集」→「選
択」→エンティティ・タイプ→「了解」→「はい」→「了解」→「編集」→「適用」の順に選択してください。

エンティティの保守のステレオタイプからの属性ビューの削除

「設計」→「対話設計」→プロシージャ・ステップ→「詳細」→「プロシージャ合成」→属性ビュー→「編集」→「選択」→
属性ビューの選択解除→「了解」の順に選択してください。

NOTE
注： 最後に残った属性ビューは削除できません。

エンティティの保守のステレオタイプからの属性の削除

「設計」→「対話設計」→プロシージャ・ステップ→「詳細」→「プロシージャ合成」→属性→「編集」→「選択」→属性の
選択解除→「了解」の順に選択してください。

NOTE
注： この手順を使用して、最後に残った属性を削除することはできません。

ステレオタイプの選択の削除

「設計」→「対話設計」→プロシージャ・ステップ→「詳細」→「プロシージャ合成」→オブジェクト→「編集」→「削除」
の順に選択してください。

NOTE
注： 以下のオブジェクトは、［除去］を使用して削除できません。

• エンティティの保守のステレオタイプにおけるアクション・ブロックの表示
• エンティティの保守のステレオタイプにおいて最後に残った属性
• 選択リストのステレオタイプにおけるサブジェクト・エンティティ・タイプ
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選択リストのステレオタイプから最後の属性を削除すると、プロシージャ合成のウィンドウがクローズします。

エンティティ保守ステレオタイピングの選択

「設計」→「対話設計」→プロシージャ・ステップ→「詳細」→「プロシージャ合成」→プロシージャ・ステップ→「編
集」→「ステレオタイプ」→「エンティティの保守」の順に選択してください。

現在のステレオタイプを変更するには、最初の［確認］ダイアログ・ボックスにて［はい］を選択します。「いいえ」を
選択すると、現在のステレオタイプは変更されません。

以前の合成で生成したプロシージャ・アクション図ステートメントを保存するには、2 番目の［確認］のダイアログ・
ボックスにて［はい］を選択します。以前のプロシージャ・アクション図を置き換えるときは、「いいえ」を選択してく
ださい。

「アクション・ブロックの表示」→「編集」→「選択」→アクション・ブロック→「了解」の順に選択してください。

必要に応じて、他のアクション・ブロックを繰り返し選択してください。

「属性ビュー」→「編集」→「選択」→「属性ビュー」→「了解」の順に選択してください。

アクション・ブロックのステレオタイプのインプリメントの選択

［設計］-［対話設計］を選択してから、プロシージャ・ステップを選択し、［詳細］-［プロシージャ合成］を選択して
から、プロシージャ・ステップを選択し、［編集］-［ステレオタイプ］-［アクション・ブロックのインプリメント］を
選択します。

現在のステレオタイプを変更するには、最初の［確認］ダイアログ・ボックスにて［はい］を選択します。「いいえ」を
選択すると、現在のステレオタイプは変更されません。

以前の合成で生成したプロシージャ・アクション図ステートメントを保存するには、2 番目の［確認］のダイアログ・
ボックスにて［はい］を選択します。以前のプロシージャ・アクション図を置き換えるときは、「いいえ」を選択してく
ださい。

アクション・ブロック→「編集」→「選択」→コマンド→アクション・ブロック→「選択」→「了解」の順に選択してくだ
さい。

メニュー・フローの選択

「設計」→「対話設計」→プロシージャ・ステップ→「詳細」→「プロシージャ合成」→プロシージャ・ステップ→「編
集」→「ステレオタイプ」→「メニュー」→コマンド→ビジネス・システム→プロシージャ・ステップ→「選択」→「適
用」の順に選択してください。

関連する選択リストのフローの選択

「設計」→「対話設計」→「プロシージャ・ステップ」→「詳細」→「プロシージャ合成」→プロシージャ・ステップ
→「編集」→「ステレオタイプ」→「関連するリスト」→コマンド→エンティティ・ビュー→選択リストのプロシージャ・
ステップ→「選択」→「適用」の順に選択してください。

選択リスト・ステレオタイピングの選択

「設計」→「対話設計」→プロシージャ・ステップ→「詳細」→「プロシージャ合成」→プロシージャ・ステップ→「編
集」→「ステレオタイプ」→「選択リスト」の順に選択してください。

現行のステレオタイプを変更するには、［確認］ダイアログ ボックスにて［はい］を選択します。「いいえ」を選択す
ると、現在のステレオタイプは変更されません。

エンティティ→「編集」→「選択」→エンティティ・タイプ→「了解」の順に選択してください。
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ステレオタイプのオプションの選択

「設計」→「対話設計」→プロシージャ・ステップ→「詳細」→「プロシージャ合成」→エンティティの保守でのプロシー
ジャ・ステップまたは選択リストのステレオタイプ→「編集」→「オプション」の順に選択してください。

必要なオプション→「了解」→「編集」→「適用」の順に選択してください。

サブジェクト・リスト・フローの選択

「設計」→「対話設計」→プロシージャ・ステップ→「詳細」→「プロシージャ合成」→プロシージャ・ステップ→「編
集」→「ステレオタイプ」→「サブジェクト・リスト」→サブジェクト・エンティティ・ビュー→サブジェクト・リスト
のプロシージャ・ステップ→コマンド→「適用」の順に選択してください。

ナビゲーション図の操作手順

ASP.NET Webコントロールをウィンドウ/ダイアログに追加するには

［モード］を選択してください。

「編集」を選択してください。

ASP.NETを選択してください。

Web コントロールが配置可能であることを確認してください。Web コントロールの配置を有効にする方法について
は、ここをクリックしてください。

「編集」を選択してください。

［コントロール設計］を選択してください。

Web コントロールをリストから選択してください。

「配置」を選択してください。

CA Gen に ASP.NET Web コントロールを追加する方法

［モード］を選択してください。

「編集」を選択してください。

ASP.NETを選択してください。

「編集」を選択してください。

［ASP.NETコントロール・マネージャ］を選択してください。

［Add］をクリックします。

コントロールを含むASP.NETアセンブリを表すダイナミック・リンク・ライブラリ（.dll）ファイルを選択してくださ
い。

［開く］をクリックします。

アセンブリに含まれるリストから1つまたは複数のWebコントロールを選択してください。

［Add］をクリックします。

ウィンドウをクローズしてください。

ビットマップ・バックグラウンドの追加

「設計」-「ナビゲーション図」の順に選択してください。
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「ウィンドウ」タブを選択してから、一覧のウィンドウを選択してください。

「含める」を選択してださい。

［オープン］を選択します。

［詳細］-［特性］の順に選択します。

［ビットマップ］プッシュ・ボタンを選択してください。

バックグラウンドのビットマップを選択してください。そのために、導入した「ビットマップ」ドロップダウン･リスト
でビットマップを選択するか、または「ブラウズ」プッシュ・ボタンを選択してください。次に、インポートするビット
マップを選択し、「ビットマップの選択」パネルの「オープン」を選択してください。

１つまたは複数のビットマップをプレビューして、希望するビットマップが表示されたら「選択」プッシュ・ボタンを選
択してください。

効果の違いを考慮して、選択するスタイルを特定してください。
「タイル表示」は、選択したビットマップをタイル形式で反復します。
「スケール表示」は、ビットマップを"拡大縮小"して、ウィンドウをカバーします。
「中央表示」は、ウィンドウの中央にビットマップを表示します。

選択スタイル「タイル表示」、「スケール表示」、または「中央表示」のラジオ･ボタンを選択してください。

［了解］を選択します。すると、選択したビットマップが、ほかの全テキストとコントロールの背後に、バックグラウン
ドとして表示されます。

ブックマークの追加

［設計］、［ナビゲーション図］、［ウィンドウ］、［含める］、［了解］を選択します。

ナビゲーション図が HTML または ASP.NET モードであることを確認し、［モード］-［編集］-［HTML］または
［ASP.NET］を選択します。

ウィンドウまたはダイアログ・ボックスのアイコンを選択し、ダブルクリックします。

［追加］、［ハイパーテキスト・リンク］、［ブックマーク］を選択し、カーソルで位置を決定し、クリックして配置し
ます。

ブックマークを選択し、［詳細］、［特性］の順に選択してください。

ブックマークの名前となる表示テキストを入力します。

［コマンド］を選択し、リストからオプションを選択してください。

ブックマークのターゲット・オブジェクトを選択してください。

［了解］を選択します。

チェック・ボックスの追加

「設計」-「ナビゲーション図」-ウィンドウまたはダイアログ･ボックスを持つプロシージャ･ステップの順に選択してく
ださい。

「編集」-「フィールド設計」の順に選択してください。

選択リストにて、配置されていない（アスタリスクがついていない）属性を選択してください。

「タイプ」-「チェック･ボックス」の順に選択してください。

［配置］を選択します。（または、次のように操作してもかまいません。まず［特性］を選択して、特性を指定し、［了
解］を選択します。その後［配置］を選択します）。

チェック・ボックス・プロンプトを使う場合、ウィンドウ上のこのプロンプトを位置付けてください。

 422



 CA Gen - 86JP - Japanese - Japan

左マウス・ボタンを押して、プロンプトを配置してください。

ウィンドウ上にチェック・ボックスを位置付けてください。

左マウス・ボタンを押して、チェック・ボックスを配置してください。

カスタム HTML コントロールの追加

［設計］、［ナビゲーション図］、［ウィンドウ］、［含める］、［了解］を選択します。

ナビゲーション図が HTML または ASP.NET モードであることを確認し、［モード］-［編集］-［HTML］または
［ASP.NET］を選択します。

ウィンドウまたはダイアログ・ボックスのアイコンを選択し、ダブルクリックします。

［追加］、［HTMLコントロール］を選択します。

HTMLでカスタム・コントロール・コードを入力し、名前を変更し（任意）、［了解］を選択します。

カーソルで位置を決定し、クリックして配置します。

ドロップダウン・リストの追加

NOTE
注： 属性をドロップダウン リストにするには、その属性に許容値が指定されている必要があります。

1. 「設計」-「ナビゲーション図」-ウィンドウまたはダイアログ･ボックスを持つプロシージャ･ステップの順に選択し
てください。

2. 「編集」-「フィールド設計」の順に選択してください。
3. 以下の条件を両方とも満たす選択リスト内の属性を 1 つ選択します。

- アスタリスクが付いていない（すなわち、配置されていない）
- 定義された許容値を持つ。

4. 「タイプ」→「ドロップダウン･リスト」の順に選択してください。
5. ［配置］を選択します。（または、次のように操作してもかまいません。まず［特性］を選択して、特性を指定し、
［了解］を選択します。その後［配置］を選択します）。

6. ドロップダウン・リスト・プロンプトを使う場合、ウィンドウ上にこのプロンプトを位置付けてください。
7. 左マウス・ボタンを押して、プロンプトを配置してください。
8. ウィンドウ上にドロップダウン・リストを位置付けてください。
9. 左マウス・ボタンを押して、ドロップダウン・リストを配置してください。

入力フィールドの追加

「設計」を選択してください。

［ナビゲーション図］を選択してください。

ウィンドウまたはダイアログ・ボックスと関連づけるプロシージャ・ステップを選択し、［選択］を選択してください。

「編集」を選択してください。

［フィールド設計］を選択してください。

選択リストにて、アスタリスクのついていない（配置されていない）属性を選択してください。

［タイプ］を選択してください。

［入力フィールド］を選択してください。

［配置］を選択します。（または、次のように操作してもかまいません。まず［特性］を選択して、特性を指定し、［了
解］を選択します。その後［配置］を選択します）。
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入力フィールド・プロンプトを使う場合、ウィンドウ上にこのプロンプトを位置付けてください。

左マウス・ボタンを押して、プロンプトを配置してください。

ウィンドウ上に入力フィールドを位置付けてください。

左マウス・ボタンを押して、入力フィールドを配置してください。

グループ・ボックスの追加

「設計」-「ナビゲーション図」-ウィンドウまたはダイアログ･ボックスを持つプロシージャ･ステップの順に選択してく
ださい。

「編集」-「グループ･ボックスの追加」の順に選択してください。

グループ・ボックスの名前を入力してください。

［了解］を選択します。

ウィンドウにグループ・ボックスを位置付けてください。

左マウス・ボタンを押して、グループ・ボックスを配置してください。

ヘルプ（ヘルプ説明とヘルプ ID）の追加方法

以下の手順に従います。

1. ［設計］ - ［ナビゲーション図］をクリックします。
［ナビゲーション・オブジェクトをオープン］ダイアログ・ボックスが表示されます。

2. ヘルプを表示するオブジェクト（ウィンドウ、ダイアログ・ボックス、またはコントロール）を選択してください。
3. ［詳細］ - ［ヘルプの記述］をクリックします。
4. オブジェクトのヘルプ説明を入力します。
5. （オプション）ヘルプ ID、つまり、999 までの任意の数を入力します。

CA Gen 以外でヘルプを作成し、それを CA Gen 生成アプリケーションと統合する場合は、ヘルプ ID についてオン
ライン・ヘルプを参照してください。

6. ［OK］をクリックします。
ヘルプ記述および ID がオブジェクトに追加されます。

隠ぺいフィールドの追加

「設計」-「ナビゲーション図」-ウィンドウまたはダイアログ･ボックスを持つプロシージャ･ステップの順に選択してく
ださい。

「編集」-「フィールド設計」の順に選択してください。

以下の条件を両方とも満たす選択リスト内の属性を 1 つ選択します。
アスタリスクが付いておらず（すなわち、配置されていない）、「h」（非表示）が付いていない。

「タイプ」→「隠ぺいフィールド」の順に選択してください。

「配置」を選択してください。

HTMLテキストの追加

［設計］、［ナビゲーション図］、［ウィンドウ］、［含める］、［了解］を選択します。

ナビゲーション図が HTML または ASP.NET モードであることを確認し、［モード］-［編集］-［HTML］または
［ASP.NET］を選択します。

ウィンドウまたはダイアログ・ボックスのアイコンを選択し、ダブルクリックします。
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［追加］、［HTMLテキスト］を選択します。

HTMLテキストを入力します。

テキストの位置を選択します。

新しい名前を入力します（任意）。

［了解］を選択し、カーソルで位置を決定しクリックして配置します。

リスト・ボックスの追加

「設計」-「ナビゲーション図」-反復グループ･ビューが定義されているウィンドウまたはダイアログ･ボックスを持つプ
ロシージャ･ステップ、の順に選択してください。

「編集」-「リスト･ボックスの追加」の順に選択してください。

「リスト･タイプ」-「リスト･ボックス」の順に選択してください。

選択リストで１つまたは複数の属性を選択してください。

「含める」を選択してださい。

［了解］を選択します。

リスト・オカレンスの追加/インプリメント

「設計」-「ナビゲーション図」-ウィンドウまたはダイアログ･ボックスを持つプロシージャ･ステップの順に選択してく
ださい。

「編集」-「フィールド設計」の順に選択してください。

以下の条件を両方とも満たす選択リスト内の属性を 1 つ選択します。
アスタリスクが付いていない（すなわち、配置されていない）
反復グループ・ビュー（反復グループ・ビューはグループ名の横に「r」で示されます）内に発生する。

「タイプ」と、リスト・オカレンスとして必要なフィールドのタイプを選択してください。入力フィールド、複数行入力
フィールド、ラジオ・ボタン・ドロップダウン・リスト、チェック・ボックスが選択できます。属性には、リスト・オカ
レンス・ラジオ・ボタンまたはリスト・オカレンス・ドロップダウン・リストとして配置する許容値が指定されていなけ
ればなりません。

［配置］を選択します。（または、次のように操作してもかまいません。まず［特性］を選択して、特性を指定し、［了
解］を選択します。その後［配置］を選択します）。

リスト・オカレンスでプロンプトを使う場合、ウィンドウ上にこのプロンプトを位置付けてください。

左マウス・ボタンを押して、プロンプトを配置してください。

ウィンドウ上にリスト・オカレンスを位置付けてください。

左マウス・ボタンを押して、リスト・オカレンスを配置してください。

リテラルの追加方法

［設計］-［ナビゲーション図］を選択してから、プロシージャ ステップを選択し、［選択］-［編集］-［リテラルの追
加］を選択します。リテラルを入力してください。リテラル特性を指定してください。［了解］を選択します。ウィンド
ウ上に位置付けてください。左マウス・ボタンを押してください。
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別のメニュー項目へのメニュー項目の追加

NOTE
注： メニュー項目を追加できるのは、ウィンドウに対してのみです。

1. 「設計」-「ナビゲーション図」-ウィンドウを持つプロシージャ･ステップ、の順に選択してください。
2. 「編集」-「メニュー設計」の順に選択してください。
3. 既存のメニュー項目のうち、コマンドが関連づけられていないものを選択してください。これは、［特性］を選択
し、メニュー項目の特性を表示することによって判別できます。

4. 「追加」を選択してください。メニュー項目にコマンドが関連づけられていると、「追加」プッシュ・ボタンは不活
性状態のままになります。

5. メニュー項目の特性を指定してください。少なくともメニュー項目には、テキストを指定しなければなりません。
6. ［了解］を選択します。

メイン・メニュー・バーへのメニュー項目の追加

NOTE
注： メニュー項目を追加できるのは、ウィンドウに対してのみです。

1. 「設計」-「ナビゲーション図」-ウィンドウを持つプロシージャ･ステップ、の順に選択してください。
2. 「編集」-「メニュー設計」の順に選択してください。
3. 「メイン・メニュー・バー」を選択してください。
4. 「追加」を選択してください。
5. メニュー項目の特性を指定してください。少なくともメニュー項目には、テキストを指定しなければなりません。
6. ［了解］を選択します。

複数行入力フィールドの追加

「設計」-「ナビゲーション図」-ウィンドウまたはダイアログ･ボックスを持つプロシージャ･ステップの順に選択してく
ださい。

1. 「編集」-「フィールド設計」の順に選択してください。
2. 選択リストで、アスタリスクがついていない（配置されていない）属性を選択してください。
3. 「タイプ」-「複数行」の順に選択してください。
4. ［配置］を選択します。（または、次のように操作してもかまいません。まず［特性］を選択して、特性を指定し、
［了解］を選択します。その後［配置］を選択します）。

5. 入力フィールド・プロンプトを使う場合、ウィンドウ上にこのプロンプトを位置付けてください。
6. 左マウス・ボタンを押して、プロンプトを配置してください。
7. ウィンドウ上に入力フィールドを位置付けてください。
8. 左マウス・ボタンを押して、入力フィールドを配置してください。

 

ピクチャの追加

［設計］-［ナビゲーション図］-プロシージャ・ステップの順に選択します。

1. 「編集」-「ピクチャの追加」の順に選択してください。
2. ピクチャのビットマップを選択してください。このため、下記のどちらかの操作を実行してください。１つは、
「ビットマップ」ドロップダウン・リストでビットマップを選択してください。もう１つは、「ビットマップ」プッ
シュ・ボタンを選択して、ビットマップのプレビューを実行してください。そのあと、希望のビットマップが表示さ
れたら、「選択」プッシュ・ボタンを選択してください。

3. タイル表示、スケール表示、または中央表示の中から、ビットマップの表示スタイルを選択してください。
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4. ［了解］を選択します。すると、選択したビットマップが、その実際のサイズで、現在のウィンドウ上のマウス制御
位置に表示されます。

5. 選択したウィンドウ内のどこにでもピクチャを配置してください。ピクチャを、ほかのコントロールまたはテキスト
が位置付けられている場所に配置するとします。この場合、このウィンドウにフォーカスすると、バックグラウンド
にピクチャが表示されます。

6. ピクチャがタイル表示かスケール表示の場合、そのサイズ変更は自由です。
タイル表示の場合、サイズを小さくすると、小さくした寸法にしたがって、ビットマップがクロップされます。タイ
ル表示の場合、サイズを小さくすると、小さくした寸法にしたがって、ビットマップがクロップされます。ピクチャ
のサイズを大きくすると、ビットマップは、タイル表示構成で表示されます。
拡大縮小の場合、高さまたは幅を増減すると、変更される寸法にそってビットマップの外観が別々に縮んだり、伸び
たりします。対角線にそってサイズを変更した場合には、大きくなっても小さくなっても、ピクチャの元の比例関係
は保たれます。

NOTE
注：

• 複数のピクチャの層を変更するときは、「詳細」→「順序づけ」の順に選択してください。
• オプションで、ClickまたはDouble-clickイベントをピクチャと関連づけてください。
• CA Gen でサポートされるビットマップは、16 色（4 ビット）と 256 色（8 ビット）のみです。たいていのグラ
フィック・ソフトウェア・パッケージは、この形式のうちの一方または両方でビットマップを保存します。

プッシュ・ボタンの追加

［設計］-［ナビゲーション図］-プロシージャ・ステップの順に選択します。

1. プッシュ・ボタンをツールバーに追加するときは、ツールバーをクリックしてください。
2. ［編集］-［プッシュ・ボタンの追加］の順に選択します。
3. 「テキスト」グループ・ボックスに情報を指定してください。また、プッシュ・ボタンがビットマップを表示すると
きには、「ビットマップ」グループ・ボックスに情報を指定してください。（ビットマップが指定されている場合、
カーソルをプッシュ・ボタンに合わせると、実行時にテキストが表示されます）。

4. 現在のプッシュ・ボタンが省略時解釈なら、チェック・ボックスをマークしてください。（プッシュ・ボタンをツー
ルバーに追加するときは、このオプションは使えません）。

5. 「ボタン・アクション」グループ・ボックスでラジオ・ボタンを１つ選択して、ルーティング選択肢またはアクショ
ン選択肢を指定してください。

6. 適用可能なら、「コマンド」を選択して、フロー発生時に実行するプロシージャ・ステップのコマンドを指定してく
ださい。

7. ［了解］を選択します。
8. プッシュ・ボタンを配置します。ウィンドウに追加するときは、カーソルを希望の位置に合わせて、左マウス・ボタ
ンを押してください。ツールバーに追加するとき、位置を変更するか、区切りスペースを作成することがあります。
この場合、右マウス・ボタンを使ってドラッグ・アンド・ドロップ操作をします。

NOTE
注：  CA Gen でサポートされるビットマップは、16 色（4 ビット）と 256 色（8 ビット）のみです。たいてい
のグラフィック・ソフトウェア・パッケージは、この形式のうちの一方または両方でビットマップを保存しま
す。

ラジオ・ボタンの追加

NOTE
注： 属性をラジオ ボタンにするには、その属性に許容値が指定されている必要があります。

1. 「設計」-「ナビゲーション図」-ウィンドウまたはダイアログ･ボックスを持つプロシージャ･ステップの順に選択し
てください。

2. 「ウィンドウ」ボックスから項目（ウィンドウまたはダイアログ・ボックス）を選択してください。
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3. 「含める」を選択してださい。
4. ［オープン］を選択します。
5. 「ネットワーク」ビュー内の項目をダブルクリックすることにより、ウィンドウまたはダイアログ・ボックスをオー
プンしてください。

6. 「追加」-「ラジオ･ボタン」の順に選択してください。
7. 最上部エリアに属性情報を入力してください。
8. ラジオ・ボタン・グループの名前とテキストを指定してください。
9. 「値」を選択してください。
10.値情報を入力してください。
11.「追加」を選択してください。
12.［了解］を選択します。
13.ラジオ・ボタンの位置を設定してください。

ステータス･バーの追加、植値、編集

「設計」-「ナビゲーション図」-（ダイアログ･ボックスでなく）ウィンドウを持つプロシージャ･ステップ、の順に選択
してください。

1. 「編集」-「ステータス･バーの追加」の順に選択してください。
2. マージンとコントロール間隔の表示省略時解釈を採用し［了解］を選択します。または［左］［上］［下］［省略時
の空白］［区分線］に別の値を入力し、［了解］を選択します。

3. リテラルを追加するか属性を追加するか特定してください。ここで、属性には、システム属性と属性ビューがありま
す。

4. リテラルを追加するときは、まず、ステータス･バーにフォーカスしてください。そのあと、［編集］-［リテラルの
追加］の順に選択します。表示するテキストを入力し、省略時の位置をそのまま使用するか変更し、［了解］を選択
します。すると、リテラルが、ステータス・バーの最初の空位置に配置されます。

5. 属性を追加するときは、まず、ステータス･バーにフォーカスします。その後、［編集］-［フィールド設計］の順に
選択します。システム属性またはユーザ定義属性を選択します。必要に応じてプロンプトを「なし」に変更し、［配
置］プッシュ・ボタンを選択します。すると、ステータス・バーに読取専用フィールドが表示されます。

6. ステータス・バーに構成要素を追加するたびに、直前の２つのステップのどちらか一方を繰り返してください。
7. ステータス・バーの外観を評価してください。構成要素間の間隔、またはステータス・バーの構成要素の順序を変更
するときは、希望の位置までドラッグ・アンド・ドロップ操作してください。

8. ウィンドウにコントロールが指定されており、このコントロールがステータス・バーで隠ぺいされていることがあり
ます。この場合、ウィンドウの下部を下方にドラッグして、オーバラップを修正してください。

9. 背景色または前景色を変更するには、まず、ステータス･バーをクリックしてフォーカスしてください。次に「詳
細」-「表示特性」-「背景色」の順に、または「詳細」-「表示特性」-「前景色」の順に選択してください。そのあ
と、色を設定してください。このために、下記のどちらかの方法が使えます。１つは、数値を調整してから「了解」
を選択してください。もう１つは「パレットのオープン」を選択して、色を「色エリア･ボックス」にドラッグして
ください。そして「了解」を選択してください。

10.フォントを変更するとします。たとえば、80文字のエラー･メッセージを表示できるだけフォントを小さくするとし
ます。この場合、まず、ステータス･バーをクリックしフォーカスしてください。「詳細」-「表示特性」-「フォント
選択」の順に選択してください。必要に応じて、フォントの「名前」と「サイズ」を変更し、「了解」を選択してく
ださい。

NOTE
注： ステータス・バー特性の変更のため［ステータス・バー特性］ダイアログを再表示するとします。この
ときには、下記のどちらかの方法が使えます。1 つは、ステータス・バーをダブルクリックします。もう 1 つ
は、まず、ステータス・バーをシングルクリックします。次に［詳細］-［特性］の順に選択します。
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ツールバーの追加、植値、編集

［設計］-［ナビゲーション図］-（ダイアログ･ボックスでなく）ウィンドウを持つプロシージャ･ステップの順に選択し
ます。

1. ［編集］-［ツールバーの追加］の順に選択します。
2. マージンとコントロール間隔の表示省略時解釈を採用し［了解］を選択します。または［左］［上］［下］［省略時
の空白］［区分線］に別の値を入力し、［了解］を選択します。

3. ツールバーにフォーカスして、［編集］-［プッシュ・ボタンの追加］の順に選択します。
4. プッシュ・ボタンの特性を指定して、［了解］を選択します。すると、プッシュ・ボタンが、ツールバーに表示され
ます。

5. ツールバーにプッシュ・ボタンを追加するたびに、直前のステップを繰り返してください。所定のプッシュ・ボタン
の前に区分スペースが指定されることがあります。この場合、省略時の空白の値の最低２倍の位置まで右方向に、こ
のプッシュ・ボタンをドラッグしドロップしてください。

6. ツールバーの外観を評価してください。ツールバーのプッシュ・ボタンの順番を変更するときは、希望の位置までド
ラッグ・アンド・ドロップ操作してください。

7. ウィンドウにリテラル・テキストまたはコントロールが指定されて、ツールバーで隠ぺいされていることがありま
す。この場合、ウィンドウの上部を上方にドラッグして、オーバラップを修正してください。

8. 背景色を変更するには、まず、ツールバーをクリックしてフォーカスしてください。次に「詳細」-「表示特性」-
「背景色」の順に選択してください。そのあと、色を設定してください。このため、下記のどちらかの方法が使えま
す。１つは、数値を調整してから「了解」を選択してください。もう１つは「パレットのオープン」を選択して、色
を「色エリア･ボックス」にドラッグしてください。

NOTE
注： ツールバー特性の変更のため［ツールバー特性］ダイアログ ボックスを再表示するとします。このときに
は、下記のどちらかの方法が使えます。1 つは、ツールバーをダブル クリックしてください。もう 1 つは、ま
ず、ツールバーをシングル クリックしてください。次に［詳細］-［特性］の順に選択してください。

オブジェクト/ウィンドウ類をグリッドにスナップする方法

［設計］-［ナビゲーション図］を選択してから、（ウィンドウまたはダイアログ・ボックスに関連付けられている）プ
ロシージャ・ステップを選択し、［選択］を選択します。

ウィンドウまたはダイアログ･ボックス上のオブジェクトをすべてスナップするには、「オプション」→「グリッド」の
順に選択してください。必要に応じて、「横方向（X）」と「縦方向（Y）」に値を新たに入力してください。ウィンド
ウ全体をグリッドに「スナップ」し「了解」を選択してください。

選択したオブジェクトをスナップするには、希望のオブジェクト→「オプション」→「グリッド」の順に選択してくだ
さい。必要に応じて、「横方向（X）」と「縦方向（Y）」に値を新たに入力してください。選択したオブジェクトをグ
リッドに「スナップ」し「了解」を選択してください。

縦方向と横方向にオブジェクトを位置合わせする

［設計］-［ナビゲーション図］を選択してから、（ウィンドウまたはダイアログ・ボックスに関連付けられている）プ
ロシージャ・ステップを選択し、［選択］を選択してから、位置合わせする複数のオブジェクトを選択し、［編集］-
［位置］を選択します。

オブジェクトを縦方向に位置合わせするとします。この場合、「位置合わせ」グループ・ボックスの「縦方向」を選択し
てください。次に「左」「右」または「中央」を選択してください。［了解］を選択します。

オブジェクトを横方向に位置合わせするとします。この場合、「位置合わせ」グループ・ボックスの「横方向」を選択し
てください。次に「下」「上」または「中央」を選択してください。［了解］を選択します。

 429



 CA Gen - 86JP - Japanese - Japan

フィールドに対してプロンプトを位置合わせする

［設計］-［ナビゲーション図］を選択してから、（ウィンドウまたはダイアログ・ボックスに関連付けられている）プ
ロシージャ・ステップを選択し、［選択］を選択してから、位置合わせするプロンプトおよびフィールドを選択し、［編
集］-［位置］を選択します。フィールドに対応するプロンプトの「配列」のチェック･ボックス→「了解」の順に選択し
てください。

コントロールの背景色の変更

ナビゲーション図にて、下記の手順を実施してください。

1. ダイアグラムをオープンしてください。
2. クリックとドラッグで、変更するコントロールを選択してください。
3. 「詳細」→「表示特性」の順に選択してください。
4. 背景色を選択してください。色を変更する際に、オペレーティング・システムで使うダイアログ・ボックスが表示さ
れます。

5. 色を変更して、選択内容を保管してください。すぐに、選択した内容がウィンドウに表示されます。

コントロール・テキストの色の変更

ナビゲーション図ツールにて、下記の手順を実施してください。

1. ダイアグラムをオープンしてください。
2. クリックとドラッグで、変更するコントロールを選択してください。
3. 「詳細」→「表示特性」の順に選択してください。
4. 「前景色」を選択してください。色を変更する際に、オペレーティング・システムで使うダイアログ・ボックスが表
示されます。

5. 色を変更して、選択内容を保管してください。すぐに、選択した内容がウィンドウに表示されます。

コントロールの変更

［設計］-［ナビゲーション図］を選択してから、（ウィンドウまたはダイアログ・ボックスに関連付けられている）プ
ロシージャ・ステップを選択し、［選択］を選択してから、ウィンドウまたはダイアログ・ボックス上のコントロールを
選択し、［詳細］-［特性］を選択します。
コントロール特性の変更 - プッシュ・ボタンの順で指定して、この変更を受け入れてください（［了解］または［取り込
み］）。

言語の変更

［設計］→［ナビゲーション図］→（ウィンドウまたはダイアログ ボックスを持つ）プロシージャ・ステップ→［選択］
の順に選択してください。

1. 「オプション」→「言語」の順に選択してください。
2. アクティブな言語として使用したい言語を選択してください。
3. ［了解］を選択します。

NOTE
注： 省略時解釈は［すべての言語］です。

イベント・タイプの変更

「設計」→「ナビゲーション図」→プロシージャ･ステップの順に選択してください。

「ウィンドウ」ボックスから項目（ウィンドウまたはダイアログ・ボックス）を選択してください。

「含める」を選択してださい。
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［オープン］を選択します。

イベント・タイプを変更する項目（ウィンドウ、ダイアログ・ボックス、またはコントロール）を選択してください。

「詳細」→「イベント」の順に選択してください。

「イベントの詳細」選択リストで、希望のイベントを選択してください。

異なるイベント・タイプを指定し（適用可能なら、そのアクション名とコマンドも指定し）てください。

「変更」を選択してください。

コントロール・テキストのフォントの変更

ナビゲーション図ツールにて、下記の手順を実施してください。

1. ダイアグラムをオープンしてください。
2. クリックとドラッグで、変更するコントロールを選択してください。
3. 「詳細」→「表示特性」の順に選択してください。
4. 「フォント選択」を選択してください。色を変更する際にオペレーティング・システムで使うダイアログ・ボックス
が表示されます。

5. タイプ、サイズ、スタイルを変更して、変更内容を保管してください。すぐに、選択した内容がウィンドウに表示さ
れます。

ウィンドウまたはダイアログ・ボックスの変更

［設計］-［ナビゲーション図］を選択してから、（ウィンドウまたはダイアログ・ボックスに関連付けられている）
プロシージャ・ステップを選択し、［選択］を選択してから、ウィンドウまたはダイアログ・ボックスを選択し、［詳
細］-［特性］を選択します。必要に応じて、情報を変更し、「了解」を選択してください。

メニュー項目の色またはフォントの設定

ナビゲーション図をオープンしてください。

「編集」→「メニュー設計」の順に選択してください。

メイン・メニュー・バーを強調表示してください。

［特性］を選択します。

フォントまたは色を選択してください。

［了解］を選択します。表示特性を変更する際にはオペレーティング・システムで使うダイアログが表示されます。

特性を変更します。新しい特性の割り当てが終了すると、［表示特性］ダイアログに選択内容が表示されます。

「表示特性」から「クローズ」を選択し、選択内容を保管して終了してください。

メニュー項目の色またはフォントのリセット

ナビゲーション図をオープンしてください。

「編集」→「メニュー設計」の順に選択してください。

メイン・メニュー・バーを強調表示してください。

［特性］を選択します。

「フォントと色のリセット」を強調表示してください。

［了解］を選択します。特性のリセットを終了すると、ビジネス・システム省略時解釈がメニュー項目に戻ります。メ
ニュー・バーにシステムの省略時解釈がない場合は、オペレーティング・システムの省略時解釈が戻ります。
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作成時に省略時ウィンドウを複写

「設計」→「ナビゲーション図」→（ウィンドウまたはダイアログ･ボックスを持つ）プロシージャ･ステップ、の順に選
択してください。

「追加」を選択してください。

チェック･ボックス→「作成時に省略時ウィンドウを複写」の順に選択してください。

必要に応じて、ほかの特性を指定してください。

［了解］を選択します。

ウィンドウの複写

［設計］→［ナビゲーション図］→ウィンドウの順に選択してください。

ウィンドウを選択してください。

「編集」→「複写」の順に選択してください。

「複写先」を選択してください。プロシージャ・ステップ→［了解］の順に選択してください。

［複写］を選択します。

NOTE
注： アクション図、またはプロシージャ・ステップの複写の際、同時に関連付けられたウィンドウも複写でき
ます。

ウィンドウまたはダイアログ･ボックスをウィンドウまたはダイアログ・ボックスに複写

以下の手順に従います。

1. ［設計］ - ［ナビゲーション図］をクリックします。
［ナビゲーション・オブジェクトをオープン］ダイアログ・ボックスが表示されます。

2. ［ウィンドウ］タブ内のビジネス・システムを選択します。
3. ウィンドウまたはダイアログと関連付けられるプロシージャ・ステップを選択します。
ウィンドウまたはダイアログ・ボックスが［ウィンドウ］エリアに表示されます。

4. ［ウィンドウ］エリア下のウィンドウまたはダイアログ・ボックスを選択し、［含める］をクリックします。
オブジェクトが［含まれるオブジェクト］エリアに表示されます。

5. ［含めるオブジェクト］エリアの下のオブジェクトを選択し、［オープン］をクリックします。
選択したオブジェクトの［ナビゲーション図］ウィンドウが表示されます。

6. ［編集］ - ［コピー］をクリックします。
［ウィンドウ複写］ダイアログ・ボックスが開きます。

7. ［宛て先］をクリックします。
［ウィンドウ複写 - 複写先選択］ダイアログ・ボックスが表示されます。

8. ウィンドウまたはダイアログと関連付けられるプロシージャ・ステップを選択します。
9. ［OK］をクリックします。
［ウィンドウ複写 - 複写先選択］ダイアログ・ボックスが閉じます。

10.［コピー］をクリックします。
11.［はい］をクリックして確定します。
12.［OK］をクリックします。
コピー操作が完了します。

13.必要なオブジェクトのコピーがすべて完了するまで、ステップ 7 ～ 12 を繰り返します。
14.［クローズ］をクリックします。
［ウィンドウ複写］ダイアログ・ボックスが閉じます。
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ダイアログ・ボックスの作成

「設計」-「ナビゲーション図」-ウィンドウまたはダイアログ･ボックスを持つプロシージャ･ステップの順に選択してく
ださい。

「追加」を選択してください。

「タイプ」→「ダイアログ･ボックス」の順に選択してください。

必要に応じて、ほかの特性を指定してください。

［了解］を選択します。

イベントとイベント・アクションの追加/作成

「設計」-「ナビゲーション図」-ウィンドウまたはダイアログ･ボックスを持つプロシージャ･ステップの順に選択してく
ださい。

1. イベントを追加/作成する項目（ウィンドウ、ダイアログ・ボックス、またはコントロール）を選択してください。
2. 「詳細」-「イベント処理」の順に選択してください。
3. イベント・タイプを指定します。また、オプションで、アクション名とコマンドを指定してください。
4. 「追加」を選択してください。CA Gen によって、プロシージャ・アクション図（PrAD）にイベント・アクション
が作成されます。このイベント・アクションの名前は、「アクション名」に指定した名前になります。「アクション
名」をブランクのままにしておくと、ウィンドウ設計ツールが名前を作成します。

NOTE
注： イベント・アクションでのビューの処理方法を指定するには、アクション図ツールを選択します。たと
えば、インポートをエクスポートへ移動させる場合などです。イベント･アクションを強調表示にし、「詳
細」→「特性」の順に選択してください。

モーダル・ウィンドウまたはモーダル・ダイアログ・ボックスの作成

「設計」→「ナビゲーション図」→ウィンドウもダイアログ･ボックスもないプロシージャ･ステップ、の順に選択してく
ださい。

「追加」を選択してください。

「タイプ」→「主ウィンドウ」または「主ダイアログ･ボックス」の順に選択してください。

「モーダリティ」→「アプリケーション･モーダル」の順に選択してください。

必要に応じて、ほかの特性を指定してください。

［了解］を選択します。

モードレス主ウィンドウまたは主ダイアログ・ボックスの作成

「設計」→「ナビゲーション図」→ウィンドウもダイアログ･ボックスもないプロシージャ･ステップ、の順に選択してく
ださい。

「ウィンドウ」ボックスから項目（ウィンドウまたはダイアログ・ボックス）を選択してください。

「含める」を選択してださい。

［オープン］を選択します。

「編集」→「ダイアログ・ボックスの追加」または「ウィンドウの追加」の順に選択してください。

「タイプ」→「主ダイアログ･ボックス」または「主ウィンドウ」の順に選択してください。

「モーダリティ」→「モードレス、複数」の順に選択してください。

必要に応じて、ほかの特性を指定してください。
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［了解］を選択します。

モードレス・ダイアログ・ボックスの作成

「設計」-「ナビゲーション図」-ウィンドウまたはダイアログ･ボックスを持つプロシージャ･ステップの順に選択してく
ださい。

1. 「追加」を選択してください。
2. 「タイプ」→「ダイアログ･ボックス」の順に選択してください。
3. 「モーダリティ」→「モードレス、単一インスタンス」の順に選択してください。
4. 必要に応じて、ほかの特性を指定してください。
5. ［了解］を選択します。

NOTE
注： ［モードレス、単一インスタンス］にできるのは、ダイアログ・ボックスのみです。

主ダイアログ・ボックスの作成

「設計」→「ナビゲーション図」→ウィンドウもダイアログ･ボックスもないプロシージャ･ステップ、の順に選択してく
ださい。

「ウィンドウ」ボックスから項目（ウィンドウまたはダイアログ・ボックス）を選択してください。

「含める」を選択してださい。

［オープン］を選択します。

「編集」→「ウィンドウの追加」の順に選択してください。

「タイプ」→「主ダイアログ･ボックス」の順に選択してください。

必要に応じて、ほかの特性を指定してください。

［了解］を選択します。

主ウィンドウの作成

「設計」→「ナビゲーション図」→ウィンドウもダイアログ･ボックスもないプロシージャ･ステップ、の順に選択してく
ださい。

「ウィンドウ」ボックスから項目（ウィンドウまたはダイアログ・ボックス）を選択してください。

「含める」を選択してださい。

［オープン］を選択します。

「編集」→「ウィンドウの追加」の順に選択してください。

「タイプ」→「主ウィンドウ」の順に選択してください。

必要に応じて、ほかの特性を指定してください。

［了解］を選択します。

スクリーンからのウィンドウまたはダイアログ・ボックスの作成

以下の手順に従います。

1. ［設計］ - ［ウィンドウ設計］をクリックします。
2. 画面が関連付けられているプロシージャ・ステップを選択します。
3. ［トランスフォームする］ - ［画面設計からウィンドウへのトランスフォーム］をクリックします。
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4. ［OK］をクリックします。

ビットマップの削除

［設計］-［ナビゲーション図］-プロシージャ・ステップの順に選択します。

1. 下記のいずれかを実行します。
– ［詳細］-［ビットマップ管理］の順に選択します。
– 「詳細」→「特性」→「ビットマップ・プッシュ・ボタン」の順に選択してください。
– 「編集」→「プッシュ・ボタンの追加」→「ビットマップ・プッシュ・ボタン」の順に選択してください。
– 「編集」→「ピクチャの追加」→「ビットマップ・プッシュ・ボタン」の順に選択してください。

2. ［ビットマップ管理］ダイアログの［導入ビットマップ］リスト・ボックスで、削除するビットマップを選択しま
す。

3. ［削除］を選択します。
4. ［はい］を選択して、削除アクションを確認をします。すると、選択したビットマップが、［インストール済みビッ
トマップ］リスト・ボックスからアンインストールされます。また、対応するファイルが、そのモデルのディレクト
リの BITMAP サブディレクトリから削除されます。

NOTE
注： 削除するビットマップが現在使用されている場合、参照が完全な状態で残るため、これを解決する必要が
あります。同じ名前を新規ビットマップに割り当てるか、ウィンドウまたはコントロールの定義方法を変更し
てください。

コントロールの削除

［設計］-［ナビゲーション図］を選択してから、（ウィンドウまたはダイアログ・ボックスに関連付けられている）プ
ロシージャ・ステップを選択し、［選択］を選択してから、ウィンドウまたはダイアログ・ボックス上のコントロールを
選択し、［編集］-［削除］-［了解］を選択します。

ツール・パレットからのコントロールの削除

ナビゲーション図にて、「編集」→「OLEコントロール設計」の順にクリックしてください。

「OLEコントロール設計」にて、削除したいOCXをクリックしてください。OCXがツール・パレットに配置されている
場合は、*が付いているはずです。

「ツール･パレットで表示」をクリックすると、「*」が消えます。

定義イベントの削除

「設計」→「ナビゲーション図」→プロシージャ･ステップの順に選択してください。

「詳細」-「イベント処理」の順に選択してください。

「イベントの詳細」選択リストで、希望のイベントを選択してください。

［削除］を選択します。このアクションにより、定義イベントが選択リストから削除されます。ただし、プロシージャ・
アクション図からイベント・アクションが削除されることはありません。

［クローズ］を選択します。

マップ・ビューの削除

［設計］-［ナビゲーション図］を選択してから、（ウィンドウまたはダイアログ・ボックスに関連付けられている）
プロシージャ・ステップを選択し、［選択］を選択してから、ウィンドウまたはダイアログ・ボックスを選択し、［詳
細］-［マッピング］を選択してから、上の選択リストにてエクスポート・ビューを選択し、［マップ解消］-［クロー
ズ］を選択します。
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ウィンドウまたはダイアログ・ボックスの削除

［設計］-［ナビゲーション図］を選択してから、（ウィンドウまたはダイアログ・ボックスに関連付けられている）プ
ロシージャ・ステップを選択し、［削除］-［了解］を選択します。

NOTE
注： 省略時言語のウィンドウを削除するときに、このウィンドウに関連付けられているほかの言語のウィンド
ウまたはダイアログ ボックスがある場合、すべての子ウィンドウおよびダイアログ ボックスも削除されます。

コントロールの詳細指定

［設計］-［ナビゲーション図］を選択してから、（ウィンドウまたはダイアログ・ボックスに関連付けられている）
プロシージャ・ステップを選択し、ウィンドウまたはダイアログ・ボックス上のコントロールを選択し、［詳細］-［特
性］を選択します。コントロール特性の変更 - プッシュ・ボタンの順に指定して、この変更を受け入れます（［了解］ま
たは［取り込み］）。

メニュー項目の詳細指定

「設計」-「ナビゲーション図」-ウィンドウを持つプロシージャ･ステップ、の順に選択してください。

「編集」-「メニュー設計」の順に選択してください。

既存のメニュー項目を選択してください。

［特性］を選択して、メニュー項目の特性を指定します。

［了解］を選択します。

ASP.NET Webコントロールの詳細設定

ウィンドウまたはダイアログで［Webコントロール］を選択します。

［詳細］を選択します。

［特性］を選択します。

［Webコントロール特性］ダイアログで、［特性の制御］をクリックしてください。

変更する特性を含むセルをクリックしてください。ドロップダウン矢印が表示される場合は、その矢印をクリックし、特
性を選択します。右側の列に含まれる数値のみ編集してください。

ウィンドウまたはダイアログ・ボックスの詳細指定

「設計」→「ナビゲーション図」→（ウィンドウまたはダイアログ･ボックスを持つ）プロシージャ･ステップ、の順に選
択してください。「ウィンドウ」ボックスから項目（ウィンドウまたはダイアログ・ボックス）を選択してください。
「含める」→「オープン」の順に選択してください。ウィンドウまたはダイアログ・ボックス→「詳細」→「特性」の順
に選択してください。ウィンドウまたはダイアログ･ボックス特性の変更を指定し、「了解」を選択してください。

ビットマップのエクスポート

［設計］-［ナビゲーション図］-プロシージャ・ステップの順に選択します。

「ウィンドウ」ボックスから項目（ウィンドウまたはダイアログ・ボックス）を選択してください。

「含める」を選択してださい。

［オープン］を選択します。

［詳細］-［ビットマップ管理］の順に選択します。
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• 「詳細」→「特性」→「ビットマップ・プッシュ・ボタン」の順に選択してください。
• 「ネットワーク」ビュー内の項目をダブルクリックすることにより、ウィンドウまたはダイアログ・ボックスをオー
プンしてください。「追加」→「プッシュ・ボタン」→「ビットマップ・プッシュ・ボタン」の順に選択してくださ
い。

• 「ネットワーク」ビュー内の項目をダブルクリックすることにより、ウィンドウまたはダイアログ・ボックスをオー
プンしてください。「追加」→「ピクチャ」→「ビットマップ･プッシュ・ボタン」の順に選択してください。

［ビットマップ管理］ダイアログの［導入ビットマップ］リスト・ボックスからエクスポートするファイルの名前を選択
してください。

「ファイル名」フィールドに、完全に修飾されたビットマップ名を入力してください。

「エクスポート」を選択してください。すると、選択したビットマップは、指定名がついている指定宛て先にエクスポー
トされます。そのあと、このビットマップは、拡張子で指示されたビットマップ・ファイル・タイプに変換されます。

ウィンドウまたはダイアログ・ボックスのソース・コードの生成

NOTE
注： GUI アプリケーション用のジェネレータ・ファイルを使用してください。また、ソース・コードを生成す
る前に、アプリケーションをパッケージングする必要があります。

［設計］-［ナビゲーション図］を選択し、（ウィンドウまたはダイアログ・ボックスに関連付けられている）プロシー
ジャ・ステップを選択し、［選択］-［生成］-［生成コード］を選択します。

チェック・ボックス形式でのリスト・オカレンスのインプリメント

［ナビゲーション図］を選択し、（ウィンドウまたはダイアログ・ボックスに関連付けられている）プロシージャ・ス
テップを選択し、ウィンドウまたはダイアログ・ボックスを選択して、［追加］-［チェック・ボックス］を選択してか
ら、エクスポート・エンティティ・ビューを選択し、属性ビューを選択して、［チェック・ボックス］ラジオ・ボタン-
［追加］を選択します。リスト・オカレンス・チェック・ボックス特性を指定し、［了解］を選択します。ウィンドウ上
にプロンプトを位置付けてください。左マウス・ボタンを押してください。

ドロップダウン・リスト形式でのリスト・オカレンスのインプリメント

［設計］-［ナビゲーション図］を選択してから、（ウィンドウまたはダイアログ・ボックスに関連付けられている）プ
ロシージャ・ステップを選択し、ウィンドウまたはダイアログ・ボックスを選択して、［追加］-［ドロップ・ダウン・
リスト］を選択してから、エクスポート・エンティティ・ビューを選択し、属性ビューを選択して、［ドロップ・ダウ
ン・リスト］ラジオ・ボタン -［追加］を選択します。リスト・オカレンス・ドロップダウン・リスト特性を指定しま
す。個別値→「含める」の順に指定してください。ウィンドウ上にプロンプトを位置付けてください。左マウス・ボタン
を押してください。ウィンドウ上にフィールドを位置付けてください。左マウス・ボタンを押してください。

入力フィールド形式でのリスト・オカレンスのインプリメント

［設計］-［ナビゲーション図］を選択してから、（ウィンドウまたはダイアログ・ボックスに関連付けられている）プ
ロシージャ・ステップを選択し、ウィンドウまたはダイアログ・ボックスを選択して、［追加］-［入力フィールド］を
選択してから、エクスポート・エンティティ・ビューを選択し、属性ビューを選択して、［入力フィールド］ラジオ・ボ
タン-［追加］を選択します。リスト・オカレンス入力フィールド特性を指定し、［了解］を選択します。ウィンドウ上
にプロンプトを位置付けてください。左マウス・ボタンを押してください。ウィンドウ上にフィールドを位置付けてくだ
さい。左マウス・ボタンを押してください。

複数行入力フィールド形式でのリスト・オカレンスのインプリメント

［ナビゲーション図］を選択してから、（ウィンドウまたはダイアログ・ボックスに関連付けられている）プロシー
ジャ・ステップを選択し、ウィンドウまたはダイアログ・ボックスを選択して、［追加］-［複数行］を選択してから、
エクスポート・エンティティ・ビューを選択し、属性ビューを選択して、［複数行入力］ラジオ・ボタン-［追加］を選
択します。リスト・オカレンス複数行入力フィールド特性を指定し、［了解］を選択します。ウィンドウ上にプロンプト

 437



 CA Gen - 86JP - Japanese - Japan

を位置付けてください。左マウス・ボタンを押してください。ウィンドウ上にフィールドを位置付けてください。左マウ
ス・ボタンを押してください。

ラジオ・ボタン形式でのリスト・オカレンスのインプリメント

［設計］-［ナビゲーション図］を選択してから、（ウィンドウまたはダイアログ・ボックスに関連付けられている）プ
ロシージャ・ステップを選択し、ウィンドウまたはダイアログ・ボックスを選択して、［追加］-［ラジオ・ボタン］を
選択してから、エクスポート・エンティティ・ビューを選択し、属性ビューを選択して、［ラジオ・ボタン］ラジオ・ボ
タン-［追加］を選択します。リスト・オカレンス・ラジオ・ボタン特性を指定します。個別値→「含める」の順に指定
してください。ウィンドウ上にフィールドを位置付けてください。左マウス・ボタンを押してください。

ビットマップのインポート

.BMPまたは.PPM拡張子がついた既存のビットマップを、アクセス可能なディレクトリ内にロードしたかどうか確認して
ください。

［設計］-［ナビゲーション図］-プロシージャ・ステップの順に選択します。

下記のいずれかを実行して［ビットマップ管理］ダイアログを表示してください。

• ［詳細］-［ビットマップ管理］の順に選択します。
• 「詳細」→「特性」→「ビットマップ・プッシュ・ボタン」の順に選択してください。
• 「編集」→「プッシュ・ボタンの追加」→「ビットマップ・プッシュ・ボタン」の順に選択してください。
• 「編集」→「ピクチャの追加」→「ビットマップ・プッシュ・ボタン」の順に選択してください。

インポートするビットマップ・ファイルを指定してください。完全に修飾されたファイル名を入力してください。また
は、「ブラウズ」を選択したのち、ファイルを選択してください。

「インポート」を選択してください。すると、［インポート・ビットマップ］ダイアログが表示され、選択したファイル
の名前が表示されます。

表示名を採用するか、別の名前を入力してください。

NOTE
注： インポートするビットマップがプッシュ・ボタンの状態に使用するビットマップである場合、名前の先頭
に PB などの識別子を付けます。あとで、分類したリストからビットマップを選択することがあります。その
場合、上記のようにしておけば、プッシュ・ボタン用ビットマップを簡単に指定できます。このため、バック
グランドまたはピクチャ用と明確に区別できます。

［了解］を選択します。すると、ビットマップ・ファイルが、現在のモデルのディレクトリのBITMAサブディレクトリ
にインポートされます。さらに、ウィンドウ設計用に導入されます。ソース・ファイルが.BMPファイルの場合、イン
ポート時に、このファイルは.PPMファイルに変換されます。.BMPファイルも.PPMファイルもBITMAPサブディレクト
リに格納されます。すると、ビットマップは、「インストール済みビットマップ」リスト・ボックスに、.PPM 拡張子を
付けずに表示されます。

「インストール済みビットマップ」リスト・ボックスのインストール済みファイルを選択してください。すると、「ビッ
トマップ・プレビュー」グラフィックス表示エリアに、選択したビットマップ・イメージのプレビューが実行されます。
（インポートが不成功でも、このステップを実行しなければ、不成功のメッセージは表示されません）。

エクスポート・ビューへのインポート・ビューのマップ

［設計］-［ナビゲーション図］を選択してから、（ウィンドウまたはダイアログ・ボックスに関連付けられている）
プロシージャ・ステップを選択し、［選択］を選択してから、ウィンドウまたはダイアログ・ボックスを選択し、［詳
細］-［マッピング］を選択してから、上の選択リストにてエクスポート・ビューを選択し、下の選択リストにてイン
ポート・ビューを選択して、［マップ］-［クローズ］を選択します
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別のメニュー項目へのメニュー項目の移動

「設計」-「ナビゲーション図」-ウィンドウを持つプロシージャ･ステップ、の順に選択してください。

1. 「ウィンドウ」ボックスから項目（ウィンドウまたはダイアログ・ボックス）を選択してください。
2. 「含める」を選択してださい。
3. ［オープン］を選択します。
4. 「ネットワーク」ビュー内の項目をダブルクリックすることにより、ウィンドウまたはダイアログ・ボックスをオー
プンしてください。

5. 「編集」-「メニュー設計」の順に選択してください。
6. メニュー項目を選択してください。
7. 「親変更」を選択してください。
8. コマンドが関連づけられていないメニュー項目（親変更宛て先）を選択してください。ステップ３で選択したメ
ニュー項目は、この宛て先の下に配置されます。

NOTE
注： 宛て先メニュー項目にコマンドが関連付けられている場合、メニュー項目の親は変更できません。

ナビゲーション図内の「移動」

「移動」では、選択したオブジェクトを配置変更します。オブジェクトは、ウィンドウ、ダイアログ・ボックス、ウィン
ドウまたはダイアログ・ボックス内のコントロールにできます。フィールド、リスト・ボックス、リスト・オカレンス、
リテラルおよびプッシュ・ボタンを複数選択して移動できます。選択時のオブジェクトの、相互の位置関係は維持されま
す。

ナビゲーション図内のオブジェクトを移動する方法

1. 移動するオブジェクト（ウィンドウ、ダイアログ・ボックスまたはコントロール）を、マウスの左ボタンで選択しま
す。

2. マウスの右ボタン（または F7 キーを押す）を押し続けます。
3. オブジェクトを移動したい場所まで移動します。
4. マウスの右ボタン（またはマウス・ボタンをクリックする）を放します。

NOTE
注： 入力不可ドロップダウン・リストのコントロールでは、選択した後に斜線部分で右クリックして移動を開
始します。

新しいブラウザ・ウィンドウのオープン

［設計］、［ナビゲーション図］、［ウィンドウ］、［含める］、［了解］を選択します。

ナビゲーション図が HTML または ASP.NET モードであることを確認し、［モード］-［編集］-［HTML］または
［ASP.NET］を選択します。
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ウィンドウまたはダイアログ・ボックスのアイコンを選択し、ダブルクリックします。

［追加］、［ハイパーテキスト・リンク］、［新規ブラウザ・ウィンドウを開く］を選択し、カーソルで位置を決定し、
クリックして配置します。

オブジェクト、［詳細］、［特性］を選択します。

コントロールに割り当てられる名前となる表示テキストを入力します。

［コマンド］を選択し、新しいブラウザ・ウィンドウを呼び出すコマンドをクリックします。

新しいブラウザ・ウィンドウの URL の指定を完了します。

新しいブラウザ・ウィンドウに表示するオプション（メニュー・バー、ツール・バー、ステータス・バー、スクロール・
バー、ウィンドウのサイズを変更可能にするかどうか、およびロケーション、またはこれらの任意の組み合わせ）の
チェック・ボックスを選択します。

ロケーションのチェック・ボックスが選択されている場合は、以下を指定します。

• ［Top］： ウィンドウを開いたときにウィンドウの上端が表示される、画面の上端からのピクセル数
• ［Left］： ウィンドウを開いたときにウィンドウの左端が表示される、画面の左端からのピクセル数
• ［Width］： ウィンドウの幅（ピクセル単位）
• ［Height］： ウィンドウの高さ（ピクセル単位）

［了解］を選択します。

メニュー項目の再位置付け

「設計」-「ナビゲーション図」-ウィンドウを持つプロシージャ･ステップ、の順に選択してください。

1. 「編集」-「メニュー設計」の順に選択してください。
2. メニュー項目を選択してください。
3. 「移動」を選択してください。
4. 宛て先として別のメニュー項目を選択してください。ステップ3で選択したメニュー項目は、この宛て先の下に配置
されます。

NOTE
注：

• 「移動」を使っても、メニュー項目が表示されているプルダウンの外にこの項目を再び位置付けすることはできませ
ん。プルダウンの外にメニュー項目を再位置付けするには、「親変更」を使ってください。

• 下記を念頭に置いておいてください。「移動」では、宛て先の下にメニュー項目を配置します。たとえば、メ
イン･メニュー･バーにメニュー項目が３つ、Menuitem1 Menuitem2 Menuitem3のように表示されているとしま
す。Menuitem2を最初の位置に移動させるには、Menuitem1を選択してから、これをMenuitem2の下に移動させてく
ださい。

オブジェクトを縦方向または横方向に区分する方法

「設計」→「ナビゲーション図」→（ウィンドウまたはダイアログ･ボックスを持つ）プロシージャ･ステップ→「ウィン
ドウ」ボックス内の項目（ウィンドウまたはダイアログ･ボックス）→「含める」→「オープン」の順に選択してくださ
い。「ネットワーク」ビュー内の項目をダブルクリックすることにより、ウィンドウまたはダイアログ・ボックスをオー
プンしてください。区分したい複数のオブジェクトを選択して、「編集」→「位置」の順に選択してください。

オブジェクトを縦方向に区分するには、「区分」グループ・ボックスの「縦方向」を選択してください。次に「距離」に
値を入力してください。［了解］を選択します。

オブジェクトを横方向に区分するには、「区分」グループ・ボックスの「横方向」を選択してください。次に「距離」に
値を入力してください。［了解］を選択します。
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リスト・ボックスの列のサイズ変更

「設計」→「ナビゲーション図」→（ウィンドウまたはダイアログ･ボックスを持つ）プロシージャ･ステップ、の順に選
択してください。サイズを変更する列の右ボーダを選択してください。すると、マウス・ポインタが両矢印（<->）に変
化します。列のサイズを変更してください。

オブジェクトを同じ高さにサイズ変更する方法

「設計」→「ナビゲーション図」→（ウィンドウまたはダイアログ･ボックスを持つ）プロシージャ･ステップ、の順に選
択してください。サイズを変更したい複数のオブジェクト→「編集」→「位置」→「同じ高さ」グループ･ボックス→「了
解」の順に選択してください。

オブジェクトを同じ幅にサイズ変更する方法

「設計」→「ナビゲーション図」→（ウィンドウまたはダイアログ･ボックスを持つ）プロシージャ･ステップ→「ウィン
ドウ」ボックス内の項目（ウィンドウまたはダイアログ･ボックス）→「含める」→「オープン」の順に選択してくださ
い。「ネットワーク」ビュー内の項目をダブルクリックすることにより、ウィンドウまたはダイアログ・ボックスをオー
プンしてください。サイズを変更したい複数のオブジェクト→「編集」→「位置」→「同じ幅」グループ･ボックス→「了
解」の順に選択してください。

コントロールが不活性のときの状態の指定

［設計］-［ナビゲーション図］を選択してから、（ウィンドウまたはダイアログ・ボックスに関連付けられている）プ
ロシージャ・ステップを選択し、［選択］を選択してから、（プロンプトではない）ウィンドウまたはダイアログ・ボッ
クスのオブジェクトを選択し、［詳細］-［使用禁止］を選択してから、上の選択リストにて追加するステートを選択
し、下の選択リストにて追加する条件を選択します。必要に応じて、引き続き、条件を選択してください。「追加」を選
択してください。

編集モードの指定

［設計］→［ナビゲーション図］を選択し、（ウィンドウまたはダイアログ・ボックスに関連付けられている）プロシー
ジャ・ステップを選択し、［選択］-［モード］-［編集］を選択します。

グリッドの横方向と縦方向の間隔の指定

［設計］-［ナビゲーション図］を選択してから、（ウィンドウまたはダイアログ・ボックスに関連付けられている）プ
ロシージャ・ステップを選択し、［選択］を選択します。「オプション」→「グリッド」の順に選択してください。必要
に応じて、「横方向（X）」と「縦方向（Y）」に値を新たに入力してください。［了解］を選択します。

プロトタイプ・モードの指定

［設計］→［ナビゲーション図］→［クローズ］→［モード］→［プロトタイプ］の順に選択してください。

タブによるカーソル移動の順序の指定

以下の手順に従います。

1. ［設計］ - ［ナビゲーション図］をクリックします。
［ナビゲーション・オブジェクトをオープン］ダイアログ・ボックスが表示されます。

2. ［ウィンドウ］タブ内のビジネス・システムを選択します。
3. ウィンドウまたはダイアログと関連付けられるプロシージャ・ステップを選択します。
ウィンドウまたはダイアログ・ボックスが［ウィンドウ］エリアに表示されます。

4. ［ウィンドウ］エリア下のウィンドウまたはダイアログ・ボックスを選択し、［含める］をクリックします。
オブジェクトが［含まれるオブジェクト］エリアに表示されます。

5. ［含めるオブジェクト］エリアの下のオブジェクトを選択し、［オープン］をクリックします。
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選択したオブジェクトの［ナビゲーション図］ウィンドウが表示されます。
6. ［ネットワーク］ビュー内の項目をダブルクリックして、ウィンドウまたはダイアログ・ボックスを開きます。
7. ［詳細］ - ［シーケンス］をクリックします。
リストのコントロールの順序は、TABキーを押したときにカーソルが移動する順序を表わします。

8. シーケンスを変更する必要のあるコントロールを選択します。
9. ［移動］をクリックします。
10.宛て先として別のコントロールを選択してください。
ステップ 8 で選択したコントロールは、このデスティネーションの下に配置されます。

11.［トランスフォームする］をクリックします。
コントロールは、カーソル移動のデフォルト・シーケンス、つまり上から下および左から右へ再度順序付けられま
す。

言語の切り替え

［設計］→［ナビゲーション図］→（ウィンドウまたはダイアログ ボックスを持つ）プロシージャ・ステップ→［選択］
の順に選択してください。

「オプション」→「言語」の順に選択してください。

ウィンドウおよびダイアログ・ボックスの表示に使用したい言語を選択してください。

［了解］を選択します。

イベント・アクション特性の表示

「設計」→「ナビゲーション図」→プロシージャ･ステップの順に選択してください。

「詳細」-「イベント処理」の順に選択してください。

「ヘルプ」を選択してください。

「イベント・アクションの概念」を選択してください。

イベント処理の概念の表示

「設計」→「ナビゲーション図」→プロシージャ･ステップの順に選択してください。

「詳細」-「イベント処理」の順に選択してください。

「ヘルプ」を選択してください。

「イベント処理の概念」を選択してください。

ウィンドウ複写と、置き換えつつ複写

ウィンドウの複写の詳細については、ここをクリックしてください。

置き換えつつ複写の詳細については、ここをクリックしてください。

NOTE
注： アクション図、またはプロシージャ・ステップの複写の際、同時に関連付けられたウィンドウも複写でき
ます。

ナビゲーション図からウィンドウを複写するには

CA Gen のメイン・ウィンドウにアクセスします。

1. 「設計」→「ナビゲーション図」の順に選択し、「ウィンドウ」タブを選択してから、複写するウィンドウをリスト
から選択してください。

 442



 CA Gen - 86JP - Japanese - Japan

2. 「含める」→「オープン」の順に選択してください。
3. コントロールを全て複写するには、このウィンドウを表わすアイコンを選択してください。
コントロールを指定して複写するには、コントロールのリストから希望するコントロールを選択してください。

4. 「編集」→「複写」の順に選択してください。
5. 「複写先」を選択してください。
6. 現在のビジネス・システムが希望のものと異なる場合には、ビジネス・システムを選択してください。
7. 宛て先のウィンドウを下記の３タイプから選択してください。3つのタイプは下記のとおりです。

– 既存のウィンドウ（リストから選択）
– 新しいウィンドウ（［新規作成］を選択）
– 現在のプロシージャ・ステップ内の新しいダイアログ・ボックス（リストからウィンドウを選択して、［追加］を
選択）

8. 宛て先を選択したあと（または新しい宛て先の作成後）「了解」を選択してください。
9. エンティティ・タイプを置き換えたくない場合、「複写」、「はい」の順に選択して、複写を確認し、さらに「了
解」を選択して、複写が成功したことを確認してください。（複写が成功したら、［クローズ］を選択して［ウィン
ドウ複写］パネルを終了し、ナビゲーション図に戻ります。）置き換える場合は、残りの手順を完了します。

10.「置換」を選択してください。
11.［オリジナル］列でエンティティ・タイプを選択します （エンティティ・タイプをマッチングしたあと、関連づけら
れた属性と関係をマッチングできます）。

12.［マッチング］を選択します。
13.置換として使うものを選択してください。
14.［了解］を選択します。
15.「オリジナル」列（Original）内の置換を実行したい各項目について、ステップ15から18を繰り返してください。
［了解］プッシュ・ボタンを活性化するには、すべてのエンティティ・タイプをマッチングしなければならないこと
に注意してください。

16.マッチングした属性または関係を複写も置換もしたくない場合は、その属性または関係を選択し、「マッチング解
消」を実行してください。マッチングが解消された属性または関係は、複写されません。

17.［了解］を選択します。
18.［複写］を選択します。
19.「はい」を選択して、複写を確認してください。
20.「了解」を選択して、複写の成功したことを確認してください。
21.「閉じる」を選択して、「ウィンドウ複写」パネルを終了し、「ナビゲーション図」に戻ってください。

詳細情報：

ウィンドウ複写/置き換えつつ複写

 

ナビゲーション図からウィンドウを、置き換えつつ複写するには

 

1. CA Gen のメイン・ウィンドウにアクセスします。
2. 「設計」→「ナビゲーション図」の順に選択してください。
3. 「ウィンドウ」タブを選択してください。
4. 置き換えつつ複写するウィンドウをリストから選択してください。
5. 「含める」を選択してださい。
6. ［オープン］を選択します。
7. 複写するウィンドウのグラフィック表現を選択してください。
8. 「編集」→「置き換えつつ複写」の順に選択してください。
9. 「複写先」を選択してください。
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10.現在のビジネス・システムが希望のものと異なる場合には、ビジネス・システムを選択してください。
11.プロシージャ・ステップ名を入力してください。
12.「置き換え」リスト・ボックスで、すべての「Substituting Original」ビューを置き換えるか、または自分自身とマッ
チングさせる必要があります。その際に、ビューを強調表示にし、マッチングを選択してください。

13.「全てのソース・ウィンドウを含める」ボックスを選択してください。（あとでウィンドウを作成することもできま
す）。

14.［複写］を選択します。
15.複写が成功したら、「閉じる」を選択し、「置き換えつつ複写」パネルを終了し、「ナビゲーション図」に戻ってく
ださい。

詳細情報：

 ウィンドウ複写/置き換えつつ複写

テクニカル設計の操作手順

ストレージ・グループの追加

テクニカル設計データベース、テーブルスペース、または索引の、省略時解釈ダイアログ・ボックスから、ストレージ・
グループを追加できます。

テクニカル設計からのストレージ・グループの追加

「設計」-「テクニカル設計」の順に選択してからテクニカル設計のオブジェクトを選択し、次に「ダイアグラム」-
「オープン」-「詳細」を選択し、そこで「データベースの省略時解釈」、「テーブルスペースの省略時解釈」、または
「索引の省略時解釈」を選択してください。続いて「ストレージ・グループの追加」を選択してください。

ストレージ・グループ名、VCAT名、パスワード、許可 ID を入力します。

［了解］を選択します。

テクニカル設計の特性の詳細化

「設計」→「テクニカル設計」の順に選択してからテクニカル設計を選択し、次に「ダイアグラム」→「オープ
ン」→「詳細」→「特性」を選択してください。

以下のどれか１つを選択してください。

• 目標DBMSの「バージョン」
• DBMSのアクセス・メソッド
• 予約語検査
• 参照保全性の強制
• 許容値の省略時解釈の強制

以下のどれか１つを選択してください。

• READアクションで
• CREATE/UPDATEアクションで

DBMS内の省略時解釈値を強制するか強制しないかを選択し「了解」を選択してください。

データベースの省略時解釈の詳細化の操作手順

次の中から１つ選択する：
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• DB2 z/OS
• DB2 UDB
• JDBC
• MS/SQL
• ODBC/ADO.NET
• Oracle

DB2 z/OSデータベースの省略時解釈の設定

「設計」→「テクニカル設計」を選択してください。使用するテクニカル設計を強調表示してください。

［ダイアグラム］-［オープン］を選択します。

［詳細］-［データベース省略時解釈］を選択します。

DB2 UDBデータベースの省略時解釈の設定

「設計」→「テクニカル設計」を選択してください。使用するテクニカル設計を強調表示してください。

［ダイアグラム］-［オープン］を選択します。

［詳細］-［データベース省略時解釈］を選択します。

JDBCデータベースの省略時解釈の設定

「設計」→「テクニカル設計」を選択してください。使用するテクニカル設計を強調表示してください。

［ダイアグラム］-［オープン］を選択します。

［詳細］-［データベース省略時解釈］を選択します。

MS SQL データベースの省略時解釈の設定

「設計」→「テクニカル設計」を選択してください。使用するテクニカル設計を強調表示してください。

［ダイアグラム］-［オープン］を選択します。

［詳細］-［データベース省略時解釈］を選択します。

ODBC/ADO.NET のデータベース省略時解釈を設定する方法

「設計」→「テクニカル設計」を選択してください。使用するテクニカル設計を強調表示してください。

［ダイアグラム］-［オープン］を選択します。

［詳細］-［データベース省略時解釈］を選択します。

Oracle データベースの省略時解釈の設定

「設計」→「テクニカル設計」を選択してください。使用するテクニカル設計を強調表示してください。

［ダイアグラム］-［オープン］を選択します。

［詳細］-［データベース省略時解釈］を選択します。

テーブルスペースの省略時解釈の詳細化

次の中から１つ選択する：
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• DB2 z/OS
• DB2 UDB
• Oracle

DB2 z/OSテーブルスペースの省略時解釈の設定

「設計」→「テクニカル設計」を選択してください。使用するテクニカル設計を強調表示してください。

［ダイアグラム］-［オープン］を選択します。

［詳細］-［テーブルスペース省略時解釈］を選択します。

DB2 UDBテーブルスペースの省略時解釈の設定

「設計」→「テクニカル設計」を選択してください。使用するテクニカル設計を強調表示してください。

［ダイアグラム］-［オープン］を選択します。

［詳細］-［テーブルスペース省略時解釈］を選択します。

Oracle テーブルスペースの省略時解釈の設定

「設計」→「テクニカル設計」を選択してください。使用するテクニカル設計を強調表示してください。

［ダイアグラム］-［オープン］を選択します。

［詳細］-［テーブルスペース省略時解釈］を選択します。

テーブルの省略時解釈の詳細化

次の中から１つ選択する：

• DB2 z/OS
• DB2 UDB
• JDBC
• MS/SQL
• ODBC/ADO.NET
• Oracle

DB2 z/OSテーブルの省略時解釈の設定

「設計」→「テクニカル設計」を選択してください。使用するテクニカル設計を強調表示してください。

［ダイアグラム］-［オープン］を選択します。

［詳細］-［テーブル省略時解釈］を選択します。

DB2 UDBテーブルの省略時解釈の設定

「設計」→「テクニカル設計」を選択してください。使用するテクニカル設計を強調表示してください。

［ダイアグラム］-［オープン］を選択します。

［詳細］-［テーブル省略時解釈］を選択します。

JDBCテーブルの省略時解釈の設定

「設計」→「テクニカル設計」を選択してください。使用するテクニカル設計を強調表示してください。

［ダイアグラム］-［オープン］を選択します。
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［詳細］-［テーブル省略時解釈］を選択します。

MS SQL テーブルの省略時解釈の設定

「設計」→「テクニカル設計」を選択してください。使用するテクニカル設計を強調表示してください。

［ダイアグラム］-［オープン］を選択します。

［詳細］-［テーブル省略時解釈］を選択します。

ODBC/ADO.NET のテーブル省略時解釈を設定する方法

「設計」→「テクニカル設計」を選択してください。使用するテクニカル設計を強調表示してください。

［ダイアグラム］-［オープン］を選択します。

［詳細］-［テーブル省略時解釈］を選択します。

Oracleテーブルの省略時解釈の設定

「設計」→「テクニカル設計」を選択してください。使用するテクニカル設計を強調表示してください。

［ダイアグラム］-［オープン］を選択します。

［詳細］-［テーブル省略時解釈］を選択します。

索引の省略時解釈の詳細化

次の中から１つ選択する：

• DB2 z/OS
• DB2 UDB
• MS/SQL
• Oracle

DB2 z/OS索引の省略時解釈の設定

「設計」→「テクニカル設計」を選択してください。使用するテクニカル設計を強調表示してください。

［ダイアグラム］-［オープン］を選択します。

［詳細］-［索引省略時解釈］を選択します。

DB2 UDB索引の省略時解釈の設定

「設計」→「テクニカル設計」を選択してください。使用するテクニカル設計を強調表示してください。

［ダイアグラム］-［オープン］を選択します。

［詳細］-［索引省略時解釈］を選択します。

MS SQL 索引の省略時解釈の設定

「設計」→「テクニカル設計」を選択してください。使用するテクニカル設計を強調表示してください。

［ダイアグラム］-［オープン］を選択します。

［詳細］-［索引省略時解釈］を選択します。
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Oracle 索引の省略時解釈の設定

「設計」→「テクニカル設計」を選択してください。使用するテクニカル設計を強調表示してください。

［ダイアグラム］-［オープン］を選択します。

［詳細］-［索引省略時解釈］を選択します。

入口点の特性の指定

「設計」→「テクニカル設計」→「ダイアグラム」→「オープン」→「すべてのレコード」または「関連物」の順に選択し
てください。

「すべてのレコード」を選択した場合は、「画面設定」-「ダイアグラムの展開」の順に選択してください。

［関連物］を選択した場合は、エンティティ・タイプを選択し、［了解］-［画面設定］-［ダイアグラムの展開］の順に
選択します。

入口点名を選択してから、［詳細］-［特性］を選択し、［ユニーク］、［クラスタ化］、または［主］チェック ボック
スを選択して（複数可）、［記述］を選択します。入口点の記述文を入力してください。「了解」→「了解」の順に選択
してください。

フィールドの特性の指定

「設計」→「テクニカル設計」→「ダイアグラム」→「オープン」→「すべてのレコード」または「関連物」の順に選択し
てください。

「すべてのレコード」を選択した場合は、「画面設定」-「ダイアグラムの展開」の順に選択してください。

［関連物］を選択した場合は、エンティティ・タイプを選択し、［了解］-［画面設定］-［ダイアグラムの展開］の順に
選択します。

フィールド名を選択し、「詳細」→「特性」の順に選択してください。フィールド名を入力してください。「フォーマッ
ト」→「オプショナリティ」の順に選択してください。「フィールド・プロシージャ」→「パラメータ」に入力してくだ
さい。「記述」を選択してください。フィールドの記述文を入力してください。「了解」→「了解」の順に選択してくだ
さい。

外部キー特性の指定

「設計」→「テクニカル設計」→「ダイアグラム」→「オープン」→「すべてのレコード」または「関連物」の順に選択し
てください。

「すべてのレコード」を選択した場合は、「画面設定」-「ダイアグラムの展開」の順に選択してください。

［関連物］を選択した場合は、エンティティ・タイプを選択し、［了解］-［画面設定］-［ダイアグラムの展開］の順に
選択します。

外部キー・フィールド名を選択してから、「詳細」→「特性」を選択してください。フィールド名を入力してください。
「フォーマット」→「オプショナリティ」の順に選択してください。フィールド・プロシージャとパラメータを入力して
ください。

入口点FKフィールドでは、シーケンス（昇順または降順）を選択してください。「記述」を選択してください。

外部キー・フィールドの記述文を入力してください。「了解」→「了解」の順に選択してください。

リンケージの特性の指定

「設計」→「テクニカル設計」→「ダイアグラム」→「オープン」→「すべてのレコード」または「関連物」の順に選択し
てください。

「すべてのレコード」を選択した場合は、「画面設定」-「ダイアグラムの展開」の順に選択してください。
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［関連物］を選択した場合は、エンティティ・タイプを選択し、［了解］-［画面設定］-［ダイアグラムの展開］の順に
選択します。

リンケージ名を選択し、「詳細」→「特性」の順に選択してください。リンケージ名を入力してください。［参照保全
性］の［機能の実施］-［基本外部キー］-［目標フィールド］-［記述］を選択します。リンケージの記述文を入力してく
ださい。「了解」→「了解」の順に選択してください。

入口点の用途の表示

「設計」→「テクニカル設計」→「ダイアグラム」→「オープン」→「すべてのレコード」または「関連物」の順に選択し
てください。

「すべてのレコード」を選択した場合は、「画面設定」→「ダイアグラムの展開」の順に選択してください。

「関連物」を選択した場合、エンティティ・タイプを選択し、「了解」→「画面設定」→「展開ダイアグラム」を選択し
てください。

フィールド名を選択してから「詳細」→「入口点」→「取消」の順に選択してください。

フィールド用途の概説の表示

「設計」→「テクニカル設計」→「ダイアグラム」→「オープン」→「すべてのレコード」または「関連物」の順に選択し
てください。

「すべてのレコード」を選択した場合は、「画面設定」→「ダイアグラムの展開」の順に選択してください。

［関連物］を選択した場合は、エンティティ・タイプを選択し、［了解］-［画面設定］-［ダイアグラムの展開］の順に
選択します。

レコード名を選択してから「詳細」→「レイアウト」→「取消」の順に選択してください。

テクニカル設計のオープン

「設計」→「テクニカル設計」を選択してください。

選択したテクニカル設計を強調表示します。

「ダイアグラム」→「オープン」を選択してください。

データ構造リストの操作手順

索引の追加

［設計］-［データ構造リスト］-［ダイアグラム］-［オープン］-［すべてのテーブル］または［関連物］の順に選択し
ます。

［すべてのテーブル］を選択した場合は、［画面設定］-［ダイアグラムの展開］の順に選択します。

［関連物］を選択した場合は、エンティティ・タイプを選択し、［了解］-［画面設定］-［ダイアグラムの展開］の順に
選択します。

テーブル名を選択し、［編集］ - ［索引の追加］を選択します。索引名を入力します。「固有」、「クラスタ」、または
「基本」チェック・ボックス（複数の任意選択）を選択し、「カラム」ボタンをクリックしてください。

索引に関連づけたいカラムを選択し、「了解」-「了解」の順に選択してください。

索引へのカラムの追加

［設計］-［データ構造リスト］-［ダイアグラム］-［オープン］-［すべてのテーブル］または［関連物］の順に選択し
ます。
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［すべてのテーブル］を選択した場合は、［画面設定］-［ダイアグラムの展開］の順に選択します。

［関連物］を選択した場合は、エンティティ・タイプを選択し、［了解］-［画面設定］-［ダイアグラムの展開］の順に
選択します。

目標オブジェクトとする索引名を選択し、「詳細」-「特性」-「カラム」の順に選択し、追加するカラムを強調選択して
「了解」-「了解]の順に選択してください。

非インプリメント・エンティティ・タイプの追加

［設計］-［データ構造リスト］-［ダイアグラム］-［オープン］-［すべてのテーブル］または［関連物］の順に選択し
ます。

［すべてのテーブル］を選択した場合は、［画面設定］-［ダイアグラムの展開］の順に選択します。

［関連物］を選択した場合は、エンティティ・タイプを選択し、［了解］-［画面設定］-［ダイアグラムの展開］の順に
選択します。

「編集」→「エンティティ・タイプの追加」の順に選択し、エンティティ・タイプを選択してから「了解」を選択してく
ださい。

非インプリメント属性の追加

［設計］-［データ構造リスト］-［ダイアグラム］-［オープン］-［すべてのテーブル］または［関連物］の順に選択し
ます。

［すべてのテーブル］を選択した場合は、［画面設定］-［ダイアグラムの展開］の順に選択します。

［関連物］を選択した場合は、エンティティ・タイプを選択し、［了解］-［画面設定］-［ダイアグラムの展開］の順に
選択します。

目標オブジェクトとする索引名を選択し、「編集」→「属性のインプリメント」の順に選択し、索引に追加するカラムを
選択してから「了解」を選択してください。

非インプリメントの関係の追加

「設計」→「データ構造リスト」→「ダイアグラム」→「オープン」→「すべてのテーブル」または「関連物」の順に選択
し、テーブル名を選択してから「編集」を選択し、２つのエンティティを結びつける関係を指定してください。

オブジェクトの削除

［設計］-［データ構造リスト］-［ダイアグラム］-［オープン］-［すべてのテーブル］または［関連物］の順に選択し
ます。

「すべてのテーブル」を選択した場合は、「画面設定」→「ダイアグラムの展開」の順に選択してください。

［関連物］を選択した場合は、エンティティ・タイプを選択し、［了解］-［画面設定］-［ダイアグラムの展開］の順に
選択します。

テーブル、索引、外部キー、または強制名を選択し、「編集」→「削除」→「削除の確認」または「階層または従属物の
削除の確認（「従属物だけの削除」、「従属物のプロモート」、または「階層の削除」）」→「削除」→「はい」の順に
選択してください。

候補の非正規化の指定

［設計］-［データ構造リスト］-［ダイアグラム］-［オープン］-［すべてのテーブル］または［関連物］の順に選択し
ます。

［すべてのテーブル］を選択した場合は、［画面設定］-［ダイアグラムの展開］の順に選択します。
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［関連物］を選択した場合は、エンティティ・タイプを選択し、［了解］-［画面設定］-［ダイアグラムの展開］の順に
選択します。

テーブル名を選択し、次に非正規化を行なうカラムを選択してから「編集」→「非正規化」→「カージナリティ１のメン
バシップ」→１つまたは複数の「非正規化候補の属性」→「非正規化」の順に選択してください。

テーブル特性の指定

［設計］-［データ構造リスト］-［ダイアグラム］-［オープン］-［すべてのテーブル］または［関連物］の順に選択し
ます。

［すべてのテーブル］を選択した場合は、［画面設定］-［ダイアグラムの展開］の順に選択します。

［関連物］を選択した場合は、エンティティ・タイプを選択し、［了解］-［画面設定］-［ダイアグラムの展開］の順に
選択します。

テーブル名を選択し、「詳細」→「特性」の順に選択してください。テーブル名、所有者、別名、テーブルの名前、編集
プロシージャ、有効プロシージャを入力してください。「記述」を選択してください。テーブルの記述内容を入力してく
ださい。「了解」→「了解」の順に選択してください。

カラム特性の指定

［設計］-［データ構造リスト］-［ダイアグラム］-［オープン］-［すべてのテーブル］または［関連物］の順に選択し
ます。

［すべてのテーブル］を選択した場合は、［画面設定］-［ダイアグラムの展開］の順に選択します。

［関連物］を選択した場合は、エンティティ・タイプを選択し、［了解］-［画面設定］-［ダイアグラムの展開］の順に
選択します。

カラム名を選択し、「詳細」→「特性」の順に選択してください。カラム名を入力してください。「フォーマッ
ト」→「オプショナリティ」の順に選択してください。「カラム・プロシージャ」→「パラメータ」の順に入力してくだ
さい。「記述」を選択してください。カラムの記述文を入力してください。「了解」→「了解」の順に選択してくださ
い。

索引特性の指定

「設計」→「データ構造リスト」→「ダイアグラム」→「オープン」→「すべてのテーブル」または「関連物」の順に選択
してください。

［すべてのテーブル］を選択した場合は、［画面設定］-［ダイアグラムの展開］の順に選択します。

［関連物］を選択した場合は、エンティティ・タイプを選択し、［了解］-［画面設定］-［ダイアグラムの展開］の順に
選択します。

索引名を選択してから、［詳細］-［特性］を選択し、［ユニーク］、［クラスタ化］、または［主］のチェック・ボッ
クスを選択し（複数可）、［記述］を選択します。索引の説明を入力してください。「了解」→「了解」の順に選択して
ください。

外部キー特性の指定

［設計］-［データ構造リスト］-［ダイアグラム］-［オープン］-［すべてのテーブル］または［関連物］の順に選択し
ます。

［すべてのテーブル］を選択した場合は、［画面設定］-［ダイアグラムの展開］の順に選択します。

［関連物］を選択した場合は、エンティティ・タイプを選択し、［了解］-［画面設定］-［ダイアグラムの展開］の順に
選択します。
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外部キー・カラム名を選択してから、「詳細」→「特性」を選択してください。カラム名を入力してください。「フォー
マット」→「オプショナリティ」の順に選択してください。カラム・プロシージャとパラメータを入力してください。

索引外部キー・カラムの場合、「順序」（「昇順」または「降順」）を選択してください。「記述」を選択してくださ
い。

外部キー・カラムの説明を入力してください。「了解」→「了解」の順に選択してください。

参照保全性強制特性の指定

［設計］-［データ構造リスト］-［ダイアグラム］-［オープン］-［すべてのテーブル］または［関連物］の順に選択し
ます。

［すべてのテーブル］を選択した場合は、［画面設定］-［ダイアグラムの展開］の順に選択します。

［関連物］を選択した場合は、エンティティ・タイプを選択し、［了解］-［画面設定］-［ダイアグラムの展開］の順に
選択します。

「参照保全性の強制の詳細」→「特性」の順に選択してください。制約の名前を入力してください。［参照保全性］
の［機能の実施］-［基本外部キー］-［目標列］-［記述］を選択します。強制の記述文を入力してください。「了
解」→「了解」の順に選択してください。

テーブル・レイアウトの表示

［設計］-［データ構造リスト］-［ダイアグラム］-［オープン］-［すべてのテーブル］または［関連物］の順に選択し
ます。

［すべてのテーブル］を選択した場合は、［画面設定］-［ダイアグラムの展開］の順に選択します。

［関連物］を選択した場合は、エンティティ・タイプを選択し、［了解］-［画面設定］-［ダイアグラムの展開］の順に
選択します。

テーブル名を選択してから、［詳細］-［レイアウト］の順に選択します。

［クローズ］を選択して、終了します。

カラム索引の表示

「設計」→「データ構造リスト」→「ダイアグラム」→「オープン」→「すべてのテーブル」または「関連物」の順に選択
してください。

［すべてのテーブル］を選択した場合は、［画面設定］-［ダイアグラムの展開］の順に選択します。

［関連物］を選択した場合は、エンティティ・タイプを選択し、［了解］-［画面設定］-［ダイアグラムの展開］の順に
選択します。

カラムを選択してから「詳細」→「索引」を選択してください。

［クローズ］を選択して、終了します。

外部キーの索引の表示

［設計］-［データ構造リスト］-［ダイアグラム］-［オープン］-［すべてのテーブル］または［関連物］の順に選択し
ます。

「すべてのテーブル」を選択した場合は、「画面設定」→「ダイアグラムの展開」の順に選択してください。

［関連物］を選択した場合は、エンティティ・タイプを選択し、［了解］-［画面設定］-［ダイアグラムの展開］の順に
選択します。

外部キー・カラムを選択してから「詳細」→「索引」を選択してください。
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［クローズ］を選択して、終了します。

参照保全性強制識別子の表示

［設計］-［データ構造リスト］-［ダイアグラム］-［オープン］-［すべてのテーブル］または［関連物］の順に選択し
ます。

［すべてのテーブル］を選択した場合は、［画面設定］-［ダイアグラムの展開］の順に選択します。

［関連物］を選択した場合は、エンティティ・タイプを選択し、［了解］-［画面設定］-［ダイアグラムの展開］の順に
選択します。

参照保全性の強制カラムを選択してから、「詳細」→「識別子」の順に選択してください。

［クローズ］を選択して、終了します。

オブジェクトの移動

［設計］-［データ構造リスト］-［ダイアグラム］-［オープン］-［すべてのテーブル］または［関連物］の順に選択し
ます。

［すべてのテーブル］を選択した場合は、［画面設定］-［ダイアグラムの展開］の順に選択します。

［関連物］を選択した場合は、エンティティ・タイプを選択し、［了解］-［画面設定］-［ダイアグラムの展開］の順に
選択します。

カラム、非正規化したカラム、または外部キー・カラムを選択し、「編集」→「移動」の順に選択してから同じテーブル
内または索引内の新しい位置を選択してください。

データ構造リストのオープンと展開

［設計］-［データ構造リスト］-［ダイアグラム］-［オープン］-［すべてのテーブル］または［関連物］の順に選択し
ます。

［すべてのテーブル］を選択した場合は、［画面設定］-［ダイアグラムの展開］の順に選択します。

［関連物］を選択した場合は、エンティティ・タイプを選択し、［了解］-［画面設定］-［ダイアグラムの展開］の順に
選択します。

索引からのカラムの削除

［設計］-［データ構造リスト］-［ダイアグラム］-［オープン］-［すべてのテーブル］または［関連物］の順に選択し
ます。

［すべてのテーブル］を選択した場合は、［画面設定］-［ダイアグラムの展開］の順に選択します。

［関連物］を選択した場合は、エンティティ・タイプを選択し、［了解］-［画面設定］-［ダイアグラムの展開］の順に
選択します。

目標オブジェクトとする索引名を指定し、「詳細」→「特性」→「カラム」の順に選択し、索引から削除するカラムを強
調表示させ「了解」を選択してください。

カラム用途の概説の表示

［列使用の要約］を表示する方法

1. ［設計］-［データ構造リスト］を選択します。
［データ構造リスト］ウィンドウが表示されます。

2. 以下の操作のいずれかを行います。
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– ［ダイアグラム］-［オープン］-［すべてのレコード］を選択して、データベース内のすべてのレコードを表示し
ます。
［データ構造リスト］ウィンドウが再表示されます。

– ［ダイアグラム］-［オープン］-［関連物］を選択して、選択したレコードに直接関係するレコードをすべて表示
します。
［インプリメントされたハイ・レベル・エンティティ・タイプ］ダイアログ・ボックスが表示されます。［エン
ティティ・タイプ］-［了解］を選択します。［データ構造リスト］ウィンドウが再表示されます。

3. ［ビュー］-［ダイアグラムの展開］を選択します。
［データ構造リスト］に、テーブル内のすべてのレベルの非表示オブジェクトが表示されます。

4. ［テーブル名］-［詳細］-［レイアウト］を選択します。
［カラム用途の概要］ダイアログ・ボックスが表示されます。

5. ダイアログ・ボックスを閉じるには、［クローズ］をクリックします。

索引の用途の表示

［設計］-［データ構造リスト］-［ダイアグラム］-［オープン］-［すべてのテーブル］または［関連物］の順に選択し
ます。

［すべてのテーブル］を選択した場合は、［画面設定］-［ダイアグラムの展開］の順に選択します。

［関連物］を選択した場合は、エンティティ・タイプを選択し、［了解］-［画面設定］-［ダイアグラムの展開］の順に
選択します。

カラム名を選択してから、「詳細」→「索引」→「取消」の順に選択してください。

データ・ストア・リストの操作手順

データベースの追加

「設計」-「データ・ストア・リスト」-「ダイアグラム」-「オープン」-「すべてのテーブル」または「データベース」
の順に選択してください。

［すべてのテーブル］を選択した場合は、［画面設定］-［ダイアグラムの展開］の順に選択します。

「データベース」を選択した場合は、データベース-「画面設定」-「展開」の順に選択してください。

「編集」-「データベースの追加」の順に選択してください。データベース名を入力してください。「ストレージ・グ
ループ」-「バッファプール」の順に選択してください。所有者とデータベースの説明を入力してください。［了解］を
選択します。

索引スペースの区分の追加

「設計」-「データ・ストア・リスト」-「ダイアグラム」-「オープン」-「すべてのレコードまたはデータベース」の順
に選択してください。

「すべてのレコード」を選択した場合は、「画面設定」-「ダイアグラムの展開」の順に選択してください。

「データベース」を選択した場合は、データベース-「画面設定」-「展開」の順に選択してください。

索引スペースを選択し、「詳細」-「区分」-「編集」-「区分の追加」-キーに追加する索引内のフィールド、の順に選択
してください。値を修正してください。「キーへの値の追加設定」を選択してください。最高値以外の各フィールドに
キーへの値の追加を繰り返してください。「了解」を選択して、区分を作成してください。

ストレージ・グループの追加

「設計」-「データ・ストア・リスト」-「ダイアグラム」-「オープン」-「すべてのテーブル」または「データベース」
の順に選択してください。
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［すべてのテーブル］を選択した場合は、［画面設定］-［ダイアグラムの展開］の順に選択します。

「データベース」を選択した場合は、データベース名-「画面設定」-「展開」の順に選択してください。

「編集」-「ストレージ・グループの追加」の順に選択してください。ストレージ・グループ名、VCAT名、パスワード、
許可 ID を入力します。［DASD ボリュームID］を選択します。

プッシュ ボタン プロシージャ
ボリュームの追加 ［ボリュームの追加］-［DASD ボリュームID］を選択します。ボ

リュームの説明を入力します。［了解］を選択します。
ボリュームの削除 ［ボリュームの削除］-［DASD ボリュームID］を選択します。

［了解］を選択します。
説明 「記述」を選択してください。ストレージ・グループの記述内容

を入力してください。［了解］を選択します。

［了解］を選択します。

テーブルスペースの追加

「設計」-「データ・ストア・リスト」-「ダイアグラム」-「オープン」-「すべてのテーブル」または「データベース」
の順に選択してください。

［すべてのテーブル］を選択した場合は、［画面設定］-［ダイアグラムの展開］の順に選択します。

「データベース」を選択した場合は、データベース-「画面設定」-「展開」の順に選択してください。

「データベース」-「編集」-「テーブルスペースの追加」の順に選択してください。名前とパスワードを入力してく
ださい。「クローズ」または「消去」を選択してください。セグメント・サイズを入力してください。「ロック・
ボックス」-「バッファプール」-「ストレージ グループ」-「ストレージ グループ」-「VCAT」の順に選択してくださ
い。VCAT名、基本数量、2 次数量を入力してください。「数量単位」を選択してください。フリー・ページとフリー・
パーセントを入力してください。「ボリューム通し番号」を選択してください。

プッシュ ボタン プロシージャ
ボリュームの追加 ［ボリュームの追加］-［DASD ボリュームID］を選択します。ボ

リュームの説明を入力します。［了解］を選択します。
ボリュームの削除 ［ボリュームの削除］-［DASD ボリュームID］を選択します。

［了解］を選択します。
説明 「記述」を選択してください。テーブルスペースの記述内容を入

力してください。［了解］を選択します。

［了解］を選択します。

自動サイズの使用

「設計」-「データ・ストア・リスト」-「ダイアグラム」-「オープン」-「すべてのテーブル」または「データベース」
の順に選択してください。

［すべてのテーブル］を選択した場合は、［画面設定］-［ダイアグラムの展開］の順に選択します。

「データベース」を選択した場合は、データベース-「画面設定」-「展開」の順に選択してください。

データベース（複数可）、テーブルスペース（複数可）、または索引スペース（複数可）を選択し、「編集」→「自動サ
イズ」の順に選択してください。
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オブジェクトの削除

「設計」-「データ・ストア・リスト」-「ダイアグラム」-「オープン」-「すべてのテーブル」または「データベース」
の順に選択してください。

［すべてのテーブル］を選択した場合は、［画面設定］-［ダイアグラムの展開］の順に選択します。

「データベース」を選択した場合は、データベース-「画面設定」-「展開」の順に選択してください。

オブジェクト（データベース、テーブルスペース、テーブル、索引スペース、またはストレージ・グループ）を選択し、
「編集」→「削除」→「削除の確認」または「階層または従属物の削除の確認」（「従属物だけの削除」、「従属物のプ
ロモート」、または「階層の削除」）」→「削除」の順に選択してください。

データベース特性の詳細化

「設計」-「データ・ストア・リスト」-「ダイアグラム」-「オープン」-「すべてのテーブル」または「データベース」
の順に選択してください。

［すべてのテーブル］を選択した場合は、［画面設定］-［ダイアグラムの展開］の順に選択します。

「データベース」を選択した場合は、データベース-「画面設定」-「展開」の順に選択してください。

データベースを選択し、「詳細」→「特性」の順に選択してください。

データベース名を入力してください。「ストレージ・グループ」-「バッファプール」の順に選択してください。所有者
とデータベースの記述内容を入力してください。［了解］を選択します。

索引スペース特性の詳細化

「設計」-「データ・ストア・リスト」-「ダイアグラム」-「オープン」-「すべてのレコードまたはデータベース」の順
に選択してください。

「すべてのレコード」を選択した場合は、「画面設定」→「ダイアグラムの展開」の順に選択してください。

「データベース」を選択した場合は、データベース-「画面設定」-「展開」の順に選択してください。

索引スペースを選択し、「詳細」→「特性」の順に選択してください。名前とパスワードを入力してください。「クロー
ズ」または「消去」を選択してください。セグメント・サイズを入力してください。「サブページ」→「バッファプー
ル」→「ストレージ・グループ」→「ストレージ・グループ」→「VCAT」の順に選択してください。VCAT名、基本数
量、2 次数量を入力してください。「数量単位」を選択してください。フリー・ページとフリー・パーセントを入力して
ください。「ボリューム通し番号」を選択してください。

プッシュ ボタン プロシージャ
ボリュームの追加 ［ボリュームの追加］-［DASD ボリュームID］を選択します。ボ

リュームの説明を入力します。［了解］を選択します。
ボリュームの削除 ［ボリュームの削除］-［DASD ボリュームID］を選択します。

［了解］を選択します。
説明 「記述」を選択してください。索引スペースの記述内容を入力し

てください。［了解］を選択します。

［了解］を選択します。

区分索引スペースの詳細化

「設計」-「データ・ストア・リスト」-「ダイアグラム」-「オープン」-「すべてのレコードまたはデータベース」の順
に選択してください。

「すべてのレコード」を選択した場合は、「画面設定」-「ダイアグラムの展開」の順に選択してください。
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「データベース」を選択した場合は、データベース-「画面設定」-「展開」の順に選択してください。

索引スペースを選択し、「詳細」→「区分」→区分の値→「詳細」→「索引スペース」→「区分に省略時解釈値を使用
する」または「区分に次の値を使用する」→「消去」→「ストレージ グループ」→「VCAT」の順に選択してくださ
い。VCAT、基本数量、2 次数量を入力してください。「数量単位」を選択してください。フリー・ページとフリー・
パーセントを入力してください。

プッシュ ボタン プロシージャ
ボリュームの追加 ［ボリュームの追加］-［DASD ボリュームID］を選択します。ボ

リュームの説明を入力します。［了解］を選択します。
ボリュームの削除 ［ボリュームの削除］-［DASD ボリュームID］を選択します。

［了解］を選択します。
説明 「記述」を選択してください。索引スペースの記述内容を入力し

てください。「了解」を選択してください。

［了解］を選択します。

区分テーブルスペースの詳細化

［ツール］ - ［設計］ - ［データ・ストア・リスト］をクリックします。

［ダイアグラム］ - ［オープン］ - ［すべてのレコード］または［データベース］をクリックします。

• ［すべてのレコード］を選択した場合、［ビュー］ - ［ダイアグラムの展開］をクリックします。
• ［データベース］を選択した場合は、データベースを選択し、［ビュー］ - ［展開］をクリックします。

索引スペースを選択し、［詳細］ - ［区分］をクリックします。

区分値を選択し、［詳細］ - ［テーブルスペース］をクリックします。

［区分に対してデフォルト値を使用］または［区分に対して以下の値を使用］ - ［消去］ - ［ストレージ・グループ］
- ［VCAT］を選択します。VCAT、基本数量、2 次数量を入力してください。「数量単位」を選択してください。フ
リー・ページとフリー・パーセントを入力してください。

ここでは、以下のフィールドを使用できます。

• ボリュームの追加
［ボリュームの追加］-［DASD ボリュームID］を選択します。ボリュームの説明を入力します。［OK］をクリック
します。

• ボリュームの削除
［ボリュームの削除］-［DASD ボリュームID］を選択します。［OK］をクリックします。

• 説明
「記述」を選択してください。テーブルスペースの記述内容を入力してください。［了解をクリックします。

［OK］をクリックします。

テーブル特性の詳細化

「設計」-「データ・ストア・リスト」-「ダイアグラム」-「オープン」-「すべてのテーブル」または「データベース」
の順に選択してください。

［すべてのテーブル］を選択した場合は、［画面設定］-［ダイアグラムの展開］の順に選択します。

「データベース」を選択した場合は、データベース-「画面設定」-「展開」の順に選択してください。

テーブルを選択し、「詳細」→「特性」の順に選択してください。テーブル名、所有者、別名、テーブルの名前、編集プ
ロシージャ、有効プロシージャを入力してください。「記述」を選択してください。テーブルの記述内容を入力してくだ
さい。「了解」→「了解」の順に選択してください。
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ストレージ・グループ特性の詳細化

「設計」-「データ・ストア・リスト」-「ダイアグラム」-「オープン」-「すべてのレコードまたはデータベース」の順
に選択してください。

「すべてのレコード」を選択した場合は、「画面設定」-「ダイアグラムの展開」の順に選択してください。

「データベース」を選択した場合は、データベース-「画面設定」-「展開」の順に選択してください。

ストレージ・グループを選択し、「詳細」→「特性」の順に選択してください。ストレージ・グループ名、VCAT名、パ
スワード、許可 ID を入力します。［DASD ボリュームID］を選択します。

プッシュ ボタン プロシージャ
ボリュームの追加 ［ボリュームの追加］-［DASD ボリュームID］を選択します。ボ

リュームの説明を入力します。［了解］を選択します。
ボリュームの削除 ［ボリュームの削除］-［DASD ボリュームID］を選択します。

［了解］を選択します。
説明 「記述」を選択してください。ストレージ・グループの記述内容

を入力してください。「了解」を選択してください。

［了解］を選択します。

テーブルスペース特性の詳細化

「設計」-「データ・ストア・リスト」-「ダイアグラム」-「オープン」-「すべてのテーブル」または「データベース」
の順に選択してください。

［すべてのテーブル］を選択した場合は、［画面設定］-［ダイアグラムの展開］の順に選択します。

「データベース」を選択した場合は、データベース-「画面設定」-「展開」の順に選択してください。

テーブルスペースを選択し、「詳細」→「特性」の順に選択してください。名前とパスワードを入力してください。「ク
ローズ」または「消去」を選択してください。セグメント・サイズを入力してください。「ロック・サイズ」→「バッ
ファプール」→「ストレージ・グループ」→「ストレージ・グループ」→「VCAT」の順に選択してください。VCAT名、
基本数量、2 次数量を入力してください。「数量単位」を選択してください。フリー・ページとフリー・パーセントを入
力してください。「ボリューム通し番号」を選択してください。

プッシュ ボタン プロシージャ
ボリュームの追加 ［ボリュームの追加］-［DASD ボリュームID］を選択します。ボ

リュームの説明を入力します。［了解］を選択します。
ボリュームの削除 ［ボリュームの削除］-［DASD ボリュームID］を選択します。

［了解］を選択します。
説明 「記述」を選択してください。テーブルスペースの記述内容を入

力してください。［了解］を選択します。

［了解］を選択します。

オブジェクトの移動

「設計」-「データ・ストア・リスト」-「ダイアグラム」-「オープン」-「すべてのテーブル」または「データベース」
の順に選択してください。

［すべてのテーブル］を選択した場合は、［画面設定］-［ダイアグラムの展開］の順に選択します。

「データベース」を選択した場合は、データベース-「画面設定」-「展開」の順に選択してください。

テーブルスペースまたはテーブルを選択し、「編集」→「移動」→新しい位置、の順に選択してください。
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テーブルスペースを移動する場合は、別のデータベースを選択してください。

テーブルを移動する場合は、選択テーブルが存在する現行のテーブルスペース以外のテーブルスペースを選択してくださ
い。

データ・ストア・リストのオープンと展開

「設計」→「データ・ストア・リスト」→「ダイアグラム」→「オープン」→「すべてのテーブル」または「データベー
ス」の順に選択してください。

［すべてのテーブル］を選択した場合は、［画面設定］-［ダイアグラムの展開］の順に選択します。

「データベース」を選択した場合は、データベース-「画面設定」-「展開」の順に選択してください。

テクニカル設計の省略時解釈の検証

「設計」→「データ構造の省略時解釈」→「必要な省略時解釈値の指定」の順に選択してください。必須フィールドは、
「名前」と「バッファプール」です。［了解］を選択します。

環境の操作手順

１ビジネス・システム内の全クライアント構成要素のための環境パラメータの定義

「構築」→「パッケージング」→「オープン」→「協調パッケージング」の順に選択してから、ビジネス・システム名を
選び、「詳細」→「クライアント環境」の順に選択してください。必要なパラメータ→「了解」の順に選択してくださ
い。

１ビジネス・システム内の全サーバ構成要素のための環境パラメータの定義

「構築」→「パッケージング」→「オープン」→「協調パッケージング」の順に選択してから、ビジネス・システム名を
選び、「詳細」→「サーバ環境」の順に選択してください。必要なパラメータ→「了解」の順に選択してください。

ビジネス・システムの環境パラメータの定義

「構築環境」を選択してからビジネス･システム名を選び、「詳細」→「特性」の順に選択してください。
必要なパラメータ→「了解」の順に選択してください。

ビジネス・システムの追加パラメータの定義

［構築］-［環境］を選択してから、ビジネス・システム名を選択し、［詳細］-［特性］-［z/OS環境］を選択します。
必要なパラメータ→「了解」の順に選択してください。

DDLとRIトリガの環境パラメータの定義

生成ツールのプロシージャを参照してください。DDLと参照保全性トリガの環境パラメータは、［生成の省略時解釈］ダ
イアログで指定されます。

１ビジネス・システム内の個々のクライアント構成要素のための環境パラメータの定義

「構築」→「パッケージング」→「オープン」→「協調パッケージング」の順に選択してから、ウィンドウ・マネージャ
を選び、「詳細」→「クライアント環境」の順に選択してください。必要なパラメータ→「了解」の順に選択してくださ
い。
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１ビジネス・システム内の個々のサーバ構成要素のための環境パラメータの定義

「構築」→「パッケージング」→「オープン」→「協調パッケージング」の順に選択してから、サーバ・マネージャを選
び、「詳細」→「サーバ環境」の順に選択してください。必要なパラメータ→「了解」の順に選択してください。

パッケージングの操作手順

ビジネス・システムへのロード・モジュールの追加

以下の手順に従います。

1. ［構築］ - ［パッケージング］をクリックします。
［パッケージング・ダイアグラム］ウィンドウが表示されます。

2. ［ダイアグラム］ - ［オープン］をクリックして、［オンライン・パッケージング］、［バッチ・パッケージン
グ］、または［ウィンドウ・パッケージング］、ビジネスのシステム名を選択します。

3. ［編集］ - ［ロード・モジュールの追加］をクリックします。
［特性］ダイアログ・ボックスが表示されます。

4. ロード・モジュールの名前を入力し、［PSteps の追加］をクリックします。
［パッケージされていないプロシージャ・ステップ］ダイアログ・ボックスが表示されます。

5. ［プロシージャ］または［プロシージャ・ステップ］を選択し、［了解］をクリックします。
6. ［特性］ダイアログ・ボックスで［了解］をクリックします。
ロード・モジュールが追加されます。

ビジネス・システムへのクライアント・ロード・モジュールの追加

「構築」-「パッケージング」-「ダイアグラム」-「オープン」-「協調パッケージング」の順に選択してから、ビジネ
ス・システム名を選び、「編集」-「ロード・モジュールの追加」の順に選択してください。ロード・モジュール名を入
力してください。「ウィンドウ・マネ－ジャ」を選択してください。「プロシージャ・ステップの追加」を選択してく
ださい。「プロシージャ」または「プロシージャ・ステップ」を選択してください。「了解」-「了解」の順に選択しま
す。

ビジネス・システムへのロード・モジュールの追加

以下の手順に従います。

1. ［構築］ - ［パッケージング］をクリックします。
［パッケージング・ダイアグラム］ウィンドウが表示されます。

2. ［ダイアグラム］ - ［オープン］をクリックして、［オンライン・パッケージング］、［バッチ・パッケージン
グ］、または［ウィンドウ・パッケージング］、ビジネスのシステム名を選択します。

3. ［編集］ - ［ロード・モジュールの追加］をクリックします。
［特性］ダイアログ・ボックスが表示されます。

4. ロード・モジュールの名前を入力し、［PSteps の追加］をクリックします。
［パッケージされていないプロシージャ・ステップ］ダイアログ・ボックスが表示されます。

5. ［プロシージャ］または［プロシージャ・ステップ］を選択し、［了解］をクリックします。
6. ［特性］ダイアログ・ボックスで［了解］をクリックします。
ロード・モジュールが追加されます。

ビジネス・システムへのロード・モジュールの追加

「構築」-「パッケージング」-「ダイアグラム」-「オープン」の順に選択してください。「オンライン･パッケージン
グ」-「バッチ･パッケージング」、または「ウィンドウ･パッケージング」を選択してから、ビジネス･システムを選び、
「編集」-「ロード･モジュールの追加」の順に選択してください。ロード・モジュール名を入力してください。「プロ
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シージャ・ステップの追加」を選択してください。「プロシージャ」または「プロシージャ・ステップ」を選択してくだ
さい。「了解」-「了解」の順に選択します。

ビジネス・システムへのサーバ・ロード・モジュールの追加

「構築」-「パッケージング」-「ダイアグラム」-「オープン」-「協調パッケージング」の順に選択してから、ビジネ
ス・システム名を選び、「編集」-「ロード・モジュールの追加」の順に選択してください。ロード・モジュール名を入
力してください。「サーバ・マネ－ジャ」を選択してください。「プロシージャ・ステップの追加」を選択してくださ
い。「プロシージャ」または「プロシージャ・ステップ」を選択してください。「了解」-「了解」の順に選択します。

ビジネス・システムへの「オペレーション・ライブラリの追加」

コンポーネント・パッケージングの図から、オペレーション・ライブラリの追加先のビジネス・システムを選択します。

「編集」→「オペレーション･ライブラリの追加」の順に選択してください。オペレーション・ライブラリの名前を入力
し、［アクション・ブロックの追加...］を選択します。使用可能なアクション・ブロックのリストから、必要なアクショ
ン・ブロックを選択します。

「了解」→「了解」の順にクリックしてください。

プロシージャ・ステップへのメンバ名の割り当て

「構築」→「パッケージング」→「ダイアグラム」→「オープン」→「オンライン･パッケージング」、「バッチ･パッ
ケージング」、「ウィンドウ･パッケージング」、または「協調パッケージング」の順に選択してから、ビジネス･シス
テムを選び、「画面設定」→「すべての展開」→「編集」の順に選択してから、プロシージャ･ステップ名を選び、「詳
細」→「特性」の順に選択してください。メンバ名を入力して、「了解」を選択してください。

NOTE
注： メンバ名として DBMS の予約語を使用すると、生成および導入時に問題が起きることがあります。目標
DBMSのマニュアルを読んで予約語を避けてください。一意的な名前であることも確認する必要があります。

NOTE
注： コンポーネント・パッケージングの場合は、［オペレーション・ライブラリ］または［アクション・ブ
ロック］を選択します。「特性」を選択して、メンバ名を入力してください。

プロシージャ・ステップへのMFS制御ブロックの割り当て

「構築」→「パッケージング」→「ダイアグラム」→「オープン」→「オンライン･パッケージング」の順に選択してか
ら、ビジネス･システムを選び、「画面設定」→「すべての展開」→「編集」の順に選択してから、プロシージャ･ステッ
プ名を選び、「詳細」→「特性」の順に選択してください。メンバ名を入力して、「了解」を選択してください。

プロシージャ・ステップへのトランザクション・コードの割り当て

「構築」→「パッケージング」→「ダイアグラム」→「オープン」→「オンライン･パッケージング」、「バッチ･パッケー
ジング」、「ウィンドウ･パッケージング」、または「協調パッケージング」の順に選択してから、ビジネス･システムを
選び、「画面設定」→「すべての展開」→「編集」の順に選択してからプロシージャ･ステップ名を選び、「詳細」→「特
性」の順に選択してください。「対話フロー･トランザクション･コード」→「クリア･スクリーン･トランザクション･
コード」→「了解」の順に選択してください。

パッケージング・ツールのアクション・ブロックのソース名の変更

「構築」→「パッケージング」→「ダイアグラム」→「オープン」→「オンライン･パッケージング」、「バッチ･パッケー
ジング」、「ウィンドウ･パッケージング」、「協調パッケージング」、または「コンポーネント・パッケージング」
の順に選択してから、ビジネス･システムを選び、「画面設定」→「すべての展開」の順に選択してからアクション・ブ
ロック名を選び、「詳細」→「特性」の順に選択してください。名前を入力してください。［了解］を選択します。
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パッケージング・ツールのロード・モジュール名の変更

「構築」→「パッケージング」→「ダイアグラム」→「オープン」→「オンライン･パッケージング」、「バッチ･パッケー
ジング」、「ウィンドウ･パッケージング」、または「協調パッケージング」の順に選択してから、ビジネス･システムを
選び、「画面設定」→「すべての展開」の順に選択してから、ロード・モジュール名を選び、「詳細」→「特性」の順に
選択してください。名前を入力してください。［了解］を選択します。

オペレーション・ライブラリ名

変更するオペレーション・ライブラリを選択して、「特性」を選択してください。新規の名前を入力して、「了解」をク
リックしてください。

ビジネス・システムのパッケージングの完了

［構築］-［パッケージング］-［ダイアグラム］-［オープン］を選択してから、［オンライン・パッケージング］、
［バッチ・パッケージング］、［ウィンドウ・パッケージング］、［協調パッケージング］、または［コンポーネント・
パッケージング］を選択し、ビジネス・システム名を選択して、［編集］-［完了］を選択します。

NOTE
注： オンライン・パッケージングの場合のみ、未パッケージングのプロシージャを、1 つのロード・モジュー
ルにまとめるか、別個のロード・モジュールに分けることができます。未パッケージングのそれぞれのプロ
シージャを個別にロード・モジュールへパッケージングするには、「複数のモジュール」を選択してくださ
い。未パッケージングのすべてのプロシージャを１つのロード・モジュールにパッケージングするには、「１
つのモジュール」を選択してください。

［了解］を選択します。

コンポーネント・パッケージングでは、モジュールを１つ選択すると、仕様サブジェクト・エリア内にあるインター
フェース・タイプごとに、そのインターフェース・タイプがオペレーションを所有していればオペレーション・ライブラ
リが作成されます。複数のモジュールを選択すると、仕様サブジェクト・エリア内のオペレーションごとにオペレーショ
ン・ライブラリが作成されます。その所有者はインターフェース・タイプです。

ビジネス・システムの従属オブジェクトのパッケージングの完了

「構築」→「パッケージング」→「ダイアグラム」→「オープン」→「オンライン･パッケージング」、「バッチ･パッケー
ジング」、「ウィンドウ･パッケージング」、または「協調パッケージング」の順に選択してから、オブジェクト（ロー
ド･モジュールなど）を選び、「編集」→「完了」の順に選択してください。

ロード・モジュールのトランザクション・コードの定義

［構築］-［パッケージング］-［ダイアグラム］-［オープン］-［オンライン・パッケージング］、［バッチ・パッケー
ジング］、［ウィンドウ・パッケージング］、または［協調パッケージング］を選択してから、ビジネス・システムを選
択し、［ビュー］-［すべての展開］を選択してから、ロード・モジュール名を選択し、［詳細］-［特性］-［追加］を選
択します。トランザクション・コード名を入力してください。「了解」→「クローズ」→「了解」の順に選択してくださ
い。

１ビジネス・システム内の全クライアント構成要素のための環境パラメータの定義

「構築」→「パッケージング」→「オープン」→「協調パッケージング」の順に選択してから、ビジネス・システム名を
選び、「詳細」→「クライアント環境」の順に選択してください。必要なパラメータ→「了解」の順に選択してくださ
い。

１ビジネス・システム内の全サーバ構成要素のための環境パラメータの定義

「構築」→「パッケージング」→「オープン」→「協調パッケージング」の順に選択してから、ビジネス・システム名を
選び、「詳細」→「サーバ環境」の順に選択してください。必要なパラメータ→「了解」の順に選択してください。

 462



 CA Gen - 86JP - Japanese - Japan

１ビジネス・システム内の個々のクライアント構成要素のための環境パラメータの定義

「構築」→「パッケージング」→「オープン」→「協調パッケージング」の順に選択してから、ウィンドウ・マネージャ
を選び、「詳細」→「クライアント環境」の順に選択してください。必要なパラメータ→「了解」の順に選択してくださ
い。

１ビジネス・システム内の個々のサーバ構成要素のための環境パラメータの定義

「構築」→「パッケージング」→「オープン」→「協調パッケージング」の順に選択してから、サーバ・マネージャを選
び、「詳細」→「サーバ環境」の順に選択してください。必要なパラメータ→「了解」の順に選択してください。

サーバ構成要素の画面なしプロシージャ・ステップの定義

「設計」→「対話設計」の順に選択してから、プロシージャ･ステップを選び、「詳細」→「ステップ特性」→「オンライ
ン･リストに表示しない」→「了解」の順に選択してください。

生成の操作手順

導入モニタへのアクセス

「DDL」または「コード」の導入プロセスを完了します。

導入モニタのアイコンまたはタスク・リストのウィンドウにある「導入モニタ」を選択してください。

アクション・ブロック・ソース・コードのファイル名の変更

［構築］-［生成］をクリックします。

［ダイアグラム］ - ［オープン］ - ［任意のコード・タイプ］をクリックします。

ビジネス・システムを選択し、［ビュー］ - ［すべて展開］を選択します。

［アクション・ブロック］を選択し、［詳細］ - ［特性］をクリックします。

ソース名を入力してください。

［OK］をクリックします。

生成ツールのロード・モジュール名の変更

［構築］-［生成］をクリックします。

1. ［ダイアグラム］ - ［オープン］ - ［オンライン］ - ［バッチ］または［ウィンドウ・コード］をクリックします。
2. ビジネス・システムを選択します。
3. ［ビュー］ - ［すべて展開］をクリックします。
4. ［ダイアグラム］ - ［バッチ］ - ［ウィンドウ・マネージャ］ - ［詳細］ - ［特性］をクリックします。
5. ロード・モジュール名を入力してください。
6. ［OK］をクリックします。

または

1. ［構築］-［生成］をクリックします。
2. ［ダイアグラム］ - ［オープン］ - ［協調コード］をクリックします。
3. ビジネス・システムを選択します。
4. ［ビュー］ - ［すべて展開］をクリックします。
5. ［ウィンドウ］または［サーバ］を選択します。
6. ［詳細］ - ［特性］をクリックします。
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7. ロード・モジュール名を入力してください。
8. ［OK］をクリックします。

GUIランタイム環境変数

GUIEnvironmentVariables.iniファイルには、GUIランタイム環境の初期設定に影響する値が保存されています。このファ
イルには、各環境変数に対するインストラクションが含まれています。このファイルは、以下の場所（省略時の導入ディ
レクトリ）にあります。

%GENxx%GEN\GUIEnvironmentVariables.ini

NOTE
注：  xx は CA Gen の現在のリリースを示しています。

各変数は、Microsoft Windows の［システムのプロパティ］ダイアログ・ボックス（［スタート］ > ［設定］ > ［コント
ロール・パネル］ > ［システム］ > ［詳細］タブ > ［環境変数］）で設定できますが、構成ファイルの設定の方が優先
されます。

実行時に、モデルはGUIEnvironmentVariables.iniファイルを以下のディレクトリで探します。

• 現在のモデル・ディレクトリ
• %USERPROFILE%\Application Data\CA\Gen xx\cfg\client
• %ALLUSERSPROFILE%\Application Data\CA\Gen xx\cfg\client
• %GENxx%GEN

この順序では、システム全体で使用される環境変数設定とは異なる、特定のモデル用の環境変数設定セットを指定できま
す。

変数をアクティブにするには、必要に応じて先頭の文字位置にある「;」文字を削除して値を設定します。

生成できなかったオブジェクトのエラー・メッセージの表示

「構築」→「生成」→「生成」の順に選択してください。

該当するアクションを使って、ソース・コードまたはDDLを生成してください。

「状況」の欄から「不成功」（Failed）を含んでいる行を選択してください。

「ダイアグラム」→「表示」の順に選択してから、表示する出力ファイルのタイプを選択してください。

オブジェクトの生成DDLの表示

「構築」→「生成」→「生成」の順に選択してください。

該当するアクションを使ってDDLを生成してください。

「状況」の欄から「完了」を含んでいる行を選択してください。

「ダイアグラム」→「表示」の順に選択してから、表示する出力ファイルのタイプを選択してください。

オブジェクトの生成ソース・コードの表示

「構築」→「生成」→「生成」の順に選択してください。

該当するアクションを使ってコードを生成してください。

「状況」の欄から「完了」を含んでいる行を選択してください。

「ダイアグラム」→「表示」の順に選択してから、表示する出力ファイルのタイプを選択してください。
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データベースの消去

「構築」→「生成」→「ダイアグラム」→「オープン」→「DDL」→データベースの「導入」の欄の下のチェック･マーク
→データベースの「ドロップ」の欄の下のチェック･マーク→「生成」→「選択したDDLの生成」の順に選択してくださ
い。

特定のデータベース・オブジェトの消去

「構築」→「生成」→「ダイアグラム」→「オープン」→「DDL」の順に選択してから、データベースを選び、「画面設
定」→「すべての展開」→特定オブジェクトの「導入」の欄のチェック･マーク→特定オブジェクトの「ドロップ」の欄の
チェック･マーク→「生成」→「選択したDDLの生成」の順に選択してください。

すべてのビジネス・システムの全コードの生成

「構築」→「生成」→「生成」→「全コードの生成」の順に選択してください。

データベースの「全DDLの生成」

「全DDLの生成」のアクション

「構築」→「生成」→「生成」→「全DDLの生成」の順に選択してください。

「選択したDDLの生成」のアクション

「構築」→「生成」→「ダイアグラム」→「オープン」→「DDL」の順に選択してから、データベースを選び、「画面設
定」→「すべての展開」→データベースの「DDL」の欄のチェック・マーク→データベースの「ドロップ」の欄のチェッ
ク･マーク→「生成」→「選択したDDLの生成」の順に選択してください。

１つのビジネス・システムのすべてのオブジェクトの生成

「構築」→「生成」→「ダイアグラム」→「オープン」→「該当するコード･タイプ」の順に選択してから、ビジネス･シス
テムを選び、「画面設定」→「すべての展開」→ビジネス･システムの「コード」の欄のチェック･マーク→ビジネス･シス
テムの「画面」の欄のチェック･マーク（オンラインのブロック･モードでのみ）→「生成」→「選択したコードの生成」
の順に選択してください。

ロード・モジュールのすべてのオブジェクトの生成

「構築」→「生成」→「ダイアグラム」→「オープン」→「オンライン･コード」、「バッチ･コード」、または「ウィン
ドウ･コード」の順に選択してから、ビジネス･システム名を選び、「画面設定」→「すべての展開」→「対話」、「バッ
チ」、または「ウィンドウ」の順に選択してください。

1. 該当するコード･タイプ欄のチェック･マークの順に選択してください。
2. 「生成」→「選択したコードの生成」の順に選択してください。

または

1. 「構築」→「生成」→「ダイアグラム」→「オープン」→「協調コード」の順に選択してから、ビジネス・システム名
を選び、「画面設定」→「すべての展開」→「クライアント・サーバ・アプリケーション」の順に選択してください。

2. 該当するコード･タイプ欄のチェック･マークの順に選択してください。
3. 「生成」→「選択したコードの生成」の順に選択してください。

ローカル導入のコードの生成

以下の手順に従います。

1. ［構築］-［生成］をクリックします。
2. ［オプション］-［生成の省略時解釈］をクリックします。
3. ［導入のタイプ］オプションに［ローカル］を選択します。
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4. ［OK］をクリックします。
ソース・コードの生成と導入を行なうアクションを選択してください。

リモート導入のコードの生成

以下の手順に従います。

1. ［構築］-［生成］をクリックします。
2. ［オプション］-［生成の省略時解釈］をクリックします。
3. ［導入のタイプ］オプションに［リモート］を選択します。
4. ［OK］をクリックします。
ソース・コードの生成と導入を行なうアクションを選択してください。

クライアント・アプリケーションの協調コードの生成

「構築」→「生成」→「ダイアグラム」→「オープン」→「協調コード」の順に選択してから、ウィンドウ・マネージャを
選び、「オプション」→「生成の省略時解釈」→「導入のタイプ」→「ローカル」の順に選択してください。

「了解」または「保存」を選択してください。

ソース・コードの生成と導入を行なうアクションを選択してください。

サーバ・アプリケーションの協調コードの生成

「構築」→「生成」→「ダイアグラム」→「オープン」→「協調コード」の順に選択してから、サーバ・マネージャを選
び、「オプション」→「生成の省略時解釈」→「導入のタイプ」→「リモート」の順に選択してください。

「了解」または「保存」を選択してください。

ソース・コードの生成と導入を行なうアクションを選択してください。

ローカル導入のDDLの生成

以下の手順に従います。

1. ［構築］-［生成］をクリックします。
2. ［オプション］-［生成の省略時解釈］をクリックします。
3. ［導入のタイプ］オプションに［ローカル］を選択します。
4. ［OK］をクリックします。

DDLの生成と導入を行なうアクションを選択してください。

リモート導入のDDLの生成

以下の手順に従います。

1. ［構築］-［生成］をクリックします。
2. ［オプション］-［生成の省略時解釈］をクリックします。
3. ［導入のタイプ］オプションに［リモート］を選択します。
4. ［OK］をクリックします。

DDLの生成と導入を行なうアクションを選択してください。

サーバ・アプリケーションのDDLの生成

以下の手順に従います。

1. ［構築］-［生成］をクリックします。
2. ［オプション］-［生成の省略時解釈］をクリックします。
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3. ［導入のタイプ］オプションに［リモート］を選択します。
4. ［OK］をクリックします。

DDLの生成と導入を行なうアクションを選択してください。

外部アクション・ブロックの生成

「構築」→「生成」→「ダイアグラム」→「オープン」→「該当するコード・タイプ」の順に選択してから、ビジネス・シ
ステムを選び、「画面設定」→「すべての展開」の順に選択してください。

1. 生成する各外部アクション・ブロックの「コード」の欄のチェック・マークを選択してください。
2. 「生成」→「選択したコードの生成」の順に選択してください。

または

1. 「設計」→「アクション図」→選択リストの外部アクション･ブロックの順に選択してください。
2. 「生成」→「コード」の順に選択してください。

RIトリガの生成

以下の手順に従います。

1. ［構築］-［生成］をクリックします。
2. ［ダイアグラム］ - ［オープン］、任意のコード・メニュー項目をクリックします。
メニュー項目のウィンドウが表示されます。

3. ビジネス・システムを選択します。
4. ［ビュー］ - ［すべて展開］をクリックします。
5. クリックして［コード］列の下の［トリガ］行の値を Y に変更します。
6. ［生成］ - ［選択コード］をクリックします。
コードが生成されます。

特定のデータベース・オブジェトの生成

「構築」→「生成」→「ダイアグラム」→「オープン」→「DDL」の順に選択してから、デーベースを選び、「画面設
定」→「すべての展開」の順に選択してください。

各オブジェクトの「DDL」の欄のチェック･マークを選択してください。

「生成」→「選択したDDLの生成」の順に選択してください。

ビジネス・システムの特定オブジェクトの生成

「構築」→「生成」→「ダイアグラム」→「オープン」→「コード」の順に選択してから、ビジネス・システムを選び、
「画面設定」→「すべての展開」の順に選択してください。

生成する各オブジェクトの「コード」の欄または「画面」の欄のチェック・マークを選択してください。

「生成」→「選択したコードの生成」の順に選択してください。

トレース・コードの生成

生成ツールは、トレース・ファシリティに対するソース・コードを生成します。トレース・コードを含めると、ソース・
コード・ファイルのサイズが大きくなります。そのため、アプリケーションをテストする期間中にのみ、トレース・コー
ドが含まれるコンポーネントを生成することをお勧めします。テスト終了後は、トレース・コードを付けないでオブジェ
クトを再生成して、ソース・コード・ファイルの容量を小さくすることができます。
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以下のステップに従って［コード］ - ［すべて］および［コード］ - ［すべて］および［導入］アクションを生成しま
す。

1. ［構築］-［生成］をクリックします。
［生成］ウィンドウが開きます。

2. ［オプション］-［生成の省略時解釈］をクリックします。
［生成の省略時解釈］ダイアログ・ボックスが表示されます。

3. ［ソース・コードの生成］とトレース（すべて生成）オプションを選択し［了解］をクリックします。
これ以降生成されるコードはトレースされます。

4. ［生成］ - ［コード］ - ［すべて］または［コード］ - ［すべて］および［導入］をクリックします。
コードは生成コードで、トレースされます。

生成アクション［コード］、［選択］に対して以下のステップを実行します。

1. ［構築］-［生成］をクリックします。
［生成］ウィンドウが開きます。

2. ［ダイアグラム］ - ［オープン］、コード・オプションのいずれかをクリックします。
選択されたコードの生成ウィンドウが表示されます。

3. ビジネス・システムを選択し、［ビュー］ - ［すべて展開］を選択します。
4. 以下のオプションのいずれかを選択します。

– コードの生成を行う場合は、生成する各オブジェクトの「Trce」の欄のチェック・マークを選択してください。
– 生成したコードの導入をする場合は、生成する各オブジェクトの「Trce」の欄のチェック･マーク→選択したト
レース･オブジェクトが従属している、「各対話マネージャ」、「バッチ･マネージャ」、または「ウィンドウ･マ
ネージャ」の「導入」の欄のチェック･マーク、の順に選択してください。

5. ［生成］ - ［コード］ - ［選択］をクリックします。
コードは生成コードで、トレースされます。

NOTE
注： インライン・コードを追加していて、生成環境がインライン・コードの追加時に宣言したターゲット環
境とマッチしない場合、ダイアグラム・トレース・ユーティリティはコードに以下のようにフラグを設定しま
す。

INLINE CODE Different Target By <環境>

<環境> は、以下のオプションの 1 つ以上である可能性があります。

• 言語
• オペレーティング・システム
• データベース
• TP モニタ

全DDLの生成と導入

「全DDLの生成と導入」のアクション：

1. 「構築」→「生成」の順に選択してください。
2. 「生成」→「全DDLの生成と導入」の順に選択してください。

「選択したDDLの生成」のアクション：

1. 「構築」→「生成」の順に選択してください。
2. 「ダイアグラム」→「オープン」→「DLL」の順に選択してから、データベースを選び、「画面設定」→「すべての展
開」の順に選択してください。

3. 下記の欄のチェック・マークを選択してください。

 468



 CA Gen - 86JP - Japanese - Japan

– データベースの「DDL」の欄
– データベースの「ドロップ」の欄
– データベースの「導入」の欄

4. 「生成」→「選択したDDLの生成」の順に選択してください。

すべてのビジネス・システムのすべての生成/導入

「構築」→「生成」の順に選択してください。

1. 「生成」→「全コードの生成と導入」の順に選択してください。

NOTE
注： 通常、協調アプリケーションに対しては［全コードの生成と導入］オプションを使用しません。これは、
クライアント（ローカル・インストール）とサーバ（リモート・インストール）では、インストールのタイプ
が異なるからです。ローカル・テストをしたい場合は、サーバ・ロード・モジュールをクライアント・ロー
ド・モジュール内へと再パッケージングし、［全コードの生成と導入］オプションを使ってください。または
［選択したコードの生成または導入］オプションを使ってください。

１つのビジネス・システムのすべての生成/導入

「構築」→「生成」→「ダイアグラム」→「オープン」→「コード」の順に選択してから、ビジネス・システムを選び、
「画面設定」→「すべての展開」の順に選択してください。

ビジネス・システムの「コード」の欄のチェック・マークを選択してください。

ビジネス・システムの「画面」の欄のチェック・マークを選択してください。

ビジネス・システムの「導入」の欄のチェック・マークを選択してください。

「生成」→「選択したコードの生成」の順に選択してください。

RIトリガの生成と導入

以下の手順に従います。

1. ［構築］-［生成］をクリックします。
2. ［ダイアグラム］ - ［オープン］、コード・メニュー項目のいずれかをクリックします。
メニュー項目のウィンドウが表示されます。

3. ［ビジネス・システム］を選択します。
4. ［ビュー］ - ［すべて展開］をクリックします。
5. クリックして［コード］列の下の［トリガ］行の値を Y に変更します。
6. クリックして［Inst］列の下の［トリガ］行の値を Y に変更します。
7. ［生成］ - ［選択コード］をクリックします。
コードが生成されます。

特定のデータベース・オブジェクトの生成と導入

「構築」→「生成」→「ダイアグラム」→「オープン」→「DDL」の順に選択してから、デーベースを選び、「画面設
定」→「すべての展開」の順に選択してください。

オブジェクトの「DDL」の欄のチェック・マークを選択してください。

オブジェクトの「ドロップ」の欄のチェック・マークを選択してください。

オブジェクトの「導入」の欄のチェック・マークを選択してください。

「生成」→「選択したDDLの生成」の順に選択してください。
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ビジネス・システムの特定オブジェクトの生成/導入

「構築」→「生成」→「ダイアグラム」→「オープン」→「該当するコード・タイプ」の順に選択してから、ビジネス・シ
ステムを選び、「画面設定」→「すべての展開」の順に選択してください。

生成する各オブジェクトの「コード」の欄または「画面」の欄のチェック・マークを選択してください。

選択したコードまたは画面の各オブジェクトが従属している、「対話マネージャ」、「バッチ・マネージャ」、「ウィン
ドウ・マネージャ」の、「導入」の欄のチェック・マークを選択してください。

「生成」→「選択したコードの生成」の順に選択してください。

ビジネス・システムのすべての生成されたオブジェクトの導入

「構築」→「生成」→「ダイアグラム」→「オープン」→「該当するコード・タイプ」の順に選択してから、ビジネス・シ
ステムを選び、「画面設定」→「すべての展開」の順に選択してください。

1. ビジネス・システムの「導入」の欄のチェック・マークを選択してください。
2. 「生成」→「選択したコードの生成」の順に選択してください。

NOTE
注： この手順はクライアント/サーバ・アプリケーションには当てはまりません。

ロード・モジュールのすべての生成されたオブジェクトの導入

「構築」→「生成」→「ダイアグラム」→「オープン」→「該当するコード・タイプ」の順に選択してから、ビジネス・シ
ステムを選び、「画面設定」→「すべての展開」の順に選択してください。

「導入」の欄のロード・モジュール（「対話マネージャ」、「バッチ・マネージャ」、「ウィンドウ・マネージャ」）の
チェック・マークを選択してください。

「生成」→「選択したコードの生成」の順に選択してください。

協調アプリケーションのクライアント/サーバ部分の導入

「構築」→「生成」→「ダイアグラム」→「オープン」→「協調コード」の順に選択してから、ビジネス・システムを選
び、「画面設定」→「すべての展開」の順に選択してください。

「導入」の欄のロード・モジュール（クライアント・ロード・モジュールの「ウィンドウ・マネージャ」）、またはサー
バ・ロード・モジュールの「サーバ・マネージャ」）のチェック・マークを選択してください。

「生成」→「選択したコードの生成」の順に選択してください。

アクション図、画面設計、設計で生成したコードの導入

NOTE
注： あらかじめ、アクション図、画面設計、またはナビゲーション図からソース・コードを生成しておく必要
があります。

1. 「構築」→「生成」の順に選択してください。
2. 「生成」→「変更箇所の生成と導入」の順に選択してください。

ビジネス・システムの生成された特定オブジェクトの導入

「構築」→「生成」→「ダイアグラム」→「オープン」→「コード」の順に選択してから、ビジネス・システムを選び、
「画面設定」→「すべての展開」の順に選択してください。

生成済みオブジェクトを含む、ロード・モジュール（「対話マネージャ」、「バッチ・マネージャ」、「ウィンドウ・マ
ネージャ」）の「導入」の欄のチェック・マークを選択してください。
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「生成」→「選択したコードの生成」の順に選択してください。

ビジネス・システムの目標環境のパラメータの指定変更

［構築］-［生成］をクリックします。

［オプション］-［生成の省略時解釈］をクリックします。

［この設定でビジネス･システムのターゲット環境を強制変更］-［了解］をクリックします。

レポートの操作手順

作成されたレポートにアクセスする方法

「モデル」-「レポート」-「ファイル」-「オープン」の順に選択し、レポート名を指定してから「オープン」を選択して
ください。

作成されたレポートを削除する方法

「モデル」→「レポート」→「ファイル」→「オープン」の順に選択し、レポート名を指定してから「削除」→「は
い」→「取消」の順に選択してください。

レポートの作成

［モデル］-［レポート］-［レポート］を選択してから、レポート名を指定します。

ダイアログが表示されたら、該当するフィールドに入力してください。

画面にレポートが表示されます。

レポート全体を印刷する方法

新しいレポートを作成するか、または作成されたレポートにアクセスしてください。「ファイル」→「印刷」→「プリン
タ」の順に選択してください。

ページ番号が必要な場合は、［改ページあり］を選択します。

ページ番号が不要な場合は「ページなし」を選択してください。

［ダイアグラム全体］-［了解］を選択します。

ファイルへのレポートの印刷

新しいレポートを作成するか、または作成されたレポートにアクセスしてください。「ファイル」→「印刷」→「ファイ
ル」の順に選択してください。

「ファイル」ラジオ・ボタンの上にあるフィールドに、ファイル名を入力してください。

ページ番号が必要な場合は、［改ページあり］を選択します。

ページ番号が不要な場合は「ページなし」を選択してください。

［ダイアグラム全体］-［了解］を選択します。

レポートに選択された行を印刷する方法

新しいレポートを作成するか、または作成されたレポートにアクセスしてください。

プリントする行を強調表示してください。複数行を選択するには、Ctrlキーを押したまま、マウス・カーソルで行を選択
してください。
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「ファイル」→「印刷」→「プリンタ」の順に選択してください。

ページ番号が必要な場合は、［改ページあり］を選択します。

ページ番号が不要な場合は「ページなし」を選択してください。

「選択した行のみ」→「了解」の順に選択してください。

選択された行をファイルに印刷する方法

新しいレポートを作成するか、または作成されたレポートにアクセスしてください。

プリントする行を強調表示してください。複数行を選択するには、Ctrlキーを押したまま、マウス・カーソルで行を選択
してください。

「ファイル」→「印刷」→「ファイル」の順に選択し、「ファイル」ラジオ・ボタンの上にあるフィールドに、ファイル
名を入力してください。

ページ番号が必要な場合は、［改ページあり］を選択します。

ページ番号が不要な場合は「ページなし」を選択してください。

「選択した行のみ」→「了解」の順に選択してください。

作成したレポートの名前変更をする方法

［モデル］-［レポート］-［ファイル］-［オープン］を選択してから、レポート名を選択し、［オープン］-［ファイ
ル］-［名前を変更］を選択してから、新しい名前を入力し、［了解］を選択します。

参照保全性の操作手順

コンテンツ

RIのテクニカル設計の省略時解釈の検証

「設計」→「参照保全性」→「テクニカル設計」の順に選択してください。

「テクニカル設計」ウィンドウで「詳細」→「特性」を選択し、必要な省略時解釈値を必要に応じ指定してください。必
須フィールドは、「名前」と「バッファプール」です。［了解］を選択します。

参照保全性の実行

［設計］-［参照保全性］を選択します。

参照保全性テクニカル設計省略値を検証してから、［継続］を選択します。

リトランスフォーメーションの操作手順

コンテンツ

リトランスフォーメーションのテクニカル設計の省略時解釈の検証

［設計］-［リトランスフォーメーション］-［テクニカル設計］を選択します。テクニカル設計ウィンドウが表示された
ら、「詳細」→「データベースの省略時解釈」の順に選択してください。

必要に応じて省略時解釈値を指定してください。必須入力は、名前とバッファプールです。［了解］を選択します。
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リトランスフォーメーションの実行

「設計」→「リトランスフォーメーション」の順に選択し、リトランスフォーメーションの種類を選択してください。

必要に応じてインプリメンテーションの範囲を選択してください。

参照保全性プロセスの範囲を選択してください。

［継続］を選択します。

0 アクション図
0（アクション図）

0 は、153 などの数値リテラルです。［数値］を選択して「0」を入力しない場合にも、［0］オプションを選択できま
す。

1 アクション図
1（アクション図）

1 は、153 などの数値リテラルです。［数値］を選択して「1」を入力しない場合にも、［1］オプションを選択できま
す。

バージョン情報
アプリケーションの［ログオン］ウィンドウに CA Gen の現在のリリース番号が表示されます。CA Gen アプリケーショ
ンまたはヘルプ・システムに関する関連情報を表示するときは、このリリース番号を参照してください。

アクセレレータ・キー

このドロップダウン・リストでは、アクセレレータ・キーとするキーを指定します。ドロップダウン・リストのキーのみ
が、有効な選択肢となります。National Language（NLS）文字を使用できるようにするために、このリスト・ボックス
には英語以外の言語用の拡張ASCII文字セットもあります。

アクセレレータ・キーが有効なのは、下位メニュー項目（プルダウン内のメニュー項目）に対してのみです。アクセレ
レータ・キーは、割り当てキーであるCtrl、Alt、Shiftと組み合わせて使えます。アクセレレータ・キーの組み合わせは、
下位メニュー項目の右側に表示されます。

キー選択に使う割り当てキーの組み合わせは、任意に指定できます。Shiftは、英数字を使うアクセレレータ・キーに対し
ては無効です。

NOTE
注： ファンクション キーの F1 は、文脈依存オンライン ヘルプの呼び出し用に予約済みです。

［ほかのライブラリも検索］チェック・ボックス

 

［ほかのライブラリも検索］チェック・ボックスを選択すると、指定したフィルタ値に一致する値をほかのライブラリか
らも検索します。フィルタを複数ライブラリ間で使用する場合、［ライブラリ］ドロップダウン・リストには、フィルタ
条件に適合するライブラリ名のみが含まれます。

フィルタを削除してリストにすべてのインターフェース・オブジェクトとメソッド/特性を再表示するには、フィルタ文
字列のフィールドにアスタリスク（*）を使うことによってすべてと一致するようにしてから、［フィルタ］プッシュ・
ボタンを選択してください。
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ドロップダウン・リストの追加
ドロップダウン・リストを追加するには、下記を指定してください。

• フィールドが入力を受け取るためのビュー
• フィールドが入力を引き渡すためのビュー
• ワーク・セットの名前
• フィールドの名前
• 入力とフィールドの表示方法に関する考慮事項
• ドロップダウン・リストの名前
• プロンプトの名前
• 許容値

詳細については、個々のコントロールのヘルプを参照してください。

エンティティ タイプを追加
エンティティ・タイプはどのモデル図にも追加できます。属性もオペレーションも持つことができ、関係に加わることも
できます。

エンティティ・タイプは、仕様タイプに変更でき（［特性］ダイアログ・ボックスの［変更］プッシュ・ボタンで）、ま
たインターフェース・タイプに変更できます（［特性］ダイアログ・ボックスの［プロモート］プッシュ・ボタンで）。

エンティティ・ビューの追加
エンティティ・ビューをインポート・ビュー、エクスポート・ビュー、ローカル・ビュー、またはエンティティ・アク
ション・ビューに追加するときは、下記を指定してください。

• 名前
• オプショナリティ（インポート・ビューのみ）
• １つまたは複数のエンティティ属性
• エンティティ・アクションのサポート
• 入出力としての用途

入力フィールドの追加
入力フィールドを追加するには、以下を指定します。

• フィールドが入力を受け取り、出力を渡すためのビュー
• ワーク・セットの名前
• フィールドの説明となるテキスト
• フィールド・プロンプトの名前

詳細は、個々のコントロールのヘルプを参照してください。

イベントの追加
イベントを追加するには、以下を指定します。

• イベント
• 名前
• 説明

［イベントの追加］は、ダイアグラムにて位置を選択すると活動状態になります。
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赤い矢印が依存関係図に表示されます。

AND 演算子
 

ANDはブール（論理）演算子であり、２つの命題を結合して１つの命題を作ります。１つの命題が真、または２つの命
題が共に真の場合、新しくできる命題は真になりますが、２つの命題が偽の場合は偽の命題ができます。たとえば、ス
テートメントIF A=1 AND B=1 THEN C=1にて、Ｃを１に設定するには、AとBが１に等しくなければなりません。AとB
の一方か両方が１に等しくなければ、Cは変化しません。

Application Interface Object
 

アスタリスク（*）は、Web生成アプリケーションでサポートされていない関数を示します。これらの関数は「グレー表
示」されませんが、一貫性検査が使用される場合は、その際に選択されます。また、Web生成アプリケーションに対し
作成されるモデルにこれらの関数が存在する場合は、無視されます。

メソッド 特性
BackgroundColor* アプリケーション
ClearDisplayProperties* FullName
CreateObject* Handle*
CurrentWindow 名前
ForegroundColor* ObjectType
GetCaption* 親（Parent）
GetHandle*  
GetHeight*  
GetLeft*  
GetObject*  
GetPromptHeight*  
GetPromptLeft*  
GetPromptTop*  
GetPromptWidth*  
GetTop*  
GetVisible*  
GetWidth*  
PromptBackgroundColor*  
PromptForegroundColor*  
Quit*  
Redraw*  
RestoreDisplayProperties*  
SaveDisplayProperties*  
SetCaption*  
SetFont*  
SetFontDynamically*  
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SetHeight*  
SetLeft*  
SetPromptHeight*  
SetPromptLeft*  
SetPromptTop*  
SetPromptWidth*  
SetTop*  
SetVisible*  
SetWidth*  
UpdateExcelCell*  
ValueFromExcelCell*  
ウィンドウ  
Windows  

［ビューの詳細な定義］における［適用］プッシュ・ボタン
このプッシュ・ボタンでは、属性特性に対してユーザが行った変更内容を保存します。

算術演算式
 

下記の算術演算子をアクション図のロジックに追加できます。

• 足す（+）
• 引く（-）
• 乗算（*）
• 割る（/）
• 指数（**）

数値演算子を使って数値リテラルと数値属性値を結合して、算術式を作ります。詳しくは該当する関数を選択してヘルプ
を参照してください。

• 数値関数
• Last
• 左かっこ '('
• Max
• 0
• 1
• Number
• 数値ビュー
• Subscript
• 単項マイナス
• アプリケーション・オブジェクト*

NOTE
注： * は、Windows を対象とするアプリケーションでのみ有効な関数を表わします。
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画面識別子の割り当ての確認
ユーザは、このエンティティ・アクションに異なるアクション・ブロックを割り当てる場合、新しい画面識別子を割り当
てなければなりません。現在の画面識別子は、現在の表示モジュールのインポート・ビューに関連づけられています。

ASSOCIATE
関係アクションは、独立したステートメントとしてだけでなく、一部のエンティティ・アクションの内部に節としても書
けます。特に、ASSOCIATEは、CREATEアクション・ステートメントとUPDATEアクション・ステートメントの節に使
えます。また、独立型の関係アクションとしても使えます。ASSOCIATEは、例外条件を持ちませんが、その独立形式は
データベース例外条件を持てます。

エンティティを作成するときは、ASSOCIATEを使ってそのエンティティの識別メンバシップを作成する必要がありま
す。関連づけられるエンティティは、アクション図にて作成または読み取りされたエンティティでなければなりません。
つまり、２つのエンティティ間の、関連付けをします。必須関係においては、基本プロセスの実行終了前までに、必ず関
連付けなければなりません。したがって、エンティティをCREATEするときは、同時に、ASSOCIATEを使って、そのエ
ンティティが持つすべての必須メンバシップの対を結ぶ必要があります。他方、任意関係においては、必要な場合にのみ
ASSOCIATEしてください。排他関係に違反するような関連付けをしようとすると、アプリケーションは終了します。

ASSOCIATEと必須関係

下記を行なってCREATEアクションをプロシージャ・アクョン図に追加すると、必須関係のすべてのASSOCIATEアク
ションが生成されます。

• 期待効果の展開
• プロシージャ合成の使用
• ［アクション］オプションの使用
• CREATEアクションの既存ダイアグラムへの単純追加

CA Gen で生成されたコードは、各エンティティの作成時に、そのすべての必須メンバシップについて ASSOCIATE ア
クションが漏れなく実行されたかどうかをチェックします。この制約は、CREATEアクションを含むアクション・ブ
ロックでチェックされます。ビュー A で CREATE を実行した後、A を関連付けずに、あるいは必須関係なしで、ビュー
A に読み取りをしようとしたり、アクション・ブロックを終了したりすると、実行時エラーが発生します。

ASSOCIATEと排他関係

CA Gen で生成されたコードでは、定義された排他制約に違反する ASSOCIATE アクションがないようにします。排他
関係セットのいずれかのメンバが存在すれば、他のメンバは存在できません。

下記の例は、この関係を表しています。

• 排他関係セットにおいて、AはBとCに関係しています。
• アクション・ブロックは、Aを読み取り、AをBに関連づけようとします。

ASSOCIATEと1対1関係の強制

ASSOCIATEが許可される前に、関係の両端が検査されます。この検査により、複数の異なる行の外部キーが、関係する
同じ行を指すことを防ぐことができます。

下記の例は、この関係を表しています。

AはBに関係し、Aは外部キーを含みます。

次の条件は、真でなければなりません。さもないと、トランザクションで重大エラーが発生します。

• 行Ｂに関連付けようとする行Ａの外部キーは、ヌルでなければならない。
• Bへの参照を含むAは他にありません。

例

CREATEステートメントにおけるASSOCIATEの例は、下記のとおりです。
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 -- CREATE received product

| SET code TO "RECD"

| ASSOCIATE WITH processing warehouse WHICH holds IT

 --

また、独立型のASSOCIATEアクションも作成できます。独立型のASSOCIATEアクションは、１つの例外を除け
ば、CREATEとUPDATEのステートメントでのASSOCIATEとまったく同様に動作します。関係節では、サブジェクトは
つねにエンティティ・アクションのサブジェクトとなります。独立型の関係アクションでは、そのアクションのサブジェ
クトを明示的に指定する必要があります。下記は、独立型のASSOCIATEアクションの例です。

ASSOCIATE existing product

WITH processing warehouse WHICH holds IT

［関連ビュー］ダイアログ

このダイアログ・ボックスは、ビューの流れの向きを示し、ビュー・セット（インポートまたはエクスポートの）をリス
ト表示します。

ビューを選択または除外するには、まずビュー・セットのリストから［ビュー］を選択し、［選択］または［除去］を選
択してください。

アクティビティ依存関係における［関連ビュー］

［関連ビュー］では、外部オブジェクトがプロセスとやりとりするデータを指定します。

［関連ビュー］は、外部オブジェクトとプロセス間のビューを表わす線を選択すると活動状態になります。

ASSOCIATE ステートメント

 

ASSOCIATEアクションは、２つのエンティティ・オカレンス間の関係に沿って対を確立する関係アクションで
す。CREATEやUPDATEの各アクション・ステートメントの節にしたり、独立型の関係アクションにすることができま
す。

必須関係においては、基本プロセスの実行終了前までに、必ず関連付けなければなりません。したがって、エンティティ
をCREATEするときは、同時に、ASSOCIATEを使って、そのエンティティが持つすべての必須メンバシップの対を結ぶ
必要があります。他方、任意関係においては、必要な場合にのみASSOCIATEしてください。排他関係に違反するような
関連付けをしようとすると、アプリケーションは終了します。このアクションがデータ・モデル内のエンティティ間の関
係に影響するわけではありません。
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CREATEにおけるASSOCIATEビュー

リストにあるASSOCIATEステートメントには、関連エンティティ・タイプのエンティティ・アクション・ビューが使え
ない場合に、<新規エンティティ・アクション・ビュー>という句が含まれます。この場合、新しいエンティティ・アク
ション・ビューが作成され、作成中のASSOCIATEステートメントに含められます。

関連エンティティ・タイプのエンティティ・アクション・ビューが使用できる場合、各ビューを含むASSOCIATEステー
トメントがリストに表示されます。ここで、各関係アクションに対してASSOCIATEステートメントを選択します。

［有効な分類値］ダイアログ
［有効な分類値］ダイアログ・ボックスでは、選択したエンティティ・サブタイプに関連づけることができる許容値を表
示します。これらの値は、分類属性（区分）に定義されています。このリストの値を追加または変更するときは、下記の
手順に従ってください。

1. 区分を追加してください。
2. サブタイプを区分に追加してください。
3. 許容値を分類属性（区分）に追加してください。
4. 区分の特性を詳細化してください。
5. 値を定義したいサブタイプを選択してください。
6. ［値の定義］プッシュ・ボタンを選択してください。
7. ［有効な分類値］ダイアログ・ボックスから、選択したサブタイ

プの値を選択してください。

たとえば、顧客の分類属性（または区分）を国籍とします。また、国籍を「国外」と「国内」のサブタイプにします。す
ると、「国外」の有効な分類値を"F"とし、「国内」の有効な分類値を"D"とすることができます。

［使用可能なデータベース］ダイアログ・ボックス
［使用可能なデータベース］ダイアログ・ボックスでは、選択対象となる複数のデータベースを一覧表示します。

軸の色
このドロップダウン・リストには、マトリックス内の項目の表示色がリスト表示されます。省略時解釈は水色です。

背景色
［背景色］を使って、選択したオブジェクトまたは追加するオブジェクトの背後の色を指定します。

［背景色］を選択すると、オペレーティング・システムのカラー・パレットが表示されます。必要な色を選択します。色
は、選択するとすぐに適用されます。

NOTE
注： 背景色を選択するときは、対応する前景色に対し十分なコントラストを持つようにしてください。たとえ
ば、前景色に白色を選択した場合は背景色に白色を選択しない、などです。

メニューの表示特性の背景色

［背景色］を使って、選択したオブジェクトまたは追加するオブジェクトの背後の色を指定します。
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［背景色］を選択すると、オペレーティング・システムのカラー・パレットが表示されます。必要な色を選択します。色
は、選択するとすぐに適用されます。

NOTE
注： 背景色を選択するときは、対応する前景色に対し十分なコントラストを持つようにしてください。たとえ
ば、前景色に白色を選択した場合は背景色に白色を選択しない、などです。

［表示特性のリセット］ダイアログの［背景色］

［背景色］を使って、強調表示したオブジェクトの背景色を省略時解釈に戻します。このタイプのオブジェクトのビジ
ネス・システム省略時解釈がない場合、色はその省略時解釈にリセットされます。省略時解釈がない場合、色はオペレー
ティング・システムの省略時解釈にリセットされます。

BackgroundColor 特性

使用法 BackGroundColor (Number)
説明 背景RGB値を設定、または検索します。
引数 オブジェクトの背景色に対して設定する RGB 色である数値。背

景色を照会する場合、入力引数は指定されません。
戻り値 この特性が戻す 9 桁の数値は、オブジェクトの背景色の RGB 値

です。
備考 この特性は、次のオブジェクトに適用可能です：

 Application、CheckBox、DropDownList、EnterableDropDownList、EnterableListBox、Field、GroupBox、ListBox、ListColumnItem、ListItem、ListPermittedValue、ListRowItem、Literal、Menu、OLEControl、RadioButton、RadioButtonGroup、StatusBar、ToolBar、
および Window

例

下記は、ウィンドウのフィールドに背景色を設定するステートメントの例です。

例 ワークセット アプリケーション

          Name             Domain    Length

          ----             ------    ------

attribute windowguiobj     GUIObject 4

attribute fieldsguiobj     GUIObject 4

attribute field            GUIObject 4

attribute number_of_fields Number    9

Workset work

attribute count            Number    4

View

LOCALS:
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Group view group (20,explicit)

Work View work

   application count

Work View local application

   windowguiobj

   fieldguiobj

   field

   number_of_fields

Statements

+-

| SET local application windowguiobj TO CurrentWindow()

| SET local application fieldsguiobj TO local application windowguiobj Fields()

| SET local application number_of_fields TO local application fieldsguiobj Count()

| +- FOR work application count FROM 1 TO local application number_of_fields BY

| | 1

| | SET local application field TO local application fieldsguiobj

| | Item(work application count)

| | NOTE change the background color of each field to a shade of green.

| | SET local application field BackgroundColor TO 123456

| +--

+--

［背景色］プッシュ・ボタン

タイトル・バーの色を選択するには、［背景］プッシュ・ボタンを選択してください。選択した色は、テキストの背景に
表示されます。

この選択は、テキスト・ウィンドウ専用です。
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BitmapBackground 特性

使用法 BitmapBackground (String)
説明 ウィンドウの背景ビットマップを検索します。
引数 ビットマップ・ファイルへのフル・パス名である文字列。入力文

字列がNullの場合、このメソッドはビットマップ背景を除去しま
す。

戻り値 通常、この特性は値を戻しません。戻り値がNullである場合、背
景が設定されていません。

ブランクのオブジェクト名フィールド

オブジェクト名フィールドはブランクであってはなりません。［了解］を選択して、オブジェクト名を入力するか、取り
消してください。

ビットマップ削除の確認

導入済みビットマップの選択リストにて選択したビットマップを選択解除し、モデルのディレクトリのBITMAPサブディ
レクトリにて、対応するファイルを削除しますが、選択したビットマップが現在、バックグランド、ピクチャ、または
プッシュ・ボタンとして定義されています。

次の中から１つ選択する：

Yes 選択したビットマップの選択解除と、BITMAPサブディレクトリ
からの対応するファイルの削除を指定します。このオプションを
選択する場合は、影響を受ける特性を再定義して内部参照を解決
するか、または、削除したビットマップを同名の別ビットマップ
と置換する必要があります。

No 選択したビットマップを削除しないよう指定します。

BitmapDisplayMode 特性

使用法 BitmapDisplayMode (String)
説明 ウィンドウ・ビッドマップ背景の表示モードを設定、または検索

します。
引数 ビットマップ背景の新しい表示モードとなる文字列。有効な値は

、「Centered」、「Tiled」、または「Scaled」です。
戻り値 この特性が戻す文字列は、ビットマップ背景表示モードを示しま

す。有効な値は、「Centered」、「Tiled」、または「Scaled」で
す。

［ピクチャ特性］ダイアログ上の［ビットマップ］ドロップダウン

［ビットマップ］ドロップダウン・コンボ・ボックスでは、ウィンドウへのピクチャの追加を［ピクチャ特性］ダイア
ログで指定する場合に、ビットマップの表示形式を、タイル表示、拡大縮小、センタリングのどれにするかを選択できま
す。

このドロップダウン･リストにてビットマップを選択するには、下記のいずれかの方法をとってください。
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• ドロップダウン・リストを表示し、目的のビットマップを選択してください。
• ビットマップ名の先頭文字を入力してください。すると、その文字で始まる最初のビットマップ名の場所にスクロー
ルされます。２文字目以降を入力すると、残りのビットマップ名の中でスクロールされます。

［プッシュ・ボタンの特性］ダイアログ上の［ビットマップ］ドロップダウン

［ビットマップ］ドロップダウン・コンボ・ボックスで、プッシュ・ボタンに使うビットマップを選択できます。

このドロップダウン･リストにてビットマップを選択するには、下記のいずれかの方法をとってください。

• ドロップダウン・リストを表示し、必要に応じてスクロールし、目的のビットマップを選択してください。
• ビットマップ名の先頭文字を入力してください。すると、その文字で始まる最初のビットマップ名の場所にスクロー
ルされます。２文字目以降を入力すると、残りのビットマップ名の中でスクロールされます。

ビットマップの割り当ては、テキストの割り当てに代わるものです。プッシュ・ボタンにビットマップを使う利点は、
プッシュ・ボタンのさまざまな状態の表現を制御できることです。既存のプッシュ・ボタンに以前に割り当てられたテキ
ストをビットマップに置き換える場合、以前に［テキスト］フィールドに入力したテキストは削除されません。したがっ
て、新しいビットマップの外観をテストし、そのビットマップがユーザの要件を満たさなければ、以前のテキストに戻せ
ます。

ビットマップを割り当てても、［テキスト］フィールドにテキストが入っている場合、実行時にそのプッシュ・ボタンの
上にマウス・ポインタを置くと、このテキストが表示されます。ボタンをクリックすると、またはカーソルをプッシュ・
ボタンの外に動かすと、このテキストの表示は消えます。イメージは、html\images\ ディレクトリに配置する必要があり
ます。また、［プッシュ・ボタンの特性］ダイアログ・ボックスの［ピクチャの数］フィールドの値をイメージの数に設
定する必要があります。

NOTE
注：  CA Gen でサポートされるビットマップは、16 色（4 ビット）と 256 色（8 ビット）のみです。たいてい
のグラフィック・ソフトウェア・パッケージは、この形式のうちの一方または両方でビットマップを保存しま
す。

［Window or Dialog Box Properties （ウィンドウまたはダイアログ・ボックスの特性）］ダイアログ上の
［ビットマップ］ドロップダウン

［ビットマップ］ドロップダウン・コンボ・ボックスでは、［ウィンドウ/ダイアログ・ボックス］ダイアログ・ボック
ス上の［背景］グループ・ボックスでの指定によって、詳細設定しているウィンドウに背景を追加する場合に、ビット
マップの表示形式を、タイル表示、拡大縮小、またはセンタリングのいずれにするかどうかを選択できます。

このドロップダウン･リストにてビットマップを選択するには、下記のいずれかの方法をとってください。

• ドロップダウン・リストを表示し、目的のビットマップを選択してください。
• ビットマップ名の先頭文字を入力してください。すると、その文字で始まる最初のビットマップ名の場所にスクロー
ルされます。２文字目以降を入力すると、残りのビットマップ名の中でスクロールされます。省略時解釈は<なし
>（NONE）です。

ビットマップを指定した既存の背景を除去するには、<なし> を選択してください。

ビットマップ管理

［ビットマップ管理］は、指定したソース・ディレクトリからモデルのディレクトリのBITMAPディレクトリに、指定し
た.BMP、.ICO、.DIB、または.PPMビットマップ・ファイルをインポートします。PPMでないファイルは、.PPMビット
マップに変換されます。

［ビットマップ管理］は、［導入済みビットマップ］選択リストに.PPMファイルの名前を表示します。ファイル名を選
択すると、対応するビットマップが「ビットマップ・プレビュー」表示エリアに表示されます。
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［ビットマップ管理］では、導入済みビットマップを削除するか、.PPMファイル、BMPファイル、.DIBファイル、また
は.ICOファイルとして、外部ディレクトリにエクスポートできます。

NOTE
注： ［ビットマップ管理］では、モデル内のビットマップ・ファイルの名前、そして関連づけられたコント
ロール、ダイアログ・ボックス、またはウィンドウの名前だけを記憶します。実際のビットマップは記憶しま
せん。

［ビットマップ管理］ダイアログ

［ビットマップ管理］ダイアログでは、ウィンドウやダイアログ・ボックスの背景とピクチャ、またはツールバーのプッ
シュ・ボタンに使う、導入済みビットマップの最新の選択リストを保守できます。

［ビットマップ管理］ダイアログは、下記の目的で使用してください。

• 開発者が指定したディレクトリにすでに存在するビットマップ・ファイルをブラウズします。
• このユーザが指定したディレクトリから、１つのまたはすべてのビットマップ・ファイルをインポートし、モデル・
ディレクトリのビットマップ・サブディレクトリにインストールします。このサブディレクトリでは、ファイルを
ビットマップ管理によって保守できます。導入済みビットマップの名前が、［導入済みビットマップ］選択リストに
表示されます。

• 導入済みビットマップの外観をプレビューします。［ビットマップ管理］選択リストから選択したビットマップは、
［ビットマップ・プレビュー］グラフィック表示ボックスに表示されます。

• モデル・ディレクトリのビットマップ・サブディレクトリから、導入済みビットマップを削除するために、［導入済
みビットマップ］リスト・ボックスからその名前を除去します。

• インストール済みビットマップのディスク・コピーに新しい名前をつけて保存します。または［エクスポート］を介
してインストールした元のロケーション以外に保存します。

• ディスク上のビットマップを別のタイプに変換するために、インポートしてから別の拡張子をつけてエクスポートし
ます。

［エクスポート］および［削除］オプションは、［インストール済みビットマップ］リスト・ボックスからファイルを選
択してエクスポートまたは削除するまでは、グレー表示になっています。

詳細は、個々のコントロールのヘルプを参照してください。

NOTE
注：  CA Gen でサポートされるビットマップは、16 色（4 ビット）と 256 色（8 ビット）のみです。たいてい
のグラフィック・ソフトウェア・パッケージは、この形式のうちの一方または両方でビットマップを保存しま
す。

アップストリーム効果

ナビゲーション図ツールでビットマップを使う際は、下記が前提となっています。

• ビットマップがあらかじめ存在している。つまりグラフィック・ツールで作成してある。
• ビットマップの拡張子が.BMP、.ICO、または.PPMである。
• アクセス可能なディレクトリにビットマップがロードされている。スペースを節約するには、モデルのディレクト
リのBITMAPサブディレクトリにロードする。ビットマップのディスク・コピーを不注意に削除しないようにするに
は、ユーザ定義ディレクトリにロードする。

NOTE
注： プッシュ・ボタンの状態に使うビットマップの名前に、PB などの共通のプレフィックスを付けると、背
景やピクチャでなくプッシュ・ボタンに使うビットマップを容易に見つけることができます。
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特性からの［ビットマップ管理］ダイアログ

［ウィンドウ/ダイアログ・ボックス特性］ダイアログ・ボックス、［ピクチャ特性］ダイアログ・ボックスまたは
［プッシュ・ボタン特性］ダイアログ・ボックスから、［ビットマップ］プッシュ・ボタンによって、［ビットマップ
管理］ダイアログ・ボックスにアクセスすると、導入済みビットマップをプレビューし、背景、ピクチャ、またはプッ
シュ・ボタンに使うものを選択できます。［選択］、［エクスポート］、［削除］プッシュ・ボタンは、［導入済みビッ
トマップ］リスト・ボックスからファイルを選択するまでは、ぼかし表示になっています。

［ビットマップ・プレビュー］エリアでは、［導入済みビットマップ］リスト・ボックスにて選択したビットマップをプ
レビューできます。この機能は下記の場合に使用してください。

• 新しいビットマップをインポートしたあとで使い、インポートが正常に行なわれたことを検証します。
• ビットマップ名を見ただけではどのようなビットマップであるかわからない場合、背景、ピクチャ、またはプッ
シュ・ボタンのビットマップを選択する際に使います。

• 既存のビットマップを削除またはエクスポートする前に使い、正しいビットマップであるかどうかを検証します。

NOTE
注： 選択したビットマップを実際のサイズよりも小さく表示する必要がある場合、または表示できない場合、
グラフィック表示の下にメッセージが表示されます。

フィールドのヘルプ

［導入済みビットマップ］リスト・ボックス

［導入済みビットマップ］リスト・ボックスで、モデル・ディレクトリのビットマップ・サブディレクトリにインポート
され、ウィンドウ設計に使うために導入される、すべてのビットマップ・ファイルの名前を指定します。導入済みビット
マップ・ファイルは、すべて拡張子が.PPMです。サポートされている拡張子（.BMPや.ICOなど）を持つファイルは、イ
ンポート処理中に.PPMファイルに変換されます。

項目をクリックすると、強調表示されたビットマップが［ビットマップ・プレビュー］グラフィック表示エリアに表示さ
れます。表示されたビットマップは、エクスポートおよび削除でき、［選択］プッシュ・ボタンが表示された場合は、選
択でき、［特性］ダイアログの起動に戻せます。

ファイルのインポート/エクスポート

［ファイルのインポート/エクスポート］フィールドで、開発者の入力を受け入れます。または、［ビットマップの選
択］ダイアログからブラウズした開発者の選択を表示します。このフィールドは、必ず［インポート］と［エクスポー
ト］プッシュ・ボタンと組み合わせて使います。

Windows に必要なフォーマットは下記のとおりです。
<ドライブ>:パス>ビットマップ・ファイル名>.<ビットマップ拡張子>

UNIX に必要なフォーマットは下記のとおりです。
［ドライブ］:/［パス］/［ビットマップ・ファイル名］.［ビットマップ拡張子］。

ドライブ 指定されるディレクトリが存在するドライブです。
パス インポートまたはエクスポートされるファイルが入っているディ

レクトリへのパスです。
ビットマップ・ファイル名 インポートする場合は、インポートされるファイルの名前です。

エクスポートする場合は、エクスポートされるファイルに割り当
てる名前です。目標のディレクトリにて一意の有効なファイル名
を指定できます。

ビットマップ拡張子 有効な拡張子は .PPM、.BMP、.DIB、.ICO です。

プッシュ・ボタンのヘルプ

• 選択
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［導入ビットマップ］選択リストで強調表示され［ビットマップの表示］エリアに表示されたビットマップを選択
し、起動する［特性］ダイアログ上の［ビットマップ］コンビネーション・ボックスに、そのビットマップの名前を
戻します。

• インポート
このプッシュ・ボタンでは、［ファイルのインポート/エクスポート］フィールドで指定したビットマップを、モデ
ルのディレクトリの BITMAP サブディレクトリにインポートします。ビットマップ・ファイルが.BMP、.ICO、また
は.DIBファイルである場合、ウィンドウ設計で使うために.PPMファイルに変換されます。
このプッシュ・ボタンを選択すると、ビットマップをインポートする際に名前を変更できるダイアログが表示されま
す。
注：  CA Gen でサポートされるビットマップは、16 色（4 ビット）と 256 色（8 ビット）のみです。たいていのグ
ラフィック・ソフトウェア・パッケージは、この形式のうちの一方または両方でビットマップを保存します。

• エクスポート
このプッシュ・ボタンでは、［導入済みビットマップ］リスト・ボックスにて選択したビットマップを［ファイルの
インポート/エクスポート］フィールドで指定したようにエクスポートします。

• 削除
このプッシュ・ボタンでは、「導入済みビットマップ」リスト･ボックスにて選択した、モデルのディレクトリの
BITMAPサブディレクトリから、ビットマップ･ファイルを削除します。
ビットマップを削除しても、モデル内でのそのビットマップへの参照は削除されません。削除しようとしているビッ
トマップを、ウィンドウまたはコントロールが現在使っている場合、削除すると、そのウィンドウまたはコントロー
ルに省略時解釈のビットマップが表示されます。

• Browse
このプッシュ・ボタンでは、インポートするビットマップ・ファイルを選択できる、［ビットマップの選択］ダイア
ログ・ボックスを表示します。［ビットマップの選択］ダイアログ・ボックスは、CA Gen ではなくオペレーティン
グ・システムによって提供されます。このため、このダイアログ・ボックスには［ヘルプ］プッシュ・ボタンが含ま
れていません。
［ビットマップの選択］ダイアログからビットマップを選択する手順は、下記のとおりです。
ビットマップ・ファイルが存在するディレクトリが入っているドライブを指定してください。省略時解釈を受け入れ
るか、正しいドライブを選択してください。
［ディレクトリ］リスト・ボックスには、指定したドライブ上の省略時解釈のパスが表示されます。
ビットマップ・ファイルが入っているディレクトリが、省略時解釈のパスに含まれていない場合、正しいパスを選択
してください。
選択したディレクトリ内のファイルが、［ファイル］入力不可リスト・ボックスに表示されます。
インポートするビットマップ・ファイルを、［ファイル］リスト・ボックスから選択してください。
選択したファイル名が、［オープン］ファイル名フィールドに表示されます。
［オープン］ファイル名フィールドの名前が正しい名前であることを検証してください。それから［選択］プッ
シュ・ボタンを選択してください。
［ビットマップ管理］ダイアログが表示され、選択した名前が［ファイルのインポート/エクスポート］フィールドに
入ります。

• クローズ
変更を加えずにダイアログをクローズします。

• ヘルプ
［特性］から［ビットマップ管理］ダイアログを表示します。

注記なしのビットマップ

削除されたかまたはインポートが不成功となったビットマップを使おうとしました。そのビットマップは、モデルのディ
レクトリのBITMAPサブディレクトリには存在しません。

［了解］を選択します。処理を実行する際は、ウィンドウまたはコントロールを詳細化し、正常にインポートしたビット
マップを選択してください。オプションを指定する際は、［ビットマップ］プッシュ・ボタンを選択し、［ビットマップ
管理］ダイアログで導入済みのビットマップをプレビューしてください。
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ピクチャのビットマップ数

この数値入力フィールドでは、指定したビットマップ内に存在するサブビットマップの数を指定します。プッシュ・ボタ
ン用に設計されたビットマップは、幅と高さが等しい行に分割され、積み重なっている行のそれぞれをサブビットマップ
と呼びます。

サブビットマップで表わせるプッシュ・ボタンの状態は、最大４つです。この４つの状態とは、活性状態、不活性状態、
押された状態、フォーカスされた状態です。

開発者が指定する［ピクチャのビットマップ数］は、下記のように解釈されます。

1. イメージ全体が活性状態を表わします。不活性状態、押された状
態、フォーカスされた状態には、オペレーティング・システムの
省略時解釈が使われます。

2. ビットマップの上半分が活性状態を表わし、下半分が不活性状態
を表わします。押された状態とフォーカスされた状態には、オペ
レーティング・システムの省略時解釈が使われます。

3. ビットマップの、上３分の１が活性状態を表わし、中間の３分の
１が不活性状態を表わし、下３分の１が押された状態を表わしま
す。フォーカスされた状態には、フォーカスされた状態用のオペ
レーティング・システムの省略時解釈が使われます。

4. ビットマップの、上４分の１が活性状態を表わし、上から２番目
の４分の１が不活性状態を表わし、上から３番目の４分の１が押
された状態を表わし、下４分の１がフォーカスされた状態を表わ
します。

ビットマップ・イメージは、開発者が指定した数に分割されます。分割された部分の、上から１番目が活性状態を表わ
し、上から２番目のサブイメージが不活性状態を表わし、上から３番目のサブイメージが押された状態を表わし、上から
４番目のサブイメージがフォーカスされた状態を表わします。残りのサブイメージはマップされません。

4 つ、3 つ、2 つ、1 つのサブビットマップ・イメージを持つサンプル・ビットマップを下記に示します。
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ビットマップ置換の確認

モデルのディレクトリのBITMAPサブディレクトリ内のモデル・ファイル名と一致する名前を付けて、ファイルをイン
ポートします。

次の中から１つ選択する：

Yes インポートするファイルと、同じ名前の既存ファイルとの置換を
指定します。

No 既存ファイルの保存を指定します。作業を続行するには、［宛て
先ビットマップ名］フィールドの中の名前を変更して［了解］を
選択してください。
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［ビットマップ］プッシュ・ボタン

このプッシュ・ボタンは［特性］から［ビットマップ管理］ダイアログ・ボックスを表示します。導入済みビットマップ
のプレビューと、開始する［特性］ダイアログ・ボックスに戻すビットマップの選択ができます。

この経路によるビットマップの選択は、［ビットマップ］ドロップダウン・リストからのビットマップの選択（プレ
ビューできない）に代わるものです。

ナビゲーション図でウィンドウ設計中に使うビットマップを保守するためにこのプッシュ・ボタンを選択することもでき
ます。

［両レポート種別］オプション
ビジネス・システムの全ウィンドウ（またはオープンされているウィンドウ）の、特性とビュー・マッピングの両方を見
たい場合、［両方］レポート・オプションを選択してください。

［両方］を選択した場合のレポートには下記が記載されます。

• ビジネス・システム、プロシージャ、プロシージャ・ステップ
• ウィンドウ種別（ウィンドウかダイアログ・ボックスか）
• ウィンドウ・タイトル
• 一般の特性（初期位置、モーダリティ、背景、スタイル、アイコン・ファイル名、言語）
• ウィンドウ・コントロール（隠ぺいフィールド、リテラル、プッシュ・ボタンなど）
• モデル名とサブセット範囲
• 上記が持つインポート・ビューとエクスポート・ビューの一覧
• レポートの日時

いったん選択すると当該セッション中は継続しますが、モデルと一緒には保存されません。

情報がないレポート内容オプションを選択した場合、そのオプションに［なし］が表示されます。

SELECT とカーソルの両方
このコントロールを選択すると、READステートメントに対して生成されるコードにSELECTステートメントとカーソル
の両方が含まれます。SELECTステートメントが実行され、複数の行が返される場合には、カーソルがオープンされ、最
初の行が返されます。

ボックスの大きさ
省略時のボックス・サイズを設定するには、下記を指定してください。

• 横(x)スロット
• 縦(y)スロット
• 省略時のボックス・サイズは、下記のダイアグラムに適用されます。
• データ モデル図
• アクティビティ依存関係図

［ブラウズ］プッシュ・ボタン
このプッシュ・ボタンでは、インポートするビットマップ・ファイルを選択できる、［ビットマップの選択］ダイアロ
グ・ボックスを表示します。［ビットマップの選択］ダイアログ・ボックスは、CA Gen ではなくオペレーティング・シ
ステムによって提供されます。このため、このダイアログ・ボックスには［ヘルプ］プッシュ・ボタンが含まれていませ
ん。
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［ビットマップの選択］ダイアログからビットマップを選択する手順は、下記のとおりです。

1. ビットマップ・ファイルが存在するディレクトリが入っているド
ライブを指定してください。省略時解釈を受け入れるか、正しい
ドライブを選択してください。
［ディレクトリ］リスト・ボックスには、指定したドライブ上の
省略時解釈のパスが表示されます。

2. ビットマップ・ファイルが入っているディレクトリが、省略時解
釈のパスに含まれていない場合、正しいパスを選択してくださ
い。
選択したディレクトリ内のファイルが、［ファイル］入力不可リ
スト・ボックスに表示されます。

3. インポートするビットマップ・ファイルを、［ファイル］リス
ト・ボックスから選択してください。
選択したファイル名が、［オープン］ファイル名フィールドに表
示されます。

4. ［オープン］ファイル名フィールドの名前が正しい名前であるこ
とを検証してください。それから［選択］プッシュ・ボタンを選
択してください。
［ビットマップ管理］ダイアログ・ボックスが表示され、選択し
た名前が［ファイルのインポート/エクスポート］フィールドに入
ります。

［バッファプール］ドロップダウン・リスト
このドロップダウン・リストでは、テーブルスペースまたは索引スペースに関連するバッファプールを割り当てま
す。BP0、BP1、BP2またはBP32Kから選択してください。

［バッファプール］には、テーブルスペースまたは索引スペースのページ・サイズを設定します。BP32Kを使うと、
ページ・サイズは32KBになります。BP0、BP1、またはBP2を使うと、ページ・サイズは４KBになります。

SYSADMのバッファプール権限を持つデータベース管理者は、そのバッファプールを活動化し、DBAにUSEコマンド特
権の権限を持たせる必要があります。

Build a Hierarchy
このアクションを使用できるのは、弊社の社員のみです。お客さまは、弊社のテクニカル・サポートからの指示のもとで
のみ使用してください。

ビジネス・エリア
［ビジネス・エリア］では、ファンクションとエンティティ・タイプの集まりに名前を付け、分析プロジェクトの分析対
象とします。

ビジネス・エリアの名前は、最大 32 文字の英数字です（入力必須）。ロケーションの名前は、最大32文字（半角）で、
特殊文字は使えません。

［Business Area or Business System Definition （ビジネス・エリアまたはビジネス・システム定義）］ダ
イアログ・ボックス

このダイアログ・ボックスでは、既存のビジネス・エリアまたはビジネス・システムの名前をリスト表示します。この選
択リストは、ビジネス・エリアまたはビジネス・システムを定義しないとブランクになります。
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詳細情報：

How to in Matrix Processor

［ビジネス・エリアの特性］ダイアログ

［ビジネス・エリアの特性］ダイアログ・ボックスには、ビジネス・エリアの名前と記述が表示されます。このダイアロ
グでは、新しいエリアの名前を追加したり、既存のエリアの名前と記述を変更したりできます。

通常、ビジネス・エリアは、多数のエンティティ・タイプを参照する少数のファンクション、または少数のエンティ
ティ・タイプを参照する多数のファンクション、のどちらででも構成できます。

ビジネス・システムの対話設計図ツールにおける｢置換による複写｣

 

ビジネス・システムでは、どのビジネス・システムに、新しく作成したプロシージャ/プロシージャ・ステップを含める
かを指定します。ビジネス・システムは、ソース・プロシージャを定義したものを使ったり、同じモデル内の別のビジネ
ス・システムを使えます。

ビジネス・システムの［コマンド］選択リスト

 

この選択リストでは、フローの使用時に宛て先プロシージャ・ステップで実行するコマンドを指定します。

オンライン・プロシージャ・ステップには、その処理を指示するコマンド値が必要です。

ビジネス・システムの省略時表示特性

 

［省略時表示特性］ダイアログ・ボックスでは、ビジネス・システム全体の画面、ウィンドウ、コントロール、およびオ
ブジェクトの外観設定を指定することができます。

［省略時表示特性］はツリーベースのダイアログ・ボックスで、すべてのビジネス・システムを一覧表示します。このダ
イアログ・ボックスは下記のパネルで構成されています。

• 画面
［画面］ノードは、ユーザが色、輝度、強調表示を設定し、プロンプト、フィールド、エラーおよびリテラルに対す
る表示特性を調整します。
また、カーソルの位置指定、フィールドとエラーの保護、フィールドがゼロまたはヌル状態の時のブランクを設定し
ます。フィールド用の充填文字も指定できます。

• ウィンドウ
［ウィンドウ］ノードでは、このビジネス・システム内にあるすべてのウィンドウまたはダイアログ・ボックス上の
オブジェクトの色やフォントを指定します。

• カスタム
［カスタム］ノードでは、カスタム表示特性のリストを指定することができます。これは、Java Web 生成アプリ
ケーション全体のウィンドウおよびコントロールで参照できます。［カスタム表示特性］は、ウィンドウおよびコン
トロールのタイプについて、背景色、前景色、フォント、およびその他のスタイル文字列を指定します。

• Web 特性
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［省略時表示特性］ダイアログ・ボックスの［Web 特性］パネルでは、Java Web 生成アプリケーション、および
C# ASP.NET Web Client アプリケーションのウィンドウおよびダイアログ・ボックスについて特定のブラウザ機能を
設定できます。メニューの位置、ヘルプのイメージ、および閉じるボタンなどのブラウザ機能を指定できます。

• Java Web 生成
［Java Web 生成］ノードは、Java Web 生成アプリケーションに特有の表示特性を指定します。ユーザ・カスケー
ディング・スタイル・シートやグループ・ボックス・ライン CSS スタイルなどの表示特性を指定できます。

• リスト・ボックス/テーブル
［リスト・ボックス/テーブル］ノードは、Java Web 生成アプリケーション全体のリスト・ボックスとテーブルのす
べての行および列について、カスタム表示特性およびスタイル・スキームを指定します。

• メッセージ・ボックス_
［メッセージ・ボックス］ノードは、Java Web 生成アプリケーション全体のメッセージ・ボックスについて、表示
特性を指定します。

［ビジネス・システム］オプション

［ビジネス・システム］ドロップダウン・リストでは、モデルに対して定義されたビジネス・システムが表示されます。
ビジネス・システムを選択すると、そのビジネス・システムに所属するプロシージャ・ステップが、選択リストに表示さ
れます。プロシージャ・ステップは、プロシージャ・ステップ選択リストに表示されます。

自動フローは、プロシージャ・ステップをフロー先とします。ビジネス・システムのドロップダウン・リストは、希望の
プロシージャ・ステップを含むビジネス・システムを表示します。

ビジネス・システム特性

ビジネス・システムを変更するときには、下記の項目を指定してください。

• ビジネス・システム名
• 説明

ビジネス・システムを作成するときには、［分析］-［ビジネス・システム定義］-［ダイアグラム］-［新規］、または
［分析ステージで作成済み］-［ビジネス・システム省略時解釈］-［ダイアグラム］-［新規作成］の順に選択してくださ
い。

［ビジネス・システム特性］ダイアログ

［ビジネス・システム特性］ダイアログ・ボックスには以下のフィールドが含まれます。

• ビジネス・システム
このフィールドに名前を指定します。ビジネス・システム名は、32文字以内の一意名にしてください。

• 説明
ビジネス・システムの説明を指定します。

ここで指定した特性は、システム標準省略時解釈の一部となります。

［了解］をクリックしてビジネス・システムを作成するか、または［取消］をクリックします。

［ビジネス・システム選択］ダイアログ

［ビジネス・システムの選択］ダイアログ・ボックスの選択リストでは、定義されたビジネス・システムのリストが表示
されます。ビジネス・システムを開くには、ビジネス・システムを選択し、［了解］をクリックします。

NOTE
注：ビジネス・システムが何も表示されない場合は、新しいビジネス・システムを作成してください。
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ナビゲーション図における［ビジネス・システム］リスト

現行モデル内のすべてのビジネス・システムからビジネス・システムを選択するには、このリストを使ってください。
「ナビゲーション図」内に表示するために選択したウィンドウ、ダイアログ・ボックス、サーバは、このビジネス・シス
テム内に置かれます。

［プロシージャ・ステップ］リスト内に一覧表示されているプロシージャ・ステップも、このビジネス・システム内に置
かれます。

このフィールドの省略時解釈は、ビジネス・システム・ツールで選択した現行ビジネス・システムです。

NOTE
注： 異なるビジネス・システムのオブジェクトが、同時に［ナビゲーション図］内に表示されることもありま
す。

Button BitmapBackground 特性

使用法 BitmapBackground ()
説明 ボタン用のビットマップを取り出します。
引数 None.
戻り値 この特性が戻す文字列には、ボタンの現在のビットマップ背景が

格納されています。

Button Caption 特性

使用法 Caption (String)
説明 ボタンのテキストを設定または検索します。
引数 ボタンの新しいキャプションにする文字列。ボタンのキャプショ

ンを照会する場合、入力は指定されません。
戻り値 この特性が戻す文字列には、ボタンの現在のキャプションが含ま

れます。

Button Click メソッド

 

使用法 Click ()
説明 実行するためにボタンのクリック・イベントを待ち行列に入れま

す。
引数 None.
戻り値 None.
備考 ボタンにクリック・イベントがない場合、このメソッドによる効

果はありません。
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Button インターフェース・オブジェクト

 

メソッド 特性
Click アプリケーション
再描画 BackgroundColor

BitmapBackground
Caption
CssClass
Enabled
Focus
FontSize
FontStyle
FontType
前景色
Handle
Height
Left
名前
ObjectType
親（Parent）
Top
Visible

SetBitmapBackground

Width

Button メソッド

使用法 Button (String)
説明 設計時に割り当てる名前でボタン・オブジェクトを検索します。
引数 検索したいボタン・オブジェクトの名前である文字列
戻り値 このメソッドは、入力する名前のGUIオブジェクトを戻します。

オブジェクトが見つからないかエラーが発生した場合、このメソ
ッドはNullを戻します。

Button SetBitmapBackground メソッド

使用法 SetBitmapBackground (String1, String2, String3)
説明 ボタンのビットマップ背景を設定します。

String1： 新しいビットマップ・ファイル名。値がNULLの場合、
このメソッドはビットマップ背景を除去します。
String2： ビットマップ・ファイルの新規フル・パス名。

引数
 

String3： 新しい表示モード。妥当な値
は、"Centered"、"Scaled"または"Tiled"です。
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戻り値 None.

注 ビットマップが該当するボタン用として独自に設計されている場
合にのみ使用可能です。

Buttons メソッド

使用法 Buttons ()
説明 ウィンドウ上のボタンの集まりを検索します。
引数 None.
戻り値 このメソッドは、集まりタイプのGUIオブジェクトを返します。

この集まりには、ウィンドウ上の集まりタイプのGUIオブジェク
トがすべて含まれます。カウントがゼロになると、このメソッド
はリストを戻します。

取消コマンド
このチェック・ボックスでは、ユーザが取消コマンドを実行したときに、生成ソフトウェアがデータベースから画面を再
生するように指定します。

取消エラー

トランスフォーメーションまたはリトランスフォーメーションの操作を中断します。プロセスは完了しません。トランス
フォーメーションまたはリトランスフォーメーションを完了するプロセスを再始動しなければなりません。

更新試行の取消

［はい］をクリックすると、モデルの更新を続行できます。

再度更新するには、［モデル］-［エンサイクロペディア］-［更新］-［モデルのチェックイン］をクリックします。

または

［モデル］-［エンサイクロペディア］-［チェックインせずに更新］をクリックします。

これには、ユーザが行った追加の変更がすべて含まれます。

［いいえ］をクリックすると、モデルは読み取り専用のままになります。

更新トランザクション ファイルを再送するには、［モデル］-［エンサイクロペディア］-［前回の更新の再送］をクリッ
クします。

［候補プロセス］選択リスト
この選択リストは、プロセス合成に使える全プロセスの一覧です。各プロセスは、基本プロセスまたは非基本プロセス
のいずれかです。基本プロセスは、アクション図に、基本プロセス用に定義したアクションがない場合に表示されます。
非基本プロセスは、子（従属）プロセスを持たない場合に表示されます。非基本プロセスを選択した場合、そのプロセス
は、プロセス合成を実行すると基本プロセスに変わります。

プロセスの選択は、このリストにて行ないます。
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複写元は自身に複写できません。（Cannot Copy Source To Itself）
このメッセージは、ユーザが複写元と複写先に同じウィンドウを指定したことを示します。複写元のウィンドウか複写先
ウィンドウのどちらかに別のウィンドウを指定してください。ウィンドウを自身に複写することはできません。

移動不可エラー・メッセージ

無効なビューを作成しているため、このエンティティは移動できません。

Caption 特性

使用法 Caption (String)
説明 ウィンドウのキャプションを設定、または検索します。
引数 ウィンドウの新しいキャプションとなる文字列
戻り値 この特性は、ウィンドウのキャプションを文字列で戻します。

カージナリティ
メンバシップのカージナリティは、下記のうちいずれかです。

• 1 対 １（1:1）
• 1 対多（1:M）
• 多対多（M:M）

最も一般的なカージナリティは、1 対多です。

1 対 1 や多対多のカージナリティがみられることもありますが、これは不正確な分析が原因である場合が多いようです。
デフォルトは「1 対 1」ですが、これはかなり特殊な場合であり、通常はサブタイプやライフ・サイクルにおける状態
を意味します。多対多のカージナリティもかなり特殊な場合で、関係自体が必要な情報を隠ぺいしている可能性があり
ます。この場合にはデータ・モデルに関連エンティティ・タイプを追加し、この多対多の関係を構成している 2 つのエ
ンティティ・タイプと、新しく追加した関連エンティティ・タイプとの間で、1 対多の関係を 1 つずつ計 2 つを作成し
て、多対多の関係 1 つと置換してください。

関連エンティティ・タイプが必要であるかどうかは、下記の 3 つの質問に対する回答によって判断できます。

• 関係に関する情報を保存する必要がありますか。
• 関係に関与しているエンティティ・タイプのいずれにも属さない属性がありますか。
• 属性に関する情報を保存する必要がありますか。

これらの質問の答のいずれかが［はい］であれば、関連エンティティ・タイプを使う必要があると考えられます。

多対多の関係を直接インプリメントできるデータベースはないので、関連エンティティ・タイプの指定方法を知っている
必要があります。ただし、データベースで多対多が検出された場合は、相互参照可能なリンク・レコードをデータベース
が作成します。このリンク・レコードには、元のエンティティ・タイプ 2 つに対応する外部キーはありますが、属性を
追加するための場所は用意されていません。ただし、関連エンティティ・タイプを作成すると、データベースは、外部識
別子と同様に、属性用フィールドがあるテーブルを作成します。

カージナリティとオプショナリティのメンバシップの組合せは、以下の 8 種あります。
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• 1 対 1
• 1 対多
• 多対多
• 0（または 1）対 1
• 0（または多）対 1
• 0（または多）対 0（または 1）
• 0（または多）対 0（または多）
• 0（または 1）対 0（または 1）

関連付けエンティティ・タイプの例では、顧客と注文のエンティティの場合、各顧客の注文は 0、1、複数のいずれも考
えられるので、カージナリティは通常、1 対多です。現在処理中の注文が顧客にない場合でも、この様式で関係を指定
し、この 2 つのエンティティを関連づけなければなりません。

当初の分析結果では部品と供給者との間の関係が多対多であって、その後、いずれのエンティティ・タイプにも属さない
出荷所要時間や価格などの情報を格納する必要性が判明したとします （価格の場合、供給者によって取り引き価格が異
なり、部品の項目にも供給者がさまざまな部品を供給するので、供給者の項目にも入れることができません）。その問題
を解決するために、SUPPLIER QUOTE のような関連付けエンティティ・タイプを作成する必要があります。価格、出
荷所要時間のほか、取り引き価格発効日などの情報は、この新しいエンティティ・タイプで指定できます。

カージナリティ（宛て先）

メンバシップのカージナリティは、下記のうちいずれかです。

• 1 対 １（1:1）
• 1 対多（1:M）
• 多対多（M:M）

最も一般的なカージナリティは、1 対多です。

1 対 1 や多対多のカージナリティがみられることもありますが、これは不正確な分析が原因である場合が多いようです。
デフォルトは「1 対 1」ですが、これはかなり特殊な場合であり、通常はサブタイプやライフ・サイクルにおける状態
を意味します。多対多のカージナリティもかなり特殊な場合で、関係自体が必要な情報を隠ぺいしている可能性があり
ます。この場合にはデータ・モデルに関連エンティティ・タイプを追加し、この多対多の関係を構成している 2 つのエ
ンティティ・タイプと、新しく追加した関連エンティティ・タイプとの間で、1 対多の関係を 1 つずつ計 2 つを作成し
て、多対多の関係 1 つと置換してください。

関連エンティティ・タイプが必要であるかどうかは、下記の 3 つの質問に対する回答によって判断できます。

• 関係に関する情報を保存する必要がありますか。
• 関係に関与しているエンティティ・タイプのいずれにも属さない属性がありますか。
• 属性に関する情報を保存する必要がありますか。

これらの質問の答のいずれかが［はい］であれば、関連エンティティ・タイプを使う必要があると考えられます。

多対多の関係を直接インプリメントできるデータベースはないので、関連エンティティ・タイプの指定方法を知っている
必要があります。ただし、データベースで多対多が検出された場合は、相互参照可能なリンク・レコードをデータベース
が作成します。このリンク・レコードには、元のエンティティ・タイプ 2 つに対応する外部キーはありますが、属性を
追加するための場所は用意されていません。ただし、関連エンティティ・タイプを作成すると、データベースは、外部識
別子と同様に、属性用フィールドがあるテーブルを作成します。

カージナリティとオプショナリティのメンバシップの組合せは、以下の 8 種あります。
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• 1 対 1
• 1 対多
• 多対多
• 0（または 1）対 1
• 0（または多）対 1
• 0（または多）対 0（または 1）
• 0（または多）対 0（または多）
• 0（または 1）対 0（または 1）

関連付けエンティティ・タイプの例では、顧客と注文のエンティティの場合、各顧客の注文は 0、1、複数のいずれも考
えられるので、カージナリティは通常、1 対多です。現在処理中の注文が顧客にない場合でも、この様式で関係を指定
し、この 2 つのエンティティを関連づけなければなりません。

当初の分析結果では部品と供給者との間の関係が多対多であって、その後、いずれのエンティティ・タイプにも属さない
出荷所要時間や価格などの情報を格納する必要性が判明したとします （価格の場合、供給者によって取り引き価格が異
なり、部品の項目にも供給者がさまざまな部品を供給するので、供給者の項目にも入れることができません）。その問題
を解決するために、SUPPLIER QUOTE のような関連付けエンティティ・タイプを作成する必要があります。価格、出
荷所要時間のほか、取り引き価格発効日などの情報は、この新しいエンティティ・タイプで指定できます。

カージナリティ（ソース）

メンバシップのカージナリティは、下記のうちいずれかです。

• 1 対 １（1:1）
• 1 対多（1:M）
• 多対多（M:M）

最も一般的なカージナリティは、1 対多です。

1 対 1 や多対多のカージナリティがみられることもありますが、これは不正確な分析が原因である場合が多いようです。
デフォルトは「1 対 1」ですが、これはかなり特殊な場合であり、通常はサブタイプやライフ・サイクルにおける状態
を意味します。多対多のカージナリティもかなり特殊な場合で、関係自体が必要な情報を隠ぺいしている可能性があり
ます。この場合にはデータ・モデルに関連エンティティ・タイプを追加し、この多対多の関係を構成している 2 つのエ
ンティティ・タイプと、新しく追加した関連エンティティ・タイプとの間で、1 対多の関係を 1 つずつ計 2 つを作成し
て、多対多の関係 1 つと置換してください。

関連エンティティ・タイプが必要であるかどうかは、下記の 3 つの質問に対する回答によって判断できます。

• 関係に関する情報を保存する必要がありますか。
• 関係に関与しているエンティティ・タイプのいずれにも属さない属性がありますか。
• 属性に関する情報を保存する必要がありますか。

これらの質問の答のいずれかが［はい］であれば、関連エンティティ・タイプを使う必要があると考えられます。

多対多の関係を直接インプリメントできるデータベースはないので、関連エンティティ・タイプの指定方法を知っている
必要があります。ただし、データベースで多対多が検出された場合は、相互参照可能なリンク・レコードをデータベース
が作成します。このリンク・レコードには、元のエンティティ・タイプ 2 つに対応する外部キーはありますが、属性を
追加するための場所は用意されていません。ただし、関連エンティティ・タイプを作成すると、データベースは、外部識
別子と同様に、属性用フィールドがあるテーブルを作成します。

カージナリティとオプショナリティのメンバシップの組合せは、以下の 8 種あります。
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• 1 対 1
• 1 対多
• 多対多
• 0（または 1）対 1
• 0（または多）対 1
• 0（または多）対 0（または 1）
• 0（または多）対 0（または多）
• 0（または 1）対 0（または 1）

関連付けエンティティ・タイプの例では、顧客と注文のエンティティの場合、各顧客の注文は 0、1、複数のいずれも考
えられるので、カージナリティは通常、1 対多です。現在処理中の注文が顧客にない場合でも、この様式で関係を指定
し、この 2 つのエンティティを関連づけなければなりません。

当初の分析結果では部品と供給者との間の関係が多対多であって、その後、いずれのエンティティ・タイプにも属さない
出荷所要時間や価格などの情報を格納する必要性が判明したとします （価格の場合、供給者によって取り引き価格が異
なり、部品の項目にも供給者がさまざまな部品を供給するので、供給者の項目にも入れることができません）。その問題
を解決するために、SUPPLIER QUOTE のような関連付けエンティティ・タイプを作成する必要があります。価格、出
荷所要時間のほか、取り引き価格発効日などの情報は、この新しいエンティティ・タイプで指定できます。

ウィンドウのカスケード
 

ウィンドウ・ビューをカスケードすると、特定のウィンドウを画面の前面に表示することができます。複数のウィンド
ウが開いている場合には、互いに重なった状態で表示されます。背面にあるほかのウィンドウを画面の前面に表示するに
は、それらのウィンドウのタイトル・バーをクリックします。

CASE
PAD ロジックの条件は、下記の項目ごとに設定できます。

• 文字列
• エグジット・ステート
• コマンド値
• ウィンドウ・コントロール名
• number
• スペース
• 0
• 1

これらの項目に基づいて異なる条件を追加することは、CASE OFと従属CASEのアクション・ステートメントを作成す
る作業の一部です。

CASEアクション・ステートメントのフォーマットを下記に示します。

CASE OF expression-1

CASE constant-1

action-statement-list-1

[CASE constant-2
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action-statement-list-2]...

[OTHERWISE

action-statement-list-3]

たとえば、下記は完成したCASEステートメントの例です。

-- CASE OF competitive vendor company_rating

+- CASE "BEST"

| MOVE competitive vendor TO preferred vendor

+- CASE "GOOD"

| MOVE competitive vendor TO ok vendor

+- OTHERWISE

| MOVE competitive vendor TO export vendor

--

CASE OF

プロシージャ・アクション図の論理の条件は、下記の項目ごとに設定できます。

• 属性ビュー
• クライアント・パスワード
• クライアント・ユーザID
• コマンド
• 現行の言語
• エグジット ステート
• 関数（任意）
• LAST
• MAX
• プリンタ ID
• 添字
• 端末 ID
• トランコード
• ユーザ ID
• トランザクション再試行限界
• トランザクション再試行回数
• アプリケーション・オブジェクト
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これらの項目に基づいて異なる条件を追加することは、CASE OFと従属CASEのアクション・ステートメントを作成す
る作業の一部です。

CASE OF アクション・ステートメントのフォーマットを下記に示します。

CASE OF expression-1

CASE constant-1

action-statement-list-1

[CASE constant-2

action-statement-list-2]...

[OTHERWISE

action-statement-list-3]

CASE OF条件アクションでは、上記のいずれかの項目の値に基づいたアクションが指定されます。CASE OF構造内のす
べてのアクションは、同一の項目ごとの排他関係にあります。

項目（その値でアクションが選択される）を指定してから、CASE OF 構造の作成を始めてください。次に、CASEのそ
れぞれの値を指定してください。

-- CASE OF competitive vendor company_rating

+- CASE "BEST"

+- CASE "GOOD"

+- OTHERWISE

--

次に、その項目の値ごとに、処理を指定してください。

-- CASE OF competitive vendor company_rating

+- CASE "BEST"

| MOVE competitive vendor TO preferred vendor

+- CASE "GOOD"

| MOVE competitive vendor TO ok vendor

+- OTHERWISE
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--

最後に、OTHERWISEを使って、値が上記の項目のどの値とも等しくない場合に行なう処理を指定してください。

-- CASE OF competitive vendor company_rating

+- CASE "BEST"

| MOVE competitive vendor TO preferred vendor

+- CASE "GOOD"

| MOVE competitive vendor TO ok vendor

+- OTHERWISE

| MOVE competitive vendor TO export vendor

--

たとえば、下記は完成したCASE OFステートメントの例です。

-- CASE OF competitive vendor company_rating

+- CASE "BEST"

| MOVE competitive vendor TO preferred vendor

+- CASE "GOOD"

| MOVE competitive vendor TO ok vendor

+- OTHERWISE

| MOVE competitive vendor TO export vendor

--

CASE OF 式

詳しくは該当する式を選択してヘルプを参照してください。
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• 属性ビュー
• クライアント・パスワード
• クライアント・ユーザID
• コマンド
• 現行の言語
• エグジット ステート
• 関数（任意）
• LAST
• MAX
• プリンタ ID
• 添字
• 端末 ID
• トランコード
• ユーザ ID
• アプリケーション・オブジェクト
• トランザクション再試行回数
• トランザクション再試行限界

ナビゲーション図における［分類］タブ
ウィンドウの種類に応じてナビゲーション図用のオブジェクトを選択するには、［分類］タブを使ってください。このダ
イアログ・ボックスの選択基準にビジネス・システムとプロシージャ・ステップを含めると、下記のすべてのウィンドウ
とダイアログ・ボックスが選択可能になります。

• モデル内
• 選択したビジネス・システム内
• 選択したプロシージャ・ステップ内
• 単独のもの

NOTE
注： 「単独」（Stand alone）とは、親または子のウィンドウまたはダイアログ・ボックスを持たないウィンド
ウとダイアログ・ボックスを意味します。

データ・モデル・ブラウザのエンティティ・タイプの分類

［分類］ドロップダウンで、エンティティ・タイプ・リストに、特定の種類のエンティティ・タイプだけを表示するよ
うにできます。選択できるエンティティ･タイプの種類は、このドロップダウンの真下のパネルに表示されています。こ
のドロップダウンにて選択することにより、この一覧から選択したいエンティティ・タイプの、個数と性質を決定できま
す。選択肢は下記のとおりです。

• 全エンティティ・タイプ
• 実エンティティ・タイプ
• 仮想エンティティ・タイプ
• ビジネス・オブジェクト・タイプ

全エンティティ・タイプ

これを選択すると、モデル内のエンティティ・タイプがすべて表示されます。ワーク・セットは表示されません。

実エンティティ・タイプ

これを選択すると、モデル内の実エンティティ・タイプがすべて表示されます。実エンティティ・タイプは、データベー
ス・テーブルに実装されるエンティティ・タイプです。
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仮想エンティティ・タイプ

これを選択すると、モデル内の仮想エンティティ・タイプだけが表示されます。仮想エンティティ・タイプとは、そのエ
ンティティと値を、ほかのエンティティ・タイプから誘導するエンティティ・タイプです。エンティティと値の誘導は、
オペレーションのロジックが行ないます。仮想エンティティ・タイプに対しては、トランスフォーメーション時に、デー
タベース・テーブルは作成されません。

ビジネス・オブジェクト・タイプ

これを選択すると、モデル内のビジネス・オブジェクト・タイプだけが表示されます。ビジネス・オブジェクト・タイプ
は、インスタンスとトランザクション・オペレーションを持つエンティティ・タイプです。

セルの色
このドロップダウン・リストには、マトリックスの行と列の交差部分の表示色がリスト表示されます。省略時解釈は薄い
グレーです。

［セルの特性］ダイアログ

このダイアログ・ボックスではセルの定義を変更できます。記述も書けます。

有効な全セル値は、C、R、U、D、X、1-9、ブランクですが、マトリックスによって異なります。いったん与えたセル値
をあとで変更するにはこのパネルを使ってください。

関与マトリックスでは、１つのセルに複数の値を持たせたい場合があります。たとえば、ある基本プロセスで、あるエン
ティティ・タイプをREADしかつUPDATEもしたい場合がそれです。もしその基本プロセスがそのエンティティ・タイプ
をUPDATEしかしないとすれば、ほかの基本プロセスでREADしたそのエンティティ・タイプを、常駐ビューを介して受
け取らなければなりません。

セル値

このドロップダウン・リストは選択したセルにとっての有効な値を表示します。有効な全セル値
は、C、R、U、D、X、1-9、ブランクですが、マトリックスによって異なります。

Xは単純関与標識です。行のオブジェクトと列のオブジェクトとに関わりがあるということを表わします。

１から９は数値関与標識です。行のオブジェクトと列のオブジェクトとの関わりの度合いを表わします。関与の強さは 9
が最大です。

ブランクは関わりがないということを表わします。

水平センタリング
このチェック・ボックスでは、背景エリア内で水平にセンタリングします （背景エリアは、枠線として表示されま
す）。

水平センタリングされていないリテラルは、背景エリアの左端に固定して表示されます。

画面設計における中央揃え

［中央揃え］では、選択されたオブジェクト（プロンプト、フィールド、特殊フィールド、またはリテラル）を画面幅内
に収めます。すでに画面上の行の中央に表示されているものについては、何も変更されません。
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垂直センタリング

このチェック・ボックスでは、リテラルを背景エリア内で上下方向にセンタリングします （背景エリアは、枠線として
表示されます）。

垂直センタリングされていないリテラルは、背景エリアの上端に固定して表示されます。複数行リテラルは垂直センタリ
ングできません。複数行になるのは、行間で Enter キーを押したときです。

エグジット・ステートの［変更］
エグジット・ステートは、２つのプロシージャ・ステップ間にフローが発生する条件を指定します。特定のプロシー
ジャ・ステップのエグジット・ステートを定義するときには、下記の操作をしてください。

• プロシージャのエグジット・ステートの選択
• ビジネス・システムへの新規エグジット・ステートの追加
• エグジット・ステートの特性の指定
• ビジネス・システムのエグジット・ステートの削除
• エグジット・ステートの検索
• エグジット・ステートのリストの拡大または縮小

［関連づけの変更］プッシュ・ボタン

このプッシュ・ボタンでは、システムの省略時解釈（［Yes］または［No］）を以下のように変更できます。

Yes 関連づけアクションがプロセス・アクション図に表示され、サブ
ジェクト・エンティティ・タイプと直結エンティティ・タイプと
の間のメンバシップに基づいて、対を確立します。

No 関連づけアクションはプロセス・アクション図に表示されません
。

［作成の変更］プッシュ・ボタン

このプッシュ・ボタンでは、システムの省略時解釈（［Yes］または［No］）を以下のように変更できます。

Yes 作成アクションがプロセス・アクション図に表示され、直結エン
ティティ・タイプのエンティティがビジネス上の処理対象である
場合、エンティティに関する情報が記録されます。［Yes］を選
択すると、作成する各直結エンティティ・タイプに対して、後続
の［エンティティ・タイプの作成］ダイアログが表示されます。

No 関連づけアクションはプロセス・アクション図に表示されません
。

省略時の外観の変更リスト・ボックス

表示特性を設定したいオブジェクトを選択します。

１回に１つのオブジェクトに設定できます。オブジェクトを選択すると、前景、背景、フォントの各プッシュ・ボタンが
活性化します。オブジェクトの表示特性を変更すると、下記のものが変更されます。

• ビジネス・システム内のダイアログ・ボックスまたはウィンドウに追加する所定のタイプのすべての新規オブジェク
ト。

• ナビゲーション図ツールから特性を割り当てていない所定のタイプのすべての既存オブジェクト。
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Changed イベント

 

アプリケーション・ユーザが変更を加えたとします。するとただちに、Changedイベントは、コントロール全体のデー
タの妥当性検査か、ほかのコントロールの植値(即時)を実行します。イベント・アクションのロジックにより、妥当性検
査または植値が実行されます。

アプリケーション・ユーザによるアクションのせいで、インポート・ビューのデータが変更されると、Changedイベン
トがトリガされます。インポート・ビューが新規データで更新されると、イベント・アクションが実行されます。イン
ポート・ビューのデータの変更は、コントロールのタイプによって異なります。下記を参照してください。

単一行入力フィールド 入力フィールドがフォーカスを失ったり、データが変更される
と、トリガが発生します。また、Make Error条件の入力フィール
ドが開発者が別のコントロールにタブで移動するよう、フォーカ
スを失ったときにも発生します。
フィールドに入力してもChangedイベントはトリガされません。
フィールドは、入力、許容値、編集パターンなどに応じて編集さ
れます。フィールドがこうした設定をすべて満足すると、そのあ
とChangedイベントが実行されます。

複数行入力フィールド 単一行入力フィールドの場合と同じです。
チェック・ボックス チェック・ボックスを選択または選択解除する（切り替える）と

、トリガが発生します。
ラジオ・ボタン・グループ ボタン・グループ内の異なるラジオ・ボタンを選択すると、トリ

ガが発生します。現在選択されているラジオ・ボタンを選択して
も、Changedイベントは生成されません。

コンボ・ボックス・グループ 開発者がリストの異なる項目を選択すると、トリガが発生します
。コンボ・ボックスの、ナビゲーション図ツールでの名前は、ド
ロップダウン・リストなので要注意です。

入力可能ドロップダウン・リスト 開発者がドロップダウン・リストの異なる項目を選択するか、こ
のリストにない項目を新たに入力すると、トリガが発生します。

入力可能非ドロップダウン・リスト 開発者がドロップダウン・リストの異なる項目を選択するか、こ
のリストにない項目を新たに入力すると、トリガが発生します。
ナビゲーション図ツールでの、入力可能非ドロップダウン・リス
トの名前は、入力可能リスト・ボックスなので、要注意です。

入力不可ドロップダウン・リスト 開発者がドロップダウン・リストの異なる項目を選択すると、ト
リガが発生します。

変更されたイベント・アクションは、開発者が単一行入力フィールド、複数行入力フィールド、または入力可能ドロップ
ダウン・リストに入力したデータをテストできます。

入力フィールド、または入力可能ドロップダウン・リストがフォーカスを失い、データが変更したときは、ソフトウェア
は、フィールドまたはリストに関連する変更されたイベント・アクションを起動します。変更されたイベント・アクショ
ンのステートメントは、データが正確かどうか判定します。

イベント・アクションはフィールド、またはリストがフォーカスを失い、データが変更されると必ず起動されます。ただ
し、フィールドがMake Error条件によりコード化された場合は例外です。つまり、設計者は、条件によってMAKEステー
トメントが表示属性をノーマルにするまで、フィールドのエラー・テストができます。

フィールドまたはリストにイベント・アクションを作成するために、ナビゲーション図ツールを使って、イベント・アク
ションをChangedイベント・タイプと関連づけてください。

開発者のデータをテストするステートメントを作成するために、アクション図を使ってください。

下記の例のlocation_errorイベント・アクションは、開発者が有効な倉庫のロケーションDALLASを入力したか判定しま
す。
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 --- Procedure Step Name

| . . . views . . .

|

| main body of procedure step statements

 ---

 --- Event Action location_error

|  --IF input location IS NOT EQUAL TO "DALLAS"

| | MAKE output location name ERROR

| | EXIT STATE IS loc_not_DALLAS

| +- ELSE

| | MAKE output location name Unprotected Normal Intensity Normal Color

| | EXIT STATE IS location ok

|  --

|

 ---

［解消の変更］プッシュ・ボタン

このプッシュ・ボタンでは、システムの省略時解釈（［Yes］または［No］）を以下のように変更できます。

Yes 解消アクションはプロセス・アクション図に表示され、サブジェ
クト・エンティティ・タイプと直結エンティティ・タイプとの間
にある既存の対を削除します。

No 関連づけアクションはプロセス・アクション図に表示されません
。

［イベントの詳細の変更］プッシュ・ボタン

［イベントの詳細の変更］プッシュ・ボタンは、イベント・タイプのイベントの詳細を変更します。この変更は、［定義
イベント］選択リストに表示されます。

このプッシュ・ボタンは、イベントの詳細を変更すると必ず活性化されます。イベントの詳細として、イベント・タイ
プ、アクション名、コマンドなどがあります。
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NOTE
注： アクション名を変更するとします。すると、このプッシュ・ボタンは、プロシージャ・アクション図にイ
ベント・アクションを新たに作成します。あくまで、既存のイベント・アクションの名前を変更したいのであ
れば、アクション図を起動し、イベント・アクション名を選択したあと、［詳細］-［特性］の順に選択しま
す。

［エグジット・ステートの変更］プッシュ・ボタン

このプッシュ・ボタンを使うと、特定のエグジット・ステートの現在の定義を変更できます。［エグジット・ステートの
選択］ダイアログを使って、下記のことを行ってください。

• ビジネス・システムの新規エグジット・ステートの選択
• ビジネス・システムへの新規エグジット・ステートの追加
• 既存エグジット・ステートの特性の変更
• ビジネス・システムのエグジット・ステートの削除
• 特定のエグジット・ステートの検索
• エグジット・ステートのリストの拡大または縮小

データ・モデル・ブラウザの変更

データ・モデル・ブラウザの［変更］を選択すると、変更内容が記述に適用されます。ぼかし表示になっている場合、選
択したオブジェクトに対して記述を追加できません。

パーセンテージ変更エラー・メッセージ

属性を移動することによりパーセンテージが変更されてもよいか確認してください。または属性の移動を取り消してくだ
さい。

［変更］プッシュ・ボタン

このプッシュ・ボタンで、現在のステートメンの定義を終了し、アクション図内のステートメントを変更します。

［読取の変更］プッシュ・ボタン

このプッシュ・ボタンでは、システムの省略時解釈（［Yes］または［No］）を以下のように変更できます。

Yes 読取アクションはプロセス・アクション図に表示され、以前に保
存した直結エンティティ・タイプのエンティティに関する情報を
検索します。

No 読取アクションはプロセス・アクション図に表示されません。

ステレオタイプの変更の確認

ユーザは、プロシージャ・ステップについて選択したステレオタイプの変更について、確認しなければなりません。
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［転送の変更］プッシュ・ボタン

このプッシュ・ボタンでは、システムの省略時解釈（［Yes］または［No］）を以下のように変更できます。

Yes 転送アクションはプロセス・アクション図に表示され、サブジェ
クト・エンティティとオブジェクト・エンティティとの間の対を
、新しいオブジェクト・エンティティ（元のオブジェクト・エン
ティティと同じタイプの）に移動します。

No 転送アクションはプロセス・アクション図に表示されません。

アクティビティ依存関係における［親の変更］
「親の変更」では、既存のアクティビティとその従属物を、別のファンクションまたは基本プロセス以外のプロセスに割
り当てます。

アクティビティの親を変更したら、アクティビティ階層図を使って新しいアクティビティの配列を表示してください。

［親の変更］は、アクティビティを選択して、別の親アクティビティが存在すれば活動状態になります。

アクティビティ階層親の変更

 

親の変更では、既存のファンクションまたはプロセス、およびその従属物を、別のファンクションまたは非基本プロセス
へ割り当てます。

NOTE
注： ファンクションをプロセスに従属させることはできません。非基本プロセスのみ、従属物を持つことが可
能です。親が変更されると、アクティビティ階層に新しい配置が表示されます。

［メニュー設計］ダイアログの［親の変更］

［親の変更］では、メニュー項目の階層を再構成します。

メニュー項目の親を変更する際は、下記の規則があります。

• １回で割り当てを変更できるメニュー項目は１つだけです。ただし、メニュー項目に下位メニュー項目がある場合
は、下位メニュー項目の割り当ても変更されます。

• メニュー項目がコマンドに関連付けられる場合、メニュー項目には下位のメニュー項目を含めることはできません
（コマンドに対するメニュー項目の関連付け/関連付けの解除をするには、メニュー項目および［特性］プッシュ・ボ
タンを選択します）。

• 下位メニュー項目は、メニュー・バーまたは別の下位グループに割り当て直せます。下位グループ用のプルダウンが
存在しない場合、自動作成されます。移動したメニュー項目または下位メニュー項目は、プルダウンの下端に配置さ
れます。

• メニュー・バーのメニュー項目は、下位グループに再割り当てできます。割り当て変更の対象となるメニュー項目に
下位メニュー項目がある場合は、下位項目の各グループがカスケード・プルダウンになります。カスケード・プルダ
ウンとは、プルダウン内から呼び出されるプルダウンをいいます。下位メニューの横に右向きの３角形が表示されて
いる場合、使用可能な別のプルダウンが存在することを表わしています。

メニュー項目を無効な場所に再割り当てしようとすると、ナビゲーション図ツールはビープ音を鳴らします。（また、メ
ニュー項目を追加できる有効な場所に対してのみ、［追加］プッシュ・ボタンは有効になります）。
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組織階層図における［親の変更］

組織階層図におけるオブジェクトの従属性を変更するには、［親の変更］を選択してください。

ビュー保守における親の変更

［親の変更］でビューの親を変更します。通常、新しい親は、同じビュー・サブセットに入れなければなりません。ただ
し下記のような例外もあります。

• ローカル・ビューは、エクスポート・ビューの中の新しい親に移せます。
• エンティティ・アクション・ビューは、プロシージャ・ステップで使用されていなければ、インポート・ビューまた
はエクスポート・ビューの中の新しい親に移せます。

• エンティティ・アクション・ビューは、新しい親が反復グループ・ビューでなければ、インポート・ビューまたはエ
クスポート・ビューの中の新しい親に移せます。

• ワーク・ビューをエンティティ・アクションのサブセットに移動できない場合
• グループ・ビューをエンティティ・アクションのサブセットに移動できない場合
• 移動先の親は今の親であってはなりません。

文字の変換
［Yes］を選択すると、DSL内の固定長テキスト属性に関連するすべてのVARCHARが、CHARに変換されます。このオ
プションはテクニカル設計としてOracleを選択した場合のみ有効となります。

ケース・バイ・ケースに基づいて変換するには、データ・オブジェクトを強調表示し、［詳細］-［特性］-［テキスト］
の順に選択してください。

NOTE
注： Oracle 6 データベースから Oracle 7 データベースへ移行する場合、主要なデータベースを再編成しないよ
う、フィールド変換によってバッチまたはフィールドを選択する必要があります。

［文字列］ダイアログ

［文字列］ダイアログ・ボックスでは、属性を特定の文字列やブランクに設定できます。

このダイアログ・ボックスには、式で使用できる文字、数字、ブランクの最大数を示すメッセージが表示されます。

SORTステートメントの場合、反復グループ・ビューの属性に対応する数値、ブランク、昇順を示すAまたは降順を示す
Dを入力してください。２つのソート引数を入力できます。

1 つのソート引数の例： 1 A

2 つのソートの引数の例： 1 A 2 D

FILTERステートメントの場合、ドメインが日付、時刻、またはタイムスタンプの場合、下記に示すフォーマットのみが
受け付けられます。

日付： YYYY/MM/DD または YYYY-MM-DD

時間： HH： MM： SS または HH.MM.SS。

タイム・スタンプ： YYYYMMDDHHMMSSNNNNNN

FILTERステートメントに含まれる文字列には、二重引用符で囲まれたテキスト定数も必要です。

役職名が管理者（反復グループ・ビューの第３の属性）である人の名前を表示するFILTERステートメントの例は下記の
とおりです。

3 = "manager"
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アクション図の文字列

 

文字列は引用符で囲まれたリテラル値です。テキスト・ドメインを構成しています。文字列を選択すると、ダイアログが
表示されるので、英数字を入力してテキスト文字列を記述できます。

アクション図における文字ビュー

 

文字ビューはテキスト・ドメインの属性ビューです。エンティティ・ビューの構成要素で、テキストとして定義されてい
る属性を「確認」するビューです。通常、全ステートメントのエンティティ・ビューを参照します。

下記は、名前が「顧客」の属性である文字ビューの例です。

 -- READ customer

| WHERE DESIRED customer name IS EQUAL TO "John Hawkins"

 ---

下記は、SETステートメントによってテキスト属性を文字ビューに設定する場合の例です。コードの値を見つけ、その値
を複写して設定します。

 -- CREATE received product

| SET code TO input product code

 ---

チェック・ボックス
［チェック・ボックス］ラジオ・ボタンでは、選択した属性がリスト・オカレンス・チェック・ボックスとしてインプリ
メントされます。

Checkbox Caption 特性

使用法 Caption (String)
説明 チェックボックスのプロンプトを設定または検索します。
引数 チェックボックスの新しいプロンプトにする文字列。
戻り値 この特性が戻す文字列は、チェックボックスの現在のプロンプト

です。
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Checkbox Click メソッド

使用法 Click ()
説明 ユーザがチェックボックスをクリックしたのと同様に動作します

。
引数 None.
戻り値 None.
備考 このメソッドは、チェックボックスに対して定義された変更イベ

ントを起動します。

CheckBoxes メソッド

使用法 CheckBoxes ()
説明 ウィンドウ上のチェック・ボックスの集まりを検索します。
引数 None.
戻り値 このメソッドは、集まりタイプのGUIオブジェクトを返します。

この集まりには、ウィンドウ上の集まりタイプのGUIオブジェク
トがすべて含まれます。カウントがゼロになると、このメソッド
はリストを戻します。

Checkbox インターフェース・オブジェクト

 

メソッド 特性
Click アプリケーション

BackgroundColor
Caption
CssClass
Enabled
Focus
FontSize
FontStyle
FontType
前景色
Handle
Height
Left
名前
ObjectType
親（Parent）
Selected
Top

再描画
 

値
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Visible
Width

CheckBox メソッド

使用法 CheckBox (String)
説明 設計時に割り当てる名前でチェック・ボックス・オブジェクトを

検索します。
引数 文字列
戻り値 このメソッドは、指定する名前のGUIオブジェクトを戻します。

オブジェクトが見つからないかエラーが発生した場合、このメソ
ッドはNullを戻します。

［チェック・ボックスの特性］ダイアログ

［チェック・ボックス特性］ダイアログ・ボックスでは、チェックボックスの性質を指定します。

チェック・ボックスは、オンとオフの状態が切り換わります。チェック・ボックスはつねに、選択されている（オン）か
選択されていない（オフ）かのいずれかです。オン状態とオフ状態のそれぞれに対応する値がなければなりません。これ
らの値は、属性に許容値がある場合は、その属性の許容値でもかまいません。

プロシージャ・アクション図のロジックを使用して値を検査し、その値に基づいて処理を決定できます。

詳細は、個々のコントロールのヘルプを参照してください。

設計の指針

• 入力フィールドと選択フィールドを垂直方向と水平方向に位置調整することによって、テキストを走査するときに
カーソルが直線的に移動するようにします。

• チェック・ボックスの位置をできるだけ揃えてください。またグループ・ボックス（複数のチェック・ボックスを囲
む枠）の位置を揃えるには、グループ・ボックス）を右方向に拡大してください。

• 略語、省略形、大文字表記の名詞以外は、選択項目の先頭文字だけを大文字にしてください。この場合、所定の大文
字表記の規則に従ってください。

ユーザの対話を速やかに完了させたい場合は、事前選択項目、つまり省略時の項目を与えてください。事前選択項目を与
えておくと、ユーザはただちに次のフィールドに移ることができます。

Checkbox Selected 特性

使用法 Selected ()
説明 チェック・ボックスの現在の状態を取り出します。
引数 None.
戻り値 この特性が戻す文字列は、チェック・ボックスの現在の状態を示

します。「真」の値は、チェック・ボックスがオンになっている(
チェック・マークがついている)ことを意味します。

Checkbox Value 特性

使用法 Value ()
説明 チェック・ボックスの値を取り出します。

 513



 CA Gen - 86JP - Japanese - Japan

引数 None.
戻り値 この特性が戻すのは、チェック・ボックスの現在状態に基づい

たバリアント型値です。チェック・ボックスが設定されていれば
、「オン」の値として設計された値が戻されます。また、設定さ
れていなければ、「オフ」の値が戻されます。

モデルのチェックアウト
［モデルのチェックアウト］を使用して、モデルかサブセットをエンサイクロペディアからワークステーションにダウン
ロード（複写）します。モデルとサブセットのチェックアウト先はユーザで、ワークステーションではありません。

モデルかサブセットをチェックアウトする際に、そのエンサイクロペディア名がワークステーションのモデル・リストに
表示されなければなりません。このエンサイクロペディア名がワークステーションのモデル・リストになければ、チェッ
クアウトを要求する前に、同名の空のモデルを作成する必要があります。

設計段階におけるアクティビティの検査

 

設計段階でファンクション、プロセス、ビューの一貫性を検証するには、［検査］-［アクティビティ］の順に選択して
ください。

［検査］-［アクティビティ］の順に選択すると、モデル全体の検証が始まります。このプロセスが完了すると、設計段
階におけるアクティビティ・モデルに関して、メッセージまたはレポートが表示されます。メッセージは、データ・モデ
ルに矛盾や欠落がないかを知らせます。レポートはエラーを識別し、何らかの矛盾があることを警告します。

計画段階におけるアクティビティの検査

ファンクション、プロセス、ビューの一貫性を検証するには、［検査］-［アクティビティ］の順に選択してくださ
い。 不整合は、モデルに対する省略時解釈の関数定義において、開始時に出現する関連オブジェクトについてレポート
されます。プロセスが完了すると、確認したオブジェクトの整合性を確認するメッセージが表示されるか、または検出
された不整合の詳細を示すレポートが表示されます。どちらが示されるかは、［モデル］-［設定］-［一貫性検査のオプ
ション］で指定されたレポート・パラメータによって異なります。

ビジネス・システムの確認

現在のビジネス・システムの整合性を検証するには、［検査］-［ビジネス・システム］を選択します。これには、関連
するビジネス・プロシージャ、ビジネス・プロシージャ・ステップ、アクション図、ウィンドウ、対話フロー、および
ビューが含まれています。プロセスが完了すると、ビジネス・システムが完全であることを確認するメッセージが表示さ
れるか、または検出された不整合の詳細を示すレポートが表示されます。どちらが示されるかは、［モデル］-［設定］-
［一貫性検査のオプション］で指定されたレポート・パラメータによって異なります。

設計段階におけるデータの検査

 

設計段階でサブジェクト・エリア、エンティティ・タイプ、サブタイプ、属性、関係の一貫性を検証するには、［検
査］-［データ］の順に選択してください。

［検査］-［データ］の順に選択すると、モデル全体の検証が始まります。この処理が完了すると、設計段階における
データ・モデルの一貫性に関して、メッセージまたはレポートが表示されます。メッセージは、データに矛盾や欠落がな
いかを知らせます。レポートはエラーを識別し、何らかの矛盾があることを警告します。
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計画段階におけるデータの検査

サブジェクト・エリア、エンティティ・タイプ、サブタイプ、属性、関係の一貫性を検証するには、［検査］-［デー
タ］の順に選択してください。不整合は、モデルに対する省略時解釈のサブジェクト・エリアにおいて、開始時に出現す
る関連オブジェクトについてレポートされます。プロセスが完了すると、確認したオブジェクトの整合性を確認するメッ
セージが表示されるか、または検出された不整合の詳細を示すレポートが表示されます。どちらが示されるかは、［モデ
ル］-［設定］-［一貫性検査のオプション］で指定されたレポート・パラメータによって異なります。

アクション・ブロック用途図における［検査］

 

すべてのプロセス、プロシージャ、アクション・ブロックが一貫性規則に従っているかどうかを検証するには、［検査］
を選択してください。

［検査］を選択すると、検証が始まります。完了すると、メッセージまたはレポートが表示されます。メッセージは、
選択したプロセス、プロシージャ、またはアクション・ブロックが完全で一貫性があることを確認します。レポートはエ
ラーを識別し、何らかの矛盾があることを警告します。

アクション図における検査

プロシージャ・ステップとアクション・ブロックが一貫性規則に従っているかどうかを検証するには、［検査］を選択し
てください。

プロシージャ・ステップまたはアクション・ブロックを選択すると、CA Gen が、下記のオブジェクトと情報を検証しま
す。

• アクション・ブロック
• 使用するアクション・ブロック
• 関連アクション
• データ・ビュー（グループ・ビュー、エンティティ・ビュー、属性ビュー、関係ビューを含む）
• 使用するエンティティ・タイプ、使用するサブタイプ
• 使用する属性
• 使用する関係

［検査］を選択すると、検証が始まります。完了すると、メッセージまたはレポートが表示されます。メッセージは、
データに矛盾や欠落がないかを知らせます。レポートはエラーを識別し、何らかの矛盾があることを警告します。

##########

すべて、または一部のモデルが CA Gen の一貫性規則に従っているかどうかを検証するには、［検査］を使用します。
受け取るメッセージは、下記の選択項目に基づいています。

• データ
• アクティビティ
• モデル
• 設計

 

ビジネス・システムの省略時解釈における検査

プロシージャとプロシージャ・ステップが一貫性規則に従っているかどうかを検証するには、［検査］を選択してくださ
い。
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［検査］を選択すると、検証が始まります。完了すると、メッセージまたはレポートが表示されます。メッセージは、
データに矛盾や欠落がないかを知らせます。レポートはエラーを識別し、何らかの矛盾があることを警告します。

データ・モデルの属性における検査

 

エンティティ・タイプのすべての属性、つまりエンティティ・サブタイプが一貫性規則に従っているかどうかを検証する
には、［検査］を選択してください。

［検査］を選択すると、検証が始まります。完了すると、メッセージまたはレポートが表示されます。メッセージは、属
性に矛盾や欠落がないかを知らせます。レポートはエラーを識別し、何らかの矛盾があることを警告します。

データ・モデル・リストにおける［検査］

 

全エンティティ・タイプ、エンティティ・サブタイプ、属性、関係が一貫性規則に従っているかどうかを検証するには、
［検査］を選択してください。

［検査］を選択すると、検証が始まります。完了すると、メッセージまたはレポートが表示されます。メッセージ
は、DML コンポーネントに矛盾や欠落がないかを知らせます。レポートはエラーを識別し、何らかの矛盾があることを
警告します。

データ・モデルまたはオペレーション・モデルにおける検査

 

全エンティティ・タイプ、エンティティ・サブタイプ、属性、関係が CA Gen の一貫性規則に従っているかどうかを検
証します。

［検査］を選択すると、検証が始まります。完了すると、メッセージまたはレポートが表示されます。メッセージは、
データ・モデル・コンポーネントに矛盾や欠落がないかを知らせます。レポートはエラーを識別し、何らかの矛盾がある
ことを警告します。

データ・ストア・リストにおける［検査］

 

テーブル、表、索引がそれぞれ一貫性規則に従っているかどうかを検証するには、［検査］を選択してください。

テーブルを選択すると、CA Gen が、下記のオブジェクトと情報を検証します。

• テーブルと関連テーブルスペース
• 関連列
• 関連索引とアクション

［検査］を選択すると、検証が始まります。完了すると、メッセージまたはレポートが表示されます。メッセージは、そ
れらのテーブルと関連情報が完全で一貫性があることを確認します。レポートはエラーを識別し、何らかの矛盾があるこ
とを警告します。

データ構造リストにおける［検査］

テーブル、列、索引、リンクがそれぞれ一貫性規則に従っているかどうかを検証するには、［検査］を選択してくださ
い。

テーブルを選択すると、CA Gen が、下記のオブジェクトと情報を検証します。
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• テーブルと関連テーブルスペース
• 関連列
• 関連索引とアクション

リンク・テーブルを選択すると、CA Gen が、下記のオブジェクトと情報を検証します。

• テーブルと関連テーブルスペース
• 関連列
• 関連づけのある索引と索引スペース

［検査］を選択すると、検証が始まります。完了すると、メッセージまたはレポートが表示されます。メッセージは、そ
れらのテーブルと関連情報が完全で一貫性があることを確認します。レポートはエラーを識別し、何らかの矛盾があるこ
とを警告します。

設計段階における検査

 

設計段階において、現在のビジネス・システムの整合性を検証するには、［検査］-［ビジネス・システム］を選択しま
す。

［検査］を選択すると、現在のビジネス・システム全体の検証が始まります。 これには、関連するビジネス・プロシー
ジャ、ビジネス・プロシージャ・ステップ、アクション図、ウィンドウ、対話フロー、およびビューが含まれていま
す。 プロセスが完了すると、ビジネス・システムが完全であることを確認するレポートが表示されるか、またはビジネ
ス・システム・オブジェクトの整合性におけるエラーや、潜在的な不整合の警告が示されます。

対話設計における検査

プロシージャとプロシージャ・ステップが一貫性規則に従っているかどうかを検証するには、［検査］を選択してくださ
い。

プロシージャを選択すると、CA Gen が、下記のオブジェクトと情報を検証します。

• 選択したプロシージャ
• 関連プロシージャ・ステップ
• 関連画面（画面フィールドとテンプレートを含む）
• 関連する対話フロー
• 使用するアクション・ブロック
• 関連アクション
• データ・ビュー（グループ・ビュー、エンティティ・ビュー、属性ビュー、関係ビューを含む）
• 使用するエンティティ・タイプ、使用するサブタイプ
• 使用する属性
• 使用する関係

プロシージャ・ステップを選択すると、CA Gen が、下記のオブジェクトと情報を検証します。

• 選択したプロシージャ・ステップ
• 関連画面（画面フィールドとテンプレートを含む）
• 関連する対話フロー
• 使用するアクション・ブロック
• 関連アクション
• データ・ビュー（グループ・ビュー、エンティティ・ビュー、属性ビュー、関係ビューを含む）
• 使用するエンティティ・タイプ、使用するサブタイプ
• 使用する属性
• 使用する関係
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［検査］を選択すると、検証が始まります。完了すると、メッセージまたはレポートが表示されます。メッセージは、
データに矛盾や欠落がないかを知らせます。レポートはエラーを識別し、何らかの矛盾があることを警告します。

エンティティ・ライフ・サイクル図の［検査］

 

［検査］は、すべてのエンティティ・タイプ、サブタイプ、属性、関係が一貫性規則に従っているかどうかをチェックし
ます。

［検査］を選択すると、検証が始まります。完了すると、メッセージまたはレポートが表示されます。メッセージ
は、ELCD コンポーネントに矛盾や欠落がないかを知らせます。レポートは、矛盾や欠落がある場合にその箇所を知らせ
ます。

マトリックスにおける検査

 

マトリックスの構成要素が一貫性規則に従っているかどうかを検証するには、［検査］を選択してください。

［検査］を選択すると、検証が始まります。完了すると、メッセージまたはレポートが表示されます。メッセージは、選
択されたコンポーネントに矛盾や欠落がないかを知らせます。レポートはエラーを識別し、何らかの矛盾があることを警
告します。

ナビゲーション図における［検査］

［検査］では、モデルを一連の事前定義規則に突き合わせて検証することにより、モデルまたはモデルの一部の一貫性検
査を実行します。アプリケーション開発の各ステージの確認に［検査］を使うことにより、モデルの完全性と一貫性を評
価してください。

一貫性検査は、任意のツールセットのモデル・ウィンドウ、または１ツールセット内の個々のツールにて使用可能です。

###################################

全エンティティ・タイプ、エンティティ・サブタイプ、属性、関係が一貫性規則に従っているかどうかを検証するには、
［検査］を選択してください。

［検査］を選択すると、検証が始まります。完了すると、メッセージまたはレポートが表示されます。メッセージは、
データ・モデルに矛盾や欠落がないかを知らせます。レポートは、矛盾や欠落がある場合にその箇所を知らせます。

画面設計における［検査］

［検査］では、選択オブジェクトの一貫性検査を行ないます。画面を選択した場合、CA Gen では、画面、組み込んだテ
ンプレート、組み込んだ画面フィールドを検証します。テンプレートを選択した場合、CA Gen では、画面、テンプレー
ト、組み込んだ画面フィールドを検証します。

構造チャートにおける［検査］

 

すべてのプロセス、プロシージャ、アクション・ブロックが一貫性規則に従っているかどうかを検証するには、［検査］
を選択してください。

［検査］を選択すると、検証が始まります。完了すると、メッセージまたはレポートが表示されます。メッセージは、
選択したプロセス、プロシージャ、またはアクション・ブロックが完全で一貫性があることを確認します。レポートはエ
ラーを識別し、何らかの矛盾があることを警告します。
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ワーク・セット・リストにおける［検査］

ワーク・セット・リスト（あれば）が CA Gen の一貫性規則に従っていることをチェックするには、［検査］を選択し
てください。

［検査］を選択すると、検証が始まります。完了すると、メッセージまたはレポートが表示されます。メッセージは、
ワーク・セット・リストの構成要素に欠落や矛盾があるかどうかを知らせます。レポートはエラーを識別し、何らかの矛
盾があることを警告します。

設計段階におけるモデルの検査

設計段階でビジネス・モデル全体の一貫性を検証するには、［検査］-［モデル］の順に選択してください。

［検査］-［モデル］の順に選択すると、モデル全体の検証が始まります。この処理が完了すると、設計段階におけるビ
ジネス・モデルに関する、メッセージまたはレポートが表示されます。メッセージは、ビジネス・モデルに矛盾や欠落が
ないかを知らせます。レポートはエラーを識別し、何らかの矛盾があることを警告します。

計画段階におけるモデルの検査

ビジネス・モデル全体の一貫性を検証するには、［検査］-［モデル］の順に選択してください。不整合は、モデルに対
するビジネス・エリアにおいて、開始時に出現する関連オブジェクトについてレポートされます。プロセスが完了する
と、確認したオブジェクトの整合性を確認するメッセージが表示されるか、または検出された不整合の詳細を示すレポー
トが表示されます。どちらが示されるかは、［モデル］-［設定］-［一貫性検査のオプション］で指定されたレポート・
パラメータによって異なります。

Checkout Client

Checkout Client は、アクティブなクライアント・サーバ・エンサイクロぺディアに対して Checkout Client ウィンドウを
起動します。

［モデルのチェックアウト］ダイアログ

［モデルのチェックアウト］ダイアログ・ボックスでは、アクセス権を持つユーザであれば誰でも、モデルまたはサブ
セットを、エンサイクロペディアからワークステーションにダウンロード、つまりコピーできます。モデルとサブセット
のチェックアウト先はユーザ・プロファイルで、ワークステーションではありません。

空き容量が十分あれば、モデル全体またはサブセットを、ワークステーションの記憶域にチェックアウトできます。

モデルまたはサブセットをチェックアウトする場合、モデルまたはサブセットのエンサイクロペディア名をワークステー
ションのモデル・リストに表示する必要があります。表示されない場合は、その名前でまず空のモデルを作成してから
チェックアウトをリクエストしてください。

アクティブ・サブセットの中の、すでに「削除」プロテクションや「変更」プロテクションを持つオブジェクトに対し、
別のサブセットが「削除」プロテクションまたは「変更」プロテクションを要求すると、チェックアウト時に競合が起き
ます。この問題を解決するための資料として、サブセット展開の競合レポートを見てください。

モデルをチェックインしても、ワークステーション上のコピーが削除されるわけではありません。あとでそのモデルを
チェックアウトするときに、そのコピーに上書きされます。

チェックアウトには下記のきまりがあります。
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• モデルとサブセットは、エンサイクロペディア上で保護されています。したがって、モデルやサブセットをチェック
アウトする権限を有していることを確認してください。

• サブセットをチェックアウトしたとき、あるオブジェクトのプロテクションが低下するのは、それと同じオブジェク
トを持つ別のサブセットを、ほかの開発者がチェックアウトしてある場合です。プロテクションが低下すると、その
オブジェクトを変更も削除もできなくなることがあります。

• １ つのモデルのアクティブ・コピーは、エンサイクロペディアとモデルをチェックアウトしたワークステーション間
で 1 回のみ可能です。

• チェックアウトの概念
チェックアウト・プロセス中に、CA Gen により以下のタスクが実行されます。
– TSOコマンド（%IEFDOWN）を実行して、チェックアウト・プロセスを初期化します。
– トランザクション・ファイル（CHECKOUT.TRN）をワークステーションに転送します。
ワークステーション上のモデル取得状況レポートは、最新のチェックアウトとサブセットのプロテクション・ダウン
グレードを表示します。
CHECKOUT.TRNは、下記を含むモデル・サブディレクトリに展開します。

IEF0000.DAT モデル名、サブセット名、モデル・ステータス情報（タイム・ス
タンプ、読取専用フラグ、次のオブジェクト ID）を含みます。

IEF1200.DAT 説明テキスト以外のモデル・データを含みます。
IEF0700.DAT モデル説明テキストを含みます。
IEF2501.DAT モデルに加えられた変更を含みます（トランザクション・ファイ

ル）。

チェックアウト中に関係するファイル名については、ここをクリックしてください。

［チェックアウト・モデル］ダイアログ・ボックスには以下のフィールドが含まれます。

• エンサイクロペディア・オプションのファイル転送の実行
ファイルが転送されるかどうかを指定します。このオプションが選択されている場合、クライアント・サーバ・エン
サイクロペディアを使用してモデルにアクセスします。チェックアウト・クライアントは、モデルまたはサブセット
名に対してリクエストします。このオプションが選択されていない場合、ファイルは付け替えられません。

• モデル名
モデルの長い名前を指定します。

• サブセット
サブセット名を指定します。

• ローカル
ディレクトリ・リスティングに表示されるモデルまたはサブセット名を指定します。

• デフォルトのエンサイクロペディアの選択
モデルにアクセスするために使用するのはホスト・サーバ・エンサイクロペディアまたはクライアント・サーバ・エ
ンサイクロペディアのどちらかを指定します。

［モデルのチェックアウト］ラジオ・ボタン

このラジオボタンはモデルをエンサイクロペディアからチェックアウトすることを要求します。現在チェックイン状態の
モデルだけをチェックアウトできます。

確認用のトランザクション・ファイル（verify transaction file）を受け取らなかった場合、このラジオボタンは選択でき
ません。確認用のトランザクション・ファイル（verify transaction file）を受け取らなかった場合、［前回の更新の再
送］ボタンを使ってみてください。
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チェックアウト状況の詳細

［チェックアウト状況の詳細］ダイアログ・ボックスでは、選択されたオブジェクトに関して、クライアント/サーバ・
エンサイクロペディアを格納することが可能です。

• 選択したオブジェクトの名前
• そのオブジェクトの上限アクセス
• 選択したオブジェクトの所属先である、チェックアウトされている各サブセットの、名前
• そのサブセットをチェックアウトした人のユーザID
• オブジェクトのプロテクション・レベル

［チェックアウト状況の詳細］ダイアログ・ボックスは読取専用です。情報の変更はできません。

詳細情報：

オブジェクトの詳細の表示

更新を続行してモデルを読取専用にマーク

選択したアクションは、下記を実行します。

• 変更内容を更新して、エンサイクロペディア上のモデルに反映します。
• エンサイクロペディア上のモデルにチェックインして、使うローカル・エンサイクロペディア上でモデルを読取専用
にマークします。

• これらのアクションの注記のあるトランザクション・ファイル（UPDATE.TRN）を作成します。

処理を実行する場合、［はい］をクリックします。処理を中止する場合は、［いいえ］をクリックします。処理を中止す
ると、使用するモデルの変更内容はエンサイクロペディアで更新されません。さらに、モデルは、使用するローカル・エ
ンサイクロペディアで読取および書込が可能であるマークされたままになります。

更新を続行してモデルを書き込み用にマーク

選択したアクションは、下記を実行します。

• 変更内容を更新して、エンサイクロペディア上のモデルに反映します。
• ローカル・エンサイクロペディアで読み取りおよび書き込みが可能であるとモデルをマークしておきます。
• これらのアクションの注記のあるトランザクション・ファイル（UPDATE.TRN）を作成します。

処理を実行する場合、［はい］をクリックします。処理を中止する場合は、［いいえ］をクリックします。処理を中止す
ると、使用するモデルの変更内容はエンサイクロペディアで更新されません。

アクション図ツールにおける全ステートメントの圧縮

アクション図においてすべてのアクションのステートメントを非表示にするには、［全ステートメントの圧縮］を選択し
ます。

NOTE
注： 圧縮されたステートメントを複写、移動、削除する場合は、ステートメントは自動的に展開します。圧縮
されたステートメントのグループへは、ステートメントの複写または移動はできません。圧縮したステートメ
ントを含むアクション図を印刷する場合は、ステートメント数と行数はその印刷する項目に対応します。

分類値メッセージ
区分の分類属性を削除または変更すると、分類値も削除されます。

分類属性を削除または変更するには、［はい］を選択してください。
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分類属性の削除または変更をやめるには、［いいえ］を選択してください。

クラスタ強調表示の解除
当機能は、当該マトリックス上に現在表示されている作用クラスタの、強調表示をやめます。

作用クラスタ化をすると、オブジェクトが移動されて、できあがった各グループが「クラスタ」として強調表示されま
す。当機能は強調表示だけをやめ、オブジェクトの位置はクラスタ化後の状態のまま残します。

当機能を開始するには、エンティティ・タイプ/ファンクション・マトリックスまたはエンティティ・タイプ/基本プロセ
ス・マトリックスをオープンしてから［作用クラスタ化］を選択してください。

詳細は［作用クラスタ化］のヘルプを参照してください。

多関連オブジェクトの指定解除

当機能はマトリックス内の強調表示されたオブジェクトをすべて除去します。

無作用の指定を始めるには、まず下記のいずれかのマトリックスをオープンしてください。

• エンティティ・タイプ/ファンクション・マトリックス
• エンティティ・タイプ/基本プロセス・マトリックス

ルーズ強調表示の解除

当機能はルーズ・アクティビティの強調表示をやめます。

このアクションを起動する方法

• エンティティ・タイプ/ファンクション・マトリックスまたはエンティティ・タイプ/基本プロセス・マトリックスを
オープン

• ［作用クラスタ化］を選択
• ［ルーズ強調表示の解除］を選択

ルーズ・アクティビティの詳細については、［Mark Loose Activities］ヘルプ・パネルを参照してください。

無作用の指定解除

当機能は無作用の強調表示をやめます。

当機能を開始するには、エンティティ・タイプ/ファンクション・マトリックスまたはエンティティ・タイプ/基本プロセ
ス・マトリックスをオープンしてから［無作用の指定］を選択してください。

無作用の詳細については、［Mark Missing Interactions］ヘルプ・パネルを参照してください。

クリア・スクリーン（トランコード）

［クリア・スクリーン（トランコード）］ドロップダウン・リストで、ウィンドウ・アプリケーションのプロシージャ・
ステップに持たせる、クリア・スクリーン・トランザクション・コードを指定します。クリア・スクリーン・トランザク
ション・コードでは、特定のプロシージャ・ステップを使ってアプリケーションを起動できます。

例で説明します。プロシージャ・ステップを１つのロード・モジュールにパッケージングした場合を考えてみます。各プ
ロシージャ・ステップは、対応する各ウィンドウに関連づけられています。また各プロシージャ・ステップは、固有のク
リア・スクリーン・トランザクション・コードにも関連づけられています。そのため、クリア・スクリーン・トランザク
ション・コードを指定することで、アプリケーションを起動したときに、最初に表示したいウィンドウを指定できます。
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さらに、ロード・モジュールにLoadmod1という名前を指定した場合を考えてみます。Loadmod1には、３つのプロシー
ジャ･ステップ（Pstep1、Pstep2、Pstep3）が格納されているとします。各プロシージャ・ステップに対応するクリ
ア・スクリーン・トランザクション・コードは、それぞれClrtran1、Clrtran2、Clrtran3です。システム・プロンプトに
は、Loadmod1に続けて、最初に実行したいプロシージャ・ステップの、クリア・スクリーン・トランザクション・コー
ドを入力してください。たとえばPstep2のウィンドウを開始する場合、Loadmod1 Clrtran2と入力してください。

アプリケーションのロード・モジュールが、複数のプロシージャ・ステップを持つ場合、最低１つのプロシージャ・ス
テップが、１つのクリア・スクリーン・トランザクション・コードに関連づけられていなければなりません。プロシー
ジャ・ステップを１つしか持たないロード・モジュールには、クリア・スクリーン・トランザクション・コードは必要あ
りません。

クリア・スクリーンの省略時解釈

このドロップ・ダウン・リストで指定するものは、クリア・スクリーン上でユーザがトランコードを自分で入力したとき
に生成アプリケーションが発行するコマンド（RESET または RESTART）です。

RESTARTの省略時解釈は、再始動可能なアプリケーションだけに関連づけられます。省略時解釈に RESTART を選択す
ると、再始動可能アプリケーションというチェック・ボックスが自動的に選択されます。

GUI アプリケーションは再始動不可能です。

クリア・スクリーンの省略時解釈の概念

CA Gen で生成されたオンライン・アプリケーションは、RESET と RESTART という 2 つのクリア・スクリーン・コマ
ンドをサポートします。クリア・スクリーン・トランザクション・コードに続けて、RESETかRESTARTのいずれかの
コマンドを入力できます。RESETとRESTARTのコマンドによって、クリア・スクリーン・トランザクション・コードを
使って実行できるアクションが、アプリケーションに伝達されます。

RESETを使うと、新規の対話を開始するクリア・スクリーン・トランザクション・コードに関連づけられたプロシー
ジャ・ステップが設定されます。アプリケーションを中断してからRESETコマンドを使って再始動した場合、プロシー
ジャ・ステップは新規の対話として始動します。中断以前のセッションのデータは、すべて失われます。

RESTARTを使うと、対話を続行するクリア・スクリーン・トランザクション・コードに関連づけられたプロシージャ・
ステップが設定されます。アプリケーションを中断してからRESTARTコマンドを使って再始動した場合、プロシー
ジャ・ステップは中断以前と同じ対話を再始動させます。中断以前のセッションのデータは、すべてそのまま保存される
ので、再表示できます。

アプリケーションが再始動可能に指定されていれば、省略時解釈にはどちらのコマンドも選択できます （アプリケー
ションが再始動可能でない場合は RESTART を省略時解釈にできません）。RESET または RESTART を指定しないでク
リア・スクリーン・トランザクション・コードを入力した場合、そのときの省略時解釈が使われます。

入力フォーマットは <トランザクション・コード> <コマンド> であり、[コマンド]の部分に RESTART または RESET を
入力します。

GUI アプリケーションは再始動不可能です。

クリア・スクリーン・フィールドのコマンド

このチェックボックスでは、ユーザがクリア・コマンドを実行したときに、画面からデータを消去するプロシージャ・ア
クション図内のロジックを生成することを指定します。

クリア・スクリーン入力オプション

［クリア・スクリーン入力］オプションを使用すると、最初に関連する画面を表示せずに、プロシージャにデータを渡す
ことができます。クリア・スクリーン入力では、最初にプロシージャ・ステップが呼び出される時に、プロシージャに不
定様式入力を渡します。これで、空の固定様式画面は表示されません。
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［クリア・スクリーン入力］を使うと、プロシージャの呼び出しと使用が減るため、実行時コストと実行時間を節約でき
ます。熟練したユーザなら、このオプションを使って、CA Gen の外部で生成されたプログラムから CA Gen で生成され
たプログラムにアクセスできます。

NOTE
注： 9 文字以上のクリア スクリーン入力文字列を入力し、サーバに送信するコマンドとしてそれを使用した場
合、文字列が 8 文字に切り捨てられて有効なトランコード名が作成されます。トランコード名は、最大 8 文字
です。

これを防ぐため、サーバに送信する前にアクション図でクリア スクリーン入力文字列を確認し、有効なコマンドを手動
で作成できます。

［クリア・スクリーン入力の特性］ダイアログ

このダイアログ ボックスは、トランザクション コードだけを入力した場合のプロシージャ実行前に画面を表示するかど
うかを指定します。

このチェックボックスを選択し、実行時にトランザクション・コードだけを入力すると（つまりデータを入力しない
と）、プロシージャ実行前に画面が表示されます。このチェックボックスを選択し、実行時にトランザクション・コー
ドとデータを両方入力すると、画面は表示されずにプロシージャが実行されます。このチェックボックスを選択しない場
合、データを入力するしないにかかわらず、画面は表示されずにプロシージャが実行されます。

このチェックボックスを選択し、実行時にトランザクション・コードだけを入力すると（つまりデータを入力しない
と）、プロシージャ実行前に画面が表示されます。

クリア・スクリーン・トランコード

［クリア・スクリーン（トランコード）］ドロップダウン・リストで、プロシージャ・ステップに持たせるクリア・スク
リーン・トランザクション・コード（トランコード）を指定します。

クリア・スクリーン・トランコードではプロシージャの先頭プロシージャ・ステップしか実行できないため、プロシー
ジャ・ステップが先頭のプロシージャ・ステップでない場合は、ドロップダウン・リストは非アクティブになります。

先頭のプロシージャ・ステップをクリア・スクリーンから実行したい場合は、一意のクリア・スクリーン・トランザク
ション・コードを割り当ててください。

ウィンドウのサイズと位置のクリア

画面上のウィンドウのサイズと位置を、保存前のサイズと位置に戻します。

ClickイベントとDouble-clickイベント
 

ClickイベントとDouble-clickイベントを指定します。これで、マウス・ボタンをクリックまたはダブルクリックすると、
それに応えてイベント・アクションが実行されます。

ClickイベントとDouble-clickイベントは、下記の項目と関連づけることができます。

• リスト・ボックス（リスト・ボックス全体）
• リスト・ボックス・フィールド（リスト・ボックス内の個々の列）
• ピクチャ（ビットマップまたはアイコン）
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NOTE
注： 反復グループ・ビューでは、Click イベントと Double-click イベントは、リスト・ボックスだけに適用され
ます。Changedイベントは、入力可能ドロップダウン・リスト、入力不可ドロップダウン・リスト、入力可能
リスト・ボックスに適用されます。

Clickイベントだけ、下記の項目と関連づけられることがあります。

• メニュー項目
• プッシュ・ボタン

リスト・ボックスでは、クリックまたはダブルクリックすると、行が選択または選択解除されます。これは、関連効果で
す。ただし、関連づけられたイベント・アクションは、コントロールが、クリックまたはダブルクリックを処理したあと
で、実行されます。

行は選択または選択解除できます。このため、CA Gen は、インポート反復グループ・ビューの選択インディケータに、
一意のキャラクタ・スキーマを使います。このスキーマは、Clickイベント・アクションとDouble-clickイベント・アク
ションにだけ適用されます。現在強調表示されている行をクリックすると、選択インディケータは、"+"（プラス符号）
に変わります。現在強調表示されていない行をクリックすると、選択インディケータは、"-"（マイナス符号）になりま
す。その他の選択スキーマには下記のものがあります。アクション図言語は、選択インディケータの "+" と "-" 文字を参
照する必要がありません。代わりに、アクション図ステートメントIS HIGHLIGHTED、IS CLICKED、IS HIDDENを使い
ます。

NOTE
注： GUI アプリケーションでは、選択インディケータ（select_char）に下記のスキーマを使ってください。

標識 意味
* リスト内の、選択されている項目（行）。プロシージャ・ステッ

プの実行時に使われます。
A 追加され、強調表示されている項目。入力可能リスト・ボックス

と入力可能ドロップダウン・リストにだけ、適用されます。
H 隠ぺいされている項目
+ リスト・ボックス内で、現在強調表示されている項目。開発者が

クリックした項目です。
- リスト・ボックス内の、強調表示されていない項目。開発者がク

リックした項目です。リスト・ボックスで複数を選択できる場合
飲み使用されます。

< 垂直にスクロールできるリスト・ボックスで、その項目が、リス
トの最上部に表示され、強調表示されません。

> 縦方向にスクロールできるリスト・ボックスの、最上部の項目(強
調表示されている)

空白 リスト内の項目（強調表示されていない）。
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下記のリストで、ClickイベントとDouble-clickイベントが発生する場合について説明します。

リスト・ボックス全体 リスト・ボックスの選択が変更されると必ず、トリガが発生し
ます。これには、リスト・ボックスの項目の選択または選択解
除も含まれます。リスト・ボックス列のクリック（またはダブ
ルクリック）イベントは、リスト・ボックスより優先されます。
（リスト・ボックス列については、下記の項目を参照してくださ
い）。
リスト・ボックスの１つにフォーカスが合っているときにEnter
キーを押します。すると、そのリスト・ボックスをダブルクリッ
クしたのと（ほとんど）同じ効果が現れます。リスト・ボックス
に関連づけられているDouble-clickイベントは、ダブルクリック
すると起動できます。マウスをダブルクリックすると、選択イン
ディケータが呼び出されます。この選択インディケータは、Enter
キーを押しても呼び出せません。関連づけられているClickイベ
ントまたはDouble-clickイベントがない場合は、省略時のプッ
シュ・ボタン（またはその他の指定の省略時値）が呼び出されま
す。

リスト・ボックス列 列の選択を変更する（選択または選択解除する）と必ず、トリガ
が発生します。マウスは、ClickイベントまたはDouble-clickイベ
ントが発生する列の境界内に位置付けられていなければならな
いので、注意してください。リスト・ボックスは、個々のセル
（列）をクリックまたはダブルクリックできるグリッドの役をし
ます。リスト・ボックス列のClickイベントとDouble-clickイベン
トをトリガできるのは、マウスだけです。
列は、リスト・ボックスより優先されます。たとえば、クリック
（またはダブルクリック）イベントは、リスト・ボックスとリス
ト・ボックス列の両方と関連づけることができます。この場合、
まず、列のClickイベントが実行され、そのあと、リスト・ボック
スのClickイベントが実行されます。

ピクチャ 開発者が、ビットマップまたはアイコンを、クリックまたはダブ
ルクリックすると、トリガが発生します。

下記のリストで、Clickイベントのトリガが発生する場合について説明します。

メニュー項目 メニュー項目をクリック（選択）するか、メニュー項目のアクセ
レレータ・キー・コンビネーションを起動すると、トリガが発生
します。

プッシュ・ボタン プッシュ・ボタンをクリックすると、トリガが発生します。

NOTE
注： イベント・アクションには、［イベント処理］ダイアログ・ボックスの Click イベントに関連づけられて
いるコマンドだけが含まれます。メニュー項目またはプッシュ・ボタンの項目は含まれません。メニュー項目
またはプッシュ・ボタンのコマンドは、やはり、ENABLE、DISABLE、MARK、UNMARKなどのアクション図
ステートメントで有効です。

クライアント環境
［クライアント環境］では、選択したオブジェクトの環境パラメータを設定します。選択したオブジェクトがビジネス・
システムである場合、そのビジネス・システム内のすべてのクライアント・ロード・モジュールの環境パラメータを設定
できます。選択したオブジェクトがクライアント・ロード・モジュール（ウィンドウ・マネージャ）である場合、そのク
ライアント・ロード・モジュールだけのための環境パラメータを設定できます。
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［クライアント環境パラメータ］ダイアログ

［クライアント環境パラメータ］ダイアログ・ボックスにて、クライアント構成要素の本番稼動環境を指定します。

このパラメータは、コード生成に影響し、また、ビジネス・システムの一部でなくクライアント・ロード・モジュールの
一部として保管されます。

すべてのクライアント構成要素のパラメータを、グローバル形式で指定できます。指定するには、ビジネス・システムを
選んだのち、クライアント環境の詳細を指定してください。すると"ALL"という語が、環境パラメータのダイアログに表
示されます。この語は、そのパラメータがすべてのクライアント・ロード・モジュールに適用される、ということを意味
します。

クライアント構成要素ごとにでなく、グローバルな環境パラメータを設定したい場合があります。そうすれば、時間を節
約でき、パラメータの誤りや設定漏れによる生成エラーの発生を減らせます。

アプリケーションのテストなどのために、グローバル・パラメータに一時パラメータを指定変更したい場合、生成ツール
の［生成の省略時解釈］オプションを選択してください。

［生成の省略時解釈］ダイアログ・ボックスにて、下記の一時パラメータを設定できます。

• オペレーティング・システム
• DBMS タイプ
• 言語
• TPモニタ
• プロファイル・マネージャ

詳細は［生成の省略時解釈］のヘルプを参照してください。

アクション図のクライアント・パスワード特殊属性

 

クライアント・パスワードは、CLIENT PASSWORD特殊属性をアクション図のロジックに書き加えます。CLIENT
PASSWORDのドメインはテキストです。

CLIENT PASSWORDは、テキスト属性ビューを目標とするSETステートメントのソースとしても指定できます。

アクション図のクライアント・ユーザID特殊属性

 

アクション図のクライアント・ユーザID特殊属性

クライアント・ユーザIDは、CLIENT USER ID特殊属性をアクション図のロジックに書き加えます。CLIENT USERのド
メインはテキストです。

CLIENT USER IDは、テキスト属性ビューを目標とするSETステートメントのソースとしても指定できます。

CLOSE（GUIステートメント）
CLOSEステートメントでは、現在のプロシージャ・アクション図で定義したダイアログ・ボックスまたはウィンドウを
クローズできます。

CLOSEステートメントのフォーマットは、下記のとおりです。

CLOSE Dialog Box [dialog_box_name]
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CLOSE Window [window_name]

NOTE
注： CLOSE イベントを起動できる CLOSE コマンドを使うときは注意してください。ループと予測できない
結果が生じる場合があります。

下記の例は、CLOSEによって、従属ダイアログ・ボックスをクローズするイベント・アクションを起動します。

ジャーナル項目のダイアログ・ボックスは、プロシージャ内では副ダイアログ・ボックスになりますが、この例では主ダ
イアログ・ボックスとみなされます。

 --EVENT ACTION journal_pb_exit_and_clear_click

|

| SET LAST OF export_journal TO 0

| CLOSE Dialog Box journal_posting

| CLOSE Dialog Box in_balance

| CLOSE Dialog Box balance

| CLOSE Dialog Box journal_entries

 --

クローズ

［ダイアグラムのクローズ］（F3）は、選択されているツールを閉じます。

全てのウィンドウを閉じる

 

［全て閉じる］は、ツールセット内で開いているウィンドウをすべて閉じますが、現在開いているモデルは閉じません。

クローズと受付け

フォントと色の変更を終了する際は、このプッシュ・ボタンを選択します。ダイアログがクローズして、選択した内容を
採用します。モデルを保管して選択内容を保管する必要があります。

［クローズ］ボタン

このボタンは、［エンティティ範囲指定］ダイアログ・ボックスをクローズし、実行したエンティティ範囲指定と省略時
指定を起動します。このダイアログ・ボックスで指定した値は、［クローズ］ボタンをクリックした時点で有効になりま
す。また、このダイアログ・ボックスには、新しい選択肢を起動しないでダイアログ・ボックスをクローズするための、
取消機能はありません。
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［クローズ］チェック・ボックス

このチェック・ボックスでは、現行のユーザがいない場合に、テーブルスペースまたは索引スペースをサポートしてい
る、データ・セットをクローズします。

Close メソッド

使用法 CheckBoxes ()
説明 ウィンドウをクローズします。
引数 None.
戻り値 None.

テクニカル設計の［クローズ］

選択したオープンしているテクニカル設計をクローズします。

ウィンドウをクローズ

 

このオプションを選択して、現在アクティブなウィンドウまたはダイアログ・ボックスを閉じます。活動状態のウィンド
ウまたはダイアログ・ボックスとは、選択されているものと、その要素が選択されているものをいいます。

NOTE
注： ウィンドウまたはダイアログ・ボックスに対する変更内容は、CA Gen セッション中はメモリに保管され
ています。ウィンドウまたはダイアログ・ボックスを、変更しクローズし再度オープンした場合、変更内容は
まだ保管されています。ただし、モデルを保存したときのみ、変更結果は物理ストレージに書き込まれます。

############

もっと多くのスペースが必要です。処理を続行するには、なるべく多くのウィンドウをクローズしてください。

ナビゲーション図のウィンドウの［クローズ］

［クローズ］を選択すると、活動状態のアプリケーション・ウィンドウまたはダイアログ・ボックスが、ナビゲーション
図ツールのクライアント・エリアから除去されます。活動状態のウィンドウまたはダイアログ・ボックスとは、選択され
ているものと、その要素が選択されているものをいいます。

NOTE
注： ウィンドウまたはダイアログ・ボックスに対する変更内容は、CA Gen セッション中はメモリに保管され
ています。ウィンドウまたはダイアログ・ボックスを、変更しクローズし再度オープンした場合、変更内容は
まだ保管されています。ただし、モデルを保存したときのみ、変更結果は物理ストレージに書き込まれます。

［クローズ］アクションは、選択するとすぐ実行されます。

Cluster
索引をクラスタ化すると、DBMS はテーブルの行を物理的にその索引の順番で並べます。1 つのテーブルでクラスタ化で
きる索引は 1 つのみです。また、索引のクラスタ化ができないDBMSもあります。
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クラスタ色

このドロップダウン・リストには、作用クラスタの表示色がリスト表示されます。作用クラスタは、［作用クラスタ化］
を選択すると作成されます。省略時解釈はピンク色です。

COBOL データ・タイプ
数値属性に対し、下記のCOBOLデータ・タイプのうちから１つ選択してください。

デフォルト Display
COMP 二項
COMP-1 単精度
COMP-2 倍精度
COMP-3 パック

NOTE
注： 自動採番属性は、COMP-1 または COMP-2 に設定されない場合があります。

アクション・ブロック内と外部アクション・ブロック内の、すべての数値属性ビューにつき、COBOLデータ・タイプを
指定できます。またプロシージャ・ステップ内の、ローカル・ビューまたはエンティティ・アクション・ビューに属する
数値属性ビューにも、COBOLデータ・タイプを指定できます。プロシージャ・ステップのインポート・ビューまたはエ
クスポート・ビュー内の、数値属性ビューには、省略時データ・タイプ［表示］が自動指定されます。

既存のアクション・ブロックかプロシージャ・ステップにCOBOLデータ・タイプを選択した場合、変更したオブジェク
トと、それが呼び出すアクション・ブロックの、両方を再生成しなければならないということが重要です。古いアクショ
ン・ブロックを、COMPデータ・タイプのいずれかを持つアクション・ブロックからは呼び出せません（呼び出すアク
ション・ブロックと呼び出されるアクション・ブロックの両方を再生成しない限り）。インテリジェント再生成機能を
使って、変更したオブジェクトと、それが呼び出すアクション・ブロックを再生成できます。

NOTE
注： COBOL でアクション図を生成すると、選択されたデータ・タイプを目標プラットフォームがサポートし
ているかどうかがチェックされます。サポートされていない場合、データ・タイプ［表示］が採用されます。

ダウンストリーム効果

COMP、COMP-1、COMP-2、COMP-3データ・タイプのサポートは、パフォーマンスを向上させ、既存の外部モジュー
ルとインターフェースをとることを容易にします。

CA Genの旧版では、外部アクション図のパラメータがCOBOLのDisplay形式である必要がありました。そのため、CA
Gen 生成アプリケーションと既存の従来型モジュールとの間でやりとりするパラメータを変換するためのコーディング
をする必要がありました。このコーディングの手間はもはや不要です。

当機能強化により、下記のようなアプリケーションのパフォーマンスが上がります。

• 集中的な計算をする。
• 100,000回を超える反復
• 本来のデータ・フォーマットがDisplayでなく、外部アクション・ブロックを多数回呼び出す。
• C または PL/1 を COBOL とマッチさせるといった、非 CA Gen 生成サブルーチンのインターフェースがある。

全コードの生成
［全コードの生成］では、モデルで定義したすべてのビジネス・システムのすべてのオブジェクトのソース・コードを生
成します。生成のみ行なわれ、導入は行なわれません （ロード・モジュール、画面などの特定オブジェクト、または特
定のビジネス・システムに対してソース・コードを生成するには、［選択したコードの生成］を使ってください)。

 530



 CA Gen - 86JP - Japanese - Japan

WARNING
重要： ［全コードの生成］または［全コードの生成と導入］を選択すると、自動パッケージングが実行され、
追加したくないオブジェクトがロード・モジュールに追加される可能性があります。これを回避するには、
［選択したコードの生成］を使用します。このオプションがグレー表示になっている場合、パッケージングさ
れていません。パッケージングを実行してから［生成］に戻り、［選択したコードの生成］を選択してくださ
い。

NOTE
注： GUI アプリケーションのコード生成時は［選択したコードの生成または導入］オプションを使ってくださ
い。

下記の生成の省略時解釈はソース・コードの生成に影響します。

• この設定でビジネス・システム目標環境を指定変更
• 生成された各項目について一貫性検査を実行
• トレースつきソース・コードの生成

この省略時解釈は、下記の目標環境のパラメータを参照します。

• オペレーティング・システム
• DBMSタイプ
• 言語
• TP モニタ

ビジネス・システムの環境パラメータは、指定変更しない限りそのまま使われます。パラメータの指定変更を行う場合
は、値を生成ツールの［生成の省略時解釈］ダイアログ・ボックスから入手します。［オプション］プルダウンから生成
の省略時解釈にアクセスしてください。

NOTE
注： 協調アプリケーションでは環境パラメータは、ビジネス・システムの一部としてでなく、クライアント/
サーバ・ロード・モジュールの一部として格納されます。したがって、生成の省略時解釈のダイアログにて指
定変更されない限り、クライアント環境とサーバ環境のダイアログのパラメータが使われます。

全コードの生成と導入

ここでは、モデルで定義したすべてのビジネス・システムのすべてのオブジェクトのソース・コードの生成と導入をしま
す （ロード・モジュール、画面などの特定オブジェクト、または特定のビジネス・システムに対してソース・コードを
生成するには、［選択したコードの生成］を使ってください)。

WARNING
重要： ［全コードの生成］または［全コードの生成と導入］を選択すると、自動パッケージングが実行され、
追加したくないオブジェクトがロード・モジュールに追加される可能性があります。これを回避するには、
［選択したコードの生成］を使用します。このオプションがグレー表示になっている場合、パッケージングさ
れていません。パッケージングを実行してから［生成］に戻り、［選択したコードの生成］を選択してくださ
い。

下記の生成の省略時解釈はソース・コードの生成に影響します。

• この設定でビジネス・システム目標環境を指定変更
• 生成された各項目について一貫性検査を実行
• トレースつきソース・コードの生成

この省略時解釈は、下記の目標環境のパラメータを参照します。
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• オペレーティング・システム
• DBMSタイプ
• 言語
• TP モニタ

ビジネス・システムの環境パラメータは、指定変更しない限りそのまま使われます。パラメータの指定変更を行う場合
は、値を生成ツールの［生成の省略時解釈］ダイアログ・ボックスから入手します。［オプション］プルダウンから生成
の省略時解釈にアクセスしてください。

下記の生成の省略時解釈は、ソース・コードの導入に影響します。

• Type of Installation
• リモート導入後に生成ソースを削除

NOTE
注： 通常、協調アプリケーションに対しては［全コードの生成と導入］オプションを使いません。なぜならク
ライアント（ローカル）とサーバ（リモート）では、導入のタイプが異なるからです。ローカル・テストをし
たい場合は、サーバ・ロード・モジュールをクライアント・ロード・モジュール内へと再パッケージングし、
［全コードの生成と導入］オプションを使ってください。または［選択したコードの生成または導入］オプ
ションを使ってください。

選択したコードの生成

［選択したコードの生成］では、生成と導入をするビジネス・システムのオブジェクトを指定できます。ビジネス・シス
テム全体を再生成および再導入するのではなく、プロシージャを１つ生成して導入する場合などです。

NOTE
注： GUI アプリケーションのコード生成時は［選択したコードの生成または導入］オプションを使ってくださ
い。

［選択したコードの生成］は下記の操作をするまで活動状態になりません。

• ビジネス・システムとそのオブジェクトを表示する。
• 生成と導入をするオブジェクトを指定する。

［･･の概念］ヘルプ･パネルで、オブジェクトの表示方法と特定のオブジェクトの選択方法を説明しています。

下記の生成の省略時解釈はソース・コードの生成に影響します。

• この設定でビジネス・システム目標環境を指定変更
• 生成された各項目について一貫性検査を実行

この省略時解釈は、下記の目標環境のパラメータを参照します。

• オペレーティング・システム
• DBMS タイプ
• 言語
• TPモニタ
• 通信

ビジネス・システムの環境パラメータは、指定変更しない限りそのまま使われます。パラメータの指定変更を行う場合
は、値を生成の［生成の省略時解釈］ダイアログから入手します。［オプション］プルダウンから生成の省略時解釈にア
クセスしてください。

下記の生成の省略時解釈は、ソース・コードの導入に影響します。

• 導入タイプ
• リモート導入後に生成ソースを削除
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列の説明

［トレース］列では、トレース・コードを使って生成するオブジェクトを指定できます。トレース・コードは、トレース
機能で使います。トレース・コードを含めると、ソース・コード・ファイルのサイズが大きくなります。そのため、アプ
リケーションのテスト中にのみトレース・コード付きで生成するとよいでしょう。テスト終了後は、トレース・コードを
付けないでオブジェクトを再生成して、ソース・コード・ファイルの容量を小さくすることができます。

［トレース］チェック・マークを選択すると［コード］内の対応するチェック・マークも選択されます。生成ツールはト
レース・コードを個別に生成しません。

［コード］列では、高水準言語のソース・コードを使って生成するオブジェクトを指定できます。使用される言語
は、CA Gen ソフトウェアの構成で利用可能な言語オプションと、生成用に指定した言語によって異なります。言語は、
環境ツールがアクセスする環境パラメータとして指定します。

［画面］列では、画面定義のコードを使って生成する画面を指定できます。画面は、関連づけられているプロシージャ・
ステップとは別に生成できます。したがって、プロシージャ・ステップのロジックを変更せずに画面を変更できます。そ
のためプロシージャ・ステップのソース・コードを再生成する必要はありません。

また、画面は、「生成」オプションを使って画面設計ツールで生成できます。

「画面」はバッチ・プロシージャには持たせることができません。

「導入」列では、導入するオブジェクトを指定できます。導入を実行するときは、ツールで導入デックを生成します。各
ロード・モジュールには、特定の対話マネージャ、バッチ・マネージャ、またはウィンドウ・マネージャがあります。各
マネージャ・ファイルと導入デックには、ロード・モジュールと同じ名前が付きます。

ソース・コードを生成してから導入することもできます。生成と導入を同時に実行する必要はありません。

正しく生成されなかったオブジェクトは導入できません。ロード・モジュールのパッケージングによっては、生成できな
かったオブジェクトがある場合、ロード・モジュール全体が導入されないことがあります。

［タイプ］列はオブジェクトのタイプを示します。ここでいう「トリガ」とは、参照保全性（RI）トリガを指しま
す。RI トリガは、カスケード削除のロジックをインプリメントする、CA Gen 生成のアクション・ブロックです。カス
ケード削除のロジックが、データ・モデルに指定されている、データ・モデリングの制約条件を維持します。RIトリガ
は、データ・モデルとそこから生成されるデータベースに付属するものであるため、モデルの一部として保管されます。

ロード･モジュールを導入する前に、そのモデルのすべてのRIトリガを生成しておかなければなりません。生成ツールは
これを自動的に実施するので、ロード・モジュールの連係編集時に、解決できない外部参照は発生しません。

RIトリガはロード・モジュールとは異なり、個々のビジネス・システムに属するものではありません。

ビジネス･システムとは、統合されたプロシージャの集まりです。各プロシージャには分析段階で定義した０個、１個、
または複数個の基本プロセスが組み込まれています。プロシージャ群は企業の１個または複数個のファンクションをサ
ポートするよう設計されています。

プロシージャのこの統合コレクションは生成時に一覧できます。ビジネス・システムの下向き矢印のいずれかを選択する
ことにより、そのビジネス・システムのその列にあるオブジェクトを選択できます。

NOTE
注： 下向き矢印では、可視状態のオブジェクトのみが選択できます。列にあるすべてのオブジェクトを選択す
るには、ビジネス・システムを完全展開してから下向き矢印を選択してください。

コードの生成
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選択したコードを生成するには、下記の操作が必要です。

1. ダイアグラムのプルダウンにて「オンライン・コードのオープン
」、「バッチ・コードのオープン」、「ウィンドウ・コードのオ
ープン」、または「協調コードのオープン」を選択してください
。すると、コードを生成または導入できるオブジェクトが表示さ
れます。

2. ビジネス・システムを選択してから、「画面設定」プルダウンで
「すべての展開」を選択してください。ビジネス・システムに対
するすべてのオブジェクトを表示します。

3. 生成または導入するオブジェクトの列のチェック・マークを選択
してください。

4. 「生成」プルダウンで「選択したコードの生成または導入」を選
択してください。

オンライン・コードのオブジェクトの表示と展開

下記の例は、ユーザがオンライン・コードをオープンしたときの、ビジネス・システム用のオブジェクトを完全展開した
ものです。

Type         Trce Code Scrn Inst Name

Triggers       -    -            REFERENTIAL INTEGRITY TRIGGERS

Business Sys   -    -    -    -  ORDER_ENTRY_SYSTEM

Dialog Mangr   -    -         -  ORDRENT

Proc Step      -    -    -          CUSTOMER_LIST

Proc Step      -    -    -          PART_MAINTENANCE

Action Block   -    -                 ADD_PART

Action Block   -    -                 CHG_PART

Action Block   -    -                 DIS_PART

Proc Step      -    -    -          ORDER_MAINTENANCE

Action Block   -    -                 ADD_ORDER

Action Block   -    -                 CHG_ORDER

Action Block   -    -                 DIS_ORDER

Proc Step      -    -    -          ORDER_ENTRY_MENU

Proc Step      -    -    -          CUSTOMER_MAINTENANCE
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Action Block   -    -                 ADD_CUSTOMER

Action Block   -    -                 CHG_CUSTOMER

Action Block   -    -                 DIS_CUSTOMER

バッチ・コードのオブジェクトの表示と展開

下記の例は、ユーザがバッチ・コードをオープンしたときの、ビジネス・システム用のオブジェクトを完全展開したもの
です。

Type         Trce Code Scrn Inst Name

Triggers            -         -  REFERENTIAL INTEGRITY TRIGGERS

Business Sys   -    -    -    -  ORDER_ENTRY_SYSTEM

Batch Job      -    -         -  BATCHJ1

Batch Mangr    -    -         -  BATCH1P1

Proc Step      -    -              BATCH1_PSTEP1

Batch Mangr    -    -         -  BATCH1P2

Proc Step      -    -              BATCH1_PSTEP2

Batch Job      -    -         -  BATCHJ2

Batch Mangr    -    -         -  BATCH2P1

Proc Step      -    -              BATCH2_PSTEP1

Batch Mangr    -    -         -  BATCH2P2

Proc Step      -    -              BATCH2_PSTEP2

Batch Mangr    -    -         -  BATCH2P3

Proc Step      -    -              BATCH2_PSTEP3

ウィンドウ・コードのオブジェクトの表示と展開

下記の例は、ユーザがウィンドウ・コードをオープンしたときの、ビジネス・システム用のオブジェクトを完全展開した
ものです。

Type         Trce Code Scrn Inst Name

Triggers            -         -  REFERENTIAL INTEGRITY TRIGGERS
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Business Sys   -    -    -    -  ORDER_ENTRY_SYSTEM

Window Mangr   -    -         -   ORDENT2

Proc Step      -    -    -         CUSTOMER_LIST

Proc Step      -    -    -         PART_MAINTENANCE

Action Block   -    -                ADD_PART

Action Block   -    -                CHG_PART

Action Block   -    -                DIS_PART

協調コードのオブジェクトの表示と展開

下記の例は、ユーザが協調コードをオープンしたときの、サーバ・マネージャまたはウィンドウ・マネージャのオンライ
ン・プロシージャを格納する、ビジネス・システム用のオブジェクトを完全展開したものです。

Type         Trce Code Scrn Inst Name

Triggers       -    -    -    -  REFERENTIAL INTEGRITY TRIGGERS

Business Sys   -    -    -    -  COOPERATIVE_SHIPPING_COMPANY

Server Mangr   -    -    -    -    SERVCUS

Proc Step      -    -    -    -      LIST_CUSTOMERS_SERVER

Proc Step      -    -    -    -      CUSTOMER_MAINTENANCE_SERVER

Action Block   -    -    -    -        DISPLAY_CUSTOMER

Action Block   -    -    -    -        CALCULATE_NUMBER_OF_ITEMS

Action Block   -    -    -    -        DELETE_CUSTOMER

Action Block   -    -    -    -        CHANGE_CUSTOMER

Action Block   -    -    -    -        ADD_CUSTOMER

Server Mangr   -    -    -    -    SERVFGT1

Proc Step      -    -    -    -      FREIGHT_DESCRIPTION_SERVER

Action Block   -    -    -    -        DISPLAY_FREIGHT_DESCRIPTION

Action Block   -    -    -    -        DELETE_FREIGHT_DESCRIPTION
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Action Block   -    -    -    -        CHANGE_FREIGHT_DESCRIPTION

Action Block   -    -    -    -        ADD_FREIGHT_DESCRIPTION

Server Mangr   -    -    -    -    SERVFGT2

Proc Step      -    -    -    -      LIST_FREIGHT_SERVER

Proc Step      -    -    -    -      FREIGHT_MAINTENANCE_SERVER

Action Block   -    -    -    -        DISPLAY_FREIGHT

Action Block   -    -    -    -        DELETE_FREIGHT

Action Block   -    -    -    -        CHANGE_FREIGHT

Action Block   -    -    -    -        TRANSFER_FREIGHT

Action Block   -    -    -    -        ADD_FREIGHT

Window Mangr   -    -    -    -    CLIENTLM

Proc Step      -    -    -    -      LIST_ORGANIZATIONS_CLIENT

Proc Step      -    -    -    -      ORGANIZATION_MAINTENANCE_CLIENT

Proc Step      -    -    -    -      LIST_EMPLOYEES_CLIENT

Proc Step      -    -    -    -      FREIGHT_DESCRIPTION_CLIENT

Proc Step      -    -    -    -      LIST_CUSTOMERS_CLIENT

１列目と６列目の項目で生成または導入されるオブジェクトが識別されます。

カラム 説明
タイプ 「選択したコードの生成」を適用するオブジェクトのタイプ。ト

リガ、ビジネス・システム、対話マネージャ、バッチ・ジョブ、
バッチ・マネージャには、追加説明を持つヘルプ画面があります
。

名前 ユーザ定義または CA Gen 提供のオブジェクトの名前

オブジェクトの指定

２列目から５列目は、生成または導入するオブジェクトごとにユーザが指定します。各列の見出しには、それぞれの追加
説明を持つヘルプ画面があります。

カラム 用途
Trce （トレース） CA Gen トレース機能で使うソース・コードの生成
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コード 画面以外のすべてのオブジェクトのソース・コードの生成
画面 画面定義用のソース・コードの生成
導入 生成コードの導入

上記の4列のチェック・マークを選択すると、各列の項目が選択されます。先頭のチェック・マークを選択すると、その
列に表示されているすべての項目を選択したことになります （オブジェクトとそのチェック・マークは、短縮されて表
示されないこともあります）。選択した場合は、チェック・マークが Y に変わります。

選択したCODEの生成の選択

ビジネス・システムまたはロード・モジュールのオブジェクトを表示すると「選択したコードの生成または導入」が活動
状態になります。１つまたは複数のオブジェクトを指定して生成または導入をしてから、「選択したコードの生成」を選
択してください。

アクション図におけるコード

 

アクション図のソース・コードを生成するときには、［コード］を選択します。このアクションは、瞬間的なものです。
コード生成が完了すると、メッセージ・ボックスにより生成ソース・コードの行数が表示されます。

プロシージャ・ステップのコード生成に使う環境パラメータは（指定変更しない場合）、そのプロシージャ・ステップを
持つビジネス・システムから入手します。（ビジネス・システムのパラメータは［環境パラメータ］ダイアログで指定し
ます）。

アクション・ブロックのコード生成に使う環境パラメータは（指定変更しない場合）、現在のビジネス・システムから入
手します。（ビジネス・システムのパラメータは［環境パラメータ］ダイアログ・ボックスで指定します）。ビジネス・
システムがオープンしていない場合または存在しない場合は、［コード］は灰色で非活動状態です。

［生成の省略時解釈］ダイアログ・ボックスでは、プロシージャ・ステップまたはアクション・ブロックの環境パラメー
タを指定変更できます。生成における［オプション］のプルダウンから、このダイアログにアクセスできます。

下記の環境パラメータは、生成省略時解釈値のもとで指定変更できます。

• オペレーティング・システム
• DBMSタイプ
• 言語
• TP モニタ

画面設計における［コード］

 

［コード］では、画面のソース・コートを生成します。このアクションは、瞬間的なものです。コード生成が完了する
と、メッセージ・ボックスにより生成ソース・コードの行数が表示されます。

指定変更がなければ、画面コード生成用の環境パラメータが、ビジネス・システムから使えます。（ビジネス・システム
のパラメータは［環境パラメータ］ダイアログで指定します）。

下記の環境パラメータは、生成省略時解釈値のもとで指定変更できます。

• オペレーティング・システム
• DBMSタイプ
• 言語
• TP モニタ
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チェックアウト時（ダウンロード時）にコード・ページが不一致

この状態になるのは通常、手操作でのダウンロード時に、ダウンロード先のマシンのコードとダウンロードされるもの
のコードとが異なる場合です。モデルをダウンロードすると、checkout.trnファイルが、ダウンロード先のワークステー
ションのコード・ページで作成されます。手操作でのダウンロード時では、ダウンロード先のコード・ページを選択でき
ます。（この宛先コード・ページが、そのモデルの存在場所である CA Gen ツールセット・プラットフォームをサポー
トします）。シームレス・コミュニケーションの場合、自分のワークステーションにとってのネイティブのコード・ペー
ジが自動選択されます。

自分のワークステーションのとは異なるコード・ページを選択すると、この警告が出ます。

拡張ASCII文字をまったく使っていないモデルならば、この警告を無視してかまいません。拡張ASCII文字には、アクセ
ント付き母音や、１言語（たとえばフランス語）に特有の文字があります。警告を無視してよいのは、モデル内の文字が
すべて英数字である場合です。

自分のモデルに、アクセント付き母音、または拡張ASCII文字にない文字がある場合は、この警告を無視するべきであ
りません。［いいえ］プッシュ・ボタン（No）を押して、ダウンロードを取り消してください。次に、該当する宛て先
コード・ページを選択することにより、自分のマシン用の新しいcheckout.trnファイルを作成してください。

モデル内に拡張ASCII文字があるにもかかわらず警告を無視した場合、その文字が別の文字に化けてしまいます。

このことが起きた場合、そのモデルをエンサイクロペディアにチェックインしないでください。

集合オブジェクト（共通）のメソッドと特性
 

すべての集合オブジェクトには、Item メソッドと Count 特性が含まれています。

集合オブジェクトのリスト

• ボタン
• Checkboxes
• DropDownLists
• EnterableDropDownLists
• EnterableListBoxes
• フィールド
• GroupBoxes
• ListBoxes
• ListColumnItems
• ListItems
• ListPermittedValues
• ListRowItems
• リテラル
• メニュー
• OLEAreas
• OLEControls
• ピクチャ
• RadioButtons
• Windows

NOTE
注： ListItems および ListPermittedValues は、DropDownList、EnterableDropDownLists、EnterableListBox か
ら使用できるメソッドです。
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色
「カラー」では、フィールドのカラーを指定します。ブロック・モード・アプリケーションの場合、そのカラーは、
フィールド内の特性に適用されます。GUI アプリケーションの場合、そのカラーは、フォアグラウンド・カラーに適用
されます （GUI アプリケーションでは、強調表示特性の「反転」のとき、フォアグラウンド・カラーとバックアップ・
カラーが反転します）。

［色］メニュー項目（オプション）

 

［色］オプションで、CA Gen のダイアグラムの背景色を変更できます。

グラフィカルなダイアグラムの、オブジェクト表示域の背景の色を変更できます。選択できる背景色は、白と黒です。

［色］オプション

［色］オプションで、CA Gen のダイアグラムの背景色を変更できます。

グラフィカルなダイアグラムの、オブジェクト表示域の背景の色を変更できます。選択できる背景色は、白または黒で
す。

テキスト形式ダイアグラムの色選択

このダイアログ・ボックスにて、テキストの前景色と背景色を、16 色から選択します。下記の部分の色を選択できま
す。

• 標準テキスト
• 強調テキスト
• 見出し
• コメント・テキスト（アクション図にのみ適用）

NOTE
注： アクション図内で、省略時の白色背景の場合、下記のように色分けされます。

青色=すべてのキー（予約）語

• 緑色=コメントと注
• 黒色=標準テキスト

デフォルトの色スキーマ（白背景）とレガシー色スキーマ（黒背景）は、2 種の定義済み色スキーマです。

NOTE
注: ［デフォルト・スキーマ］および［レガシー・スキーマ］オプションで、各カテゴリの設定を変更して定義
済みの値と一致させます。

このダイアログ・ボックスのフィールドは以下のとおりです。

• 省略時の色スキーマ
省略時の色スキーマは、白い背景がベースです。省略時スキーマは、テキスト形式のダイアグラムに適した、定義済
みの２配色のうちの１つです。
このオプションを選択すると、各テキスト・スタイルの横にあるドロップダウン・リストの設定を変更できます。

• レガシー・スキーム
この色スキーマは、黒背景がベースです。

• カスタマイズ
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［カスタマイズ］オプションで、テキストベースのダイアグラムの各種テキスト・スタイルに対して、ユーザ独自の
前景色と背景色を設定できます。下記それぞれに対し、16色から選択できます。
– 標準テキスト
標準テキストの色を変更するには、［標準テキスト］オプションを選択します。［前景色］または［背景色］オプ
ションを使用して変更対象を選択し、色パレットから色を選択します。

– 強調テキスト
強調テキストの色を変更するには、［強調テキスト］オプションを選択します。［前景色］または［背景色］オプ
ションを使用して変更対象を選択し、色パレットから色を選択します。

– ヘディング
ヘディングの色を変更するには、［ヘディング］オプションを選択します。［前景色］または［背景色］オプショ
ンを使用して変更対象を選択し、色パレットから色を選択します。

– 不活性状態テキスト
不活性状態テキストの色を変更するには、［不活性状態テキスト］オプションを選択します。［前景色］または
［背景色］オプションを使用して変更対象を選択し、色パレットから色を選択します。

• 前景
［前景］オプションを選択できるのは、［色スキーマのカスタマイズ］が選択されているときだけです。
［前景］を選択すると、各テキスト・タイプの前景色を標準、強調などに変更できます。

• 背景
［背景］オプションを選択できるのは、［色スキーマのカスタマイズ］が選択されているときだけです。
［背景］を選択すると、各テキスト・タイプの背景色を標準、強調などに変更できます。

• 適用
［適用］ボタンをクリックすると、選択した色スキーマで当該ダイアグラムをプレビューできます。

• リセット
「リセット」ボタンは、前回の保管時の色設定を復元し、ダイアグラムを更新します。また、色をさらに変更できる
ようダイアログ・ボックスはオープンされたまま残ります。

［了解］をクリックするたびに、CA Gen によって設定が保存されます。設定は、当該ダイアグラムにのみ適用され、次
のセッションでも有効です。１ セットの値を保管できます。

ダイアログ・ボックスをクローズするときに［了解］ボタンを押さないと、色スキーマの変更内容は失われます。

カラム
「列」では、表示装置の列数を指定します。コード・ジェネレータで指定列数をサポートするコードを生成します。

「列」は数値のみを受け付け、最大３桁です。

「列」フィールドの値が変更されない限り、選択した装置に対する標準の省略時解釈値が使われます。

DBMS 固有のカラム名

このフィールドは、DBMS固有のカラムの名前を表示または割り当てるときに使ってください。省略時解釈名は集団列名
です。このフィールドの入力は必須です。入力できる文字数は、選択した DBMS によって異なります。

 

［列定義］レポートのダイアログ

［列定義］レポートのダイアログにて、レポートに含める列のテーブルを選択できます。
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「列定義レポート」選択リスト

このリストにて、レポートに記載したい列を選択してください。レポートに記載されるものは、選択した列それぞれの、
重要情報です（フォーマット、長さ、列、テーブル・オプショナリティ、役割り、属性、エンティティ情報）。選択した
列を使用する索引も記載されます。

カラムの記述

「記述」で、選択カラムの意味と用途の説明文を入力します。

「記述」を使って、カラム・プロシージャとパラメータ・リストを説明してください。

列フィールド

CA Gen のアプリケーション開発者は、このパネルを無視する必要があります。ただし、外部プロシージャ・ステップ特
性の定義が必要な、別の製品を使っている場合は、その製品のドキュメントを参照することにより、このパネルへの入力
方法を調べてください。

カラム特性

コントロールのヘルプを参照するには、ダイアログのタブで［ヘルプ］を選択してください。

 

関連項目

• ［列特性］ダイアログ・ボックスの［自動採番］タブ
• ［列特性］ダイアログ・ボックスの［省略値］タブ
• ［列特性］ダイアログ・ボックスの［Fieldproc］タブ
• ［列特性］ダイアログ・ボックスの［一般］タブ
• ［列特性］ダイアログ・ボックスの［順序］タブ
• ［列特性］ダイアログ・ボックスの［自動採番］タブ - MS SQL
• ［列特性］ダイアログ・ボックスの［省略値］タブ

［列特性］ダイアログ・ボックスの［自動採番］タブ

開始値

自動採番列によって生成された初期値。開始の値として、任意の正数、ゼロ、または負数を使用できます。桁数は、属性
のサイズに制限されます。省略値は 1 です。

増分

自動採番列によって生成された値の間隔。増分として、任意の正数または負数を使用できますが、範囲は -32768 以上 -1
以下、および 1 以上 32767 以下に制限されます。省略値は 1 です。

最小値

自動採番列によって生成された最小値。最小値は任意の正数、ゼロ、または負数を使用できますが、桁数は属性のサイズ
に制限されます。最小値は、開始値以下で、かつ最大値より小さくなければなりません。

最大値

自動採番列によって生成された最大値。最大値は任意の正数、ゼロ、または負数を使用できますが、桁数は属性のサイズ
に制限されます。最大値は、最小値より大きく、かつ開始値以上でなければなりません。

 542



 CA Gen - 86JP - Japanese - Japan

キャッシュ

予約する自動採番の値の数を指定します。通常、アプリケーションでは値をキャッシングすることによって高度なパ
フォーマンスを得ることができますが、システムで障害が発生すると、これらの値は失われることがあります。キャッ
シュされる値として、2 ～ 65535 の任意の正値を使用できます。省略時解釈は［キャッシュ句を生成しない］です。

サイクル値

最大値または最小値で指定された制限に達した場合でも、値を継続して生成するかどうかを指定します。 デフォルトは
NO CYCLE です。

順序の値

要求されたとおりの順序で値を生成するかどうかを指定します。値が順序どおりに返されるよう指定すると、キャッシン
グ・オプションが無効になることがあります。デフォルトは［NO ORDER］です。

詳細情報：

How to in Data Structure List

［列特性］ダイアログ・ボックスの［自動採番］タブ - MS SQL

シード値

自動採番列によって生成された初期値。シード値として、任意の正数、ゼロ、または負数を使用できます。桁数は、属性
のサイズに制限されます。省略値は 1 です。

増分

自動採番列によって生成された値の間隔。増分として、任意の正数または負数を使用できますが、範囲は -32768 以上 -1
以下、および 1 以上 32767 以下に制限されます。省略値は 1 です。

レプリケーション対象外

このオプションを設定すると、レプリケーション・エージェントが行を挿入するときに、値が増分されないことを示しま
す。

［列特性］ダイアログ・ボックスの［省略値］タブ

［DBMS 省略値施行］オプション・ボタン・グループは、DDL の生成時にデータベースの省略時解釈値を強制的に設定
する方法を決定します。［なし］、および［属性省略値］から選択できます。

データ・モデルにデフォルト値が定義されていない場合、［属性省略値］オプションは使用できません。

DBMS 省略値施行

これにより、DDL に WITH DEFAULT 句が生成されます。

属性 説明
None データベースでデフォルト値のチェックを実行しない場合は、［

なし］を選択します。
属性省略値 データベースで、この列の値を、データ・モデルで定義されて

いるデフォルト値に設定する場合は、［属性省略値］を選択しま
す。これにより、DDL に DEFAULT VALUE 句が生成されます。

詳細情報：

How to in Data Structure List
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［列特性］ダイアログ・ボックスの［Fieldproc］タブ

Fieldproc

［Fieldproc］は、指定したカラムの格納または取出し時に制御を受け取る exit を指定します。

カラムの値をエンコードおよびデコードするには、Fieldproc を使用します。制限の詳細については、DBMS のマニュア
ルを参照してください。

パラメータ

［Parms］フィールドでは、挿入または更新プロセス時に、Fieldproc プロシージャ・ルーチンに渡されるパラメータを
指定します。パラメータは 256 バイト以内でなければなりません。

詳細情報：

How to in Data Structure List

［列特性］ダイアログ・ボックスの［一般］タブ

分析時の属性特性は、省略時解釈値としてカラム特性（集団カラム名、DBMS 固有カラム名、フォーマット、オプショ
ナリティ）にトランスフォームされます。DDL 生成中はこれらの特性を使用し、DBMS にカラムを定義します。

総称名

データ構造リスト・ツールにおける「カラム集団名」には、エンティティ・タイプの属性名を入力します。論理データ・
モデルの各エンティティ・タイプ属性の名前は、データ構造リスト内のカラム名に変換されます。カラム集団名のグルー
プによって、テーブルを作成しているカラムを特定します。カラム集団名のデフォルト値は、エンティティ関係図におけ
る属性の場合と同じです。

表示したカラム名を変更しても、論理データ・モデル内の対応する属性名には影響しません。

ダウンストリーム効果

DDLの導入時に、各カラムはテーブルスペースに格納されます。

DBMS 固有名

このフィールドは、DBMS固有のカラムの名前を表示または割り当てるときに使ってください。省略時解釈名は集団列名
です。このフィールドの入力は必須です。入力できる文字数は、選択した DBMS によって異なります。

フォーマット

「フォーマット」とは、「カラム」に入っているデータのタイプをいいます。有効な数値データ・タイプは、短精度、
整数、大きな整数（SQL/MX に対してのみ有効な LARGEINT）、またはパックです。有効な文字データ・タイプは、テ
キスト、長い Varchar（Oracle の VARCHAR2）、または Varchar です。日付も有効なデータ・タイプです。有効なデー
タ・タイプの詳細については、特定の DBMS のマニュアルを参照してください。データ・モデル内のこのフィールドを
変更する必要があります。

<Unsupported> は、DBMS でデータ・フォーマットがサポートされていないことを示します。これは、TD（DBMS）を
選択し、モデル内でデータ・フォーマットをサポートしていない別の TD に変更した場合に生じることがあります。この
問題を解決するには、データ・タイプを変更し、サポートされていないデータを削除するか、または TD を変更します。

<Inconsistent> は、データ・モデルに矛盾があることを意味しています。先に進む前に一貫性検査を実行し、エラーを訂
正してください。属性を変更し、不要ならば違反データの列を削除してください。

オプショナリティ

「オプショナリティ」で、選択したカラムにNULLまたは非NULLの印を付けます。

詳細情報：

How to in Data Structure List
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［列特性］ダイアログ・ボックスの［順序］タブ

順序は、インプリメントされたカラムの順序です。有効な値は昇順または降順です。

NOTE
注： この特性はすべてのデータベースに有効でなく、主キーに対して順序付けできない DBMS （ Oracle や
ODBC など）に対して設定されている場合は、無効になります。

詳細情報：

How to in Data Structure List

############### - #######

［DBMS 省略値施行］オプション・ボタン・グループは、DDL の生成時にデータベースの省略時解釈値を強制的に設定
する方法を決定します。［なし］、［属性省略値］、［DBMS データ・タイプ省略値］から選択できます。

データ・モデルにデフォルト値が定義されていない場合、［属性省略値］オプションは使用できません。

属性 説明
None データベースでデフォルト値のチェックを実行しない場合は、［

なし］を選択します。
属性省略値 データベースで、この列の値を、データ・モデルで定義されて

いるデフォルト値に設定する場合は、［属性省略値］を選択しま
す。これにより、DDL に DEFAULT VALUE 句が生成されます。

DBMS データ・タイプ省略値 データ・モデル内にデフォルト値が定義されているかどうかに関
係なく、データベースで、この列の値をデータベースのデフォル
ト（数値フィールドに対しては 0、テキスト・フィールドに対し
てはスペースなど）を設定する場合には、［DBMS データ・タイ
プ省略値］を選択します。これにより、DDL に WITH DEFAULT
句が生成されます。

索引のダイアログのカラム

［列］ダイアログ・ボックスは、選択された索引に関連付けることができるカラムを一覧で表示します。リスト内のカラ
ムと外部キー列はすべて、その索引の所属先テーブルに対して定義されています。BLOB 属性は、索引に対して選択され
ないことがあります。

強調表示されているカラムは選択した索引にすでに関連づけられています。関連づけを削除するには、そのカラムを選択
して強調表示を解除します。

各索引は、最低１つのカラムと関連づけなければなりません。どのカラムとも関連づけていない時点では「了解」を選択
できません。

カラムを索引に関連づける別手段は、その索引を強調表示し、データ構造リストのウィンドウの「編集」を選択し、「属
性のインプリメント」を選択してください。その索引にインプリメントされていないカラムのリストが CA Gen によっ
て表示されます。

ナビゲーション図の表示特性における［列］ノード

ナビゲーション図の表示特性におけるリスト・ボックス/テーブルの［列］ノード

特定のリスト・ボックス内のカラムに対するビジネス・システム省略時解釈を置き換えるには、カスタム表示特性の設定
を選択できます。

このダイアログ・ボックスでは、カラムに対して次のスタイル・スキームのモードを選択できます。
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自動

特定のリスト・ボックス内のカラムに対して、ビジネス・システムの省略時表示特性の設定を適用します。

Alternating

カラムについて、周期的な順序で交替される複数の表示特性を示します。交替するスタイルが開始される列を指定できま
す。

列特性

各リスト・ボックスのカラムに対するカスタム表示特性を表します。

 

関連トピック：

• ナビゲーション図の［リスト・ボックス/テーブル・スタイル］ノード
• リスト・ボックスおよびテーブル・ノード
• ナビゲーション・ダイアグラム表示特性における［行］ノード
• リスト・ボックスとテーブルにおける行および列の表示特性の指定
• 特定のリスト・ボックスに対する行カスタム表示特性の指定
• リスト・ボックス内の列に対する代替の［カスタム表示特性］の指定
• リスト・ボックスにおける列特有のカスタム表示特性の指定

［カラム］プッシュ・ボタン

このプッシュ・ボタンは、ある１つの索引に関連づけることのできる全カラムを一覧表示します。

索引にカラムを関連づけるまで、［了解］プッシュ・ボタンを選択できません。各索引は、最低１つのカラムと関連づけ
なければなりません。

カラム（複数可）を選択し、［了解］［追加］プッシュ・ボタンを選択してください。

［カラム用途の概要］ダイアログ

 

［カラム用途の概要］ダイアログ・ボックスは、選択したテーブル内にあるすべてのカラムを表示し、さらに索引、識別
子、外部キーを識別します。

カラム用途の概要では、下記を示します。

• テーブル名
• 索引
• 識別子
• 外部キー
• カラム

列様式のラジオ・ボタン

CA Gen のアプリケーション開発者は、このパネルを無視する必要があります。ただし、外部プロシージャ・ステップ特
性の定義が必要な、別の製品を使っている場合は、その製品のドキュメントを参照することにより、このパネルへの入力
方法を調べてください。
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［コマンド］ダイアログ
［コマンド］ダイアログ・ボックスを使うと、宛て先プロシージャ・ステップが実行するコマンドとそのプロシージャ・
ステップによる最初の動作を指定できます。コマンドは、対話フローの両方向に指定してください。対話フローが転送の
ときは、宛て先プロシージャ・ステップにコマンド値を指定することができます。また、対話フローがリンクのときは、
ソース・プロシージャ・ステップと宛て先プロシージャ・ステップの両方にコマンド値を指定できます。

オンライン・プロシージャ・ステップには、その処理を指示するコマンド値が必要です。画面からプロシージャ・ステッ
プをアクティブにすると、端末オペレータがその実行に影響を与えます。この影響は、コマンド・フィールドに値を入
力するか、コマンドが割り当てられているファンクション・キーを押したときに発生します。ソース・プロシージャ・ス
テップの対話フローによって宛先プロシージャ・ステップをアクティブにする場合、同じ機能が必要になります。

ナビゲーション図ツールでは、コマンドをメニュー項目またはプッシュ・ボタンに関連づけることができます。この選択
リストには、CA Gen に対して識別されたコマンドが含まれます。コマンドは、ビジネス・システム・デフォルト、対話
設計図、ナビゲーション図などのダイアグラムから識別できます。

イベントとコマンド -  優先順位

CA Gen では、［特性］を使用して、ボタンとメニュー項目にコマンドを割り当てることができます。Click イベントな
どのイベントがコントロールに追加されると、下記のようになります。

• ［特性］ウィンドウに表示されるテキストが、「コマンドが自動フローを実行」から「Click イベントを実行」に変わ
ります。

• ［特殊アクション］が非アクティブになります。
• ［ダイアログ・ボックスの呼び出し］が非アクティブになります。
• このコマンドはアクティブとして表示されますが、イベント・コマンドが優先します。

コマンドは選択できますが、自動フローは実行されません。イベントが関連付けられている場合、イベントは常に実行さ
れます。

アプリケーションを設計して、コントロールをアクション図から無効化できます。これを行うには、GUI ステートメン
ト下のコマンドを使用してそのコントロールに［不活性］コマンドを関連づけます。また、［詳細/使用禁止］は関連づ
けません。

このダイアログ・ボックスには、以下のフィールド情報が含まれます。

アクション図のコマンド値
コマンド値には、コマンドの値を選択することができるコマンド選択のダイアログ・ボックスが表示されます。ビジネ
ス・システムの事前定義済みの値のリストから値を選択できます （これらのコマンド値は、ビジネス・システムの省略
時解釈でセットアップされています。ただし、このダイアログ・ボックスからコマンドを追加できます）。

NOTE

注： SPACES 式と混同する可能性があるため、コマンド値のリストに表示されていても、SPACES コマンド
値を選択することはできません。

Command entry

このアクションを使用できるのは、弊社の社員のみです。お客さまは、弊社のテクニカル・サポートからの指示のもとで
のみ使用してください。

COMMAND IS

COMMAND ISでは、特殊属性であるコマンドの値を設定します。コマンド特殊属性には、属性のオカレンスを1度に１
つだけ指定できます。COMMAND ISを実行すると、コマンド特殊属性の以前の内容は破壊されます。

下記は、COMMAND ISステートメントのフォーマットです。
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COMMAND IS command_value

コマンドとはアクションの要求であり、ユーザまたはプロシージャ・ステップによってアクション図、アクション・ブ
ロック、またはのプロシージャ・ステップへのオートフローの実行を指示するものです。

NOTE
注： コマンドは、ビジネス・システム省略時解釈、対話フロー図ツール、ウィンドウ設計ツール、設計時のア
クション図ツールなどのツールでのみ追加できます。分析段階のアクション図ツールでは、設計段階で作成し
たコマンドへのアクセスはできますが、コマンドの追加はできません。

この例は、コマンド特殊属性の値にSPACEを設定するCOMMAND ISステートメントの使用方法を示しています。制御は
移動しません。

COMMAND IS SPACES

この例は、コマンド属性の値にユーザ定義コマンドであるADDを設定するCOMMAND ISステートメントの使用方法を示
しています。実行は、そのADDが関連づけられているプロシージャ・ステップに移ります。

COMMAND IS add

［コマンド特性］ダイアログ

［コマンド特性］ダイアログ・ボックスでは、新しいコマンド名または別名を割り当てます。また、コマンドをファンク
ション・キーに割り当てることもできます。

このダイアログ・ボックスには以下のフィールドがあります。

新しい名前
ビジネス・システムの省略時解釈として使う新規のコマンド名または別名を入力してください。新しい名前は 8 文字を
超えることはできません。

NOTE

注： SPACES 式と混同される可能性があるため、名前を SPACES として指定することはできません。

コマンドの割り当てを完了するには、［了解］をクリックします。あるいは、［取消］をクリックしてコマンドの割り当
てを破棄します。

［戻しコマンド］入力可能ドロップダウン

フロー元プロシージャ・ステップの実行時に設定したいコマンド（あれば）を選択してください。

NOTE
注： 2 つのビジネス・システム間にフローがある場合には、両方のビジネス・システムからのコマンドはすべ
て、このドロップダウン・メニューの中に表示されます。

コマンド
「コマンド」では、特定のアクション・ブロックを実行するプロシージャ・ステップに指示するコマンドを指定します。
コマンドを使って、プロシージャの実行に影響するプロシージャに値を渡してください。
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［活動状態の言語のコマンド/別名］ダイアログ・ボックス

［活動状態の言語のコマンド/別名］ダイアログ・ボックスでは、特定の言語内の名前をコマンドに割り当てます。その
コマンドでは、ある特定のアクション・ブロックを呼び出します。「言語定義」アクションで指定した言語を選択してく
ださい。

コマンドは、１つ以上のプロセスを行なうプロシージャを実行します。このコマンドは、プロシージャ・ステップに対
し、どのアクション・ブロックを実行するかを指示します。

［ビジネス・システム省略時解釈］の設定時に、コマンド名を割り当ててください。

オペレータは、下記の方法でコマンドを実行できます。

• コマンド・エリアと呼ばれる画面上のフィールドにコマンドを入力する。
• ファンクション（PF）キーを押す。
• メニュー・オプションを選択する。

NOTE
注： ［削除］プッシュ・ボタンは、以下のコマンドを選択した場合に無効になります。

• システムまたはローカル・ファンクション・キーによって呼び出されるコマンド
• 対話フローで設定したコマンド
• アクション図で使われるコマンド

詳細は、個々のコントロールのヘルプを参照してください。

コンセプト

コマンドとは、オンライン・システムで使われるIEFの特殊属性です。設計者は、設計時にコマンド・フィールドを画面
に設定しておけます。実行時に、端末オペレータがこのコマンド・フィールドにコマンド値を入力すると、アクション図
からこのコマンド値を問い合わせることができます。コマンド・フィールドの値は、下記のいずれかの方法で処理されま
す。

• コマンド値と関連づけられているファンクション・キーを押すと、そのファンクション・キーに関連づけられている
コマンドがコマンド・フィールドに挿入されます。プロシージャ・ステップは、ユーザがコマンド・フィールドにコ
マンド値を入力したと解釈します。

• コマンド・フィールドに省略時言語でコマンドの別名を入力すると、コマンド値がコマンド・フィールドに挿入され
ます。プロシージャ・ステップは、ユーザがコマンド・フィールドにコマンド値を入力したと解釈します。

対話フローによるコマンド設定

対話フローの各方向に対してコマンド値を指定できます。対話フローのフロー先プロシージャ・ステップの実行時に、対
応するプロシージャ・アクション図では、このコマンド値を実際に画面上で入力されたものと同様に処理します。下記の
値を指定できます。

特定のコマンド値

• コマンドの現在の値（ソース・プロシージャ・ステップの実行が完了したときの値）
• コマンドの以前の値（リンクを起動したプロシージャ・ステップが実行を終了したときの値）
• 転送の場合、宛て先プロシージャ・ステップを起動するコマンド値を指定してください。リンクの場合、両方向のコ
マンド値を指定してください。

例

たとえば、ADDというコマンドを実行するプロシージャ・ステップがあるとします。このADDコマンドに省略時言語でA
という別名があって、ファンクション・キー（F11）に関連づけられているとすると、

IF IEF command IS EQUAL TO ADD
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というアクション図ステートメントは、下記の場合に真となります。

• コマンド・フィールドに「ADD」を入力して改行キーを押したとき
• コマンド・フィールドに「A」を入力して改行キーを押したとき
• F11 キーを押したとき

［コマンドとその別名］ダイアログ

［コマンドとその別名］ダイアログ・ボックスでは、ある特定のアクション・ブロックを呼び出すための名前と別名を割
り当てます。

コマンドは、１つ以上のプロセスを行なうプロシージャを実行します。このコマンドは、プロシージャ・ステップに対
し、どのアクション・ブロックを実行するかを指示します。

「ビジネス・システム省略時解釈」の設定時に、コマンド名とその別名を割り当ててください。

オペレータは、下記の方法でコマンドを実行できます。

• コマンド・エリアと呼ばれる画面上のフィールドにコマンドを入力する。
• ファンクション（PF）キーを押す。
• メニュー・オプションを選択する。

NOTE
注： ［削除］ボタンは、以下のコマンドを選択した場合に無効になります。

• システムまたはローカル・ファンクション・キーによって呼び出されるコマンド
• 対話フローで設定したコマンド
• アクション図で使われるコマンド

コンセプト

コマンドとは、オンライン・システムで使われるIEFの特殊属性です。設計者は、設計時にコマンド・フィールドを画面
に設定しておけます。実行時に、端末オペレータがこのコマンド・フィールドにコマンド値を入力すると、アクション図
からこのコマンド値を問い合わせることができます。コマンド・フィールドの値は、下記のいずれかの方法で処理されま
す。

• コマンド値と関連づけられているファンクション・キーを押すと、そのファンクション・キーに関連づけられている
コマンドがコマンド・フィールドに挿入されます。プロシージャ・ステップは、ユーザがコマンド・フィールドにコ
マンド値を入力したと解釈します。

• コマンド・フィールドに省略時言語でコマンドの別名を入力すると、コマンド値がコマンド・フィールドに挿入され
ます。プロシージャ・ステップは、ユーザがコマンド・フィールドにコマンド値を入力したと解釈します。

対話フローを使用したコマンド設定

対話フローの各方向に対してコマンド値を指定できます。対話フローのフロー先プロシージャ・ステップの実行時に、対
応するプロシージャ・アクション図では、このコマンド値を実際に画面上で入力されたものと同様に処理します。下記の
値を指定できます。

• 特定のコマンド値
• コマンドの現在の値（ソース・プロシージャ・ステップの実行が完了したときの値）
• コマンドの以前の値（リンクを起動したプロシージャ・ステップが実行を終了したときの値）

転送の場合、宛て先プロシージャ・ステップを起動するコマンド値を指定してください。リンクの場合、両方向のコマン
ド値を指定してください。

例

たとえば、ADDというコマンドを実行するプロシージャ・ステップがあるとします。このADDコマンドに省略時言語でA
という別名があって、ファンクション・キー（F11）に関連づけられているとすると、
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IF IEF command IS EQUAL TO ADD

というアクション図ステートメントは、下記の場合に真となります。

• コマンド・フィールドに「ADD」を入力して改行キーを押したとき
• コマンド・フィールドに「A」を入力して改行キーを押したとき
• F11 キーを押したとき

このダイアログ・ボックスのフィールドは以下のとおりです。

• コマンド
このリストは、ビジネス・システムのコマンドと同義語を特定します。

NOTE
注： このレポートは、ビジネス・システムを選択するまで非アクティブ状態です。ビジネス・システムをア
クティブ化するには、CA Gen モデル・ウィンドウにて、［設計］ > ［ビジネス・システムの省略時解釈］
> ［ビジネス・システム］ > ［ダイアグラム］ > ［オープン］の順に選択してください。

• Add
［追加］では、コマンド名をビジネス・システムに割り当てることができます。下記のコマンドは、生成アプリケー
ションの対話マネージャにおいて特別な意味を持ちます。
– RESET
初期画面に戻ります。CA Gen により、このコマンドが予約されます。

– RESTART
ユーザが最後に表示していた画面を再表示します。CA Gen により、このコマンドが予約されます。

– NEXT
スクロール量の特殊属性値に従って、順方向にスクロールします。

– PREV
スクロール量の特殊属性値に従って、逆方向にスクロールします。

– TOP
反復グループの最初の項目までスクロールします。

– BOTTOM
反復グループの最後の項目までスクロールします。

– HELP
生成システムからヘルプを呼び出します。

– PROMPT
ユーザがカスタマイズできるヘルプ・エグジットを呼び出します。

• 同義語の追加
別名を割り当てるにはこのボタンをクリックします。システムはこの別名を認識して、選択したコマンドを呼び出す
際に使用します（たとえば［追加］にAを割り当てるなど）。

• 削除
このボタンをクリックすると、削除対象として選択したオブジェクトや従属物が削除され、ダイアログ・ボックスが
閉じます。

• 検索
コマンドを検索するには、このボタンをクリックします。

• 特性
コマンドの特性を表示または変更するには、このボタンをクリックします。

• クローズ
このボタンをクリックしてダイアログを閉じます。
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［渡しコマンド］入力可能ドロップダウン

フロー先プロシージャ・ステップの実行開始時に設定したいコマンド（あれば）を選択してください。

NOTE
注： 2 つのビジネス・システム間にフローがある場合には、両方のビジネス・システムからのコマンドはすべ
て、このドロップダウン・メニューの中に表示されます。

「メニュー項目特性」のコマンド

このプッシュ・ボタンをクリックすると、メニュー項目への関連づけが可能なコマンドの一覧が表示されます。

NOTE
注： メニュー項目用に指定するコマンドは、そのメニュー項目のイベント・アクションに対して入力されるコ
マンドとは異なります。イベント・アクションに対しては、そのメニュー項目のイベントに関連づけられたコ
マンドのみが入力されます。（イベントとイベント・アクションを指定するには、［イベント］プッシュ・ボ
タンを選択して、［イベント処理］ダイアログ・ボックスを表示してください）。メニュー項目用に指定した
コマンドは、CASE OF COMMAND、ENABLE、DISABLE、MARK、UNMARK といったアクション図ステート
メントでも有効です。

プッシュ・ボタン特性のコマンド

このプッシュ・ボタンは、プッシュ・ボタンと関連づけることができるコマンドを一覧表示します。

NOTE
注： このコマンドが、イベント・アクションに入力されます。ただし、そのイベントにコマンドがある場合
は、そのイベント・コマンドが優先します。（［詳細］の［イベント処理］を選択して、［イベント処理］ダ
イアログ・ボックスを表示し、イベントとイベント・アクションを指定します）。プッシュ・ボタンに対して
指定されたコマンドは、CASE OF COMMAND、ENABLE、DISABLE などのアクション図ステートメントには
有用です。

イベントとコマンドの優先順位

CA Gen では、［特性］を使用して、プッシュ・ボタンとメニュー項目にコマンドを割り当てることができます。（Click
イベントなどの）イベントがコントロールに追加されると、下記のようになります。

• ［特性］ウィンドウに表示されるテキストが、「コマンドが自動フローを実行」から「Click イベントを実行」に変わ
ります。

• 「特殊アクション」が非活動状態になります。
• 「ダイアログ・ボックス開始」が非活動状態になります。
• このコマンドは活動状態として表示されますが、イベント・コマンドが優先します。

コマンドは選択できますが、自動フローは「実行されません」。イベントは、関連づけられると必ず実行されます。

アプリケーションを設計して、コントロールをアクション図から不活性化できます。これをするには、（GUIステートメ
ントの「不活性状態」（Disabled）コマンドを使って）そのコントロールに「不活性化」（Disable）コマンドを関連づ
ける必要があります。

アクション図のコマンド特殊属性

 

［コマンド］は、アクション図のロジックに COMMAND 特殊属性を書き加えます。COMMANDは、プロシージャ・ス
テップまたはユーザから別のプロシージャ・ステップに出すアクション要求です。COMMANDは、実行すべきロジック
をプロシージャ・ステップに指示します。COMMANDのドメインはテキストです。
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下記は、COMMAND ISステートメントを使ってコマンド値を変更している例です。コマンドの特殊属性のオカレンスは
１つしかないので、COMMAND ISを実行すると前の内容は消えます。

COMMAND IS add

下記は、IFステートメントの"add"という値をコマンドと比較している例です。

 -- IF COMMAND IS EQUAL TO add

| EXIT STATE IS command-ok

 ---

ダウンストリーム効果

オンライン・システムでは、コマンドを特殊な方法で使います。画面設計の段階で画面にコマンド・フィールドを置け
ます。実行時に、端末オペレータがこのコマンド・フィールドにコマンド値を入力すると、アクション図またはアクショ
ン・ブロックからこのコマンド値を問い合わせることができます。また、CA Genでは下記の２つの方法でコマンド値を
処理します。

• 実行時に、コマンド値が関連づけられているファクンクション・キーを押すと、ファンクション・キーに関連づけの
あるコマンドがコマンド・フィールドに挿入されます。ユーザがコマンド値をコマンド・フィールドに入力したかの
ように、プロシージャ・ステップに設定されます。

• 実行時に、コマンドの別名をコマンド・フィールドに入力すると、コマンド値自身がコマンド・フィールドに挿入さ
れます。ユーザがコマンド値をコマンド・フィールドに入力したかのように、プロシージャ・ステップに設定されま
す。

こうしたコマンドの使用方法はアクション図では特に重要です。プロシージャ・ステップでADDというコマンドを処理
する場合を考えてみます。ADDコマンドが、Aという別名を持っていて、ファンクション・キー（たとえば、F12）に関
連づけられている場合、アクション・ステートメントIF Command IS EQUAL TO ADDでは、下記３つの場合を真とみな
します。

• ADDをコマンド・フィールドへ画面入力して、「ENTER（改行）キー」を押した場合。
• Aをコマンド・フィールドへ画面入力して、「ENTER（改行）キー」を押した場合。
• F12キーを押した場合。

［コマンド］プッシュ・ボタン

［コマンド］プッシュ・ボタンは、［コマンド］ダイアログ・ボックスを表示します。このダイアログでコマンドを選択
すると、そのコマンドがイベント・タイプと関連づけられます。

［コマンド使用箇所］レポートのダイアログ

［コマンドの使用箇所］ダイアログ・ボックスは、ビジネス・システム内の全コマンドの一覧です。レポートには、１つ
または複数のコマンドを選択して記載できます。

ダイアログ・ボックスのオプションは以下のとおりです。

• コマンド
このリストにて、レポートに記載したい、当該ビジネス・システムのコマンドすべてを、選択してください。

• すべて選択
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このボタンを使用すると、選択リスト内のすべての項目を同時に選択できます。
• 取消
このボタンを使用すると、変更を実装せずにダイアログ・ボックスが終了します。

• 検索
このボタンは、［検索文字列の入力］フィールドにある文字列の検索を開始します。

• すべての選択解除
このボタンを使用すると、選択されているすべてのオブジェクトの強調表示が解除されます。

レポートに記載されるものは、選択したコマンドが使用する、プロシージャ・ステップ、メニュー項目、プッシュ・ボタ
ン、対話フロー（フロー・オンとリターン・オン）、に関する情報です。

共通のメソッドと特性

 

以下の特性およびメソッドはすべてのインターフェース・オブジェクトに対して利用できます。

• Redraw メソッド
• Application特性
• Handle Property
• Name特性
• ObjectType 特性
• Parent Property

インターフェースの多くは、Presentation Characteristics と Prompt Presentation Characteristics もサポートします。

ナビゲーション図の表示特性における［共通］ノード
［共通］ノードは、前景色、背景色、アプリケーション内の特定のウィンドウやコントロールのフォントなど、共通の表
示特性を表します。［共通］ノード内の設定は、ビジネス・システムのウィンドウまたはコントロールに対する省略時解
釈の外観設定よりも優先されます。

新しい共通表示特性を編集する方法

1. ナビゲーション図で、必須ウィンドウまたはコントロールを選択します。
2. ［詳細］-［表示特性］を選択します。
［表示特性］ダイアログ・ボックスが表示されます。

3. ［選択］をクリックします。次に［前景色］を選択します。
4. ［選択］をクリックします。次に［背景色］を選択します。
5. ［選択］をクリックします。次に［フォント］を選択します。

NOTE
注： ［前景色］、［背景色］、および［フォント］の省略時解釈の設定は［自動］です。［自動］オプ
ションでは、選択したオブジェクトにビジネス・システム省略時表示特性が適用されます。これらのいずれ
かのフィールドに対して、［自動］以外の値を選択すると、ビジネス・システム・ウィンドウの設定よりも
優先されます。［前景色］、［背景色］、またはフォントを選択するには、［自動］オプションを無効にす
る必要があります。

通信
［コミュニケーション］フィールドは、生成されたアプリケーションまたはプロキシ・クライアント・アプリケーション
が、生成されたサーバ・マネージャと通信するときに使用する通信トランスポートを定義します。
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NOTE
注： このパラメータは、サーバ・パラメータの一部として設定されている場合でも、対応するクライアント・
アプリケーションについてトランスポート特有のコードを生成するときにも使用されます。

ドロップダウン・リストからいずれかのエントリを選択して、対象のトランスポートを選択します。リストの内容は、選
択されている言語およびオペレーティング・システムによって変わることがあります。サポートされている組み合わせの
詳細については、「動作要件」を確認してください。

選択された言語またはオペレーティング・システムに応じて、以下のトランスポートがサポートされています。

• Gen
CA 独自のミドルウェアで、CA Gen クライアント・マネージャを使用する必要があります。クライアント・マネー
ジャは、クライアントと同じシステム上に常駐している必要があります。この選択は、C プロキシおよび COM XML
プロキシ・クライアントの使用でサポートされています。 

NOTE

注： TCP/IP ベースの C クライアントはクライアント・マネージャから独立しているため、直接でもクライ
アント・マネージャ経由でも C サーバに接続できます。

COM プロキシおよび Java プロキシはクライアント・マネージャから独立しています。構成ファイルを参照
することで、宛先サーバが決定されます。そのため、「Gen」を選択することで、生成された C サーバに直
接接続できます。

• MQSeries
IBM のミドルウェアをキューに入れるメッセージ。

• TCP/IP
伝送制御プロトコル/インターネット・プロトコル

• JAVARMI
Java リモート・メソッド呼び出し

• ECI
外部コール・インターフェース

• Tuxedo
UNIX のトランザクションで、配布されるオペレーション用に拡張されています

ジェネレータは、開発者がどのコミュニケーションを選択したかに応じて、適切なコードとインターフェース・ファイル
を生成します。

アクション図における比較値
下記の式を使って常駐ビューとエンティティ・アクション・ビューを調
べ、UPDATE、DELETE、ASSOCIATE、DISASSOCIATEの各アクションに使うビューを決定します。

• IS POPULATED
• IS NOT POPULATED
• IS LOCKED
• IS NOT LOCKED

IS POPULATEDとIS NOT POPULATEDの式では、READまたはCREATEステートメントでビューの植値を行ったかどう
かを調べます。IS LOCKEDとIS NOT LOCKEDの式では、前のREADステートメントでビューがロックされたままで、別
のREADステートメントを指定しないで更新可能かどうかを調べます。テストの式は、同じエンティティ・アクション・
ビューにおける先行の READ を考慮せず、READ の最後のインスタンスでどのようなことが生じているか、を反映しま
す。

下記は、比較値によるエンティティ・ビューの現在の条件の決定方法を示します。

 --IF import customer number
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| IS EQUAL TO 111 AND

| customer IS POPULATED

.

.

.

 --WHILE customer name

| IS VALID AND

| customer IS NOT_LOCKED

NOTE
注： READ EACH ループの場合、READ EACH ループが正常に終了した後に POPULATED/NOT POPULATED
を示すステータス・フラグが NOT POPULATED にリセットされます。 そのため、IS POPULATED/IS NOT
POPULATED のチェックが READ EACH ループ内部で行われない限り、間違った結果が受信される可能性があ
ります。ステータスのチェックは常に READ EACH ループ内部で行うことを推奨します。たとえば、ステータ
スは、ループ内部のローカル属性ビューに格納し、その後、ループ外の他の条件ロジックで再利用できます。

完了
［完了］では、選択したオブジェクトのパッケージングを完成します。［完了］を使えば、パッケージング処理を自動化
して、ソース・コード生成のオブジェクトを速やかにパッケージングできます。

「パッケージング」が完了していないと、ソース・コードを生成できません。下記の方法でパッケージングを完了できま
す。

• オブジェクトを相互にパッケージングしてください。
• 「完了」のアクションを選択し、パッケージング・ツールでオブジェクトをパッケージングしてください。
• 生成ツールで、生成アクションの１つを選択してください。生成ツールでは、パッケージングの検証と、パッケージ
ングの要否を検証し、そのパッケージングを完了してから生成を続行します。

下記のテーブルに、「完了」のアクションとして選択できるオブジェクトと、パッケージングの一般的な結果を示しま
す。パッケージングの個々の結果は、パッケージングするオブジェクトのタイプ（オンライン、バッチ、ウィンドウ、
クライアント/サーバ（協調）、またはコンポーネント）によって異なります。パッケージング・ツールでは、そうした
個々の作業を、生成ファイルとトランザクション・コードの名前として割り当てます。

オブジェクト パッケージング結果
ビジネス・システム ロード モジュール

プロシージャ・ステップ
アクション・ブロック

ビジネス・システム オペレーション ライブラリ
アクション・ブロック

ロード モジュール プロシージャ・ステップ
アクション・ブロック
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プロシージャ・ステップ アクション・ブロック
アクション・ブロック 生成コードのファイル名
バッチ ジョブ ロード モジュール

プロシージャ ステップ
アクション・ブロック

オペレーション ライブラリ アクション・ブロック

NOTE
注： ビジネス・システムで［完了］を選択すると、ダイアログ・ボックスが表示されます。ほかのオブジェク
トの場合は、何も表示されずに「完了」が実行されます。

クライアント/サーバ・パッケージングの場合の「完了」は、非表示のプロシージャ・ステップすべてが、単一のサー
バ・ロード・モジュール（サーバ・マネージャ）へとパッケージングされます。その他のすべてのオンライン・プロシー
ジャ・ステップはそれぞれ、個別のクライアント・ロード・モジュール（ウィンドウ・マネージャ）へとパッケージング
されます。

コンポーネント・パッケージングについては、「完了」アクションは、仕様サブジェクト・エリアのインターフェース・
タイプのすべてのオペレーションまたは、オペレーションを所有するインターフェース・タイプをパッケージングします
（インターフェース・タイプがオペレーション・ライブラリ内の仕様サブジェクト・エリアに属している場合）。

［完了］ダイアログ

［完了］ダイアログ・ボックスで、ビジネス・システムのパッケージングを完了します。

オンライン、バッチ、ウィンドウ、または協調パッケージングでは、すべてのプロシージャを１つのロード･モジュール
にパッケージングするか、それともいくつかの独立したロード･モジュールに各プロシージャをパッケージングするかを
選択できます。パッケージング･ツールでは、すべての必要な情報を割り当て、パッケージングを完了します（ファイル
名、トランザクション･コードなど）。

コンポーネント･パッケージングでは、モジュールを１つ選択すると、仕様サブジェクト･エリア内にあるインターフェー
ス･タイプごとにオペレーション･ライブラリが作成されます。複数のモジュールを選択すると、仕様サブジェクト・エ
リア内のオペレーションごとにオペレーション・ライブラリが作成されます。その所有者はインターフェース・タイプで
す。

詳細は、個々のコントロールのヘルプを参照してください。

ダウンストリーム効果

「完了」を行なうといくつかのダウンストリーム効果が生じます。

• 複数のモジュールを選択すると、ビジネス･システムの各プロシージャが、いくつかの独立したロード･モジュールに
パッケージングされます。各ロード・モジュールは、生成と導入の実行後に実行可能ファイルになります。アプリ
ケーション・システムの実行時に、オペレーティング・システムのメモリに実行可能ファイルのロードとアンロー
ドを実行する必要があります。ロードとアンロードは時間がかかるので、アプリケーション実行やテストの効率が下
がることがあります。コンポーネント・パッケージングの場合、仕様サブジェクト・エリア内のオペレーションごと
にオペレーション・ライブラリが作成されます。そのサブジェクト・エリアの所有者はインターフェース・タイプで
す。オペレーション・ライブラリの省略時名は、オペレーションの名前から引き出したものです。

• １モジュールを選択すると、すべてのプロシージャが１ロード・モジュールにパッケージングされます。こうする
と、ロード/アンロードの実行時間が節約され、特にテスト時に便利です。対話マネージャのオブジェクト・ファイル
のサイズは、64Kに制限されています。ただし、すべてのプロシージャを１つのロード・モジュールにパッケージン
グすると、実行可能ファイルが実際のメモリに対して大きくなりすぎる場合があります。さらに、単一のロード・モ
ジュールで作成される実行可能ファイルは、扱いにくいため実用的ではありません。たとえば、大きすぎて、使用可
能なメモリに入りきらない場合があります。コンポーネント・パッケージングの場合、仕様サブジェクト・エリア内
のそれぞれのインターフェース・タイプ、およびそのすべてのオペレーションについてオペレーション・ライブラリ
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が作成されます。オペレーション・ライブラリの省略時名は、インターフェース・タイプの名前から引き出したもの
です。

• ［複数のモジュール］または［単一モジュール］を選択する場合、パッケージ・ツールで割り当てられた名前を使用
できますが、パッケージング情報のすべてまたは一部を手動で指定することをお勧めします。これをする場合、「編
集」と「詳細」のアクションを組み合わせてください。

［完了］プッシュ・ボタン

このプッシュ・ボタンによって、論理における式の定義を終了します。［完了］プッシュ・ボタンを使って、下記の式を
終了させることができます。

• 関数パラメータ(文字、数字、日付、時刻、タイム・スタンプの各関数）
• 期間（年、月、日、時間、分、秒、マイクロ秒）
• CASE OF式
• FORループ式

コンポーネント・アーキテクチャ図のサブジェクト・エリア選択
既存の［サブジェクト・エリア］を選択するか、または新しい［サブジェクト・エリア］の名前を入力して、コンポーネ
ント・アーキテクチャ図のベースとして使用します。

NOTE
注： ［サブジェクト・エリア］では、［仕様］のタイプのみ選択できます。

NOTE
サブジェクト・エリアを何も選択せずにダイアログ・ボックスを閉じるには、［取消］をクリックします。

［コンポーネント特性］ダイアログ・ボックス

このダイアログ・ボックスで、Typelib、CoClass、および Client Typelib の UUID を変更できます。ダイアログ・ボック
スのこれらの入力フィールドで、前回生成したコンポーネントから UUID を入力でき、生成したいコンポーネントとのコ
ミュニケーションが確立されます。

UUID が必要なのは、ActiveX/COM プロキシのみです。

手動で UUID を入力できます。

このダイアログ・ボックスのフィールドは以下のとおりです。

• Typelib UUID
Typelib の UUID を指定します。

• CoClass UUID
CoClass の UUID を指定します。

• Client Typelib UUID
Client Typelib の UUID を指定します。

• 新規 UUID
自動的に 3 つの UUID の新しいセットを生成するにはこのボタンをクリックします。

［了解］をクリックし、変更を保存してダイアログ・ボックスを閉じます。あるいは、［取消］をクリックしてダイアロ
グ・ボックスを閉じ変更を破棄します。

特殊化オブジェクトの確認
下記のオブジェクトが特殊化されます。「YES」を選択し処理を続けてください。
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［一貫性検査完了］ダイアログ
このダイアログ・ボックスは、一貫性検査が完了すると表示されます。一貫性検査では、一貫性規則と照合した検査結果
を表示するレポートを生成します。生成したレポートを表示するか、またはレポート表示なしで続行できます。

一貫性検査エラー

一貫性検査エラーのため、トランスフォーメーションとリトランスフォーメーションが完了しません。一貫性検査レポー
ト・ファイルのエラーを確認し、エラーを修正し、トランスフォーメーションまたはリトランスフォーメーションを再び
してください。

一貫性検査エラー・メッセージ

一貫性検査エラー・メッセージの現在のリストを表示するには、メイン・メニューで［ヘルプ］-［一貫性検査エラー・
メッセージ］を選択します。

一貫性検査エラー・メッセージは、グループ内でアルファベット順に配置されます。 メニューで範囲を選択します。

たとえば、メッセージ ICCAB08S について知りたい場合、エラー・メッセージの ICCAB01W から ICCDX01E という範
囲を選択します。

［一貫性検査］オプション

［一貫性検査］オプションでは、一貫性検査の実行方法について下記をフィルタできます。

• 開発段階に CA Gen ソフトウェアで不整合を報告する
• 重要度を報告する

［一貫性検査のオプション］ダイアログ・ボックスには以下のタブが含まれます。

• ［一貫性検査のオプション・レベル］
［一貫性検査のオプション・レベル］タブでは、開発の 1 つの段階（計画、分析、ビジネス システム設計、テクニカ
ル設計、または構築）で一貫性検査をフィルタしたり、すべての段階（すべて）でのレポート生成を選択したりする
ことができます。特定の DBMS に対するテクニカル設計を確認するには、対象の DBMS のテクニカル設計を開いて
おく必要があります。
ツールセット・メニューの１つから「検査」を選択すると、選択されたレベルで検証が始まります。エラーがあれ
ば、レポートが表示されます。一貫性検査レポートは、「モデル」-「レポート」-「ファイル」-「開く」の順に選択
しても、アクセスできます。
注： 選択した設定は、CA Gen ソフトウェアが導入された現在のワークステーション上だけにある、すべてのモデル
の一貫性検査に適用されます。

• ［一貫性検査］オプション - ［エラー表示レベル］
［一貫性検査］オプションの［エラー表示レベル］タブでは、レポートで対象とするエラーの重要度を指定して、一
貫性検査レポートをフィルタすることができます。
a. すべての警告とエラー
b. 重大警告、エラー、重大エラーのみ
c. エラーと重大エラーのみ
d. 重大エラーのみ
指定された重大度ではないエラーまたは警告は、すべて一貫性検査レポートから除外されます。
ツールセット・メニューの１つから「検査」を選択すると、選択されたレベルで検証が始まります。エラーがあれ
ば、レポートが表示されます。一貫性検査レポートは、「モデル」-「レポート」-「ファイル」-「開く」の順に選択
しても、アクセスできます。
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NOTE
注： 選択した設定は、CA Gen ソフトウェアが導入された現在のワークステーション上だけにある、すべて
のモデルの一貫性検査に適用されます。

一貫性検査セット・アップ・エラー

一貫性検査レポート・ファイルを作成、オープン、またはアクセスしようとしてエラーが検出されたため、一貫性検査を
実行できません。

正常な一貫性検査

一貫性検査は実行され、エラーが見つかりませんでした。エラーが見つかった場合、レポートはエラーを表示します。

Retransformation was not run because of Consistency Check errors （一貫性検査のエラーのためにリト
ランスフォーメーションが実行されませんでした）

一貫性に関するエラーがあると、リトランスフォーメーションは実行されません。エラーを調べて原因を判別してくださ
い。

メイン・ウィンドウのアクション・バーからレポートにアクセスしてください。

［モデル］-［レポート］-［ファイル］-［オープン］-［一貫性検査］の順に選択してください。

アクション図ツールにおける全ビューの圧縮
アクション図の一番上に表示されたIMPORT、EXPORT、LOCAL、ENTITY ACTIONの各ビューを非表示にするには、
「全ビューの圧縮」を選択します。

ダイアグラムの圧縮

ダイアグラム内の従属オブジェクトを非表示にするには、「ダイアグラムの圧縮」を指定してください。「ダイアグラム
の圧縮」は、ダイアグラム上でオブジェクトが選択されている時点では、活動状態になっていません。「ダイアグラムの
圧縮」をアクティブ化するには、［ビュー］ - ［すべての選択解除］の順にクリックします。

「ダイアグラムの圧縮」の実行条件は下記のとおりです。

• ダイアグラム内のオブジェクトが従属オブジェクトを持っている。
• 従属オブジェクトが表示されている。
• 上記の条件を満たしていれば、「ダイアグラムの圧縮」を選択するとただちに実行されます。

［圧縮］プッシュ ボタン

このプッシュ・ボタンは、「インポート/エクスポート・ビューの選択リスト」にて、選択されたエンティティ・ビュー
のすべての属性を隠ぺい状態にします。これにより、スクロールしなくても、リスト上にエンティティ・ビューをさらに
多く表示できます。

強制DBMS固有名
このフィールドは、DBMS固有の強制名を表示または割り当てるときに使ってください。これは必須フィールドです。省
略時の入力は集団名です。名前フィールド内の文字数は、選択したDBMSによって異なります。
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強制の記述

「記述」で、エンティティ関係の強制の説明文を入力します。

強制集団名

「強制集団名」で、選択した強制に名前を与えます。データベース管理者は「強制集団名」を使って、表意的なコード化
された名前を<名前なし>の強制に割り当てます。実行時に参照保全性の問題が発生した場合は、その強制名がDBMSに
表示されます。

［強制特性］ダイアログ

［強制特性］ダイアログ・ボックスには、下記を扱うための概要が表示されます。

• 参照保全性（RI）
• 指定されたエンティティ・タイプ間の関係のインプリメンテーション

DBMSのRIの使用時には、強制名を指定してください。DBMSがRIエラーを検出したときは、その強制名がエラー・メッ
セージに表示されます。そして、ALTER TABLE ... FOREIGN KEY （CA Gen ソフトウェアにより生成）で DBMS に通
知します。

［実施される RI オプション］を DBMS に変更した場合、CA Gen はその RI 関係が DBMS の RI の制限事項に従ってい
るかどうかを検査します。

基本キーを選択すると、強制を維持するためにどの外部キーをインプリメントするかが示されます。

詳細は、個々のコントロールのヘルプを参照してください。

コントロール
コントロールメニュー項目を選択した場合、［コントロール］ペインのフォントだけが変更されます。ほかのペインは影
響を受けません。

Ctrlキーのプッシュ・ボタン・アクセレレータのチェック・ボックス

現在のプッシュ・ボタンを、Ctrlキーと文字キー、数字キー、ファンクション・キーのいずれかの組み合わせに関連づけ
るには、［Ctrl］チェック・ボックス（Ctrl）を選択してください。プッシュ・ボタンの選択にキーボードとマウスのど
ちらを使用しても、実行されるアクションは同じです。

［制御の順序づけ］ダイアログ

［コントロールの順序付け］ダイアログ・ボックスにて、Tab キーを押したときにカーソルがコントロール間を移動する
順序を指定します。選択リスト内でのコントロールの順序によって、カーソルの移動順序が決まります。

ウィンドウまたはダイアログ・ボックスに追加したコントロールは、選択リスト内で自動的に特定されます。省略時解釈
では、ウィンドウまたはダイアログ・ボックス内での位置に基づいて、左から右に、上から下にの順に表示されます。

別の指定をしない限り、カーソルは上から下に、左から右にの順序でコントロール間を移動します。

別の順序にしたい場合は、選択リストでコントロールを選択してから、［移動］プッシュ・ボタンを選択してください。
１つまたは複数のコントロールを移動すると、選択リスト内では左から右に、上から下にという順序は維持されなくなり
ます。

［トランスフォーム］プッシュ・ボタンを選択すると、コントロールが、左から右に、上から下にという省略時の順序に
変更されます。
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NOTE
注： 省略時解釈以外の順序にしたい場合は、コントロールを移動する前に、ウィンドウまたはダイアログ・
ボックスのレイアウトを終えておくのが賢明です。このようにすると、順序を決定する際に、カーソルの移動
対象となるすべてのコントロールを表示できます。

左から右に、上から下にという順序では、正確な座標が使われます。コントロールが均等に配置されるようにするには、
［編集］プルダウンの［位置］アクションを使って、［フィールド位置指定］ダイアログ・ボックスにアクセスしてくだ
さい。この［フィールドの配置］ダイアログで、正確な配置を指定します。

詳細は、個々のコントロールのヘルプを参照してください。

［コントロールの順序付けの移動］プッシュ・ボタン

「コントロールの順序付けの移動」プッシュ・ボタンを選択すると、コントロールがリスト内の別の位置に移動されま
す。選択リスト内でのコントロールの順序によって、カーソルの移動順序が決まります。

一度に移動できるコントロールは１つのみです。選択したコントロールは、移動先として指定したコントロールの下に置
かれます。

「コントロールの順序付け」選択リスト

「コントロールの順序付け」選択リストには、生成アプリケーション内でコントロール間をカーソルが移動する順序が
表示されます。カーソルは、ユーザが Tab キーを押すと移動します。選択リスト内でのコントロールの順序によって、
カーソルの移動順序が決まります。

ウィンドウまたはダイアログ・ボックスに追加したコントロールは、選択リスト内で自動的に特定されます。省略時解釈
では、ウィンドウまたはダイアログ・ボックス内での位置に基づいて、左から右に、上から下にの順に表示されます。

別の指定をしない限り、カーソルは上から下に、左から右にの順序でコントロール間を移動します。

別の順序にしたい場合は、選択リストでコントロールを選択してから、［移動］プッシュ・ボタン、移動先の順に選択し
てください。１つまたは複数のコントロールを移動すると、選択リスト内では左から右に、上から下にという順序は維持
されなくなります。

選択リストの上に表示された文は、有効な順序を表わします。順序が左から右に、上から下に、の場合、この文には、編
集中に順序付けがトランスフォームされると示されます。１つまたは複数のコントロールを移動した場合、この文には、
編集中に順序付けがトランスフォームされないと示されます。

［トランスフォーム］プッシュ・ボタンを選択すると、コントロールが、左から右に、上から下にという省略時の順序に
変更されます。

協調プロシージャ・ステップの特性（Tuxedo）
［協調プロシージャ・ステップの特性］ダイアログ・ボックスには、Tuxedo を使って生成するアプリケーションの特性
が表示されます。

Tuxedo サービス名： Tuxedo サービス名で、Tuxedo に対して、1 プロシージャ・ステップを特定します。開発者がこの
フィールドに詳細を入力しない場合、プロシージャ・ステップ・ソース・ファイル名が省略時解釈となります。

NOTE
注： このフィールドの内容は、変更した後でも <DEFAULT> に戻すことができます。その場合は、名前をブラ
ンクにして、ダイアログ ボックスを終了し、再びダイアログ ボックスを開きます。

SERVICESセクション内のTuxedoコンフィギュレーション・ファイル（ubbconfig）内に、開発者はTuxedoサービス名を
指定しなければなりません。
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属性の複写または転送
［複写］を使用して、属性を別のエンティティ・タイプまたはサブタイプに複写できます。属性は、ワーク・セットにも
複写できます。

その属性の特性（オプショナリティ、発生源分類、ドメインなど）も一緒に複写されます。複写したい属性と同じ名前の
属性が複写先エンティティ・タイプにも存在する場合、その複写はできません。

「転送」を使えば、属性とその内容を別のワーク・セット、エンティティ・タイプまたはサブタイプに転送できます。

下記に該当する属性は、転送できません。

• 識別子または分類属性
• ビューで使われている属性

識別子として使われる属性には、その属性名の前に「I」というマークが付きます。

このダイアログ・ボックスのフィールドは以下のとおりです。

• 元のエンティティ・タイプ
複写または転送する必要があるエンティティ・タイプを選択します。

• 元のエンティティ属性
複写または転送する必要があるエンティティ属性を選択します。

• 戻る
選択を取り消すには、［戻る］をクリックします。

• 了解
［了解］をクリックして選択内容を完了します。

詳細情報：

How to in Data Model Diagram

アクション図の複写の確認ダイアログ（Copy Action Diagram Confirmation）

「アクション図の複写の確認」ダイアログでは、リストされたアクション図を複写元から複写先へ複写することを検証し
ます。

プロシージャまたはプロシージャ・ステップの複写

プロシージャまたはプロシージャ・ステップを複写するときには、下記のことを指定する必要があります。

• 名前
• 新規オブジェクトがプロシージャまたはプロシージャ・ステップであるかどうか

「複写」を使うと、プロシージャまたはプロシージャ・ステップを複写でき、その結果ダイアグラムの新しい場所に同一
バージョンが作成されます。プロシージャ/プロシージャ・ステップに関連づけられているウィンドウまたはダイアログ
ボックスはすべて自動的に複写されます。また、プロシージャの複写をすると、元のプロシージャと同じプロセスが参照
されます。

［Copy a Procedure or Procedure Step （プロシージャまたはプロシージャ・ステップの複写）］ダイアロ
グ

「複写」を使うと、プロシージャまたはプロシージャ・ステップを複写でき、その結果ダイアグラムの新しい場所に同一
バージョンが作成されます。プロシージャの複写をすると、元のプロシージャと同じプロセスが参照されます。

プロシージャ・ステップの作成は、既存の単一ステップ・プロシージャまたはプロシージャ・ステップを、別のプロシー
ジャ内に複写することによっても可能です。これは、プロシージャ・ステップを定義したり、同じプロシージャ・ステッ
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プの詳細部分、または単一ステップのプロシージャの場合には別のプロシージャ内にある同じ基本プロセスを使いたいと
きに役に立ちます。あるプロシージャを別のプロシージャに複写した場合、そのソース・プロシージャは宛て先プロシー
ジャのプロシージャ・ステップとなります。

画面付きプロシージャ・ステップが、［対話設計］にて［複写］を選択して複写された場合、関連付けられている画面オ
ブジェクトも自動的に複写されます。

画面付きプロシージャ・ステップが、アクション図にて［複写］を選択して複写された場合、関連付けられている画面オ
ブジェクトは自動的に複写されません。

いずれかのダイアグラムで［置き換えつつ複写］を選択して、画面付きのプロシージャ・ステップを複写しても、関連す
る画面オブジェクトは自動的に複写されません。

［作成時に省略時ウィンドウを複写］チェック・ボックス

［作成時に省略時ウィンドウを複写］チェックボックスをオンにすると、作成される新しいダイアログ・ボックスは、省
略時ウィンドウまたはダイアログ・ボックスで使用するレイアウトの複写つまり［青写真］となります。レイアウトを複
写できれば、別の言語でダイアログ・ボックスを作成するときに、それぞれのウィンドウまたはダイアログ・ボックスを
個別に作成しなくてすむので、設計時間を短縮することができます。

省略時言語は、追加言語が定義されていない場合の黙示的言語です。

NOTE
注： 省略時言語ウィンドウが存在しない場合、［作成時に省略時ウィンドウを複写］チェック・ボックスは活
性状態になりません。

［エンティティ・ビューのコピー］ダイアログ

［エンティティ・ビューのコピー］ダイアログ・ボックスは、ビュー・マッチング実行中に、マッチとコピーを呼び出
すと表示されます。このウィンドウを使うと、新しい供給側ビューの名前を作成できます。「了解」を選択すると、
ビュー・マッチは完了します。新しい供給側ビューの名前は、［インポート/エクスポート・ビュー・マッチング］ダイ
アログに表示されます。

イベントの複写

イベント・ハンドラの複写が最も多用されるのは、プログラミング・ロジックを再利用する必要がある場合です。複写の
宛て先には、同じプロシージャ・ステップまたは別のプロシージャ・ステップを指定できます。プロシージャ・ステップ
は、同じビジネス・システムに含まれていても、別のビジネス・システムに含まれていても構いません。

複写には下記の２つのタイプがあります。

• コピー（そのまま） -- アクション図を正確に複製します。
• ［置き換えつつ複写］。イベント・ハンドラを複製して、既存のエンティティ・タイプを、指定したエンティティ・
タイプで置き換えます。

［複写］プッシュ・ボタンは、イベントを選択すると活性化されます。（省略時の宛て先は、現在開いているプロシー
ジャ・ステップです）。
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イベント・ハンドラに関連した、ステートメントおよびビューがすべて複写されます。

マッチングしたエンティティ・タイプと、これに関連づけられた、マッチングした属性およびマッチングした関係が、ス
テートメントおよびビューに置き換えられます。属性および関係がマッチングされていない場合、複写されたイベント・
ハンドラからステートメントが破棄される場合があります。
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複写が問題なく完了した場合、「全イベントの複写が正常終了しました。」というメッセージが表示されます。イベン
ト・ハンドラにマッチングされていない属性がある場合、下記のメッセージも表示されます。マッチングされていない
属性があるので、1 つまたは複数のステートメントが複写されたイベント（複数可）にて除去されました。（Unmatched
attributes have resulted in one or more statements being dropped from the copied event(s).） このメッセージは、ソー
ス・イベントに、置換に際して一致しない属性または関係が含まれていたことを示しています。このように属性または関
係が一致しない場合は、複写先で論理ステートメントが消去されます。

任意のサブセット保護レベルによりプロテクトされた宛て先に複写しようとすると、「宛て先が保護されています」とい
うメッセージが表示されます。この場合、別の宛て先を選択してください。

制限事項

• プロシージャ・ステップが開かれていて、イベント・ハンドラを含んでいる必要があります。そうでない場合には、
「イベントの複写」メニュー項目は活性化されません。

• イベント・ハンドラは、プロテクトされたプロシージャ・ステップ（サブセットの部分としてチェック・アウトさ
れ、任意のサブセット保護レベルによりプロテクトされたプロシージャ・ステップ）には複写できません。

• アクション図に関連したウィンドウはどれも複写されません。イベント・ハンドラが、コントロールに属するステー
トメントを含む場合、このステートメントは、"INVALID"という単語を含むように変更されます。たとえば、元のス
テートメントが、SET export_view entity1 attribute_view TO some_window_name control_nameであるとします。

• 複写先の複写されたステートメントは、SET export_view entity1 attribute_view TO INVALID (some_window_name
control_name)となります。

このダイアログ・ボックスには、以下のフィールド情報が含まれます。

• ［定義イベント］選択リスト
このリストには、現在開いているプロシージャ・ステップに対するイベント・ハンドラが含まれます。イベント・ハ
ンドラはアルファベット順にソートされます。

複写中にエンティティ・タイプを置換

このチェック・ボックスをオンにすると、複写処理の際に、エンティティ・タイプおよび、関連づけされた属性と関係
の置き換えを指定します。たとえば、エンティティ　タイプ「顧客」を「EMPLOYEE」と置換したいことがあります。
「顧客」がビューとステートメントなどで参照されると、つねに置換が発生します。

このチェック・ボックスでは、［置き換え］プッシュ・ボタンが活性化されます。

置換を選択し了解すると、以下を実行できます。

• 選択を保持したまま、チェック・ボックスをオンまたはオフにする。
• 選択を保持したまま、置換ダイアログを起動し（選択を確認するため）、取り消す。

下記の状況では、チェック・ボックスはつねにオフです。

• 置換ダイアログを起動し、いずれの選択についても了解しないでその置換ダイアログを取り消した場合。
• どちらかのリスト（プロセスまたはプロシージャ・ステップのリスト、またはアクション・ブロックのリスト）で、
一方のリストでのみ可能な選択を実行したとき

イベントの複写の確認ダイアログ（Copy Events Confirmation）

［イベントの複写の確認］ダイアログでは、リストされたイベントを複写元から複写先へ複写することを検証します。

イベントの複写-複写

このプッシュ・ボタンによって、複写処理が起動されます。
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イベントの複写の宛て先

イベント・ハンドラは、複写先を必要とします。省略時の宛て先は、現在開いているプロシージャ・ステップです。（イ
ベントを選択すると、［複写］プッシュ・ボタン（Copy）を活性化します）。

複写先は、同じプロシージャ・ステップ、または別のプロシージャ・ステップに設定できます。プロシージャ・ステップ
は、同じビジネス・システムに含まれていても、別のビジネス・システムに含まれていても構いません。
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このダイアログ・ボックスには、以下のフィールド情報が含まれます。

［ビジネス・システム］の選択リスト
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このリストには、宛て先（複写先の選択肢）として利用可能なビジネス・システムが表示されます。ビジネス・システム
はモデル全体について定義され、アルファベット順にソートされています。現在のビジネス・システムは最初から選択さ
れています。

プロシージャ・ステップは、作成元のビジネス・システムと関連があります。つまり、ビジネス・システムを選択すると
プロシージャ・ステップのリストも変更されます （ビジネス・システムはプロセスには適用されません）。

プロシージャ・ステップの選択リスト

このリストには、宛て先（複写先の選択肢）として利用可能なプロシージャ・ステップが表示されます。リストはアル
ファベット順にソートされます。

プロシージャ・ステップは、現在のビジネス・システムにあるプロシージャ・ステップです。プロシージャ・ステップ
は、作成元のビジネス・システムと関連があります。つまり、別のビジネス・システムを選択するとこのリストも変更さ
れます。

 

イベントの複写-マッチング

このプッシュ・ボタンは、置換の選択肢のダイアログを表示します。選択肢は「置換」列に表示されます。これらは、
「オリジナル」列で選択したエンティティ・タイプ、および関連づけられた属性と関係と、マッチングされます。

［了解］プッシュ・ボタンを活性化するには、「オリジナル」列内のすべてのエンティティ・タイプをマッチングする必
要があります。

置換の選択肢は、「置換」列で選択した項目に対するダイアログ（エンティティ・タイプ、属性、関係に対して、それぞ
れ 1 つのダイアログ）に表示されます。

イベントの複写-マッチング解消

［マッチング解消］プッシュ・ボタンは、「置換」列（Replacement）から、マッチングした項目を除去します。マッチ
ングされていない属性、および関係は複写されず、ステートメントが複写先から、破棄される結果となる可能性がありま
す。

置き換えつつイベントを複写

複写処理では、必要ならば置換できます。エンティティ・タイプ、およびその関連する属性と関係を置換できます。エン
ティティ・タイプをマッチングすると、構造が似た属性と関係が自動的にマッチングされます。［了解］プッシュ・ボタ
ンを活性化するには、すべてのエンティティ・タイプをマッチングしておく必要があります。

マッチングされたエンティティ・タイプと、関連づけられた属性と関係が、アクション・ステートメントとビューに現れ
るたびに置き換えられます。属性および関係がマッチングされていない場合、複写されたイベント・ハンドラからステー
トメントが破棄される場合があります。
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注：

• 「複写元」のエンティティ・タイプの構造にできるだけ似た、置き換えのエンティティ・タイプを選択してくださ
い。類似点には、属性の数とタイプ、関係のカージナリティとオプショナリティを含めるべきです。

• 属性と関係のマッチングは必須ではありませんが、できるだけ多くのマッチングを実行することをお勧めします。
こうすることによって、複写されたロジックが可能なかぎり完全なものとなることが保証されます。たとえば、関係
は、WHERE節とASSOCIATE、DISASSOCIATE、TRANSFERなどのステートメントに作用する可能性があります。
属性と関係がマッチングしない場合は、ステートメントが破棄されることに注意してください。（エンティティ・タ
イプをマッチングすると、関係が自動的にマッチングされることがあります。また、逆の場合もあります。複写機能
では、可能な場合はこのようなマッチングが実行されます）。

• ステートメントが消去されたことを複写処理から通知されたなら、複写先のロジックを調べてください。
• 識別子をともなうロジックが正しいことを保証するには、複写先のステートメントを調べてください。（識別子は複
数の属性および関係を持つことが可能です。また、識別子はエンティティ・タイプごとに異なります）。可能なら
ば、複写元のエンティティ・タイプに、類似または、これより少ないコンポーネントを持つ置き換えエンティティ・
タイプを選択してください。

• 異なるドメインの属性をマッチングする場合は、ロジックが正しいことを保証するため、複写先のステートメントを
調べてください。

• 複写先で一貫性検査を実行してください。

このダイアログ・ボックスには、以下のフィールド情報が含まれます。

• （イベントの複写）置換リスト
このリストには、置換が生じるエンティティ・タイプ、それに関連する属性と関係が表示されます。
「オリジナル」列には、エンティティ・タイプ、およびソース（複写元）イベントに関連づけられた属性と関係が表
示されます。「置換」列は置換の選択肢を示します。置換の選択肢は、［マッチング］ダイアログにおいて指定しま
す。
その他の属性サブヘディングで、エンティティ・タイプに関連付けられているが、プロシージャ・ステップのビュー
には含まれていない属性をマッチングできます。マッチングする属性は、複写先のビューには含まれます。

 570



 CA Gen - 86JP - Japanese - Japan

［グループ・ビューの複写］ダイアログ

［グループ・ビューの複写］ダイアログ・ボックスでは、グループ・ビューを複写するとき新しいビュー名を指定できま
す。

画面設計における［複写］

「複写」によって、選択された１つまたは複数のオブジェクト（反復グループ、プロンプト、フィールド、またはリテラ
ル）が指定された場所に複製されます。

「複写」には下記の制限があります。

• 同じテンプレート内のオブジェクトのみを複写できます。
• 同じ画面内のオブジェクトのみを複写できます。
• 1行または複数の連続行のあるオブジェクトを複写できます。
• オブジェクトが占有しているスペースへオブジェクトを複写することはできません。

ビュー保守における「複写」

「複写」はビューを別のビュー・サブセットへコピーします。

アクション図ツールにおけるステートメント/ビューの複写

アクション図の別の部分にある１つ以上のステートメントまたはビューを複写するには、それらのステートメントまたは
ビューを選択してから、「複写」を選択してください。

ハンド・ポインタ・カーソルを使用して、1 つ以上のアクション図のステートメントまたはビューを複写するときに有効
な宛先を選択します。ステートメントは、アクション図において、ハンド・ポインタの下に表示されるステートメントの
直後に複写されます。

［置き換えつつ複写］ダイアログ

［置き換えつつ複写］を使うと、選択されたプロシージャまたはプロシージャ・ステップを複製して、元のエンティ
ティ・タイプ、属性、関係を、指定されたエンティティ・タイプ、属性、関係に置き換えることができます。

複写されるプロシージャまたはプロシージャ・ステップに置換用のエンティティ・タイプが含まれていない場合、［複
写］プッシュ・ボタンは、このダイアログボックスが初めて表示されるときに活性化されます。プロシージャまたはプロ
シージャ・ステップは同一のビジネス・システムに複写することも、異なるビジネス・システムに複写することもできま
す。異なるビジネス・システムを選択する場合は、宛て先プロシージャ・ステップについて一意の名前が自動的に入力さ
れます。この名前は選択すれば編集できます。

複写されるプロシージャまたはプロシージャ・ステップに置換用のエンティティ・タイプが含まれている場合、［複写］
プッシュ・ボタンは、このダイアログボックスが初めて表示されるときに不活性化されます。［複写］プッシュ・ボタン
を活性化するには、置換リスト内のすべてのエンティティ・タイプをマッチングする必要があります。さらに、関連付け
られた属性と関係をマッチングまたはマッチング解消することができます。属性は、エンティティ・タイプに対してイン
デントされます。関係の前は、３個のピリオド (...) が付きます。

「複写」または「置き換えつつ複写」は、新規のプロシージャまたはプロシージャ・ステップを、関連付けられた対話フ
ローとエグジット・ステートとともに作成します。プロシージャまたはプロシージャ・ステップは、複写される前に一貫
性をチェックされません。

また、複写するプロシージャまたはプロシージャ・ステップの位置について、ビジネス・システムを指定できます。さら
に、必要ならば、グラフィカル・ユーザ・インターフェース（ウィンドウとダイアログボックス）を含めることも指定で
きます。すべてのウィンドウとダイアログボックスが含まれるので、個別の指定はできません。
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画面付きプロシージャ・ステップが、［対話設計］にて［複写］を選択して複写された場合、関連付けられている画面オ
ブジェクトも自動的に複写されます。

画面付きプロシージャ・ステップが、アクション図にて［複写］を選択して複写された場合、関連付けられている画面オ
ブジェクトは自動的に複写されません。

いずれかのダイアグラムで［置き換えつつ複写］を選択して、画面付きのプロシージャ・ステップを複写しても、関連す
る画面オブジェクトは自動的に複写されません。

コンセプト

複写ルーチン時に複写中のアクション・ブロック内で CA Gen が、USE ステートメント、プロシージャ・ステップ USE
ステートメント、USE ASYNC ステートメント、または GET ASYNC ステートメントを検出すると、呼び出されるアク
ション・ブロックの名前が、置換するエンティティ・タイプ名について検索されます。エンティティ・タイプ名は、置換
するエンティティ・タイプ名と置換され、新規アクション・ブロック名を作成します。

新規アクション・ブロック名が現在オープンしているモデルまたはサブセット内で見つからない場合、古い使用済みのア
クション・ブロックを新しい名前に複写することによって、新規アクション・ブロックが作成されます（置換による）。
新たに作成された、USE ステートメント、プロシージャ・ステップUSEステートメント、USE ASYNCステートメン
ト、またはGET ASYNCステートメントは、作成中の２つの新規アクション・ブロック（呼び出し側と呼び出される側の
アクション・ブロック）に指定した、以降の置換にマッチするビューを持っています。

新規アクション・ブロック名が現在オープンしているモデルまたはサブセット内で見つかった場合、既存のアクション・
ブロックが使われ、USEステートメント、プロシージャ・ステップUSEステートメント、USE ASYNCステートメント、
またはGET ASYNCステートメントは指定したビュー・マッチングを持ちません。これは、使われる名前が変更される
場合に起きます。たとえば、CREATE_CUSTOMERからCREATE_EMPLOYEEに変更する場合、CREATE_EMPLOYEE
というアクション・ブロックがすでに存在する場合などです。元の使われるアクション・ブロック名において置換
するエンティティ名が見つからなかった場合にも発生します（たとえば、顧客が社員で置き換えられている場合の
CREATE_CUST）。

「置き換えつつ複写」は、アクション・ブロック名にエンティティ・タイプが現れる命名法にアクション・ブロックが
従う場合に最も効率的に実行されます。「置き換えつつ複写」の結果得られたアクション・ブロックも調べることに
より、USEステートメント、プロシージャ・ステップUSEステートメント、USE ASYNCステートメント、またはGET
ASYNCステートメントが正しいアクション・ブロックを参照し正しいビュー・マッチングを持っていることを確認する
必要があります。場合によっては、これはまた、他のアクション・ブロックを同様の置換で複写することも示しています
（たとえば、名前としてエンティティ・タイプ名を使わないアクション・ブロックなど）。

次の例は、複写元のアクション・ブロックである ADD_PART と呼ばれるアクション・ブロックを示していま
す。ADD_PARTは、PARTというエンティティ・タイプに属しており、その一部をデータベースに追加します。置換に
よって複写されるエンティティ・タイプと属性は、ボールド体で示されます。

-- ADD_PART

| IMPORTS:

| Entity View import part (Mandatory)

| number (Mandatory)

| description (Mandatory)

| EXPORTS:

| Entity View export part
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| number

| description

| LOCALS:

| ENTITY ACTIONS:

| Entity View part

| number

| description

|

| -- CREATE part

| | SET number TO import part number

| | SET description TO import part description

| +- WHEN successful

| | MOVE part TO export part

| | EXIT STATE IS ok

| +- WHEN already exists

| | EXIT STATE IS part_already_exists

| ---

---

この例は、複写先のアクション・ブロックであるADD_ORDERというアクション・ブロックを示していま
す。ADD_ORDER は、ADD_PARTを複写し、PARTをORDERというエンティティ・タイプに置き換えることによって
作成されたものです。置き換えられるエンティティ・タイプと属性は、ボールド体で示されます。

-- ADD_ORDER

| IMPORTS:

| Entity View import order (Mandatory)

| quantity (Optional)

| status (Optional)
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| number (Mandatory)

| EXPORTS:

| Entity View export order

| quantity

| status

| number

| LOCALS:

| ENTITY ACTIONS:

| Entity View order

| quantity

| status

| number

|

| -- CREATE order

| | SET number TO import order number

| | SET status TO import order status

| | SET quantity TO import order quantity

| +- WHEN successful

| | MOVE order TO export order

| | EXIT STATE IS ok

| +- WHEN already exists

| | EXIT STATE IS order_already_exists

| ---

---
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上記の場合、「その他の属性」としてquantityという属性を指定しています。

［置き換えつつ複写］ダイアログ

［置き換えつつ複写］ダイアログ・ボックスのフィールドは以下のとおりです。

• エンティティ・リスト
以下を実行できるエンティティ・タイプを表示します。
– ［置き換えつつ複写］で置換用に選択するエンティティ・タイプ
– プロシージャ合成時にサブジェクト・エンティティ・タイプとして使うエンティティ・タイプ
「置き換えつつ複写」では、宛て先プロシージャまたはプロシージャ・ステップのエンティティ・タイプを、ユーザ
が選択したエンティティ・タイプに置き換えます。新しいプロシージャまたはプロシージャ・ステップが、マッチ
ング・エンティティ・タイプを持つアクション・ブロックを呼び出す場合、そのアクション・ブロックも作成されま
す。対話フローとエグジット・ステートも作成されます。新しいアクション・ブロックで、同じエンティティ・タイ
プを持つ別のアクション・ブロックを呼び出す場合、両方のアクション・ブロックが作成されます。エンティティ・
タイプはプロシージャ・アクション図全体について置き換えられます。
さらに、このリストは属性と関係も表示します。最初に、置換するエンティティ・タイプを選択してマッチングす
る必要があります。その後で、置換する属性と関係を選択し、マッチングできます。リスト内の語句［その他の属
性...］ . には、マッチングに利用可能な追加の置換属性が表示されます。
選択されたエンティティ・タイプ、属性、または関係が複数のオブジェクトとマッチング可能な場合は、ダイアロ
グ・ボックスが表示されます。類似オブジェクトが１つだけしか利用可能でない場合は、選択された元のオブジェク
トに対して［マッチ］ボタンを選択すると、自動的に置換として追加されます。
CA Gen ソフトウェアは、以下の条件に基づいて、置換時に属性をマッチングしようとします。順序は属性マッチン
グの優先順位を示します。
– 名前とドメイン
– 識別子（属性は識別子の一部）とドメイン
– ドメインと長さ
元のエンティティ・タイプと置換エンティティ・タイプとの間で、すべての属性が １ 対 １ に対応しているとは限り
ません。複写されたアクション・ブロックまたはアクション図に含まれるアクション・ステートメントが元のものよ
り少なくなる場合もあります。属性が一致しない場合には、メッセージによって通知されます。１つも属性が一致し
ない場合は、複写されたアクション・ブロックまたはアクション図に、１つもアクション・ステートメントがないこ
とがあります。
エンティティ・タイプが一致しないと、すべての関連属性と関係のマッチングが除去されます。属性と関係のマッチ
ングを個別に解消することもできます。

• マッチ
元のオブジェクトと置き換わるオブジェクトのリストを表示します。
オブジェクトが１つしか使えない場合、「突き合せ」を選択すると、そのオブジェクトは置換として追加されます。
それ以外の場合、リストが表示されます。

NOTE
注： オブジェクトが一致しない場合、ステートメントが宛て先で削除されます。

• マッチ解消
元のオブジェクトと置き換わるオブジェクトのリストを表示します。
オブジェクトが１つしか使えない場合、「突き合せ」を選択すると、そのオブジェクトは置換として追加されます。
それ以外の場合、リストが表示されます。

NOTE
注： オブジェクトが一致しない場合、ステートメントが宛て先で削除されます。

• 全ソース・ウィンドウを含める
グラフィカル・ユーザ・インターフェース（ウィンドウおよびダイアログ・ボックス）がプロシージャ・ステップの
複写時に重複している必要があることを指定します。複写には、アクション・ステートメントとイベント・アクショ
ン、コントロール、コントロールにマップされるビュー、およびコントロールから参照されるコマンド（コマンドが
宛て先ビジネス・システムに存在していない場合）が含まれます。
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マッチングされたすべてのエンティティ・タイプとこれに関連したマッチングされた属性および関係が、ビューやア
クション・ステートメントなどで置き換えられます。
ウィンドウを含めないときは、コントロールに関連するステートメントがINVALIDという語を含むように変更されま
す。たとえば、元のステートメントが下記のようであるとします。

SET export_view entity1 attribute_view TO some_window_name control_name

宛て先に複写されたステートメントは、下記のようになります。

SET export_view entity1 attribute_view TO INVALID (some_window_name control_name)

ウィンドウを含めるがビューがマッチングされていないときも、複写先でステートメントが"INVALID"という語を含
むことがあります。コントロールは、マッチングされていないビューにはマップできません。

アクション図での置き換えつつ複写

１つまたは複数のエンティティ・タイプを持つプロシージャまたはプロシージャ・ステップを複写したり置換するには、
下記のものを指定してください。

• 新しいプロシージャまたはプロシージャ・ステップの名前
• 新しいエンティティ名、属性名、関係名
• ビジネス・システム

「置き換えつつ複写」では、１つ以上のエンティティ・タイプを持つプロシージャまたはプロシージャ・ステップを複写
したり、既存のエンティティ・タイプを新しいエンティティ・タイプで置き換えることができます。エンティティ・タイ
プを置換する場合、置換用に CA Gen が選択した他の属性に置換できます。置換する関係も選択できます。

CA Gen は、その関連対話フローを持つ新規アクション・ブロック全体とエグジット・ステートを作成して、アクション
図全体を通して、エンティティ名の置換を実行します。

画面付きプロシージャ・ステップが、［対話設計］にて［複写］を選択して複写された場合、関連付けられている画面オ
ブジェクトも自動的に複写されます。

画面付きプロシージャ・ステップが、アクション図にて［複写］を選択して複写された場合、関連付けられている画面オ
ブジェクトは自動的に複写されません。

いずれかのダイアグラムで［置き換えつつ複写］を選択して、画面付きのプロシージャ・ステップを複写しても、関連す
る画面オブジェクトは自動的に複写されません。

「対応づけ」ダイアログ・ボックス
タイプ・マップをする目的は、マッピング用アクション・ブロックの自動合成を開始する前に、属性レベルで対応づけを
しておくことです。この対応づけをする方法は２通りあります。

• 属性同士で、ドメインが同じでなければなりません。
• 対応づける予定のエンティティ・タイプ同士では、その属性のドメインと名前を、なるべく同じにしておく必要があ
ります。

「対応づけ」ダイアログ・ボックスでは、同じドメインを持つソース属性と目標属性とをマッチングできます。ソース・
エンティティ・タイプと目標エンティティ・タイプを選択すると、マッチングが開始されます。タイプ・マップ・ジェネ
レータが、同じ名前とドメインを持つ属性を、自動的にマッチングします。この方法により、迅速に対応づけできます。

「対応づけ」ダイアログ・ボックスを表示するには、「タイプ・マップ・リスト」ダイアログ・ボックスにて希望のタイ
プ・マップ名をダブルクリックするか、または希望のタイプ・マップ名を強調表示し「オープン」をクリックしてくださ
い。
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属性のマッチング方法

1. ソース・ビューにてソース属性を１つと、目標ビューにて目標属性を１つ選択してください。
2. ［マッチ］をクリックします。するとこの操作で、マップ・ビューが更新されて新しい対応付けが加わります。

属性のマッチングの解消方法

マッチ解消は、以前に設けた属性間の対応を、なくすために行ないます。

1. 目標ビューにマッチングした目標属性を持つソース属性を、ソース・ビューにて１つ選択してください。
2. 「マッチ解消」をクリックしてください。この操作を完了すると、マップ・ビューが更新されます。

フィールドのヘルプ

名前 説明
対応元 対応元の側の、エンティティ名と属性名
対応先 対応先の側の、エンティティ名と属性名
Tree View - Source サブジェクト・エリアの一覧。展開すると、当該サブジェクト・

エリアに所属するエンティティ・タイプを一覧表示します。
Tree View - Target サブジェクト・エリアの一覧。展開すると、当該サブジェクト・

エリアに所属するエンティティ・タイプを一覧表示します。

プッシュ・ボタンのヘルプ

プッシュ ボタン 説明
マッチ ツリー・ビューのマッチング・エンティティを一番上のボックス

の対応ビューに配置します。
マッチ解消 両エンティティ・タイプのすべての属性の対応づけを解消し、一

番上のボックスの対応ビューを更新します。タイプ・マップ・ビ
ュー内のエンティティ・タイプ間の対応づけも解除し、一番上の
ボックスの対応ビューを更新します。

クローズ 変更を加えずにダイアログ・ボックスをクローズし、「タイプ・
マップ・リスト」ダイアログ・ボックスに戻ります。

生成 対応づけに基づいて、新しいSETステートメントを自動作成しま
す。それらSETステートメントには、タイプ・マップ・ジェネ
レータから作成されたということを示すNOTEステートメントが
付きます。
注： マッピング用アクション・ブロックが以前に作成されている
場合は、生成前に警告メッセージが表示されます。

ヘルプ 「対応づけ」ダイアログ・ボックスのヘルプ・トピックを表示し
ます。

Count Distinct
 

Count Distinct関数は、選択されたエンティティの、ある属性の一意の値の個数を取り出すのに使います。つまり、結果
テーブル内のその属性の、同じ値が複数あっても、１と数えます。たとえば下記のSUMMARIZEステートメントの結果は
４です（テーブルを参照してください）。

シナリオ： 全学生が出席しているクラス総数を調べるには、下記のステートメントを使います。

SUMMARIZE student
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class

PLACING count(OCCURRENCES) INTO local ief_supplied count

WHERE DESIRED student

attends DESIRED class

Student Name Grade
J. Baker 10
J. Baker 10
V. Smith 11
V. Smith 11

Count Occurrences

 

Count Occurrences関数は、結果テーブルのサイズを返します。したがってこの関数を使うと、指定されたエンティティ
数や、関係または関係によって修飾されるエンティティの個数を、知ることができます。たとえば下記のSUMMARIZEス
テートメントの結果は４です（テーブルを参照してください）。

シナリオ： 全学生が出席しているクラス総数を調べるには、下記のステートメントを使います。

SUMMARIZE student

class

PLACING count(OCCURRENCES) INTO local ief_supplied count

WHERE DESIRED student

attends DESIRED class
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Count特性

使用法 Count ()
説明 リスト（集まり）からオブジェクト群の数値を検索します。
引数 None.
戻り値 この特性が戻す数値には、リスト内の項目総数が格納されていま

す。この数値は、集まりに対して Item メソッドを使う場合の索
引数値です。

例

例 ワークセット アプリケーション

          Name             Domain    Length

          ----             ------    ------

attribute windowguiobj     GUIObject 4

attribute fieldsguiobj     GUIObject 4

attribute field            GUIObject 4

attribute number_of_fields Number    9

Workset work

attribute count            Number    4

View

LOCALS:

Group view group (20,explicit)

Work View work application

   count

Work View local application

   windowguiobj

   fieldguiobj

   field

   number_of_fields

 579



 CA Gen - 86JP - Japanese - Japan

Statements

+-

| SET local application windowguiobj TO CurrentWindow()

| SET local application fieldsguiobj TO local application windowguiobj Fields()

| SET local application number_of_fields TO local application fieldsguiobj Count()

| +- FOR work application count FROM 1 TO local application number_of_fields BY

| | 1

| | SET local application field TO local application fieldsguiobj

| | Item(work application count)

| | NOTE change the background color of each field to a shade of green.

| | SET local application field BackgroundColor TO 123456

| +--

+--

［国名］ドロップ・ダウン
このドロップダウン・リストでは、開発者のワークステーション通信制御装置の構成に対応した言語を指定します。サ
ポートする言語の国名のリストには、下記のものがあります。

• 米国 （拡張） - 省略時解釈値
• 米国 （標準）
• 米国 （8K080）
• イギリス
• フランス
• ベルギー
• デンマーク
• ノルウェー
• イタリア
• ドイツ
• フィンランド
• スペイン
• スウェーデン

CREATE
CREATEエンティティ・アクションの追加は、下記の作業で構成されます。
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• 関連づけられたエンティティ・タイプのREADアクションの追加
• CREATEアクションの追加
• 属性へのSET
• ASSOCIATEアクションの追加
• CREATE の例外条件の追加

最初の４作業については、このヘルプ・パネルに記述されています。例外条件アクションについては、コマンドごとのヘ
ルプ・パネルに記述されています。

CREATEエンティティ・アクションでは、ビジネスに関与したエンティティに関する情報が格納されます。エンティティ
を作成するには、そのエンティティ・タイプのエンティティ・アクション・ビューが必要です。エンティティを作成する
場合は、識別属性に値を割り当てる必要があります。すべての基本属性および設計属性には、明示的な値、または省略時
解釈値を設定する必要があります。

完全なCREATEアクション・ステートメントは、下記の形式をとります。

CREATE entity-view-1

[SET attribute-view-1 TO expression ]...

USING process action block

[ASSOCIATE WITH entity-view-2 WHICH relationship IT]...

WHEN SUCCESSFUL

action-statement-list

WHEN ALREADY EXISTS

action-statement-list

WHEN permitted value violation

action-statement-list

CREATEアクションを追加する場合、SETアクションを自動生成させるかどうかを選択できます。SETアクションは、
個々の属性ビューに値を割り当てます。CREATEの追加時に指定できるオプションを下記に示します。

• 必須属性とASSOCIATEのみ設定します。
• すべての属性とASSOCIATEを設定します。
• すべての属性を設定します（ASSOCIATEは設定しません）。
• SETステートメントもASSOCIATEステートメントも追加しません。

NOTE
注： エンティティ・アクション・ステートメントから例外ステートメントを削除しても、ステートメントの一
覧にて［例外］を選択すれば、ステートメントに条件を再び追加できます。

エンティティ・アクション・ステートメントの最終行を強調表示してください。次に、「編集」→「ステートメントの追
加」→「例外」の順に選択します。

たとえば、下記のステートメントは、SET ステートメントと ASSOCIATE ステートメントを使用した CREATE アクショ
ンの例です。
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 --CREATE received product

| SET code TO "RECD"

| ASSOCIATE WITH processing warehouse WHICH holds IT

 --

下記のステートメントのロジックは、READアクションが前の「顧客」の存在を検証したのち、「注文」を作成します。
この例で作成が行なわれるのは、「顧客」のREADが成功した場合（名前属性に正しい値が指定されている「顧客」が存
在する場合）のみです。ビジネス・アルゴリズムで、ある注文番号の計算によって、次に使用可能な「注文」番号の値が
戻されます。ASSOCIATE節では、「顧客」は、READアクションによってできた要求「顧客」エンティティに関する情
報が入力された、不特定のエンティティ・アクション・ビューです。

 --READ customer

| WHERE DESIRED customer name IS EQUAL TO requesting

| customer name

+- WHEN successful

|  --CREATE order

| | SET number USING order number calculation

| | ASSOCIATE number with customer WHICH places IT

|  --

 --

「作成」、「読取」、「更新」、「削除」のチェック・ボックス

これらのチェックボックスでセルの定義を変更します。１つのセルに複数の値を持たせたい場合もあります。たとえば、
ある基本プロセスで、あるエンティティ・タイプをREADしかつUPDATEもしたい場合がそれです。１つのセルに複数の
値を持たせると、優先度の高い方１つだけが表示されます。優先度は、高い方から、C、D、U、R、の順です。

ビューの作成または選択

このダイアログ・ボックスでは、属性を追加できるビューの指定、または属性を追加するエンティティ・タイプまたは
ワーク・セットの既存のビューのリストから選択できます。

このダイアログ・ボックスには、以下のフィールドがあります。

• ビュー名
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ビュー名を指定します。新しいビューの名前を入力するか、ドロップダウン メニューから既存のビューの名前を選択
します。

• 了解
ビューを追加し、ダイアログ・ボックスを閉じて、［Web サービス パラメータのマッチ］ダイアログ・ボックスで
ビューおよびそのマッチするパラメータを表示します。

• 取消
何の変更も実行せずに、ダイアログ・ボックスを終了します。

新しいカスタム表示特性の作成

新しいカスタム表示特性を作成する方法

1. ビジネス・システム内の［詳細］-［表示特性］を選択します。
［省略時表示特性］ダイアログ・ボックスが表示されます。

2. ［カスタム］ノードをクリックします。
［カスタム］パネルが表示されます。

3. ［新規］をクリックします。
［カスタム表示特性］ダイアログ・ボックスが表示されます。

4. カスタム表示特性の名前を指定します。
5. ［選択］をクリックします。次に［前景色］を選択します。
6. ［選択］をクリックします。次に［背景色］を選択します。
7. ［選択］をクリックします。次に［フォント］を選択します。

NOTE
注： ［前景色］、［背景色］、および［フォント］の省略時解釈の設定は［自動］です。［自動］オプ
ションでは、選択したオブジェクトにビジネス・システム省略時表示特性が適用されます。これらのいずれ
かのフィールドに対して、［自動］以外の値を選択すると、ビジネス・システム・ウィンドウの設定よりも
優先されます。［前景色］、［背景色］、またはフォントを選択するには、［自動］オプションを無効にす
る必要があります。

8. 他のスタイル文字列があれば、それを指定します。他のスタイル文字列の例は以下のとおりです。
“border:solid; border-color:red; text-decoration:underline;”

NOTE
注： スタイル文字列には、有効な「特性:値」のペアが多数あります。それぞれの「特性:値」のペアは、ス
タイル文字列内で必ずセミコロン（;）で終わるようにします。

9. ［OK］をクリックします。
新しいカスタム表示特性が作成されました。

NOTE
注： 新しいカスタム表示特性を作成する場合には、特性を認識できるよう、カスタム表示特性に一意の名前を
割り当てる必要があります。 カスタム表示特性の名前は、生成されたスタイル・シート内で、大文字小文字が
区別される CSS クラス名として割り当てられます。

表示特性オブジェクト（CSS クラス名の名前）に名前を割り当てる場合には、次の規則が適用されます。

• 英数字の文字、下線、またはハイフンのみ使用できる。
• その他の特殊文字またはスペースは使用できない。
• 数字は先頭に使用しない。また、ハイフンの後に数字を使用しない。
• NLS（および DBCS）文字を使用することもできる。
• 最大 32 文字まで指定できる。
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CreateNetObject メソッド

使用法 CreateNetObject (String, String, String, GUI Object);
説明 アプリケーションを使って、あるオブジェクトのインターフェー

ス オブジェクト名を戻し、そのオブジェクトを活動化します。
File Name： 作成したり開いたりするファイルに有効な名前を含
む文字列。Windows の長い名前のサポート機能とパス機能が提供
されます。完全に修飾されたパス名とファイル名を指定する必要
があります。
CodeBase： .NET アセンブリへのフル・パスを含む文字列。
注： グローバル・アセンブリ・キャッシュ（GAC）からア
センブリにアクセスする場合は、これを空の文字列として
定義し、FullName パラメータを使用することをお勧めしま
す。CodeBaseパラメータを指定する場合は、2つ目のFullName
パラメータをブランク（""）に設定してください。
FullName： .NET アセンブリへのフルネームを含む文字列
（つまり、System.Data, Version=1.0.5000.0, Culture=neutral,
PublicKeyToken=b77a5c561934e089）。Fullnameパラメータを
指定する場合は、最初のCodeBaseパラメータをブランク（""）に
設定してください。

引数
 

Type： CodeBase または FullName パラメータで定義されたとお
りに .NET アセンブリから作成されるオブジェクトのタイプを含
む文字列。（たとえば、System.Data.Datase）。

引数 Parameters： Type のコンストラクタのパラメータを含む
ArrayList。多くの場合、これはブランクのGUIオブジェク
トとして定義されます（SET guiobj to NOTHING）。 ただ
し、ArrayList （CreateNetObject を備えた GUIObject）を作成
する際にパラメータが必要なコンストラクタを指定する必要
がある場合には、必要な各パラメータのオブジェクト（さら
に、CreateNetObject を備えた GUI Object）を作成し、そのパ
ラメータ・オブジェクトを ArrayList オブジェクトに追加します
（ArrayList の Add メソッドの INVOKING）。 たとえば、1つの
コンストラクタに2つのパラメータが必要な場合、リスト内の最
初のエントリは最初のパラメータの正しいタイプのGUIオブジェ
クトとなり、2つ目のエントリは2つ目のパラメータの正しいタイ
プのGUIオブジェクトとなります。

戻り値 オブジェクトが正常に作成されると、このメソッドはGUIオブジ
ェクトを戻します。オブジェクトを作成できない場合はNULLを
戻します。

備考 このメソッドは、ASP.NETランタイムにのみインプリメントされ
ます。

新規プロシージャ/プロシージャ・ステップの作成

「新規プロシージャの作成」では、「複写」で作成したオブジェクトがプロシージャであることを指定します。「新規プ
ロシージャ・ステップの作成」では、「複写」で作成したオブジェクトがプロシージャ・ステップであることを指定しま
す。

「複写」で作成したオブジェクトは、プロシージャかプロシージャ・ステップでなければなりません。新規プロセスは、
元のプロシージャまたはプロシージャ・ステップと同じプロセスを参照します。
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［エンティティ・タイプの作成］ダイアログ

［エンティティ・タイプの作成］ダイアログ・ボックスでは、生成したプロセス・アクション図のロジック内の、直結エ
ンティティ・タイプに対して実行するアクションを選択できます。このダイアログが表示されるのは、［プロセス合成］
または［アクション・ブロック合成］のダイアログにて、［モード作成］または［候補プロセスの作成］と［省略時アク
ションのレビュー］を選択した場合だけです。作成中のエンティティ・タイプの名前は、タイトルに表示されます。サブ
ジェクト・エンティティ・タイプと必須関係で結ばれている全エンティティ・タイプが、先頭に一覧表示されます。サブ
ジェクト・エンティティ・タイプと任意関係で結ばれている全エンティティ・タイプが、その後ろに表示されます。各直
結エンティティ・タイプの読取と作成に対するシステムの省略時解釈（「はい」または「いいえ」）は、リストの左側に
表示されます。省略時解釈の隣にあるアスタリスク"*"は、その値が変更不可能であることを意味します。（詳細は「規
則」のハイパーリンクを選択してください）。

省略時解釈を変更するときは、選択リストで関係するエンティティ・タイプの名前を選択します。その後、適切なプッ
シュ・ボタンを選択します。

規則

［作成］ダイアログ・ボックス上で、省略時解釈（［はい］と［いいえ］）を割り当てる際の、いくつかの規則がありま
す。ダイアログでの選択と省略時解釈は、そのエンティティ・アクション・タイプと関係によって異なります。

下記の規則では、関係はデータ・モデル上のすべての直結エンティティ・タイプの、つねに左側に、サブジェクト・エン
ティティ・タイプとともに表示されるものとして定義されます。この規則は、サブジェクト・エンティティ・タイプの単
一オカレンスの作成に適用されます。

必須の１から任意の多への関係は、サブジェクト・エンティティ・タイプが１つ以上の関連エンティティ・タイプを持
ち、他方、直結エンティティ・タイプはつねに１つのサブジェクト・エンティティ・タイプを持つ、ということを示しま
す。ソース関係特性は必須の１であり、宛て先関係特性は任意の多です。

作成のプロセス/アクション・ブロック合成規則

• 省略時解釈が、作成に対して「はい」であり、読取は許可されていない場合
 必須の 1→必須の 1
 必須の 1→必須の多

• 省略時解釈が、作成に対して「いいえ」であり、読取に対しては「はい」である場合
 必須の多→必須の 1
 必須の多→必須の多
 任意の 1→必須の 1
 任意の 1→必須の多
 任意の多→必須の 1
 任意の多→必須の多

• 省略時解釈が、作成に対して「いいえ」であり、読取は許可されていない場合
 必須の 1→任意の 1
 必須の 1→任意の多

• 省略時解釈が、作成に対して「いいえ」であり、読取に対しても「いいえ」である場合
 必須の多→任意の 1
 必須の多→任意の多
 任意の 1→任意の 1
 任意の 1→任意の多
 任意の多→任意の 1
 任意の多→任意の多

NOTE
注： FOR EACH 構成と必要な反復グループ・ビューは、作成アクションを指定したすべての 1 対多関係に対
して作成されます。
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エンサイクロペディア更新トランザクション・ファイル作成の最適化

このチェック・ボックスを選択すると、エンサイクロペディアへの転送前に、更新トランザクション・ファイルから余分
なトランザクションが削除されます。最適化では、モデルで実行される余分なトランザクションも削除されます。たとえ
ばあるオブジェクトを追加したのち削除した場合、それら２作業は相殺できるので、更新トランザクション・ファイルか
ら削除されます。

この最適化はエンサイクロペディア側でなくワークステーション側で行なわれます。それによってエンサイクロペディア
側の負担が軽減されます。

ダイアグラムの作成...
ナビゲーション図内のオブジェクトの現行レイアウトを保存するには、［ダイアグラムの作成］ダイアログ・ボックスを
使用します。

このダイアグラムは動的スナップショットであり、ツールセットの別の部分が変更されると、その変更が表示されます。
たとえば、２ つのダイアログ・ボックスを持つウィンドウを作成したとします。あとで、そのウィンドウのプロシー
ジャ・ステップから １ つのウィンドウを持つ別のプロシージャ・ステップへのフローを追加します。次にそのダイアグ
ラムを表示したときに、「ネットワーク」のボックス内に「新規」（new）ウィンドウが現れます。新規ウィンドウは、
元のウィンドウに結ばれたフロー線を持ちます。

［ダイアグラムの作成...］オプションでダイアグラムを保存した後に、CA Gen は現在の CA Gen セッションで行った変
更を自動的に保存します。それ以後のセッションについて変更を保存したいときは、モデルを保存します。

このダイアログ・ボックスのフィールドは以下のとおりです。

• 「既存のダイアグラム」リスト
ダイアグラムとは、「ナビゲーション図」内に表示される特定のレイアウトにおいて、名前を付けられ、グループ分
けして保存されたオブジェクトのことです。ダイアグラムでは、選択したオブジェクトのセットの表示や操作がで
き、自分のニーズに最も合うレイアウトを作成できます。
このリストは、以前に現行モデルの一部として保存したダイアグラムを表示します。
リストからダイアグラム名を 1 つ選択してから、［含める］を選択してください。このフィールドにより、［含まれ
るダイアグラム］リストと［含まれるオブジェクト］リストの両方に植値します。選択したダイアグラムを表示する
には、「オープン」（Open）を選択してください。

• ダイアグラムの作成
ダイアグラムの名前を指定します。ダイアグラム名は、モデル内で一意でなければならず、32文字を超えてはなりま
せん。英字、空白、数字、下線文字（_）以外の文字は使えません。CA Gen では、前後の空白を自動的に切りつめま
す。

• 説明
ダイアグラムの説明を指定します。この説明は、ダイアグラムを明確に説明する際に役立ちます。ダイアグラムを作
成した理由とダイアグラムの用途を説明に明記します。
［既存のダイアグラム］リストから名前を選択すると、説明がこのフィールドに表示されます。

ナビゲーション図における［ダイアグラムの作成］

［ダイアグラムの作成］ダイアログ・ボックスを表示するには、このメニュー項目を使用します。まだ保存していないダ
イアグラムの作成/保存を実行したり、または既存のダイアグラム名を使ってダイアグラムを上書きできます。

［ナビゲーション図］を開始したり、またはモデルを保存した後で CA Gen を再起動すると、［ナビゲーション図］は
自動的にダイアグラムを表示します（存在する場合）。

ダイアグラムの使用の詳細については、［ダイアグラム］タブのヘルプを参照してください。
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ナビゲーション図における［言語バージョンを作成］

「言語バージョンの作成」（Create Dialect Version）により、異なる言語を使うが同じアクション図コードにもとづく
ウィンドウまたはダイアログ・ボックスのコピーを作成できます。

NOTE
注： モデル・ウィンドウにおいて、［設計］メニューの［言語定義ツール］にて、1 つ以上の言語を最初に作
成する必要があります。

デフォルトの言語以外の言語を参照するには、ナビゲーション図の［オプション］メニューから［言語範囲］を選択する
必要があります。「ナビゲーション図」には、一度に１つの言語しか表示できません。

ウィンドウの言語バージョンの作成方法

1. ネットワーク・ペイン、または階層ペインにて、必要なウィンドウまたはダイアログ・ボックスを表示してくださ
い。

2. ウィンドウまたはダイアログ・ボックスを選択してください。
3. 「編集」メニュー（Edit）にて「言語バージョンを作成］を選択してください。

「ナビゲーション図」は、省略時言語ウィンドウを新しい言語バージョンのウィンドウに複写します。青色のウィンドウ
から赤色のウィンドウに表示が変わり、言語バージョンが表示されていることを示します。

言語バージョンをいったん作成すれば、必要に応じて変更できます。コントロールの追加または削除、リテラルの変更な
どができます。

ディレクトリ作成の確認

ビットマップをエクスポートしようとしていますが、指定した目標ディレクトリが存在しません。

名前指定したディレクトリを作成するかどうかに応じて、下記の１つを選択してください。

Yes 指定したパス内でディレクトリを作成して、ファイルをエクスポ
ートします。

No ディレクトリを作成しないで、エクスポートを停止します。

ヘルプIDの割り当てによるヘルプの作成

 

複数行入力フィールドにヘルプの記述を入力する代わりに、CA Gen 以外でヘルプ情報を作成し生成アプリケーションに
組み込むという方法もあります。これする際は、指定したヘルプIDを使います。

生成中に、ヘルプIDを含むすべての資源IDが、アプリケーション用のヘッダ・ファイルに書き込まれます。ヘッダ・ファ
イル名は、ロード・モジュール名に".h"というファイル・サフィックスが付いたものです。ヘルプIDは、ウィンドウ・マ
ネージャが起動されるたびに同じものが使われます （その他の資源IDは、生成時に再定義できます）。

CA Gen 以外で作成したヘルプを GUI 生成アプリケーションに組み込む手順の概要を以下に示します。

1. ヘルプを表示させたいウィンドウ、ダイアログ・ボックス、コン
トロールごとに、ヘルプIDを入力してください。LISTBOXなどの
有効な予約語は、ヘルプIDとしては使わないでください。（ヘル
プIDのリストが必要な場合は、ロード・モジュールを生成してヘ
ッダ・ファイルを作成してください）。

2. CA Gen 以外でヘルプ情報を記述します。Windows アプリケー
ションと UNIX アプリケーションのヘルプ形式は、RTF（リッ
チ・テキスト・フォーマット）の ASCII テキストです。
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3. ナビゲーション図ツールに対して設定したヘルプIDを、ヘルプ・
パネルに関連づけられたIDとして使ってください。

4. CA Gen 以外でヘルプ・ファイルを作成します。コンパイルもし
てください。コンパイルには、ヘルプIDの設定先となるヘッダ・
ファイルも含めなければなりません。

5. 実行可能アプリケーションがヘルプ・ファイルを発見できるよう
にしてください。アプリケーション・ファイルとヘルプ・ファイ
ルを同一の物理記憶装置に保存するか、またはパス・コマンドに
よってヘルプ・ファイルを発見できるようにしておきます。

ヘルプを作成するプロセスは、実行環境によって異なります。特定環境でのオンライン・ヘルプの作成方法は、該当する
ベンダ文書を参照してください。

［ヘルプ］プルダウンのメニュー項目

「ヘルプ」プルダウンは、導入時に自動的に作成されます。プルダウン・メニューに表示される項目のヘルプIDは、ヘ
ルプ・リソース・ファイルWRC.Hにより自動的に割り当てられます。（ナビゲーション図ではヘルプIDを指定できませ
ん）。

WRC.H は、CA Gen が提供するヘッダ・ファイルであり、CA Gen ディレクトリにあります。このファイルをヘルプ・
プロジェクト・ファイル（*.HPJ）に組み込む必要があります。

ヘルプ・プルダウン内のメニュー項目は［ヘルプ］です。

重要成功要因
「重要成功要因」では、プロジェクトに影響を与えるプラス要因とマイナス要因を持つ、企業の達成目的や目標を明らか
にします。

重要成功要因の名前は、最大 32 文字の英数文字です（必須入力）。ロケーションの名前は、最大32文字（半角）で、特
殊文字は使えません。

［重要成功要因（CSF）の特性］ダイアログ

［重要成功要因（CSF）の特性］ダイアログでは、プロジェクトの成功を左右するイベントとマイルストーンを識別しま
す。

重要成功要因が目標と目的に対してプラス要因であるかマイナス要因であるかを指定します。

プラスの重要成功要因を、助長子と呼びます。助長子がないと、目標に支障が出ます。

マイナスの重要成功要因を、抑制子と呼びます。抑制子があると、目標に支障が出ます。

プラスの重要成功要因を助長子と呼びます。たとえば顧客の満足度です。顧客の満足を得られなければ、マーケット・
リーダになるという目的を達成できません。

マイナスの重要成功要因を、抑制子と呼びます。たとえば野生動物保護地区として国有地が使えない、などです。野生動
物保護地区として国有地を使えないと、絶滅に瀕した種を保存するという目的を達成できません。

助長子
このラジオ・ボタンでは、助長子（プラス影響を与える重要成功要因）を指定します。助長子がないと、企業目的の達成
に支障が出ます。
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抑制子

このラジオ・ボタンでは、抑制子（マイナス影響を与える重要成功要因）を指定します。抑制子があると、企業目的の達
成に支障が出ます。

Ctrl
このチェック・ボックスを選択すると、Ctrlキーと「キー」に指定されたキーを押してメニュー項目を活動化できます。

Ctrlキーは、AltキーやShiftキーと組み合わせて使えます。

［現行データ・ストアの特性］ダイアログ
［現行データ・ストアの追加］ダイアログ・ボックスでは、企業が現在使っている、既存の常駐ファイルとデータベース
の名前を与えます。

現在日付

 

現在日付は、画面が表示されたときのシステム日付です。現在日付のドメインは日付です。この値は変更できません。

下記は、IFステートメントによる現在日付の照合例です。

-- IF CURRENT DATE IS EQUAL TO employee_review_date

| EXIT STATE IS send_employee_message

---

下記は、日付属性ビューを対象とするSETステートメントでの現在日付の使用例です。

SET customer date_added TO CURRENT DATE

現在の言語

 

現在の言語は、アクション図のロジックにCURRENT_DIALECT特殊属性を書き加えます。また、設計ツールセットの言
語定義ツールで作成、詳細化できます。二国語対応のアプリケーションに使われます。

例

-- IF CURRENT DIALECT IS EQUAL TO french

| SET export country name TO "France"

---
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［現行システムの特性］ダイアログ

 

［現行システムの特性］ダイアログでは、既存システムまたは計画済みシステムの名前をマトリックスに追加します。

現行システム

「現行システム」では、企業のある分野をサポートしている、プロシージャの集まりに名前を付けます。

情報システム名は、最大 32 文字の英数字です（入力必須）。ロケーションの名前は、最大32文字（半角）で、特殊文字
は使えません。

現行TD名エラー・メッセージ

現行TD名が、無効な英数字か無効なフォーマットを含んでいるか、または現在使われている名前と重複しています。

属性またはエンティティ名をTD名として使いたい場合は、「はい」を選択してください。

別の名前を入力するには、「いいえ」を選択してください。

有効な文字は下記のとおりです。

• @
• #
• $
• 0 ～ 9
• A - Z
• _（下線）
• 空白スペース

先頭文字が以下の文字でなければなりません。

• 任意の文字
• A @
• A #
• $

最大長は32文字です。

現在時刻

 

現在時刻は、画面が表示されたときのシステム時刻です。現在時刻のドメインは時刻です。この値は変更できません。

下記は、IFステートメントでの現在時刻の照合例です。

 -- IF CURRENT time IS EQUAL TO client_checkup_time

| EXIT STATE IS notify_client

 ---
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下記は、時刻属性ビューを対象とするSETステートメントでの現在時刻の使用例です。

SET customer time_added TO CURRENT time

現行タイムスタンプ

タイムスタンプは、メッセージ、レコード、その他のデータ単位に追加される情報で、システムでの自動処理を行った日
時を示しています。現在のタイムスタンプは、画面が表示されときのシステム・タイムスタンプです。現在のタイムスタ
ンプのドメインはタイムスタンプです。この値は変更できません。

下記のフォーマットが許容されています。

• YYYY-MM-DD-HH.MI.SS.NNNNNN (year-month-day-hour.minute.second. microsecond)
• YYYY-MM-DD-HH.MI.SS
• YYYY-MM-DD

「カーソル」（「スクロール量」）
データ内のカーソルの位置にスクロールする値とアクセレレータ・キーを指定してください。カーソル位置までスクロー
ルする省略時スクロール値は「CSR」です。省略時アクセレレータ・キーは C です。

カーソルのみ

このコントロールを選択すると、READステートメントに対して生成されるコードがカーソルを使ってインプリメントさ
れます。READが返す行数に関係なく、カーソルは常にオープンされます。複数の行でREADを満たせる場合は、このオ
プションを選択して、DBMSのオーバーヘッドを軽減します。

NOTE
注： この選択は、READ の結果が単一の行であることがわかっているときには望ましくない場合があります。

節の分離レベルをカーソル固定に設定

 

これを選択すると、カーソルの分離レベル句が Cursor Stable に設定されます。

• DB2 では、「WITH CS」句が生成されます。
• SQL/MP では、「FOR STABLE ACCESS」句が生成されます。
• SQL/MX の場合、以下が異なるステートメントに対する「Cursor Stable」節を説明するシナリオです。

– Read および Read Each ステートメントについては、この選択は更新可能なアクションで有効です。このオプショ
ンを選択すると、「FOR STABLE ACCESS」節が生成されます。

– Summarize および Summarize Each ステートメントについては、「Cursor Stable」節は無効です。

カスタム・バインド・スタイル
カスタム・バインド・スタイルは、トランスペアレントと明示の両方の特徴を兼ねています。開発者は、カスタム・バ
インド・ユーザ・エグジットの中にコードを与えることにより、サーバを選択しバインド・ハンドルを返すようにしなけ
ればなりません。または、自分の指定した選択コードがサーバを選択しない場合は、Encinaに選択させることができま
す。
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パレットのカスタマイズ

［ツール・パレット］ボタンのいずれかを追加、削除、または順序変更するには、［パレットのカスタマイズ］を選択し
ます。

ポップアップ・メニューのカスタマイズ

ポップアップ・メニュー上で表示したいコマンドと、その表示順序を選択するには、「カスタマイズ・ポップアップ・
メニュー」を選択してください。ポップアップ・メニューは、ダイアグラム内のオブジェクト上でマウスの右ボタンをク
リックすると表示されます。このダイアログを使って、ポップアップ・メニュー上で必要なメニュー・コマンドとその表
示順序を選択できます。

NOTE
注： カスタマイズは、オブジェクト・レベルではなく、ダイアグラム上で実行されます。コマンドがポップ
アップ・メニュー内で不活性化されている場合、そのコマンドは取り除かれます。（メニュー・ドロップダウ
ンでは、不活性化されたコマンドはグレーになっています）。

［カスタマイズ・ポップ・アップ・メニュー］ダイアログ

［カスタマイズ・ポップアップ・メニュー］ダイアログ・ボックスを使えば、ポップアップ・メニューに表示するメ
ニュー・コマンドとその表示順序を選択できます。ポップアップ・メニューとは、通常は各種のメニュー・ドロップダウ
ンをクリックすることによって選択するコマンドへのクイック・アクセスです。

NOTE
注： ポップアップ・メニューは、特定のオブジェクトに影響を与えるので、［モデルの保存］、［印刷］、ま
たは［エグジット］などのコマンドは、オブジェクト固有のものではないため、選択できません。

ポップアップ・メニューをアクティブ化するには、ダイアグラム内のどこかを右クリックします。

ポップアップ・メニューをカスタマイズするには、下記をしてください。

1. 「コマンド・メニュー階層」から、リストの一番上に置く最も多
用したいコマンドを強調表示し「プロモート」を選択してくださ
い。

2. ［ポップアップ・メニュー順序］エリアに表示されるコマンドの
リストを選択してください。

3. ポップアップ・メニュー上のコマンドの表示順序を指定してくだ
さい。コマンドを移動するには、そのコマンドを選択してからカ
ーソルを新しい位置に移動してクリックしてください。

4. 使用可能なコマンドをポップアップ・メニューに表示しないよう
にするには、そのコマンドを［コマンド・メニュー階層］または
［ポップアップ・メニュー順序］エリアで強調表示してから［隠
ぺい］を選択してください。ポップアップ・メニューから隠ぺい
したコマンドは、メニュー・ドロップダウンで使えます。

5. ポップアップ・メニュー順序を保存するには、「保存」を選択し
てください。

6. ［隠ぺい］または［プロモート］からコマンドを選択解除するに
は、そのコマンドを［コマンド・メニュー階層］エリアで選択し
、［クリア］を選択してください。

7. 選択を取り消すには、「取消」を選択してください。
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NOTE
注： ポップアップ・メニューをカスタマイズしないよう選択した場合、デフォルトのポップアップ・メニュー
は、メニュー階層の表示順序で利用可能なすべてのメニュー項目を使用します。不活性化した項目（ドロップ
ダウンでグレーのもの）は、ポップアップ・メニュー内に現れません。

• コマンド・メニュー階層
［コマンド・メニュー階層］は、ポップアップ・メニューで選択できるすべてのコマンドを含みます。「コマンド・
メニュー階層」は、ポップアップ・メニューから選択できるすべてのコマンドを含みます。
– コマンドをポップアップの一番上に移動するには、そのコマンドを強調表示してから［プロモート］を選択してく
ださい。

– 使用可能なコマンドをポップアップ・メニューで表示しないようにするには、そのコマンドを強調表示してから
［隠ぺい］を選択してください。

– 「プロモート」または「隠ぺい」したコマンドを選択解除するには、そのコマンドを強調表示して、［クリア］を
選択してください。

– 作成したリストを保存するには、「保存」を選択してください。
NOTE
注： ポップアップ・メニューは、特定のオブジェクトに影響を与えるので、［モデルの保存］、［印刷］、ま
たは［エグジット］などのコマンドは、オブジェクト固有のものではないため、選択できません。

• ポップアップ・メニュー順序
［ポップアップ・メニュー順序］エリアでは、［コマンド・メニュー階層］で選択したコマンドがポップアップ・メ
ニュー内で表示される順序を示します。
コマンドの順序を変更するには、そのコマンドを強調表示して、カーソルを新しい位置に移動してクリックしてくだ
さい。

• 取消
カスタマイズせずに、ダイアログ・ボックスを閉じるには［取消］ボタンをクリックします。

ツールバーのカスタマイズ

［ツールバー］ボタンのいずれかを追加、削除、または順序変更するには、［ツールバーのカスタマイズ］を選択しま
す。

ビジネス システムの省略時表示特性の［カスタム］ノード

［カスタム］ノードでは、カスタム表示特性のリストを定義することができます。これは、Java Web 生成アプリケー
ション全体のウィンドウおよびコントロールで参照できます。カスタム表示特性には背景色、前景色、フォントおよび他
のスタイル文字列が含まれます。カスタム表示特性は作成、編集、および削除することもできます。

• 新しいカスタム表示特性の作成
• カスタム表示特性の編集
• カスタム表示特性の削除

ツールバーとパレットのカスタマイズ
ツールバーまたはパレットの［ツールバーのカスタマイズ］ダイアログ・ボックスで、ツールバーとツール・パレット
をカスタマイズできます。ボタンは異なる順序でグループ分けしたり、移動したり、削除したりすることができます。必
要に応じて区分線を挿入することによりボタンをグループ分けできます。また、ダイアグラムをクローズするたびに、各
ツールバーまたはツール・パレットの「状態」（活性状態、不活性状態、固定、浮動、ロケーション）がダイアグラムに
記憶されます。
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ツールバーおよびパレットでのボタンの追加と移動

ツールバーとパレットのボタンを追加および移動する方法

ツールバー/ツール・パレットに追加できる新規ボタンは「区分線」ボタンだけです。すでに削除されている省略時ボタ
ンは、これと同じ手順で「Current Toolbar Buttons」リストに戻せます。

1. ［ツールバー/ツール・パレットのカスタマイズ］ダイアログ・ボックスを選択するには、ツールバー（またはツー
ル・パレット）を右クリックし、［カスタマイズ］を選択してください。すると下記のダイアログ・ボックスが表示
されます。

2. ［Available Toolbar Buttons］リストの下の［区分線］を強調表示し、［追加］をクリックしてください。すると［区
分線］ボタンが、［Current Toolbar Buttons］リスト内の強調表示されているボタンの上に配置されます。

3. 「区分線」ボタン、またはほかのボタンを「Current Toolbar Buttons」リスト内の別の位置に移動するには、目的の
ボタンを強調表示し新しい位置にドラッグしてください。

4. 変更結果を保存するには、「クローズ」をクリックしてください。

［区分線］ボタンの追加

［区分線］ボタンの追加

「Available Toolbar Buttons」リストで「区分線」ボタンを強調表示しドラッグ・アンド・ドロップで移動してくださ
い。（左マウス・ボタンを押したまま、マウスをドラッグし「Current Toolbar Buttons」リスト内の目的の場所に移動し
てください）。

ボタンのヘルプ

ボタン 説明
Add 「Available Toolbar Button」リスト内の強調表示されているボタ

ンを「Current Toolbar Button」リスト内の強調表示されているボ
タンの真上に追加します。

削除 「Current Toolbar Button」リストから強調表示されているボタン
を削除し、「Available Toolbar Button」リストに移動します。

 
クローズ

ダイアログ・ボックスをクローズし、表示されているツールバー
またはツール・パレットへの変更結果を保存します。

リセット 表示されているツールバーまたはツール・パレットを省略時レイ
アウトに戻します。

ヘルプ ［ツールバーのカスタマイズ］ダイアログ・ボックスとその機能
を説明します。

下へ移動 「Current Toolbar Buttons」リスト内の強調表示されているボタ
ンを１つ分下に移動します。

上へ移動 「Current Toolbar Buttons」リスト内の強調表示されているボタ
ンを１つ分上に移動します。
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DASD ボリューム ID
「DASDボリュームID」で、選択したデータベース・オブジェクト（テーブルスペース、索引スペース、またはストレー
ジ・グループ）に対して追加または削除する、ボリュームIDを指定します。

データ・クラスタ
「データ・クラスタ」では、エンティティ・タイプ（ナチュラル・データ・ストアとも呼ぶ）のグループ名を指定しま
す。エンティティ・タイプ・グループを表わす名前を指定してください。

データ・クラスタの名前は、最大32文字（半角）で、特殊文字は使えません。ロケーションの名前は、最大32文字（半
角）で、特殊文字は使えません。

［データ・クラスタの特性］ダイアログ

［データ・クラスタの特性］ダイアログでは、インフォメーション・アーキテクチャをサポートするよう調整された、
データの仮想リポジトリを追加します。

データ要素

 

「データ要素」選択リストには、データ・モデルにあるオブジェクトのリストが字下げ形式で表示されます。オブジェク
トは下記の順序で表示されます（オブジェクトがデータ・モデル上に定義されている場合）。

1. サブジェクト・エリア
2. エンティティ・タイプ
3. 区分
4. サブタイプ

このリストから、期待効果の候補とする、エンティティ・タイプとサブタイプを選択し、そのあとで「追加」を選択して
ください。期待効果の割り当て方法の詳細は、［期待効果］ダイアログにて［ヘルプ］を選択してください。

現行システム - 現行データ・ストア・マトリックス

「現行システム/現行データ・ストア・マトリックス」では、現行システムによる現行データ・ストアの用途を記録しま
す。

記入できるセル値は、C、R、U、D、ブランクです。

このマトリックスは、14種類のコア・マトリックスのうちの１つです。

データ・モデル・ブラウザ - 削除

 

データ・モデル・ブラウザの「削除」を選択することにより、データ・モデルから下記のオブジェクトを削除できます。
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• サブジェクト・エリア
• エンティティ・タイプ
• 区分
• エンティティ・サブタイプ
• リレーションシップ
• 属性
• 識別子
• アクション・ブロック

［削除］ダイアログ・ボックスにて、削除対象のオブジェクト（複数可）を選択してから削除してください。

返信データ

リンクの終了時に元のプロシージャ・ステップに戻されるデータを指定するときには、下記のようにしてください。

• 必要なエクスポート・ビューをインポート・ビューと一致させてください。
• ビューが一致せずエラーとなる場合は、不一致としてください。
• ビューの拡大または縮小を行って、エンティティ・タイプの属性を調べてください。
• ビューの特性を変更したり、エンティティの記述を確認してください。

フロー元とフロー先で同じ情報を使いたい場合、対話フローに沿ってプロシージャ・ステップ間でデータを送ると便利で
す。ステップ間でデータ通信をすると、システム・フローが改善され、エラーの可能性が減ります。

［戻しデータ］ラジオ・ボタン

このボタンを選択すると、［フロー元プロシージャ・ステップ］のリスト・ボックスに表示されるプロシージャ・ステッ
プ内のビュー、ワーク・セット、エクスポート・ビューからの戻しデータのエンティティが表示されます。ビュー、ワー
ク・セット、またはエンティティをリストから選択すると、「フロー先プロシージャ・ステップ」のリスト・ボックス
に表示されるプロシージャ・ステップ内に、インポート・ビューから提供されるビューが表示されるので、インポート・
ビューとエクスポート・ビューとの、マッチングまたはマッチ解消を行なえます。

戻しデータについての詳細については、ここをクリックしてください。

送信データ

あるプロシージャ・ステップから別のプロシージャ・ステップに送るデータを指定するときには、下記のようにしてくだ
さい。

• 必要なエクスポート・ビューをインポート・ビューと一致させてください。
• ビューが一致せずエラーとなる場合は、不一致としてください。
• ビューの拡大または縮小を行って、エンティティ・タイプの属性を調べてください。
• ビューの特性を変更したり、エンティティの記述を確認してください。

フロー元とフロー先で同じ情報を使いたい場合、対話フローに沿ってプロシージャ・ステップ間でデータを送ると便利で
す。ステップ間でデータ通信をすると、システム・フローが改善され、エラーの可能性が減ります。

［渡しデータ］または［戻しデータ］のリスト・ボックス

このリスト・ボックスは、インポート・ビューの渡しデータの、ビュー、ワーク・セット、エンティティを表示します
（［渡しデータ］ラジオ・ボタンが選択されている場合）。またこのリスト・ボックスは、フロー先プロシージャ・ス
テップのインポート・ビューの、ビュー、ワーク・セット、エンティティを表示します（フロー元プロシージャ・ステッ
プの［戻しデータ］ラジオ・ボタンが選択されている場合）。
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［渡しデータ］を選択し、［フロー先インポート・ビュー］の項目をリスト・ボックスから選択すると、［フロー元エク
スポート・ビュー］が別のリスト・ボックスを表示します。

［戻しデータ］を選択し、［フロー元エクスポート・ビュー］の項目をリスト・ボックスから選択すると、［フロー先イ
ンポート・ビュー］が別のリスト・ボックスを表示します。

［渡しデータ］ラジオ・ボタン

このボタンを選択すると、「フロー先プロシージャ・ステップ」のリスト・ボックスに表示されるプロシージャ・ステッ
プ内の、ビュー、ワーク・セット、インポート・ビューへの渡しデータのエンティティが表示されます。ビュー、ワー
ク・セット、またはエンティティをリストから選択すると、「フロー先プロシージャ・ステップ」のリスト・ボックス
に表示されるプロシージャ・ステップ内に、インポート・ビューから提供されるビューが表示されるので、インポート・
ビューとエクスポート・ビューとの、マッチングまたはマッチ解消を行なえます。

渡しデータについての詳細については、ここをクリックしてください。

データ・セットのフリー・ページとフリー・パーセント

「フリー・ページ」では、テーブルスペースまたは索引スペースがロードまたは再編成される際に、１ページ単位のフ
リー・スペースを何ページ残すかを指定します。フリー・ページは、0 から 255 までです。X ページの後に 1 ページ分
の空きができます。ここでいう X ページとは、指定済みのフリー ページを指します。省略時解釈は 0 で、フリー・ペー
ジはできません。

「フリー・パーセント」には、テーブルスペースまたは索引スペースがロードまたは再編成される際に各ページ内に作
られるフリー・スペースの、パーセントを指定します。0 から 99 までの整数を指定します。［パーセント・フリー］を
使って、フリー・スペースの追加行をページ内に割り振ってください。デフォルトは 5 です。

NOTE
注： テーブルスペースや索引スペースがロードまたは再編成されるまでは、変更は有効になりません。

データ・セット - 基本数量、２次数量、数量単位

「基本数量」には、データ・セットのテーブルスペース用または索引スペース用の、基本スペースの割り振りを指定し
ます。4K（BP0 ～ BP49）のページ・サイズについては、12 ～ 1048576 の基本数量を指定します。32K（BP32K ～
BP32K9）のページ・サイズについては、96 ～ 131072 の基本数量を指定します。

「2 次数量」には、データ・セットのテーブルスペース用または索引スペース用の、2 次スペースの割り振りを指定しま
す。2 次数量は、１ から 131068 までです。

「数量単位」には、データ・セットのテーブルスペース用または索引スペース用のスペースの割り振りを指定します。

NOTE
注： テーブルスペースや索引スペースを復帰、再編成、新規のボリュームまたはデータ・セットへ拡張する
までは変更は有効になりません。テーブルスペースや索引スペースをストレージ・グループに割り当てる場合
は、「基本数量」と「２次数量」から選択できます。

データ・セットのボリューム通し番号のリスト

「ボリューム通し番号」には、１つまたは複数のOS/VS記憶ボリュームのボリューム通し番号の識別子を割り当てま
す。

データ・ストア・リストにおけるデータベース
「データベース」では、データ・ストア・リスト内の選択したデータベースと、それに関連する、テーブルスペース、
テーブル、ストレージ・グループを表示します。
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データベース・バッファプールのドロップダウン・リスト

このドロップダウン・リストでは、データベース内にあるテーブルスペースと索引スペースにバッファプールを割り当て
ます。値には、BP0、BP1、BP2、またはBP32Kがあります。デフォルトは BP0 です。

NOTE
注： BP32K は、テーブルスペースのみに該当します。BP32Kを指定した場合は、データベース内の索引ス
ペースの省略時のバッファプールはBP0となります。

データベースの記述

説明文書の入力と格納ができます。「記述」を使って、「所有者」、「バッファプール」、または「ストレージ・グルー
プ」などの記述文を、必要に応じて入力してください。

データベース・エラー

CA Gen が有効と認識できない識別子が入力されました。各国語の文字は入力できません。

データベース例外

［データベース例外］は、［論理例外］とは反対に、データベース関連の問題が発生した場合に実行するアクションを指
定します。

［データベース例外］は、以下のエンティティ・アクション・ステートメントに適用されます。

• READ
• READ EACH
• SUMMARIZE
• SUMMARIZE EACH
• CREATE
• UPDATE
• DELETE
• ASSOCIATE（単独形式)
• TRANSFER（単独形式)
• DISASSOCIATE（単独形式)

データベース例外ステートメントには以下のものがあります。 

• WHEN successful - 追加する際に有効な条件が存在しているときに論理例外ステートメントとみなすこともできま
す。

• WHEN DATABASE DEADLOCKまたはTIMEOUT - 同時に更新しようとします。そうしないと要求された時間内に
データにアクセスできません。

• WHEN DATABASE ERROR - 論理例外以外の例外。

データベース例外ステートメントは、エンティティ・アクション・ステートメントに明示的に追加する必要があります。
これらのステートメントは、エラーを処理するための専用のロジックを指定する必要がないかぎり、使うべきでありませ
ん。CA Gen では、これらの条件を処理するコードが生成されます。その時点までに発生したデータベースの更新はロー
ルバックされ、タイムアウトやデッドロックが発生した場合、CA Gen はトランザクションを自動的に再試行します。そ
うしないと、重大エラーが発生し、アプリケーションが終了してしまいます。

CA Gen の省略時エラー処理プロシージャに変更する必要がある場合には、データベース例外ステートメントを追加する
必要があります。詳細については、「Developer's Reference」を参照してください。
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WARNING
重要： データベース例外条件を含めた場合、データベースの完全性について責任を負います。これには、ロー
ルバックの実行も含まれます。以下のいずれかを使用していなければ、ロールバックは発生しません。

• ABORT TRANSACTION 動詞
• RETRY TRANSACTION 動詞
• ロールバック あり EXIT STATE
• アボートあり EXIT STATE
• ロールバックを発行する外部アクション・ブロック

それ以外の場合には、データベース例外の前後に行われ成功したデータベース更新はコミットされます。

２つのデータベース例外ステートメント（WHEN DATABASE DEADLOCKまたはTIMEOUTおよびWHEN DATABASE
ERROR）の省略時アクションがツールセットに用意されています。データベース・デッドロックまたはタイムアウト
例外を追加すると、このツールセットは自動的に RETRY TRANSACTION ステートメントを追加します。 データベー
ス・エラー・ステートメントを追加すると、ツールセットは自動的に ABORT TRANSACTION ステートメントを追加し
ます。これらの省略時解釈により、アクション図は基本的にデータベース例外が追加されていない場合と同じように実行
されます。

この省略時解釈動作を変更するには、適切なWHENステートメントの下に自分専用のエラー処理ステートメントを追加
しなければなりません。さらに、自動的に追加されるRETRYまたはABORTステートメントを、削除も変更もできます。

WHEN not found などの通常の論理例外と異なり、データベース例外には少なくともアクションが １ つ指定されている
必要があります。そうでない場合には、その条件について省略時エラー処理プロシージャに従い、ステートメントに非活
動状態というマークが付きます。

NOTE
注： WHEN DATABASE DEADLOCK または TIMEOUT ステートメントを削除しても、WHEN DATABASE
ERROR ステートメントが残っている場合には、実行時に発生するデッドロックやタイムアウトは WHEN
DATABASE ERROR によって捕捉され、その経路を辿ります。

データベース例外の例

最初の例は、データベース・エラー条件を追加する前のREADステートメントです。

READ entity view list

WHERE....

WHEN successful

action....

WHEN not found

EXIT STATE IS it_is_not_found

ESCAPE

下記は同じ例で、データベース・エラー条件を追加したあとのREADステートメントを示しています。

READ entity view list
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WHERE....

WHEN successful

action....

WHEN not found

EXIT STATE IS it_is_not_found

ESCAPE

WHEN database deadlock or timeout

RETRY TRANSACTION

WHEN database error

ABORT TRANSACTION DISPLAYING last database error message

2番目の例は、データベース・エラー条件を追加する前のDELETEステートメントを示しています。

DELETE existing employee

下記は同じ例で、データベース・エラー条件を追加したあとのDELETEステートメントを示しています。

DELETE existing employee

WHEN successful

WHEN database deadlock or timeout

RETRY TRANSACTION

WHEN database error

ABORT TRANSACTION DISPLAYING last database error message

３番目の例は、データベース・デッドロックまたはタイムアウト条件を追加する前のREAD EACHステートメントを示し
ています。

READ EACH product

WHERE DESIRED product code is EQUAL to "GA"

MOVE product TO output product
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下記は同じ例で、データベース・デッドロックまたはタイムアウト条件を追加したあとのREAD EACHステートメントを
示しています。

READ EACH product

WHERE DESIRED product code is EQUAL to "GA"

(for each successful iteration)

MOVE product TO output product

WHEN database deadlock or timeout

RETRY TRANSACTION

WHEN database error

ABORT TRANSACTION DISPLAYING last database error message

データ構造リスト・ツールにおける「データベース」

「データベース」で、選択したテーブルが格納されているデータベースの名前を特定します。

［Database Object Description （データベース・オブジェクトの記述）］ダイアログ・ボックス

［記述］ダイアログ・ボックスでは、データベース・オブジェクト（テーブルスペース、索引スペース、またはストレー
ジ・グループ）の説明文を入力します。監査時には、記述文を読むことにより、データ・ストア・リストのオブジェクト
への変更と追加を追跡してください。

データベースの所有者

「データベースの所有者」では、選択したデータベースの所有者を指定します。名前は８文字を超えることはできませ
ん。

DB2 監査規則

データベースの所有者がCREATEDBA特権を持っている場合、その所有者は、データベース管理者の権限を獲得しま
す。

データベースの所有者がCREATEDBA特権ではなくCREATEDBC特権を持っている場合、その所有者は、データベース
のDBCTRL権限を獲得します。この場合、SYSADM権限だけが、データベース管理者の権限を許可IDに与えることがで
きます。

［データベースの特性］ダイアログ

［データベースの特性］ダイアログ・ボックスでは、選択したデータベースのデータ特性を、定義または変更します。

DDL生成中は、これらの特性はDBMSに対しオブジェクトを定義します。

詳細は、個々のコントロールのヘルプを参照してください。
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NOTE
注： DBMS 固有のデータベース名に使える文字数は、開発プラットフォームのファイル・システムにより異な
ります。開発プラットフォームのファイル・システムが８文字に制限されている場合、たとえばMS-DOSなど
では、入力するDBMS固有名は８文字以下でなければなりません。

データベースのストレージ・グループ

「データベースのストレージ・グループ」では、ストレージ・グループを指定して、データベース内にあるテーブルス
ペースと索引スペースのDASDのスペースの所要量をサポートします。

デフォルトは SYSDEFLT です。［ストレージ・グループ］ドロップダウン・リストからストレージ・グループを選択し
てください。ストレージ・グループを追加するには、「編集」-「ストレージ・グループの追加」の順に選択してくださ
い。

日付による期間
日付ビューを使って、アクション図に日付による期間式を作成します。日付ビューは、エンティティ・ビューの要素で、
日付単位で定義されている属性を確認するものです。日付による期間式を使うと、年、月、日を日付値に追加できます。
この式には、日付と、加算する期間を符号付きで書きます。式の結果は別の日付値になります。

下記のステートメントは、日付による期間式の記述形式です。

SET export customer contact_date TO import customer 

contact_date - 2 YEARS - 3 MONTHS - 12 DAYS

期間計算の結果は有効な日付（月、日および年の組み合わせ）である必要があります。 有効な日付を提供しないと、予
測できない結果が生じることがあります。

例：

MM/DD/YYYY 有効な場合 結果
00/00/0000 有効な 月、日および年に対するゼロ値
01/01/01 AM 有効な 月、日および年すべてゼロ以外の値
10/00/2006 無効 日がゼロ（その月と年に対してはゼロ以外

）
00/01/2006 無効 月がゼロ（日と年に対してはゼロ以外）

日付式

式は、条件および SET ステートメントで示されます。これらの式は、下記のプリミティブ・ドメインに一致した値を返
します。

• 割り当てられる属性と特殊属性（SETステートメントとFORループ）
• 比較対象の属性と特殊属性（条件文）

返す値がテキスト、数値、日付、時刻、タイムスタンプ値かによって、アクション図ツールのロジックでの形式が異なり
ます。日付式は、日付ビュー、日付関数、現在日付で始めます。続いて、初期値の日付構成要素から年、月、日を加算ま
たは減算した数値修飾子が入ります。下記の例は、現在の日付から丁度一週間前の日付を返す式です。

 current_date - 7 days
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詳しくは該当する関数を選択してヘルプを参照してください。

• 現在日付
• 日付関数
• 日付ビュー

日付ビュー

 

日付ビューは日付ドメインの属性ビューです。エンティティ・ビューのコンポーネントです。日付として定義されている
属性を「確認」するビューです。下記は、SETステートメントによって日付属性を日付ビューに設定する場合の例です。

SET export employee actual_date_started TO

import employee start_date

DB2アタッチ
「DB2アタッチ」で、アプリケーションによるDB2の呼び出し（接続）方法を指定できます。接続方法は下記のとおりで
す。

接続方法 意味
EXEC DB2に接続しないアプリケーションの場合
DB2_DSN DB2のDSN接続ファシリティを使うアプリケーションの場合
IMS_BMP IMSのBMP接続ファシリティを使うアプリケーションの場合
DLIBATCH IMSのDLIBATCH接続ファシリティを使うアプリケーションの場

合

PSB名は、DLIBATCHまたはIMS_BMPをDB2に接続する際に必要です。

［DB2 UDBデータベースの省略時解釈］

このダイアログ・ボックスは、DB2 UDB データベースのテクニカル設計の省略時解釈オプションを設定するのに使いま
す。

• 名前
データベースの省略時解釈の名前。このフィールドの入力は必須です。

• テリトリ
DBMS が使用するテリトリ。デフォルト値は空白です。有効な値については、DBMS のドキュメントを参照してくだ
さい。このフィールドへの入力は任意です。コードセットを指定する場合、有効なテリトリも指定する必要がありま
す。

• コードセット
DBMSが使用するコードセットを指定するフィールド。デフォルト値は空白です。有効な値については、DBMS のド
キュメントを参照してください。フィールドへの入力は任意です。テリトリを指定すると、有効なコードセットも指
定する必要があります。

• 照合順序シーケンス
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DBMSが使用する照合順序を指定します。デフォルトでは、SYSTEM に設定されています。オプションは、
「SYSTEM」、「IDENTITY」、「COMPATIBILITY」です。これは必須フィールドです。

• 省略時のテーブルスペース・エクステント・サイズ
DBMSが使用する省略時解釈テーブルスペースのエクステント・サイズを指定するフィールド。省略値は 32 です。入
力可能値は 2 から 256 までです。これは必須フィールドです。

このダイアログ・ボックスには、以下のフィールド情報が含まれます。

アクション・バーから「ヘルプ」を選択すると、下記のオプションが表示されます。

• キーワード・ヘルプ
CA Gen のファンクション・キーをリストおよび定義します。

• ヘルプ索引
当該ツールセットのヘルプ・パネルの一覧。そこから任意のパネルを選択可

• 一貫性検査エラー・メッセージ
一貫性検査をしたときに出るエラー・メッセージの一覧。エラー・コードの範囲別にグループ分けされている。

• 実行時エラー・メッセージ
生成したアプリケーションの実行時に出るエラー・メッセージの一覧。エラー・コードの範囲別にグループ分けされ
ている。

• バージョン情報
この CA Gen のバージョン番号

 

［DB2 UDB データベースの特性］

このダイアログは、新しいデータベースの特性を定義するとき、または既存のデータベースの特性を変更するときに使っ
てください。

特性 説明
総称名 DBMS固有の名前を定義しないときのデータベースの省略時解釈

の名前。「総称名」は、新しいデータベースではブランクですが
、ブランクのままにしておいてはなりません。

DB2 UDB名 データベースのDBMS固有名。このフィールドは集団データベー
ス名に強制変更するとき使ってください。この名前はブランクの
ままにしてはなりません。

Owner 命名されたデータベースの所有者ID。所有者IDフィールドは、数
字、感嘆符またはパーセント記号で始めてはなりません。

システム・カタログ（テーブルスペース） このドロップダウン・リストからは、カタログのテーブルが保持
されているデータベース内の通常（Regular）タイプのテーブル
スペースを選択してください。「なし」が省略時解釈です。ユー
ザのテーブルスペースと同じテーブルスペースを選択することは
できません。

一時（テーブルスペース） このドロップダウン・リストからは、一時テーブルが保持されて
いるデータベース内の一時タイプのテーブルスペースを選択して
ください。「なし」が、一時テーブルスペースの省略時解釈です
。

テリトリ DBMSが使用するテリトリを指定するフィールド。デフォルト値
は空白です。有効な値については、DBMSの文書を参照してくだ
さい。このフィールドへの入力は任意です。コードセットを指定
する場合、有効なテリトリも指定する必要があります。
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コードセット DBMSが使用するコードセットを指定するフィールド。デフォル
ト値は空白です。有効な値については、DBMSの文書を参照して
ください。このフィールドへの入力は任意です。テリトリを指定
する場合、有効なコードセットも指定する必要があります。

エイリアス データベース用に作成される別名を指定するフィールド。デフォ
ルト値は空白です。DBMSがサポートしている正当なデータベー
スの別名であれば、どんな値でも指定できます。このフィールド
への入力は任意です。

照合順序シーケンス DBMSが使用する照合順序を指定するフィールド。デフォ
ルトでは、SYSTEM に設定されています。オプションは、
「SYSTEM」、「IDENTITY」、「COMPATIBILITY」です。これ
は必須フィールドです。

省略時のテーブルスペース・エクステント・サイズ DBMSが使用する省略時解釈テーブルスペースのエクステント・
サイズを指定するフィールド。省略値は 32 です。入力可能値は
2 から 256 までです。これは必須フィールドです。

ユーザ（テーブルスペース） このドロップダウン・リストからは、ユーザ・テーブルが保持さ
れているデータベースの通常（Regular）タイプのテーブルスペ
ースを選択してください。「なし」が省略時解釈です。ユーザの
テーブルスペースと同じテーブルスペースを選択することはでき
ません。

省略時解釈値はテクニカル設計の省略時解釈からとられます。

NOTE
注： DBMS 固有のデータベース名に使える文字数は、開発プラットフォームのファイル・システムにより異な
ります。

［DB2 UDB 省略時解釈のテーブルのテーブルスペース］

このドロップダウン・リストからは、省略時解釈のテーブルのテーブルスペース・オプションを選択してください。

オプション 説明
TABLETBS 「TABLETBS」を選択すると、すべてのテーブルがTABLETBSテ

ーブルスペース内に作成されます。
ユーザ入力 テーブルスペース名を入力すると、すべてのテーブルが命名され

たテーブルスペース内に作成されます。
<ユニーク> 「<ユニーク>」を選択すると、個々のテーブルがユニークな省略

時解釈のテーブルスペース内に作成されます。

DB2 UDB 索引の省略時解釈

DB2 索引デフォルト特性を定義するには、［DB2 UDB 省略時の索引］ダイアログ・ボックスを使用します。

このダイアログ・ボックスでは、以下のフィールドを使用できます。

• フリー・パーセント
索引用のフリー・パーセントを指定します。１パーセントから99パーセントまでを指定できます。これは必須フィー
ルドです。
デフォルト： 10 パーセント

• 最小使用パーセント
索引用の最小使用パーセントを指定します。１から99パーセントを指定できます。このフィールドは必須です。
デフォルト： 10 パーセント

• 逆スキャンを許可
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索引上で逆スキャンを許可するかどうかを指定します。オプションは YES および NO です。これは必須フィールド
です。
デフォルト： NO

［DB2 UDB 索引の特性］

このダイアログ・ボックスは既存テーブルの索引の特性を変更するのに使ってください。

特性 説明
総称名 名前がDBMSによって提供されないときの索引の省略時解釈の名

前
DB2 UDB名 索引の DBMS 固有名。このフィールドは、索引の総称名より優先

されます。
索引長推定 行の長さ 索引の行の全長を見積もります。この特性は、ある種の「自動サ

イズ」の算出に使用されます。
フリー・パーセント 索引のフリー・パーセントを指定するフィールド。省略時解釈は

10 パーセントです。１パーセントから99パーセントまでを指定
できます。これは必須フィールドです。

最小使用パーセント 索引に使用される最小パーセントを指定するフィールド。省略時
解釈は 10 パーセントです。１パーセントから99パーセントまで
を指定できます。これは必須フィールドです。

逆スキャンを許可 索引上で逆スキャンを許可するかどうかを指定するフィールド。
デフォルトはNO（いいえ）です。オプションは YES および NO
です。これは必須フィールドです。

記述を追加するには、［記述］を選択します。

［DB2 UDBテーブルの省略時解釈］

このダイアログ・ボックスは、DB2 UDB テーブルを作成するためのテクニカル設計の省略時解釈オプションを設定する
のに使います。

• テーブルの省略時解釈のテーブルスペース
このドロップダウン・リストからは、省略時解釈のテーブルのテーブルスペース・オプションを選択してくださ
い。<Table>（デフォルト）、<Unique> または名前のオプションを入力できます。
「TABLETBS」を選択すると、すべてのテーブルがTABLETBSテーブルスペース内に作成されます。
「<ユニーク>」を選択すると、個々のテーブルがユニークな省略時解釈のテーブルスペース内に作成されます。
テーブルスペース名を入力すると、すべてのテーブルが命名されたテーブルスペース内に作成されます。

• Owner
作成したテーブルの所有者のユーザ入力フィールド。テーブルの所有者のユーザ名を入力してください。この所有者
は、作成したテーブルの修変更特権を所有します。省略時解釈の入力はブランクです。

• データ取り込み
この省略時解釈には、「なし」と「変更」の２つの選択肢があります。「変更」は、テーブルに対するSQLの変更内
容が検索可能な拡張フォーマットでログに書き込まれることを示しています。「なし」は、追加情報がログに書き込
まれないことを示しています。

• 索引のテーブルスペース
この省略時解釈は、索引のテーブルスペース名です。テーブルスペース名は、長いテーブルスペース名とは別の名前
でなければなりません。

• 長いデータのテーブルスペース
長いデータのテーブルスペース名は、索引テーブルスペース名と同じにすることはできません。

以下ダイアログ・ボックスには、以下のフィールド情報が含まれます。
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アクション・バーから「ヘルプ」を選択すると、下記のオプションが表示されます。

• キーワード・ヘルプ
CA Gen のファンクション・キーをリストおよび定義します。

• ヘルプ索引
当該ツールセットのヘルプ・パネルの一覧。そこから任意のパネルを選択可

• 一貫性検査エラー・メッセージ
一貫性検査をしたときに出るエラー・メッセージの一覧。エラー・コードの範囲別にグループ分けされている。

• 実行時エラー・メッセージ
生成したアプリケーションの実行時に出るエラー・メッセージの一覧。エラー・コードの範囲別にグループ分けされ
ている。

• バージョン情報
この CA Gen のバージョン番号

 

 

DB2 UDBテーブルの特性

このダイアログ・ボックスは、テーブルの特性を変更するとき使ってください。

特性 説明
エンティティ・タイプ トランスフォーメーション前にエンティティ・タイプに割り当て

られる名前
データベース DB2 UDB テクニカル設計にテーブルをインプリメントするデー

タベースの名前
総称名 DBMS固有名が提供されないときのテーブルの省略時解釈の名前
DB2 UDB名 DBMS固有のテーブルの名前。このフィールドは集団データベー

ス名に強制変更するとき使ってください。
Owner 命名されたテーブルの所有者ID
データ取り込み このドロップダウン・リストからデータ捕捉の設定を選択して

ください。選択肢は「なし」と「変更」です。このフィールドで
テーブルへの SQL INSERT、UPDATE、DELETE の各アクション
のログに情報を追加するかどうかを指定します。「変更」はさら
に多くの追加情報を記録します。

索引のテーブルスペース テーブルの索引をインプリメントするテーブルスペースを選択し
てください。このドロップダウン・リストには、「システム・カ
タログ」と「ユーザ」として選択されたテーブルスペースを除く
データベース内の通常（Regular）タイプのテーブルスペースす
べてが表示されます。

長いデータのテーブルスペース テーブルの長い列をインプリメントするテーブルスペースを選択
してください。このドロップダウン・リストにはデータベース内
の長いタイプのテーブルスペースすべてが表示されます。

行の長さ バイト数でテーブルの行の全長の概算値を指定します。

複数行の記述を追加するには、［記述］を選択します。

テーブルスペースを追加するときは、［テーブルスペースの追加］を選択してください。
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［DB2 UDBテーブルスペースの省略時解釈］

［DB2 UDBテーブルスペースの省略時解釈］ダイアログ・ボックスでは、テクニカル設計でテーブルスペースをインプ
リメントするときに、トランスフォーメーションまたはリトランスフォーメーションで使われる省略時解釈の値を指定し
ます。テクニカル設計では、データ・ストア・リストとテーブルスペースの［特性］ダイアログ・ボックスに、生成され
たインプリメンテーションが表示されます。

記憶場所の省略時解釈では、テクニカル設計でトランスフォーメーションまたはリトランスフォーメーションにより各
テーブルスペース内にインプリメントされる記憶場所が指定されます。DBMS のデフォルト・テーブルスペースは、シ
ステムによりコントロールされるテーブルスペースであり、[製品名に設定] によってコントロールされるテーブルスペー
スではありません。

このダイアログでは、DB2 UDB でアクティブな以下のフィールドを使用できます。

• DBMS のデフォルト・テーブルスペースとしての取り扱い
DBMS のデフォルト・テーブルスペース特性として作成されたテーブルスペース特性を指定します。省略時には
チェックされます。

• 管理
ストレージ・ロケーションの管理を指定します。ストレージ・タイプとして「ファイル」を設定し、「サイズ」を
有効にするには、［データベース］オプションを選択します。ストレージ・タイプが「ディレクトリ」となるよう
「ディレクトリ」を設定し、「サイズ」を無効には、［システム］を選択します。

• ページ・サイズ
DBMS 内のテーブルスペースが使用するページ・サイズを指定します。「４」、「８」、「16」、または「32 K」の
値を指定できます。このフィールドは必須です。
デフォルト: 4K

• エクステントのサイズ
エクステントのサイズを ２ ～ 256 のページ範囲で指定します。
デフォルト: 2 ページ。

• プリフェッチ･サイズ
プリフェッチ・サイズを 0 ～ 32767 の範囲で指定します。
デフォルト： 0

• オーバーヘッド・レート
範囲が無制限な数値フィールドである、オーバヘッド・レートを指定します。そのエントリはミリ秒でなされます。
デフォルト: 24.1 ミリ秒。

• 転送レート
「転送レート」は、範囲が無制限な数値フィールドです。そのエントリはミリ秒でなされます。
デフォルト: 0.9 ミリ秒

このダイアログでは以下のフィールドを使用でき、ストレージ・ロケーションのデフォルト値を指定します。

• パス
ストレージ・ロケーションのデフォルト・パスを定義します。各完全ファイル名とフル・パスを、オペレーティン
グ・システムに従って指定しなければなりません。[製品名に設定] が生成するテーブルスペース名がこのパスに追加
されます。これは必須フィールドなので、ブランクにしてないでください。

• ファイル タイプ
Managed By 変数によって設定されるファイル・タイプを定義します。データベースによって管理される場合、この
フィールドは「ファイル」または「装置」に設定できます。システムによって管理される場合、このフィールドは
ディレクトリに設定されます。

• ファイルのサイズ
データベースによって管理される場合のファイル・サイズを定義します。デフォルト値は 50 ページであり、0 にはで
きません。0 以外の数値を入力してください。

このダイアログ・ボックスには、以下のフィールド情報が含まれます。

アクション・バーから「ヘルプ」を選択すると、下記のオプションが表示されます。
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• キーワード・ヘルプ
CA Gen のファンクション・キーをリストおよび定義します。

• ヘルプ索引
当該ツールセットのヘルプ・パネルの一覧。そこから任意のパネルを選択可

• 一貫性検査エラー・メッセージ
一貫性検査をしたときに出るエラー・メッセージの一覧。エラー・コードの範囲別にグループ分けされている。

• 実行時エラー・メッセージ
生成したアプリケーションの実行時に出るエラー・メッセージの一覧。エラー・コードの範囲別にグループ分けされ
ている。

• バージョン情報
この CA Gen のバージョン番号

DB2 UDBテーブルスペースの特性

このダイアログ・ボックスは新しいデータベースのテーブルスペースの特性を定義するとき、または既存のデータベース
のテーブルスペース特性を変更するとき使ってください。

特性 説明
総称名 DBMS固有名が提供されないときのテーブルスペースの省略時解

釈の名前
DB2 UDB名 テーブルスペースのDBMS固有名。このフィールドは集団データ

ベース名に強制変更するとき使ってください。
DBMSの省略時解釈としての取り扱い オンにしたときは、省略時解釈のテーブルスペース特性がDBMS

省略時解釈のテーブルスペースの特性になることを示しています
。省略時にはチェックされます。

タイプ1の索引 バージョン４以前のDB2のリリースによってその索引が作成され
たこと、またはバージョン４のタイプ１として指定されているこ
とを示しています。

タイプ2の索引 タイプ 2 の索引は行ロックを使うテーブルスペースで使える唯一
の索引です。

タイプ未指定 索引タイプが未指定であることを示しています。
管理 これらのラジオ・ボタン、すなわち「システム」と「データベー

ス」で、記憶場所の管理を指定します。「データベース」（省略
時解釈）を選択すると、記憶タイプがファイルになり、サイズが
活性状態になります。「システム」を選択すると、記憶タイプが
ディレクトリになり、サイズが不活性状態になります。

エクステントのサイズ エクステント サイズのページ範囲は２～256ページです。省略時
解釈は2ページです。

プリフェッチ プリフェッチ･サイズのページ範囲は０～256ページです。省略時
解釈は0ページです。

オーバーヘッド・レート 「オーバヘッド・レート」は、範囲が無制限な数値フィールドで
す。省略時解釈の入力は24.1ミリ秒です。

転送レート 「転送レート」は、範囲が無制限の数値フィールドです。省略時
解釈の入力は0.9ミリ秒です。

ページ・サイズ DBMSのテーブルスペースで使用するページ・サイズを指定す
るフィールド。省略時解釈は4Kです。4K、8K、16K、または
32K の値を指定できます。このフィールドは必須です。
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DB2 z/OSデータベースの省略時解釈

このダイアログ・ボックスは、DB2 z/OS データベースの TD デフォルト・オプションを設定するために使用します。

このダイアログ・ボックスでは、以下のフィールドを使用できます。

• 名前
デフォルトのデータベース名を定義します。このフィールドの入力は必須です。

• バッファ プール
使用可能バッファプールのリストを定義します。選択肢は、「BP0」～「BP49」、「BP32K」、「BP32K1」～
「BP32K9」、「BP8K0」～「BP8K9」、「BP16K0」～「BP16K9」です。このフィールドの入力は必須です。
デフォルト： BPO

• 索引バッファプール
索引に使用可能なバッファプールのリストを定義します。選択肢は「BP0」～「BP49」です。これは必須フィールド
です。
デフォルト： BPO

• ストレージ・グループ
選択した TD でデフォルト・データベースを作成する記憶グループ・デフォルトを選択します。このドロップダウ
ン・リストは、記憶グループを TD 内で、追加、削除、または変更したときに更新されます。名前が表示されない場
合、または必要な名前が表示されない場合は、［記憶グループの追加］オプションを選択して、名前を作成してくだ
さい。［なし］を選択する場合は、テーブルスペース・デフォルトと索引スペース・デフォルトの両方に、有効な記
憶グループまたは VCAT を選択してください。

• 読取専用共用
読取専用共用データベース特性を定義します。ドロップダウン・リストには、以下の ROSHARE 選択およびファンク
ションが含まれます。
– None
［読取専用］特性が共有できないことを指定します。

– Owner
オーナ以外のすべてに対し、読取専用としてデータベース特性を指定します。

– Read
読取専用としてデータベース特性を指定します。

– ストレージ・グループの追加
記憶グループを追加するダイアログ・ボックスを表示します。

［DB2 z/OS データベース特性］

このダイアログは、新しいデータベースの特性を定義するとき、または既存のデータベースの特性を変更するときに使っ
てください。

特性 説明
総称名 DBMSによって名前が提供されないときのデータベースの省略時

解釈の名前
DB2 z/OS名 新しいデータベースでは、DBMSの名前の入力フィールドもブラ

ンクですが、ブランクのままにしておいてはなりません。既存の
データベースでは、このフィールドは集団データベース名に強制
変更するとき使ってください。

ストレージ・グループ データベース内のテーブルスペースと索引のためのDASDスペー
ス要件をサポートするのに使われる記憶領域を指名します。
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バッファプール このドロップダウン・リストからバッファプールを選択してくだ
さい。バッファプールを選択すると、このデータベースのテーブ
ルスペースのページ・サイズの記憶域が設定されます。デフォ
ルトは BP0 です。オプションは、［BP0］～［BP49］（ペー
ジ・サイズ 4K）、［BP32K］～［BPK32K9］（ページ・サイ
ズ 32K）、［BP8K1］～［BP8K9］（ページ・サイズ 8K）、
［BP16K1］～［BP16K9］（ページ・サイズ 16K）です。これは
必須フィールドです。

索引バッファプール 索引の記憶域に使用可能なバッファプールのリスト。デフォル
トは BP0 です。選択肢は「BP0」～「BP49」です。これは必須
フィールドです。

Owner 作成したデータベースの許可された所有者のID
読取専用共用 読取専用共用データを使って、データベースを共用する方法を示

します。

ストレージ・グループを追加するとき、［ストレージ・グループの追加］を選択してください。

省略時解釈値は、テクニカル設計の省略時解釈からとられます。

NOTE
注： DBMS 固有のデータベース名に使える文字数は、開発プラットフォームのファイル・システムにより異な
ります。

Database Name

「データベース」フィールドには、DBMSカタログ内にある固有のデータベース名が入っています。名前は８文字を超え
ることはできません。

DB2 z/OS 省略時解釈のテーブルのテーブルスペース

このドロップダウン・リストからは、省略時解釈のテーブルのテーブルスペース名を選択してください。

オプション 説明
<ユニーク> 「（ユニーク）」を選択すると、各テーブルがユニークなテーブ

ルスペース内に作成されます。
TABLETBS ［TABLETBS］を選択すると、すべてのテーブルが TABLETBS

テーブルスペース内に作成されます。
ユーザ入力 テーブルスペース名を入力すると、すべてのテーブルが命名され

たテーブルスペース内に作成されます。

DB2 z/OS索引の省略時解釈

［DB2 索引の省略時解釈］ダイアログ・ボックスで、テクニカル設計全体に関する省略時解釈値を指定します。省略時
解釈値は、アプリケーション設計を通じて使われ、データ構造リスト内とデータ・ストア・リスト内の、各種ダイアロ
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グ・ボックスに表示されます。さらに、省略時解釈値の一部はトランスフォーメーション、リトランスフォーメーショ
ン、特殊化、参照保全性プロセスを実行するのに必要です。

索引の省略時解釈 説明
ストレージ・グループ（名前） DB2 が索引のデータ・セットを定義および管理することを指定

します。各データ・セットは、識別されたストレージ・グループ
のリスト・ボックスに一覧表示されているボリューム上に定義さ
れます。このコントロールは、索引スペースの省略時解釈のスト
レージ・グループに命名します。索引スペースの「VCAT」が指
定されている場合、「ストレージ・グループ」は非活動状態にな
ります （両者は排他的です）。
［ストレージ・グループ］ラジオ・ボタンを選択すると、リスト
からストレージ・グループ名を選択できます。名前が表示されな
い場合、または必要な名前が表示されない場合は、［ストレー
ジ・グループの追加］プッシュ・ボタンを選択して、名前を作成
してください。
索引スペース・ストレージ・グループがデータベースの省略時解
釈として指定されたストレージ・グループに上書きされます。

VCAT（カタログ名） 必要な場合、下記のデータ・セットの場合のように、ユーザが
索引の最初のデータ・セットを管理することを「VCATカタログ
名」が示しています。「VCAT」を選択すると、「ストレージ・
グループ」が非活動状態になります （両者は排他的です）。
このコントロールは、索引スペースの省略時解釈のカタログ・
データ・セットを定義します。索引スペースの記憶グループが指
定されている場合、VCATは非活動状態になります （両者は排他
的です）。
[製品名に設定] では、省略時解釈の VCAT 名が提供されます。
PSB 名には、以下の制限事項があります。
索引スペースの最初のデータ・セットの入力が、VCAT名に含ま
れていなければなりません。
名前は８文字を超えることはできません。
名前はデータセットのDBMS命名規則に準拠しなければなりませ
ん。

サブページ 物理ページごとに、サブページの数を指定します。サブページは
索引ロックの単位です。オプションは 1、2、4、8、または 16 で
す。デフォルトは 4 です。

バッファ プール 索引スペースの省略時解釈のページ・サイズを設定します。索引
スペースは、すべての索引の省略時解釈バッファプールです。
バッファプールは、4K ページ・サイズのみです。オプションは
「BP0」～「BP49」です。デフォルトは BP0 です。このフィー
ルドの入力は必須です。32KBバッファプールの選択は、索引ス
ペースには適用されません。

クローズ 索引スペースを使っていないときにオープンしているデータ・
セット数に対する限界に達した場合に、データ・セットをクロー
ズするかどうかを指定します。省略時解釈がオフの場合、デー
タ・セットがクローズされます。
パフォーマンス上の理由で、データ・セットに頻繁にアクセスす
る必要のあるアプリケーションでは、索引スペース・データ・
セットをオープンしたままにしておくことがよいでしょう。ト
レードオフとして、仮想記憶と中央処理装置からのアクセス時間
との関係があります。

 612



 CA Gen - 86JP - Japanese - Japan

異なる CREATE INDEX ステートメントの実行時に索引を構築するかど
うかを指定します。指定オプションと関係なく、索引とその索引
スペースの記述文がカタログに追加されます。デフォルトでは、
このオプションはインデックスが構築されることを示唆して選択
されていません。

TYPE 索引のタイプとして、［タイプ 2］を指定します。関連するテー
ブルスペースに ROW として指定された LOCKSIZE を持った
テーブルが含まれることを示します。サブページのすべての指定
が無視されます。

個別サイズ 区分化されていない索引の各単位の最大可能アドレスを指定す
るフィールド。省略時解釈は［DEFAULT］に設定され、これは
DB2 によって省略時解釈値が選択されることを示します。オプ
ションは256K～64Gです。これは必須フィールドです。

コピー COPY ユーティリティを索引に許可するかどうかを指定する
フィールド。省略時解釈値は［いいえ］です。これは必須フィー
ルドです。

DB2 z/OS 索引の特性

このダイアログ・ボックスは既存テーブルの索引の特性を変更するのに使ってください。

特性 説明
総称名 名前がDBMSによって提供されないときの索引の省略時解釈の名

前
DB2 z/OS名 索引の DBMS 固有名。このフィールドは、索引の総称名より優先

されます。
CLOSE 索引を使っていないとき、オープンしているデータ・セットの数

に対する限界に達した場合に、データ・セットをクローズするか
どうかを示します。

ERASE ユーティリティの実行時に、索引を削除または消去するSQLステ
ートメントで、DB2により管理されているデータ・セットを消去
するべきかを示します。

索引長推定 行の長さ 索引の行の全長を見積もります。この特性は、ある種の「自動サ
イズ」の算出に使用されます。

ストレージ・グループ データベース内のテーブルスペースと索引のためのDASDスペー
ス要件をサポートするのに使われる記憶領域を指名します。

VCAT 索引スペースのボリューム・カタログの名前を指定します。
バッファプール データベース内のテーブルスペースと索引のためのディスク記憶

域を指定します。32K は、テーブルスペースだけに該当します。
SUBPAGES 物理ページごとに、サブページの数を指定します。サブページは

索引ロックの単位です。
DEFER CREATE INDEX ステートメントの実行時に索引を構築するかど

うかを指定します。テーブルが空のとき、「DEFER」をオンにす
ると、索引が作成されず、また保留復帰状態にもなりません。

TYPE DBMS によって実行される索引タイプとして、［タイプ 2］を指
定します。

UNIQUE Where Not Null テーブルに、索引キーの同じ値を持つ複数の行が含まれないよ
うにします。WHERE NOT NULLは、等しい２つのヌル値がとら
れることを表わしています。タイプが 2 の場合に限り［UNIQUE
WHERE NOT NULL］を指定できます。
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個別サイズ
 

区分化されていない索引の各単位の最大可能アドレスを指定す
るフィールド。省略時解釈は［DEFAULT］に設定され、これは
DB2 によって省略時解釈値が選択されることを示します。オプ
ションは256K～64Gです。これは必須フィールドです。

コピー COPY ユーティリティを索引に許可するかどうかを指定する
フィールド。省略時解釈値は［いいえ］です。これは必須フィー
ルドです。

基本数量 「基本数量」には、データセットの索引スペースに対する基本ス
ペース割り当てを指定します。単位は、［単位］ドロップダウン
・リストを使って、ページ、トラック、シリンダのいずれかを選
択できます。4Kページ（BP0～BP49）の場合は、最大スペース
割り当ては、1048576ページです。シリンダおよびトラック単位
の場合は、空間割り振りの最大値はそれぞれ5950シリンダと932
07トラックです。

2 次数量 「２次数量」には、データセットの索引スペースに対する２次ス
ペースを指定します。単位は、［単位］ドロップダウン・リスト
を使って、ページ、トラック、シリンダのいずれかを選択できま
す。4Kページ（BP0～BP49）の場合は、最大スペース割り当て
は、32767ページです。シリンダおよびトラック単位の場合は、
最大スペース割り当てはそれぞれ 186 シリンダと 2913 トラック
です。

数量単位 このドロップダウン・リストでは基本および２次数量単位を選択
します。選択肢は「ページ」、「トラック」、「シリンダ」です
。

フリー・パーセント
 

テーブルスペースまたは索引スペースがロードまたは再編成され
るとき、ページのそれぞれの内部で更新と挿入のため空けておく
スペースのパーセンテージを指定します。

ボリューム通し番号 １つまたは複数のOS/VS記憶ボリュームに対するボリューム通し
番号識別子を追加または削除します。

フリー・ページ 索引入力フィールドが DB2 ユーティリティを実行した結果作成
されたとき、または行のあるテーブルの索引を作成するとき、ど
のくらいの頻度でフリー・スペース・ページを置いておくかを指
定します。

記述文を入力するときは［記述］ボタンを選択してください。

ストレージ・グループを追加するときは、［ストレージ・グループの追加］ボタンを選択してください。

DB2 z/OS区分索引スペース

このダイアログ・ボックスは、既存の区分索引スペースの特性を変更するとき使ってください。

テーブルスペースの以下の特性を処理できます。

特性 説明
デフォルト 区分を作成するための省略時解釈として入力フィールドを使いた

くない場合、「値を省略時解釈として使用しない」のプッシュ・
ボタンを選択してください。２つのプッシュ・ボタンは排他的で
す。

総称名 DBMS固有名が提供されないときのテーブルスペースの省略時解
釈の名前

DB2 z/OS名 テーブルスペースのDBMS固有名。このフィールドは集団データ
ベース名に強制変更するとき使ってください。
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クローズ（チェック・ボックス） 索引を使っていないとき、オープンしているデータ・セットの数
に対する限界に達した場合に、データ・セットをクローズするか
どうかを示します。

バッファプール データベース内の索引スペースのディスク記憶域を指定します。
SUBPAGES 各物理ページのサブページ数を指定します。サブページは索引ロ

ックの単位です。
ストレージ・グループ データベース内のテーブルスペースと索引に関するスペース要件

をサポートするのに使う記憶域に命名します。
VCAT 索引スペースのボリューム・カタログの名前を指定します。
DEFER CREATE INDEX ステートメントの実行時に索引を構築するかど

うかを指定します。テーブルが空のとき、「DEFER」をオンにす
ると、索引が作成されず、また保留復帰状態にもなりません。

タイプ2の索引 タイプ 2 の索引は行ロックを使うテーブルスペースで使える唯一
の索引です。

基本数量 「基本数量」には、データセットの索引スペースに対する基本ス
ペース割り当てを指定します。単位は、［単位］ドロップダウン
・リストを使って、ページ、トラック、シリンダのいずれかを選
択できます。4Kページ（BP0～BP49）の場合は、最大スペース
割り当ては、1048576ページです。シリンダおよびトラック単位
の場合は、空間割り振りの最大値はそれぞれ5950シリンダと932
07トラックです。

2 次数量 「２次数量」には、データセットの索引スペースに対する２次ス
ペースを指定します。単位は、［単位］ドロップダウン・リスト
を使って、ページ、トラック、シリンダのいずれかを選択できま
す。4Kページ（BP0～BP49）の場合は、最大スペース割り当て
は、32767ページです。シリンダおよびトラック単位の場合は、
最大スペース割り当てはそれぞれ 186 シリンダと 2913 トラック
です。

数量単位 このドロップダウン・リストでは基本および２次数量単位を選択
します。オプションには「ページ」、「トラック」、「シリンダ
」があります。

フリー・パーセント テーブルスペースまたは索引スペースがロードまたは再編成され
るとき、ページのそれぞれの内部で更新と挿入のため空けておく
スペースのパーセンテージを指定します。

フリー・ページ 索引入力フィールドが DB2 ユーティリティを実行した結果作成
されたとき、または行のあるテーブルの索引を作成するとき、ど
のくらいの頻度でフリー・スペース・ページを置いておくかを指
定します。

記述文を入力するときは［記述］ボタンを選択してください。

ストレージ・グループを追加するときは、［ストレージ・グループの追加］ボタンを選択してください。

DB2 z/OSテーブルの省略時解釈の［データ取り込み］

DB2 z/OS テーブルの省略時解釈の［データ取り込み］で使用できるオプションは次のとおりです。

• None
• 変更
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DB2 z/OSテーブルの省略時解釈の［所有者］

これは、作成したテーブルの所有者のユーザ入力フィールドです。テーブルの所有者のユーザ名を入力してください。こ
の所有者は、作成したテーブルの修変更特権を所有します。省略時解釈の入力はブランクです。

［DB2 z/OSテーブルの省略時解釈］

このダイアログ ボックスは、DB2 z/OS データベースのテーブルを作成するためのテクニカル設計の省略時解釈オプショ
ンを設定するのに使います。

テーブルの省略時解釈 説明
省略時テーブルスペース このドロップダウン・リストからは、省略時解釈のテーブルの

テーブルスペース・オプションを選択してください。選択肢は、
「（ユニーク）」（省略時解釈）、「TABLETBS」、ユーザが入
力したテーブルスペース名です。
「<ユニーク>」を選択すると、個々のテーブルがユニークな省略
時解釈のテーブルスペース内に作成されます。
「TABLETBS」を選択すると、すべてのテーブルがTABLETBS
テーブルスペース内に作成されます。
テーブルスペース名を入力すると、すべてのテーブルが命名され
たテーブルスペース内に作成されます。

Owner 作成したテーブルの所有者のユーザ入力フィールド。テーブルの
所有者のユーザ名を入力してください。この所有者は、作成した
テーブルの修変更特権を所有します。

データ取り込み SQLアクションのロギングを実行する場合にDB2が使用するデー
タ取り込みオプションを指定するフィールド。省略時解釈は、「
なし」です。選択肢は、「なし」と「変更」です。これは必須フ
ィールドです。

Dropにて制約つきで このテーブルをREPAIR DBD PROPを使用して消去だけできるか
どうかをDB2に指定するフィールド。省略時解釈値は［いいえ］
です。これは必須フィールドです。

監査 DBMSによる監査を必要とするテーブルへのアクションの種類を
DB2に指定します。省略時解釈は、「なし」です。オプションは
「なし」、「全て」、「変更」です。これは必須フィールドです
。

DB2 z/OSテーブル特性

［DB2 z/OS］ダイアログ・ボックスでは、テーブル特性を変更できます。

このテーブルでは、変更可能な以下のフィールドを使用できます。

• エンティティ・タイプ
トランスフォーメーション・プロセスより前のエンティティ・タイプに割り当てられる名前を指定します。

• データベース
デフォルトのデータベースの名前を指定します。

• 総称名
DBMS 固有の名前が提供されないときのテーブルのデフォルト名を指定します。

• DB2 z/OS名
テーブルの DBMS 固有名を指定します。このフィールドは集団データベース名に強制変更するとき使ってください。

• 同義語
データベース名の別名を指定します。

• Owner
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作成済みテーブルの許可されたオーナ ID を指定します。
• 編集プロシージャ
テーブルの命名された編集ルーチンを定義します。

• 有効なプロシージャ
テーブルの命名された妥当性検査の終了ルーチンを指定します。

• 行の長さ
バイト数でテーブルの行の全長の概算値を指定します。

• データ取り込み
テーブルへのSQL INSERT、UPDATE、DELETEアクションのログに情報を追加するかどうかを指定します。なしオ
プションは追加情報を記録しません。オプションには、［なし］と［変更］があります。［なし］は、追加で記録を
おこないません。［変更］は、SQL に関する追加データを書き込みログの更新を行います。

• WITH RESTRICT ON DROP
チェック時に、テーブルを削除できないことを指定します。また、そのテーブルを含むデータベースとテーブルス
ペースも削除できません。

• 監査
DB2 に DBMS が監査する必要があるテーブル上のオペレーションのタイプを指定します。省略時解釈は、「なし」
です。オプション、［なし］、［全て］、［変更］です。これは必須フィールドです。

複数行にわたる説明をドキュメント・パネルに追加するには、［記述］を選択します。

DB2 z/OSテーブルの［Dropにて制約つきで］の省略時解釈

この設定は、DB2 のバージョン 4 以降に該当します。DB2バージョン4以降のリリースを使わない場合には、「Dropにて
制約つきで」を選択してください。

DB2 z/OS テーブルスペースの省略時解釈

このダイアログ・ボックスは、DB2 z/OS テーブルスペースのテクニカル設計の省略時解釈値を設定するのに使います。
テーブルスペースは、記憶域の基本単位です。

［DB2 z/OS テーブルスペースの省略時解釈］ウィンドウでは、テクニカル設計内のテーブルスペースの省略時解釈の値
を指定します。省略時解釈は、データベースの設計と最適化を通じて使われ、データ構造リスト内とデータ・ストア・リ
スト内の、各種ダイアログ・ボックスに表示されます。さらに、省略時解釈値の一部はトランスフォーメーション、リト
ランスフォーメーション、特殊化、参照保全性プロセスを実行するのに必要です。

• ストレージ・グループ
テーブルスペースを作成するストレージ・グループを選択します。現行のストレージ・グループのすべてが、ドロッ
プダウン・リストにリスト表示されます。記憶グループがリスト表示されない場合は、［記憶グループの追加］プッ
シュ・ボタンを選択して追加することができます。「ストレージ・グループ」を選択すると、「VCAT」が非活動状
態になります。（両者は排他的です）。テーブルスペース記憶グループがデータベース・デフォルトとして指定され
た記憶グループに上書きされます。

• VCAT
テーブルスペースが作成されるボリューム・カタログを選択し、テーブルスペース用のデフォルト・カタログ・デー
タ・セットを定義します。テーブルスペースの「ストレージ・グループ」を選択した場合は、「VCAT」が非活動状
態になります。（両者は排他的です）。CA Gen 提供の省略時解釈の VCAT 名を変更できます。
VCAT名には下記の制限があります。

• テーブルスペースの最初のデータ・セットの入力が、VCAT名に含まれていなければなりません。
• 名前は8文字を超えることはできません。
• 名前はデータセットのDBMS命名規則に準拠しなければなりません。
• ロック サイズ
テーブルスペース内で使用されるロックのサイズを指定します。これは、データベース管理システムがデータをロッ
クする（他のユーザと資源によってデータの使用を制限する）省略時解釈の単位レベルを参照します。ロック・サイ
ズには、下記の選択肢があります。
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– 表スペース
データに対するロックはすべて、テーブルスペース・レベルです。その利点は、必要なロックが少なくて済むとい
うことです。欠点は、並行性が低くなる可能性があるということです。

– page
データ上のロックがすべて、可能なかぎりページ・レベルです。

– 任意
データ上のロックはすべて、DBMSテーブルになります。これは任意のロッキング・レベルを使えます。ほとんど
の場合、DBMSはページのロッキングを使用します。しかし、テーブルスペースのページ・ロック数が許容できる
最高数を超えてしまうと、ページ・ロックは解除され、ロッキングは次に高いレベルに設定されます。テーブルス
ペースが分割されている場合は、次に高いレベルは表となります。テーブルスペースが分割されていない場合、次
に高いレベルはテーブルスペースとなります。

– テーブル
DBMSがテーブル・ロッキングを使うよう指定します。

– 行
DBMSが行ロッキングを使うよう指定します。つまり、テーブルスペース内のテーブルに定義されている索引のす
べてが、タイプ2の索引である必要があります。テーブルスペースに行を指定すると、タイプ1の索引をどのテーブ
ルでも作成することはできません。テーブルスペースを行に変更しようとすると、タイプ1の索引がテーブルのど
れかに存在する場合には、そのステートメントが不成功になります。

• クローズ
テーブルスペースが使用されていないときに、テーブルスペースのデータ・セットをクローズしておくかオープンし
ておくかを指定します。省略時解釈はオフです。つまり、テーブルスペースが使用されていないときはデータ・セッ
トがオープンになります。
パフォーマンスに関しては、テーブルスペース・データ・セットをオープンしたままにしておく方がよいでしょう。
これらをオープンしておくと、１つのデータ・セットにつき約2000バイトのメモリが必要です。オーバヘッドはおそ
らく、頻繁なデータ・セットへのアクセスに合わせて調整されます。トレードオフとして、仮想記憶と中央処理装置
からのアクセス時間との関係があります。

• バッファ プール
テーブルスペースまたは索引スペースを記憶するためのメモリ領域（ページ・サイズとも呼ばれる）のサイズを設定
します（テーブルスペースまたは索引スペースで別のバッファ・プールを指定しない場合）。バッファプールのペー
ジ・サイズは、4K、8K、16K、または32Kページ・インクリメントで設定されます。これは必須フィールドです。
「BP32K」はテーブルスペースにのみ適用されます。テーブルスペースに「BP32K」を選択した場合は、索引スペー
スの省略時のバッファプールは「BP0」となります。省略時解釈のバッファプール値は「BP0」です。
バッファプールには、下記の選択肢があります。

オプション Page size
BP0～BP49 4K
BP8K0～BP8K9 8K
BP18K0～BP16K9 16K
BP32K～BP32K9 32K

 

• 圧縮
テーブルスペースのデータ・セットを圧縮して格納するか、または解凍して格納するかを指定します。省略時解釈は
オフです。つまり、データ・セットは圧縮されずに格納されます。

• 選択区分ロック
区分されたテーブルスペースをロックする場合に、DB2が選択区分ロック（SPL）を使用するかどうかを決定しま
す。省略時解釈はオフです。つまり、DB2は選択区分ロックを使用しません。これは必須フィールドです。

• Lockmax（ドロップダウン・リストおよび入力フィールド）
テーブルスペース内にアプリケーション・プロセスが同時に保持できるページまたは行ロックの最大数を指定しま
す。選択肢は、「無制限」、「明示」、「システム」です。省略時解釈は「無制限」です。ドロップダウン・リスト
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から［明示］を選択した場合のみ、フィールドで値を指定できます。［システム］は、システムにより値が設定され
ることを意味します。

• DSSize
テーブルスペースの各区分の最大サイズを指定します。オプションは1G（ギガバイト）～64G、および［省略時解
釈］です。省略時解釈は［省略時解釈］に設定され、これはDB2がその値を決定することを意味します。これは必須
フィールドです。

• Trackmod
テーブルスペースのスペース・マップ・ページ内の変更されたページをDB2が追跡するかどうかを指定します。オ
プションは［はい］、［いいえ］、［省略時解釈］です。省略時解釈は［省略時解釈］に設定され、これはDB2が
「Trackmod」設定を決定することを示します。これは必須フィールドです。

• セグメント・サイズ
テーブルスペースの各区分の最大サイズを指定します。

• Maxrows
DB2が各ページに配置する最大行数を指定します。値の範囲は、1～255です。デフォルトは 255 です。これは必須
フィールドです。

• ストレージ・グループの追加
テーブルスペースの新しいストレージ・グループを作成するには、このプッシュ・ボタンをクリックします。新し
く定義するストレージ・グループは、データベース、テーブルスペース、索引、区分テーブルスペース、区分索引ス
ペース特性を指定したときに、［ストレージ・グループ］ドロップダウン・リストから選択できます。

 

DB2 z/OSテーブルスペース特性

このダイアログ・ボックスはテーブルスペースを追加するときまたは既存のテーブルスペースの特性を変更するとき使っ
てください。

特性 説明
総称名 DBMS固有名が提供されないときのテーブルスペースの省略時解

釈の名前
DB2 z/OS名 テーブルスペースのDBMS固有名。このフィールドは集団データ

ベース名に強制変更するとき使ってください。
クローズ（チェック・ボックス） テーブルスペースを使わないとき、またはオープンしているデー

タ・セット数に対する限界に達したとき、そのデータ・セットを
クローズするべきかどうかを指定します。オンにする場合には、
データ・セットをクローズしておくべきです。

消去（チェック・ボックス） テーブルスペースを消去するとき、DB2により定義されたデータ
・セットも消去するべきかどうかを指定します。オンにした場合
、データ・セット内のすべてのデータが、テーブルスペースの消
去時に０で上書きされます。詳細は、該当メーカの関連文書を参
照してください。

ロック・サイズ テーブルスペース内で使うロック・サイズと、場合によってはロ
ック・エスカレーションが発生するしきい値を指定します。

ロックサイズ（任意） DB2が任意のロック・サイズを使えることを示します。ほとんど
の場合、DB2はロックサイズ・ページ最大ロックシステムを使い
ます。これは、テーブルスペースの作成の省略時解釈です。

ロックサイズ（テーブルスペース） テーブルスペース・ロックを指定します。
ロックサイズ（テーブル） テーブル・ロックを指定します。テーブルは、セグメント化され

たテーブルスペースだけに指定できます。
ロックサイズ（ページ） ページ・ロックを指定します。
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ロックサイズ（行） 行ロックを指定します。行を指定するときは、テーブルスペース
内のテーブルに定義されているすべての索引がタイプ２の索引で
なければなりません。そのどのテーブルでもタイプ１の索引を作
成することはできません。タイプ１の索引がテーブルスペース内
のテーブルに存在すると、そのテーブルスペースを行ロックサイ
ズに変更できません。

バッファプール このコントロールは、4K、8K、16K、または32Kページ内の
バッファプールのサイズを決定します。オプションは［BP0］
～［BP49］（ページ・サイズ 4K）、［BP8K0］～［BP8K9］
（ページ・サイズ 8K）、［BP16K0］～［BP16K9］（ページ・
サイズ 16K）、［BP32K］～［BP32K9］（ページ・サイズ
32K）です。これは必須フィールドです。

ストレージ・グループ データベース内のテーブルスペースと索引に関するスペース要件
をサポートするのに使う記憶域に命名します。

セグメント・サイズ テーブルスペースがセグメント化されることを示します。各セグ
メントに何枚のページが割り当てられるかを指定します。4 から
64 の間の数で、4 の倍数でなければなりません。セグメント化さ
れたテーブルスペースはパーティション化できません。

圧縮 テーブルスペースのデータ・セットを圧縮して格納するか、また
は解凍して格納するかを指定します。省略時解釈はオフです。つ
まり、データ・セットは圧縮されずに格納されます。

選択区分ロック 区分されたテーブルスペースをロックする場合に、DB2が選択区
分ロック（SPL）を使用するかどうかを決定します。省略時解釈
はオフです。つまり、DB2は選択区分ロックを使用しません。こ
れは必須フィールドです。

VCAT 索引スペースのボリューム・カタログの名前を指定します。
圧縮 テーブルスペースのデータ・セットを圧縮して格納するか、また

は解凍して格納するかを指定します。省略時解釈は解凍で、オフ
です。

最大ロック 「最大ロック」には、アプリケーション・プロセスがテーブルス
ペース内に同時に持てる、ページ・ロックまたは行ロックの最大
数を指定します。選択肢は、「無制限」、「明示」、「システム
」です。省略時解釈は「無制限」です。

基本数量 １次容量は、データセット・テーブルスペースのための１次スペ
ース割り振りです。単位は、［単位］ドロップダウン・リストを
使って、ページ、トラック、シリンダのいずれかを選択できます
。4Kページ（BP0～BP49）の場合は、最大スペース割り当ては
、1048576ページです。32Kページ（BP32K～BP32K9）の場合
は、最大スペース割り当ては、131072ページです。シリンダおよ
びトラック単位の場合は、空間割り振りの最大値はそれぞれ5950
シリンダと93207トラックです。

2 次数量 ２次容量は、データセット・テーブルスペースのための２次ス
ペース割り振りです。単位は、［単位］ドロップダウン・リスト
を使って、ページ、トラック、シリンダのいずれかを選択できま
す。4Kページ（BP0～BP49）の場合は、最大スペース割り当て
は、32767ページです。32Kページ（BP32K～BP32K9）の場合
は、最大スペース割り当ては、1024ページです。シリンダおよび
トラック単位の場合は、最大スペース割り当てはそれぞれ 186 シ
リンダと 2913 トラックです。

数量単位 このドロップダウン・リストでは基本および２次数量単位を選択
します。選択肢は「ページ」、「トラック」、「シリンダ」です
。
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フリー・パーセント 各データ・ブロック内に更新および挿入のため空けておくスペー
スのパーセンテージを指定します。

ボリューム通し番号 １つまたは複数のOS/VS記憶ボリュームに対するボリューム通し
番号識別子を追加または削除します。

フリー・ページ 索引入力フィールドが DB2 ユーティリティを実行した結果作成
されたとき、または行のあるテーブルの索引を作成するとき、ど
のくらいの頻度でフリー・スペース・ページを置いておくかを指
定します。

Trackmod テーブルスペースのスペース・マップ・ページ内の変更されたペ
ージをDB2が追跡するかどうかを指定します。省略時解釈は「D
EFAULT」に設定され、これはDB2が「Trackmod」設定を決定す
ることを示します。ほかの値は「はい」と「いいえ」です。これ
は必須フィールドです。

DSSize テーブルスペースの各区分の最大サイズを指定するフィールド。
省略時解釈は「DEFAULT」に設定され、これはDB2が値を決定
することを示します。ほかの値は１～64Gigです。これは必須フ
ィールドです。

Maxrows DB2が各ページに配置する最大行数を指定します。デフォルトは
255 です。有効範囲は 1 ～ 255 です。これは必須フィールドで
す。

記述文を入力するときは［記述］ボタンを選択してください。

ストレージ・グループを追加するときは、［ストレージ・グループの追加］ボタンを選択してください。

DB2 z/OSテーブルスペース特性（区分）

このダイアログ・ボックスは区分内のテーブルスペースの特性を変更するとき使ってください。

特性 説明
総称名 DBMS固有名が提供されないときのテーブルスペースの省略時解

釈の名前
DB2 z/OS名 テーブルスペースのDBMS固有名。このフィールドは集団データ

ベース名に強制変更するとき使ってください。
ロック・サイズ テーブルスペース内で使うロック・サイズと、場合によってはロ

ック・エスカレーションが発生するしきい値を指定します。
ロックサイズ（任意） DB2が任意のロック・サイズを使えることを示します。ほとんど

の場合、DB2はロックサイズ・ページ最大ロックシステムを使い
ます。これは、テーブルスペースの作成の省略時解釈です。

ロックサイズ（テーブルスペース） テーブルスペース・ロックを指定します。
ロックサイズ（テーブル） テーブル・ロックを指定します。テーブルは、セグメント化され

たテーブルスペースだけに指定できます。
ロックサイズ（ページ） ページ・ロックを指定します。
ロックサイズ（行） 行ロックを指定します。行を指定するときは、テーブルスペース

内のテーブルに定義されているすべての索引がタイプ２の索引で
なければなりません。そのどのテーブルでもタイプ１の索引を作
成することはできません。タイプ１の索引がテーブルスペース内
のテーブルに存在すると、そのテーブルスペースを行ロックサイ
ズに変更できません。

バッファプール データベース内のテーブルスペースと索引スペースのディスク記
憶域を指定します。
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ストレージ・グループ データベース内のテーブルスペースと索引に関するスペース要件
をサポートするのに使う記憶域に命名します。

整数のセグメントサイズ テーブルスペースがセグメント化されることを示します。各セグ
メントに何枚のページが割り当てられるかを指定します。4 から
64 の間の数で、4 の倍数でなければなりません。セグメント化さ
れたテーブルスペースはパーティション化できません。

VCAT テーブルスペースと索引スペースのボリューム・カタログの名前
を指定します。

圧縮 テーブルスペースのデータ・セットを圧縮して格納するか、また
は解凍して格納するかを指定します。省略時解釈は解凍で、オフ
です。

最大ロック 「最大ロック」には、アプリケーション・プロセスがテーブルス
ペース内に同時に持てる、ページ・ロックまたは行ロックの最大
数を指定します。選択肢は、「無制限」、「明示」、「システム
」です。省略時解釈は「無制限」です。

基本数量 １次容量は、データセット・テーブルスペースのための１次スペ
ース割り振りです。単位は、［単位］ドロップダウン・リストを
使って、ページ、トラック、シリンダのいずれかを選択できます
。4Kページ（BP0～BP49）の場合は、最大スペース割り当ては
、1048576ページです。32Kページ（BP32K～BP32K9）の場合
は、最大スペース割り当ては、131072ページです。シリンダおよ
びトラック単位の場合は、空間割り振りの最大値はそれぞれ5950
シリンダと93207トラックです。

2 次数量 ２次容量は、データセット・テーブルスペースのための２次ス
ペース割り振りです。単位は、［単位］ドロップダウン・リスト
を使って、ページ、トラック、シリンダのいずれかを選択できま
す。4Kページ（BP0～BP49）の場合は、最大スペース割り当て
は、32767ページです。32Kページ（BP32K～BP32K9）の場合
は、最大スペース割り当ては、1024ページです。シリンダおよび
トラック単位の場合は、最大スペース割り当てはそれぞれ 186 シ
リンダと 2913 トラックです。

数量単位 このドロップダウン・リストでは基本および２次数量単位を選択
します。選択肢は「ページ」、「トラック」、「シリンダ」です
。

フリー・パーセント 各データ・ブロック内に更新および挿入のため空けておくスペー
スのパーセンテージを指定します。

フリー・ページ 索引入力フィールドが DB2 ユーティリティを実行した結果作成
されたとき、または行のあるテーブルの索引を作成するとき、ど
のくらいの頻度でフリー・スペース・ページを置いておくかを指
定します。

記述文を入力するときは［記述］ボタンを選択してください。

ストレージ・グループを追加するときは、［ストレージ・グループの追加］ボタンを選択してください。

DBMS
「DBMS」リストにて、生成するアプリケーションがアクセスするデータベース管理システム（DBMS）を指定します。

DBMS の選択肢は、開発者が持つ CA Gen の構成においてどのオプションが使用可能かによって異なります。
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DBMSドライブ（ローカル導入用）

「DBMSドライブ（ローカル導入用）」エントリ・フィールドではドライブを指定します。このドライブ上で、DBMSに
よりローカル導入用のデータベースが導入されます。

ドライブの指定には、下記の制限があります。

• 単一文字を使う。
• 区切り文字は使わない。（コロン":"は不要。）
• ドライブ指定は、ローカル導入をするシステム上で有効なもの

DBMS固有の列名

このフィールドは、DBMS固有の列名を入力するのに使ってください。省略時解釈名は集団列名です。このフィールドの
入力は必須です。列名フィールドに入力できる文字数は、選択したDBMSにより異なります。

DBMS固有のテーブル名

この入力フィールドは、DBMS固有のテーブル名を指定するときに使ってください。これは必須入力フィールドであり、
省略時解釈は集団テーブル名です。表示したテーブル名を変更しても、データ・モデル内のエンティティ・タイプ名には
影響しません。

DBMSタイプ

 

「DBMSタイプ」ドロップダウン・リストでは、DDLと参照保全性トリガの生成と導入に使うデータベース管理システム
（DBMS）を指定します。

「この設定でビジネス・システム目標環境を指定変更」チェック・ボックスを選択すると、下記の場合に「DBMSタイ
プ」のドロップダウン・リストも適用されます。

• 構築ツールの外部のパッケージングされていない構成要素の生成 アクション図ツールでプロシージャ・アクション図
のソース・コードを生成する場合などです。

• ロード・モジュールの生成

生成用の DBMS タイプ

「DBMSタイプ」ドロップ・ダウン・リストで、生成したアプリケーションからアクセスできるデータベース管理シス
テム(DBMS)を指定します。このドロップダウン・リストは、ビジネス・システムにのみ適用されます。DDL生成用の
DBMSパラメータは、個別に指定します（「生成の省略時解釈」で指定）。

リストの選択項目は、指定したオペレーティング・システムに対して有効なDBMSです。

DBRM 特性

このダイアログ・ボックスで、新しく追加された DBRM モジュールの名前を指定したり、既存の DBRM モジュールの名
前を変更したりできます。

• ［了解］プッシュ・ボタン  
変更を確認し、ダイアログ・ボックスを閉じます。

• ［取消］プッシュ・ボタン    
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変更を加えずにダイアログ・ボックスをクローズします。
• ［ヘルプ］プッシュ・ボタン      
このヘルプのダイアログ・ボックスを表示します。

DBトランザクションの「アイソレーション・レベル」

トランザクションの［分離レベル］には、下記の3つのオプションがあります。

• ［シリアライズ可能］（省略時解釈）
• 反復読取
• 読取コミット

これらからデータベースのアイソレーション・レベルを指定してください。

DBトランザクションの「待ちモード」

［待ちモード］には、下記の3つのオプションがあります。

• ［永久待ち］（省略時解釈）
• ［時間待ち］
• ［待ち時間なし］

「時間による待ち」を選択すると、番号と単位フィールドが活性状態になります。数字を入力し、「時間/分/秒」ドロッ
プダウン・リストから単位を選択してください。

全DDLの生成
「全DDLの生成」では、データベース（すべてのテーブルと索引）のDDLを生成します。データベースの導入は、実行さ
れません。

下記の生成の省略時解釈は、DDLの生成に影響します。

• 生成された各項目について一貫性検査を実行
• DDLにDROPステートメントを含める
• テーブルと索引を所有者識別子で修飾
• DDL でのストレージ・グループの作成（DB2のみ）

生成ツールの「オプション」プルダウンから生成の省略時解釈にアクセスしてください。

NOTE
注： 省略時の［この設定でビジネス・システム目標環境を上書き］は、DDL 生成には影響しません。DDLの生
成に使われる環境パラメータは、つねに「生成の省略時解釈」ポップアップ・ウィンドウから入手します。こ
のことは、省略時解釈の指定変更を選択するかどうかに関わらず行なわれます。

全DDLの生成と導入

「全DDLの生成と導入」では、データベース（すべてのテーブルと索引）のDDLを生成し、導入します。導入する
と、DDLのデータベースが作成されます。

下記の生成の省略時解釈は、DDLの生成に影響します。

• 生成された各項目について一貫性検査を実行
• DDLにDROPステートメントを含める
• テーブルと索引を所有者識別子で修飾
• DDL でのストレージ・グループの作成（DB2のみ）
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下記の生成の省略時解釈は、DDLの導入に影響します。

• DBMSドライブ（ローカル導入用）
• 導入タイプ

生成ツールの「オプション」プルダウンから生成の省略時解釈にアクセスしてください。

NOTE
注： 省略時の［この設定でビジネス・システム目標環境を上書き］は、DDL 生成には影響しません。DDLの生
成に使われる環境パラメータは、つねに［生成の省略時解釈］ダイアログから入手します。このことは、省略
時解釈の指定変更を選択するかどうかに関わらず行なわれます。

ダウンストリーム効果

DDL 導入は、CA Gen ツールセットとは独立に、別処理として実行されます。このプロセスを「CA Gen 導入モニタ」と
呼びます。

CA Gen では 1 回に 1 つのみ導入モニタを実行できます。以前のインストール時に使用した導入モニタがアクティブ状
態のまま残っていれば、CA Gen によりその導入モニタが再び使用されます。それ以外の場合は導入モニタが新規に起動
されます。

導入モニタはアイコンとして作成されます。［CA Gen 導入モニタ］というタスク名で、タスク・リストのウィンドウに
も表示されます。このアイコンまたはタスク名を選択すれば、導入モニタの１次ウィンドウが表示されます。

導入処理により、さまざまな作業ファイルが作成されます。導入処理を物理記憶域以外で実行すると、下記のエラーが発
生します。

• コンパイル時に保護エラーが発生しました。一時作業ファイルのスペースが足りません。
• エラーを知らせるファイルを、物理記憶域に書き込めません。そのため、エラーの発生原因がわかりません。

選択したDDLの生成

ここではデータベースの選択したオブジェクトを生成、導入、または削除できます。データベース全体を再生成および再
導入するのでなく、レコードを１つ生成して導入する場合などがあります。

「選択したDDLの生成」は下記の操作をするまで活動状態になりません。

• データベースとそのオブジェクトを表示する。
• 生成、導入、削除するオブジェクトを指定する。
• 「･･の概念」ヘルプ･パネルは、データベースのオブジェクトの表示方法と特定のオブジェクトの選択方法を説明して
います。

下記の生成の省略時解釈は、DDLの生成に影響します。

• 生成された各項目について一貫性検査を実行
• テーブルと索引を所有者識別子で修飾
• DDL でのストレージ・グループの作成（DB2のみ）

下記の生成の省略時解釈は、DDLの導入に影響します。

• DBMSドライブ（ローカル導入用）
• 導入タイプ

生成ツールの「オプション」プルダウンから生成の省略時解釈にアクセスしてください。

NOTE
注： 省略時の［この設定でビジネス・システム目標環境を上書き］は、DDL 生成には影響しません。DDLの生
成に使われる環境パラメータは、つねに［生成の省略時解釈］ダイアログから入手します。このことは、省略
時解釈の指定変更を選択するかどうかに関わらず行なわれます。
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コンセプト

選択したDDLを生成するには、下記の操作が必要です。

1. ダイアグラムのプルダウンにて「DDLのオープン」を選択してく
ださい。するとDDLを生成または導入できるオブジェクトが表示
されます。

2. 生成または導入するオブジェクトの列のチェック・マークを選択
してください。

3. 「生成」プルダウンで「選択したDDLの生成」を選択してくださ
い。

DISPLAY THE DATABASE OBJECTS

下記の例は、データベースとデータベース・オブジェクトを完全展開したものです。

Type        Name

database  -    -    -  IEFDB

table     -    -    -  ORDER

index     -    -    -  I0000040

index     -    -    -  I0000075

index     -    -    -  I0000085

table     -    -    -  PART

index     -    -    -  I0000051

table     -    -    -  CUSTOMER

index     -    -    -  I0000066

１列目と５列目の項目でデータベース・オブジェクトが識別されます。

カラム 説明
タイプ 「選択したDDLの生成」を適用するデータベース・オブジェクト

のタイプ
名前 ユーザ定義または CA Gen 提供のオブジェクトの名前

オブジェクトの指定

２列目から４列目は、生成または導入するオブジェクトごとに、ユーザが指定します。下記の表は各列の指定内容の要約
です。各列の見出しには、それぞれの追加説明を持つヘルプ画面があります。

カラム 用途
DDL DDL ステートメントの生成方法
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導入 DDL ステートメントのインストール方法
ドロップ DDL DROP ステートメントの生成方法

上記の4列のチェック・マークを選択すると、各列の項目が選択されます。先頭のチェック・マークを選択すると、その
列に表示されているすべての項目を選択したことになります （オブジェクトとそのチェック・マークは、短縮されて表
示されないこともあります）。選択した場合は、チェック・マークが Y に変わります。

選択したDDLの生成の選択

データベース・オブジェクトを表示すると「選択したDDLの生成」が活動状態になります。１つまたは複数のオブジェク
トを指定して生成または導入をしてから、「選択したコードの生成」を選択してください。

ダウンストリーム効果

DDL 導入は、CA Gen ツールセットとは独立に、別処理として実行されます。このプロセスを「CA Gen 導入モニタ」と
呼びます。

CA Gen では 1 回に 1 つのみ導入モニタを実行できます。以前のインストール時に使用した導入モニタがアクティブ状
態のまま残っていれば、CA Gen によりその導入モニタが再び使用されます。それ以外の場合は導入モニタが新規に起動
されます。

導入モニタはアイコンとして作成されます。［CA Gen 導入モニタ］というタスク名で、タスク・リストのウィンドウに
も表示されます。このアイコンまたはタスク名を選択すれば、導入モニタの１次ウィンドウが表示されます。

導入処理により、さまざまな作業ファイルが作成されます。導入処理を物理記憶域以外で実行すると、下記のエラーが発
生します。

• コンパイル時に保護エラーが発生しました。一時作業ファイルのスペースが足りません。
• エラーを知らせるファイルを、物理記憶域に書き込めません。そのため、エラーの発生原因がわかりません。

「DDL」列

「DDL」列では、DDLを生成するオブジェクトを指定できます。DDLのタイプは、構造化照会言語です。

小数点（区切り記号）
この言語において小数点の位置を示す文字を指定してください。

小数位

CA Gen のアプリケーション開発者は、このパネルを無視する必要があります。ただし、外部プロシージャ・ステップ特
性の定義が必要な、別の製品を使っている場合は、その製品のドキュメントを参照することにより、このパネルへの入力
方法を調べてください。

省略時アルゴリズム
省略時アルゴリズムの計算結果が属性値として初期設定されます。社員番号は、最後の番号に１を加えることによって指
定しますが、この計算をするのは、新しい社員のエンティティを作成するときだけです。

誘導属性に対しては、その属性値を計算する誘導アルゴリズムの名前を指定しなければなりません。アルゴリズムに名前
を指定すると、CA Gen はプロセス・アクション図内のアルゴリズムに対してアクション・ブロックを設定します。アル
ゴリズムの名前がそのアクション・ブロックの名前になります。誘導アルゴリズムを呼び出すUSE文は不要です。シス
テムの実行時、誘導属性を含むビューがREADまたはREAD EACHされるたびに、誘導アルゴリズムは自動的に呼び出さ
れます。

 627



 CA Gen - 86JP - Japanese - Japan

アルゴリズムを省略時解釈として指定するには、省略時解釈値を計算するアルゴリズムの名前を指定します。その名前は
省略時解釈値を実際に計算するアクション・ブロックの名前となります。（この名前は、この誘導属性値を計算するアク
ション・ブロックの名前を兼ねます）。そのアクション・ブロックにアクセスするには、「分析」または「設計」で「ア
クション図」を選択してください。

省略時アルゴリズムは、現在のところ、システム生成時には無視されます。

［省略時のボックス・サイズ］ダイアログ
［省略時のボックス・サイズ］ダイアログ・ボックスでは、下記の各ダイアグラムにおける省略時のボックスの寸法を設
定できます。

• データ モデル図
• アクティビティ依存関係図

それぞれのダイアグラムには、プロポーショナル・スペーシングが適用されます。数字が小さいほどボックスの寸法は小
さくなります。数字が大きいほどボックスの寸法は大きくなります。省略値は 2 です。

既存オブジェクトの省略時のボックス・サイズを活動化するには、「ビュー」を選択し、データ・モデル・ツールかアク
ティビティ依存関係図ツールでの「再作図」の順に選択します。

［横（x）スロット］および［縦（y）スロット］フィールドは、ダイアグラムの寸法を定義します。それぞれのダイアグ
ラムには、プロポーショナル・スペーシングが適用されます。数字が小さいほどボックスの寸法は小さくなります。数字
が大きいほどボックスの寸法は大きくなります。

既存オブジェクトの省略時のボックス・サイズを活動化するには、「ビュー」を選択し、データ・モデル・ツールかアク
ティビティ依存関係図ツールでの「再作図」の順に選択します。

• 横（X）スロット
ダイアグラムのボックス幅を指定します。省略値は 2 です。

• 縦（Y）スロット
ダイアグラムのボックス高さを指定します。省略値は 2 です。

 

［省略時のフォントの選択］ダイアログ
［デフォルト・フォントの選択］ダイアログ・ボックスには以下のフィールドがあります。

• リスト・ボックス・フォントの省略時解釈
画像およびテキストのダイアグラム内に表示するフォントの書体を指定します。リストからフォントを選択して、ダ
イアグラムの表示を変更します。フォントの詳細については、使用しているオペレーティング・システムのインス
トール・ガイドを参照してください。

• 「サイズ」リスト・ボックス
フォント・サイズ（高さ × 幅）を指定します。フォントの詳細については、使用しているオペレーティング・システ
ムのインストール・ガイドを参照してください。

• サンプル・テキスト
選択されたフォント内のサンプル・テキストのビューを表示します

グラフィック図では、可変ピッチ（幅）フォントを含んでいるフォントを表示できます。テキスト図では、固定ピッチ・
フォントを使用する必要があります。

フォントは、ローカルまたはグローバルに定義できます。

• モデル・ウィンドウで選択されたフォントは、CA Gen の全ダイアグラムの省略時フォントとして設定されます。
• 個々のダイアグラム内で選択するフォントは、当該ダイアグラムの書体を決定し、かつモデル・ウィンドウ内で選択
されている省略時解釈を変更します。特定のダイアグラムのデフォルトを変更するには、ダイアグラムのメニュー・
バーから［オプション］-［フォント］を選択します。
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CA Gen の省略時フォントは、以降にオープンするダイアグラムにのみ適用されます。変更は、現在開いているダイアグ
ラムに影響しません、

特定のダイアグラム内のフォントを変更すると、変更はその特定ダイアグラムに対して実行されます。

変更を確定する場合は［了解］をクリックし、変更を行わずにダイアログ・ボックスを閉じる場合は［取消］をクリック
します。

［省略時解釈］ラジオ・ボタン
インポートをエクスポートへ移動するラジオ・ボタンによって、ナビゲーション図ツールでのビューの移動方法を指定で
きます。

「省略時解釈」では、イベント・アクションをイベント・タイプ「変更」と関連づけていない場合、自動的にビューが移
動します。

「変更」イベント・タイプでは、ビューを移動する前に、開発者の選択肢と入力項目の妥当性検査をします。

たとえば、ユーザが郵便番号フィールドに異なる数値を入力すると、フィールドは入力用に編集されます（許容値、編集
パターン、など）。新しいデータは、インポート・ビュー内にあり、直前の値はエクスポート・ビューに残ります。アプ
リケーションでは、新しいデータの妥当性検査をし、そのデータが検査に合格した場合にエクスポート・ビューへ移動し
ます。

［省略時サイズ］チェック・ボックス
「省略時サイズ」チェック・ボックスでは、選択したオブジェクトのサイズを、作成当初のオリジナル・サイズに戻しま
す。対象となるオブジェクトのサイズがオリジナル・サイズから変更されていない場合、このチェック・ボックスは無効
です。

複数のオブジェクトを１回で調整できます。対象となるオブジェクトは、コントロールの種類が異なっていてもかまいま
せん。たとえば、プッシュ・ボタンとドロップダウン・リストを選択して、両方を１回で省略時サイズに調整できます。

NOTE
注： ［省略時サイズ］では、左下を基準にしてオブジェクトの位置が調整されます。そのため、オブジェクト
を省略時サイズに調整すると、位置がオリジナルの位置とは異なってしまう場合があります。サイズの変更時
にオブジェクトの左下の座標が変化すると、このようなことが起こります。

省略時スペースの入力フィールド
この単一行入力フィールドでは、下記のものに表示される要素の間の、最小のブランク数を指定します。

• ツールバー
• ステータス･バー

「省略時スペース」の省略値はブランク１個です。ブランク１個のサイズは、使っているフォントによって異なります。
この指定の効果がわかるのは、ツールバーに 2 番目のプッシュ・ボタンを追加するときと、ステータス・バーに 2 番目
のリテラルまたは入力フィールドを追加するときです。

ツールバーでは、最小スペース（省略時スペース）は通常、同じ種類のプッシュ・ボタンの間に使われます。最大スペー
ス（区分スペース）は、異なる種類のプッシュ・ボタンを区切るのに使われます。

このフィールドで受け入れられる値は０～999ですが、指定した数が大きすぎると、目に見える範囲から要素が出てしま
うことがあります。その場合、ツールバーまたはステータス・バーをダブルクリックし、省略時スペースを小さくしてく
ださい。
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下記のツールバーの例のスペースを比較してください。

省略時スペース = 1

省略時スペース = 10

下記のツールバーの例のスペースを比較してください。

省略時スペース = 1

省略時スペース = 10

DefaultTablespace (ORACLE)
このドロップダウン・リストからは、省略時解釈のテーブルスペース・オプションを選択してください。

オプション 説明
<テーブル> 「<テーブル>」を選択した場合、テーブルの索引がテーブルと同

じ省略時解釈のテーブルスペース内に作成されます。
<ユニーク> 「<ユニーク>」を選択すると、個々の索引がユニークな省略時解

釈のテーブルスペース内に作成されます。
ユーザ入力 テーブルスペース名を入力すると、すべての索引が命名された索

引のテーブルスペース内に作成されます。

省略時解釈のテーブルのテーブルスペース（ORACLE）
このドロップダウン・リストから、テーブルの省略時解釈のテーブルスペース・オプションを選択してください。

オプション 説明
TABLETBS 「TABLETBS」を選択すると、すべてのテーブルがTABLETBSテ

ーブルスペース内に作成されます。
<ユニーク> 「<ユニーク>」を選択すると、個々のテーブルがユニークな省略

時解釈のテーブルスペース内に作成されます。
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ユーザ入力 テーブルスペース名を入力すると、すべてのテーブルが命名され
たテーブルスペース内に作成されます。

デフォルト値
省略時解釈値は、ほかに値が入力されないときに設定される値です。省略時解釈値は、許容値がある場合、属性の許容値
に該当する値でなければなりません。

ある値を省略時解釈として指定する場合、その省略時解釈値はリストに追加する最初の許容値でなければなりません。
（省略時解釈値は、許容値が定義されていなくても存在できます）。

「顧客ステータス」の省略時解釈値として「現金のみ」を指定したとします。いったん、「現金のみ」を省略時解釈とし
て指定してしまえば、この省略時解釈を無効にしない限り、顧客を作成するたびに「顧客ステータス」には自動的に「現
金のみ」が設定されます。

省略時の表示特性
［ビジネス システム省略時表示特性］の［画面］ノード

［画面］ノードは、色、輝度、強調表示を設定し、プロンプト、フィールド、リテラルの表示特性を調整します。
（フィールドでは、通常表示とエラー表示を行ないます）。また、カーソルの位置指定、フィールドとエラーの保護、
フィールドがゼロまたはヌル状態のときのブランクを設定します。

省略時解釈は、ビジネス・システム設計で設定します。これらの省略時解釈は、画面設計の対応するウィンンドウにかっ
こ付きで表示されます。使う画面は、フィールド・レベルで省略時解釈値を変更してカスタマイズできます。１つのグ
ループの値を変更すると、そのグループのすべての値は、親子関係を失うので継承値ではなくなります。同様に、単一値
を継承値に変更し直すと、そのグループのすべての値は、継承値に戻ります。画面設計で表示するかっこ内の値は、ビジ
ネス・システム設計から継承されてたことを示します。かっこのない値は、画面設計のレベルで変更されたものです。

画面設計の省略時解釈を変更するには、下記のことを行なってください。

1. グループのドロップダウン・ボックスの省略時解釈に必要な変更をしてください。
2. 「省略時解釈の変更」を選択してください。
3. ［了解］を選択します。

ビジネス・システム設計レベルまたは画面設計レベルで変更した値は、有効ではなく、［了解］を押すまでモデルに書き
込まれません。

表示特性はブロック・モード・アプリケーションにのみ適用されます。GUIアプリケーションの表示特性は、「表示属性
の設定」によりフィールド・レベルでアクション図ツールに設定されます。

色 プロンプト、フィールド、エラーおよびリテラル用の表示の文字
色を決定します。拡張色（白、シアン、黄、緑、ピンク、赤、青
）のない端末では使えません。

［Intensity（輝度）］ プロンプト、フィールド、エラーおよびリテラル用の表示の輝度
（明/暗）を決定します。

［Highlight（強調表示）］ プロンプト、フィールド、エラーおよびリテラル用の表示の文字
を強調する方法を決定します。強調表示機能（下線、点滅、反転
表示）がない端末では使えません。

行末揃え プロンプト、フィールド、エラーおよびリテラル用の入力データ
を位置調整する方法（左/右）を指定します。

カーソル位置 フィールドまたはエラーにカーソルを位置づけるかどうかを指定
します。

保護 フィールド・エントリまたはエラー・エントリを保護するかどう
かを示します。
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ゼロまたはヌルのブランク 数値フィールドとテキスト・フィールドにおいて、ゼロまたはヌ
ルをブランクに置換するかどうかを示します。

充填文字 フィールドに対して必要な充填文字を指定します。

ビジネス・システム省略時解釈のウィンドウ表示特性

［ウィンドウ］ノードでは、このビジネス・システム内にあるすべてのウィンドウまたはダイアログ・ボックスのオブ
ジェクトの色やフォント特性を指定します。［ウィンドウ］ノードでは、ダイアログ・ボックス、入力フィールド、グ
ループ・ボックス、ハイパーテキスト・リンク、リストボックス、リテラル、メニュー・バー、プロンプト、プッシュ・
ボタン、ステータス・バー、ツールバー、およびウィンドウの省略時の外観を変更できます。 ［ウィンドウ］ノード内
に定義された表示特性は、<Business_System_Name>.css ファイル内に省略時の CSS クラスを生成する際にも利用され
ます。

選択内容は、ウィンドウまたはダイアログ・ボックス上の新しいオブジェクトすべてに適用されます。また、選択内容
は、ナビゲーション図ツールから表示特性を割り当てていない既存のオブジェクトすべてにフローを結びます。

ウィンドウのフォントを変更すると、そのウィンドウのすべてのコントロールにそのフォントが継承されます。

ウィンドウの色を変更すると、下記のコントロールに新しい色が継承されます。

• リテラル
• グループ・ボックス
• プロンプト
• ラジオ・ボタン
• チェック・ボックス

コントロールにフォントまたは色を指定して、選択内容を指定変更できます。

ツールバーとステータス・バーには、ウィンドウの色が継承されません。ただし、ステータス・バーまたはツールバーの
背景色を個別に指定できます。

フォントと色は、Windows を対象としたアプリケーションのメニュー・バーに対してサポートされません。ただし、
プッシュ・ボタンのフォントは変更できます。

NOTE
注： 背景色と前景色を選択するときは、それぞれの背景色が、対応する前景色に対し十分なコントラストを持
つようにしてください。たとえば、前景色に白色を選択した場合は背景色に白色を選択しない、などです。

［表示特性］では、生成したアプリケーションのユーザに対する表示方法を決定します。「表示特性」は、表示するダイ
アグラムのフォントまたはリスト・ボックスのフォントには影響しません。

生成したアプリケーションのフォントと色

選択したフォントが、生成したアプリケーションを実行するコンピュータで使えない場合、フォントの省略時解釈は、オ
ペレーティング・システムの選択内容になります。

選択した色が使えない場合、色の省略時解釈は［最適化］になります。アプリケーションは、選択した内容にほとんど一
致している色で表示されます。

色とフォントの変更は、なるべくしないでください。強調したい場合にのみ、フォントと色を変更するようにしてくださ
い。

前景、背景、またはフォントの活動化

これらの項目は、「省略時の外観の変更」（Change Default Appearance）リストに表示されたオブジェクトを選択する
までは非活動状態（灰色表示）です。

フォントと色のリセットの活動化

「フォントと色のリセット」は、「省略時の外観の変更」（Change Default Appearance）リストに表示された、変更対
象のオブジェクトを選択するまでは非活動状態（灰色表示）です。
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詳細は、個々のコントロールのヘルプを参照してください。

ビジネス システムの省略時表示特性の［カスタム］ノード

［カスタム］ノードでは、カスタム表示特性のリストを定義することができます。これは、Java Web 生成アプリケー
ション全体のウィンドウおよびコントロールで参照できます。カスタム表示特性には背景色、前景色、フォントおよび他
のスタイル文字列が含まれます。カスタム表示特性は作成、編集、および削除することもできます。

• 新しいカスタム表示特性の作成
• カスタム表示特性の編集
• カスタム表示特性の削除

［Java Web 生成］ノード

Java Web 生成ノード特性のノードでは、ユーザ・カスケード・スタイル・シート・ファイルおよびグループ・ボックス
の枠線の CSS スタイルを指定します。

［CSS ファイル名］フィールドでは、アプリケーション用にカスタマイズされたスタイル・シートであるカスケード・
スタイル・シート・ファイルを指定します。このカスケード・スタイル・シート・ファイルは、モデルの HTML\CSS
ディレクトリ内で使用できる必要があります。 CSS ファイル名を指定すると、生成された HTML ファイルは、LINK 要
素を使用してファイルを参照します。

［グループボックス・ラインの CSS スタイル］フィールドでは、生成された Java Web アプリケーションのグループ・
ボックスに対してライン CSS スタイルを指定します。

NOTE
注： アセンブルの前に、html\css ディレクトリに CSS ファイルが存在しない場合は、警告メッセージが発行
されます。html\css ディレクトリにユーザ CSS ファイルを置いていない場合は、ジェネレータおよびビルド
ツールのどちらもエラー・メッセージを発しません。

［リスト・ボックス/テーブル］ノード

［リスト・ボックス/テーブル］ノードは、ビジネス・システム全体のリスト・ボックスおよびテーブルのすべての行お
よび列に対して、表示特性機能を指定できます。

［リスト・ボックス/テーブル］ノードでは、以下の表示特性をリスト・ボックスおよびテーブルに指定することができ
ます。

［リスト・ボックスに境界を表示します］

リスト・ボックスでセルの境界を表示する必要があるかどうかを指定します。省略時解釈では、リスト・ボックスはセル
境界線を表示しません。

［行/列表示特性］

ビジネス・システム全体のリスト・ボックスおよびテーブルの行および列に、必ず適用するカスタム表示特性を指定しま
す。

システムにより変更が保存され、［カスタム表示特性の選択］ダイアログ・ボックスを閉じます。2 つ以上のカスタム表
示特性が指定されている場合、カスタム表示特性は周期的に入れ替わります。

事前に［カスタム］ノードで指定されている［カスタム表示特性］のリストから、必須の特性を選択することができま
す。

リスト・ボックスおよびテーブルの行と列を設計するために、次の情報を提供できます。

• 行を入れ替えるためのカスタム表示特性セットを指定する。
• 列を入れ替えるためのカスタム表示特性セットを指定する。
• 行スタイルの入れ替えを開始する行番号を指定する。（省略時解釈の行番号は 1）。
• 列スタイルの入れ替えを開始する列番号を指定する。（省略時解釈の列番号は 1）。
• 行と列の両方のスタイルが実行時に存在する場合、交差セルに対して、列スタイルよりも行スタイルを優先するかど
うかを指定する （デフォルトでは、列スタイルよりも行スタイルが優先する）。
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NOTE
注： ナビゲーション図で指定された行スタイルまたは列スタイルは、ビジネス・システムで指定されているス
タイルよりも優先されます。

［メッセージ・ボックス］ノード

［メッセージ・ボックス］ノードでは、ビジネス・システム全体のメッセージ・ボックスの表示特性を指定することがで
きます。このノードは、メッセージ・ボックス内の以下の要素にカスタム表示特性を割り当てます。

• ダイアログ・ボックス
• メッセージ・テキスト
• ［了解］ボタン
• ［取消］ボタン
• ［はい］ボタン
• ［いいえ］ボタン
• ［アボート］ボタン
• ［再試行］ボタン
• ［無視］ボタン

NOTE
注： メッセージ・ボックスは、最大 3 つのボタンで構成されます。

メッセージ・ボックスの各要素にカスタム表示特性を割り当てることによって、ブラウザに表示されるメッセージ・ボッ
クスの見た目を変更できます。

［メッセージ・ボックス］ノードでは、実行時のメッセージ・ボックスの幅と高さを指定できます。

［自動］チェックボックスがオンになっていると、実行時の省略時解釈のサイズがメッセージ・ボックスに適用されま
す。Java ランタイムは、メッセージ・テキストの長さに基づいて、メッセージ・ボックスの高さおよび幅を割り当てま
す。

メッセージ・ボックス内の要素に対するカスタム表示特性の選択

マトリックスにおける「ビジネス・エリア定義」
ファンクションとエンティティ・タイプの集まりを、ビジネス・エリア（１つの分析プロジェクトの対象範囲）とするに
は、「ビジネス・エリア定義」を選択してください。

ビジネス・エリアは、下記のマトリックスに定義できます。

• エンティティ・タイプ/エンティティ・タイプ・マトリックス
• ファンクション/ファンクション・マトリックス
• ビジネス・ファンクション/エンティティ・タイプ・マトリックス

マトリックスにおける「ビジネス・システム定義」

基本プロセスの集まりをビジネス・システムとして定義するには、「ビジネス・システム定義」を選択してください。

ビジネス・システムは下記のマトリックス上で定義できます。

• 基本プロセス/基本プロセス・マトリックス
• 基本プロセス/エンティティ・タイプ・マトリックス
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［定義イベント］選択リスト

「定義イベント」選択リストは、ウィンドウ、ダイアログ・ボックス、またはコントロールに定義されているイベントを
表示します。定義されるイベントには、イベント・タイプ、イベント・タイプ用に作成されたアクション名、コマンドな
どが指定されます。コマンドは、指定されると、イベント・タイプと関連づけられます。

このリストは、開発者がイベントを作成（定義）するまでブランク表示されます。この選択リストには、現在選択されて
いるウィンドウ、ダイアログ・ボックス、またはコントロールに定義されているイベントだけが表示されます。

このリストには、下記の３機能があります。

• ウィンドウ、ダイアログ・ボックス、またはコントロールと関連づけられているイベントの詳細を表示します。イベ
ントの詳細には、イベント・タイプ、アクション名、コマンドがあります。この情報が表示されるのは、イベントの
詳細を初めて作成したときです。また、ウィンドウ、ダイアログ・ボックス、またはコントロールのイベント処理の
詳細を指定したときにも表示されます。

• このリストの定義イベントを選択できます。また、プロシージャ・アクション図のイベント・アクションを迅速に開
始できます。呼び出すには、「アクション図」プッシュ・ボタンを選択してください。

• このリストの定義イベントを選択すると、ダイアログ・ボックスの下部にイベントの詳細を展開します。その結果、
開発者はたとえば、定義イベントと関連づけられているイベント・タイプを変更できます。

［ボリュームの削除］プッシュ・ボタン
このプッシュ・ボタンで、選択したデータベース・オブジェクト（テーブルスペース、索引スペース、または記憶グルー
プ）から、既存の DASD ボリューム ID を削除します。

フィールドの削除
「フィールドの削除」では、画面から１つまたは複数のフィールド、フィールドのグループ、プロンプト、リテラル、
または特殊フィールドを除去します。「フィールドの削除」では、テンプレートから１つまたは複数のリテラルと特殊
フィールドを除去します。テンプレート内のあるフィールドを削除すると、そのテンプレートが参照されるだけでなく、
テンプレート内のすべてのフィールドが除去されます。しかし、テンプレートの設定はそのままです。テンプレートが削
除されると、警告が表示されます。

意図しない削除を防ぐために、確認ダイアログ・ボックスが表示されます。

「フィールドの削除」には、下記の制限があります。

• テンプレートにあるオブジェクトを画面から削除すると、そのオブジェクトのインスタンスがすべて画面のアプリ
ケーションから除去されます。そのテンプレートは何の影響も受けませんが、それと同じテンプレートを使っている
他の画面に影響はありません。

• テンプレートからオブジェクトを削除すると、そのテンプレートを使っているすべての画面からそのオブジェクトが
削除されます。

• プロンプトを削除すると、そのプロンプトだけが削除されます。
• プロンプトで位置づけされたフィールドを削除すると、そのプロンプトも除去されます。
• あるグループからフィールドを選択すると、同時に位置づけられた同一エンティティのすべてのグループ・フィール
ドが選択されます。

［削除］（ダイアグラム）プッシュ・ボタン

削除したい保存済みダイアグラムの名前を選択してから「削除」ボタン（Delete）を選択してください。この削除には、
やり直し機能があります。削除する前に、正しいダイアグラム名を選択していることを確認してください。

ただし、保存しないでモデルを終了した場合、削除したダイアグラムは、次にそのモデルをオープンしたときに、そのモ
デル内に残っています。
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アクション・ブロックの削除

選択したアクション・ブロックをモデルから除去するには、「削除」を選択してください。ほかのアクション図またはア
クション・ブロックで使用されていないアクション・ブロックだけを削除できます。また、作業中のサブセットに削除用
途を指定しておく必要があります。

［削除］アクティビティ

［削除］アクションはダイアログ・ボックスにアクセスしますが、そのウィンドウを使うと、選択したアクティビティを
階層図から除去できます。アクティビティを削除するための処理手順は、そのアクティビティに従属アクティビティがあ
るかどうかで異なります。

ファンクションまたはプロセスを削除するには、下記を指定してください。

• 削除するファンクション/プロセス
• オブジェクトまたは階層の削除を確認するかどうか
• 削除する従属アクティビティ

NOTE
注： アクション図からの参照先ビューを持つプロセスは削除できません。

カスタム表示特性の削除

カスタム表示特性の削除方法

1. ビジネス・システム内の［詳細］-［表示特性］を選択します。
［省略時表示特性］ダイアログ・ボックスが表示されます。

2. ［カスタム］ノードを選択します。
［カスタム］パネルが表示されます。

3. 編集するカスタム表示特性を選択します。
4. ［削除］を選択します。
確認ダイアログ・ボックスが表示されます。

5. ［はい］を選択して、カスタム表示特性を削除します。

NOTE
注： カスタム表示特性を削除すると、特性オカレンス、およびモデル内の特性に対するすべての参照が削
除されます。

対話フローの「削除」

対話フローを削除するには、削除するフローを指定する必要があります。

アルゴリズム・アクション・ブロックの取り消し

この省略時アルゴリズム・アクション・ブロックは現在使用されていないので、この場合、アクション・ブロックを削除
することがあります。削除するには、「はい」を選択してください。

アクション・ブロックをそのまま使う場合は、「いいえ」を選択してください。

［すべて削除］ダイアログ

このダイアログ・ボックスでは、アクション図からすべてのステートメントを一度に削除したり、ステートメントを選択
して削除できます。
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不活性状態のステートメントの全削除。

「不活性状態ステートメントの全削除」コマンド（Delete All Statement(s)）は、アクション図に含まれる不活性状態の
ステートメントのうち１つ、または、すべてを選択して除去します。

アクション図の先頭から始まり、最初の不活性状態のステートメントが検索され、クライアント・エリアの先頭に配置
されます。確認ボックスが表示されます。ここでは下記のオプションが使用できます。［はい］（このステートメントを
削除）、［すべて］（不活性状態のステートメントをすべて削除）、［いいえ］（次の不活性状態のステートメントに移
動）、［取消］。

コンポーネント・アーキテクチャ図のオブジェクトの削除

コンポーネント・アーキテクチャ図内でオブジェクト（コンポーネント仕様タイプまたはインターフェース・タイプ）を
削除する方法

1. コンポーネント・アーキテクチャ図で、削除するオブジェクトを選択します。
2. ［編集］-［削除］をクリックします。
3. リストから削除するオブジェクトを選択し、［削除］をクリックします。

 

［属性の削除］ボタン

このダイアログ・ボックスで削除した未使用ビューに関連づけられていたすべての未使用属性を削除するには、このボタ
ンを選択してください。ほかのビューによって使われている属性は、このアクションで削除されません。

バッチ・ジョブの削除

「削除」は、バッチ・ジョブと、そのプロシージャ・ステップをすべて除去します。バッチ・プロシージャは、その関連
バッチ・ジョブから個別には削除できません。そのため、バッチ・ジョブの名前は、プロシージャ・ステップの名前を選
択しても、［削除］ダイアログ上に表示されます。

［コンポーネント・アーキテクチャ図の削除］ダイアログ・ボックス

［コンポーネント・アーキテクチャ図の削除］ダイアログ・ボックスでは、コンポーネント・アーキテクチャ図
（CAD）を削除できます。［コンポーネント・アーキテクチャ図の削除］ダイアログ・ボックスにアクセスするには、
［ダイアグラム］メニューの［削除］をクリックしてください。

コンポーネント・アーキテクチャ図の削除方法

1. 「コンポーネント・アーキテクチャ図の削除」ダイアログ・ボックスにて、削除するダイアグラムの名前を強調表示
してください。［削除］プッシュ・ボタンは、ダイアグラムが選択されると活性状態になります。

2. ［削除］をクリックします。確認ボックスが表示されます。
3. 削除してもよければ、「はい」をクリックしてください。選択されたダイアグラムとその関連オブジェクトが、ロー
カル・エンサイクロペディア・モデルから永久に削除されます。

NOTE
注： 確認ボックスで［いいえ］を選択すると、フォーカスは［コンポーネント・アーキテクチャ図の削除］ダ
イアログ・ボックスに戻ります。終了するには、［取消］をクリックします。

 637



 CA Gen - 86JP - Japanese - Japan

フィールドのヘルプ

フィールド名 説明
名前 既存のコンポーネント・アーキテクチャ図の名前が表示されます

。
説明 ［コンポーネント・アーキテクチャ図のオープン］ダイアログ・

ボックスで入力した、コンポーネント・アーキテクチャ図の説明
文が表示されます。

プッシュ・ボタンのヘルプ

プッシュ ボタン 説明
削除 コンポーネント・アーキテクチャ図を選択すると、このプッシュ

・ボタンは活性化されます。選択されたダイアグラムとその関連
オブジェクトが、ローカル・エンサイクロペディア・モデルから
永久に削除されます。

取消 表示されていたコンポーネント・アーキテクチャ図に戻ります。
ヘルプ 「コンポーネント・アーキテクチャ図の削除」ダイアログ・ボッ

クスのヘルプ・トピックを表示します。

［削除の確認］ボックス

「削除」の確認ボックスで、選択したオブジェクトの削除の、確認または取消ができます。

削除確認のダイアログ

削除を確認してから実行する必要があります。

内容削除の確認

ステータス・バーまたはツールバーは、削除するために選択した内容に含まれています。削除プロセスを続行すると、ス
テータス・バーまたはツールバーの内容も削除されてしまいます。

次の中から１つ選択する：

Yes 選択したオブジェクトをすべて削除します。
No ツールバーまたはステータス・バーの削除の前に、プロセスを停

止し保存したい内容を移動できます。

［ダイアグラムの削除...］

［ダイアグラムの削除...］ダイアログ・ボックス（Delete Diagram...）を表示するには、このメニュー項目を使ってくだ
さい。既存のダイアグラムのリストから１つまたは複数のダイアグラムを選択し、［削除］プッシュ・ボタン（Delete）
を選択してください。

ダイアグラムの使用の詳細については、［ダイアグラム］タブのヘルプを参照してください。
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ナビゲーション図における「ダイアグラムの削除」

保存したダイアグラムを削除するには、このダイアログ・ボックスを使ってください。リストにて１つまたは複数のダ
イアグラムの名前を選択してください。「削除」ボタンを選択すると、保存されたダイアグラムがモデルから削除されま
す。削除したダイアグラムを復元する機能はありません。

ただし、保存しないでモデルを終了した場合、削除したダイアグラムは、次にそのモデルをオープンしたときに、そのモ
デル内に残っています。

ナビゲーション図からダイアグラムを削除しても、そのダイアグラム内に表示されているオブジェクトはモデルから削除
されません。

言語メッセージの削除

選択した言語は少なくとも下記の１つで使われているため、削除できません。

• アクション図
• ウィンドウ
• 画面

言語が使われている場所を検索するには、「Yes」を選択して「使用箇所レポート」を表示してください。

終了するには、「No」を選択してください。

対話設計における［削除］ダイアログ

［削除］ダイアログ・ボックスでは、対話設計図から選択したオブジェクトを削除できます。オブジェクトを削除する順
序は、削除の対象となる選択オブジェクトによって異なります。

「エンティティの削除」ボタン

このダイアログ・ボックスで削除した未使用ビューに関連づけられていたすべての未使用エンティティを削除するには、
このボタンを選択してください。ほかのビューによって使われているエンティティは、このアクションで削除されませ
ん。

DELETE エンティティ・アクション

DELETEエンティティ・アクションの追加は、２つの基本的作業からなります。

• READまたはCREATEエンティティ
• DELETEアクションの追加

DELETEアクションは、既存のエンティティを削除します。DELETEを実行する前に、プロセスまたはプロシージャのロ
ジックによって、そのエンティティを作成または読取しておく必要があります。DELETE には、例外条件はありません
が、データベース例外条件がある場合があります。

DELETEアクションは、指定されたエンティティ・オカレンスを削除するほかに、そのエンティティ・タイプのオカレン
スと必須の対で関連しなくなったすべてのエンティティ・オカレンスをも削除します。この効果をカスケード削除と呼び
ます。たとえば、「注文」（ORDER）と「注文明細」（ORDER LINE）が、データ・モデル上で必須関係で結ばれてい
る場合、「注文番号」（ORDER NUMBER）111 の「注文」も削除されます。このエンティティと必須の対で結ばれて
いる「注文の明細行」エンティティもすべて削除されます。

-- READ order
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| WHERE DESIRED order number IS EQUAL TO 111

|

| DELETE order

--

例

下記の例のように、DELETEの実行前に、プロセス・ロジックによってそのエンティティを作成または読取しておかなけ
ればなりません。

|

| -- READ selected product

| | WHERE DESIRED product number IS EQUAL TO input

| | product number

| +- WHEN successful

| | DELETE selected product

| +- WHEN not found

<-+--+----ESCAPE

| --

|

ダウンストリーム効果

データ・モデルにおいて、「注文」と「注文の明細行」との間に必須関係があり、「注文」番号111の「注文」を削除す
る必要があると仮定します。「注文」番号111を削除すると、生成コードによって、削除された「注文」に関連づけられ
ていた「注文の明細行」もすべて削除されます。「注文の明細行」にほかの必須関係がある場合は、「注文の明細行」と
対になっているエンティティも削除されます。この波及効果（カスケード削除）は、必須関係のつながりが途切れる箇所
まで続きます。

式の削除

式を削除するには、その式を選択してから、［式の削除］を選択します。

下記の例では、削除できるいくつかの式を示しています。

例 1
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1 + 2 + 3

例 2

WHERE DESIRED customer name IS EQUAL TO "Smith"

AND DESIRED customer number IS EQUAL TO "123"

［式の削除］ダイアログ

アクション図のステートメントから式が削除されたことを確認する必要があります。

リモート導入後に生成ソースを削除

「リモート導入後に生成ソースを削除」チェック・ボックスでは、生成ツールを使って、リモート導入後にソース・コー
ドを削除するかどうかを指定します。ソース・コードを削除すると、物理記憶域のファイル数が減ります。生成DDLの
ファイルは、ソース・コード・ファイルに比べてほとんど記憶スペースを必要としないので、削除されません。

この省略時解釈は、導入タイプがリモートと指定されている場合に影響を与えます。

この省略時解釈は、下記の生成アクションに影響します。

• 全コードの生成と導入
• 選択したコードの生成または導入または導入（コードが導入された場合）
• 変更箇所の生成と導入

「クリア・スクリーン入力」における「削除」

クリア・スクリーン入力のパラメータ・リストからオブジェクトを削除するには、「削除」を選択する前にリスト項目を
選択してください。リスト内で連続する項目を削除するには、削除する各ステートメントをドラッグしながら選択してく
ださい。

対話設計における［削除］

オブジェクトを削除するには、以下を指定します。

• 削除するオブジェクト
• オブジェクトまたは階層の削除を確認するかどうか
• 削除する従属物（適切である場合）

［削除］によってアクセスされるダイアログ・ボックスを使用すると、選択したオブジェクトを対話設計図から削除でき
ます。オブジェクトを削除する順序は、削除の対象となる選択オブジェクトによって異なります。

マトリックスにおける「削除」

強調表示した行、列、またはセルをマトリックスから除去するには、「削除」を選択してください。

NOTE
注： ［削除］を使用する場合は、以下の例外がマトリックスに適用されます。

基本プロセスはマトリックスから削除できません。アクティビティ階層図からのみ削除できます。
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親和性マトリックスからは、オブジェクトもセル値も削除できません。

［メニュー設計］ダイアログの［削除］

「削除」では、選択したメニュー項目を選択リストから除去します。メニュー項目に下位メニュー項目がある場合は、そ
れも除去されます。

確認ボックスが表示され、選択したメニュー項目を削除するかどうかの確認を求められます。

ナビゲーション図における［削除］

このメニュー・オプションを選択すると、CA Gen 標準の［削除］ダイアログ・ボックスが表示されます。選択したオブ
ジェクトの削除は、「ナビゲーション図」ではなく、モデルから行ないます。

CA Gen は、削除するオブジェクトを参照するダイアグラムを自動的に更新します。それらのダイアグラムに次にアクセ
スしたときは、削除されたオブジェクトは表示されません。

主ウィンドウの削除を選択した場合、そのプロシージャ・ステップも一覧表示されます。省略時解釈では、ウィンドウと
ともにプロシージャ・ステップも削除されます。プロシージャ・ステップを削除したくないときは、その削除を取り消す
ことができます。

また、主ウィンドウを削除するときは、同じプロシージャ・ステップ内にあるほかのすべてのダイアログ・ボックスも削
除しなければなりません。

組織階層図における［削除］

組織階層図から組織単位を除去するには、「削除」を選択してください。

削除（部分タイプ・モデル図内の）

「削除」は、タイプ、サブタイプ、区分、属性、関係、またはオペレーションを、そのダイアグラムからだけでなくモデ
ル全体から削除します。

CA Gen には、以下のオプションがあります。

• 削除対象として選択された全項目の一覧。削除したくない項目を選択解除してください。
• 削除時確認？
• 階層の削除時確認
• 従属物のみの削除
• 従属物のプロモート
• 階層の削除（従属物のみ）

画面設計における［削除］

「削除」により、削除に使えるテンプレートのリストが利用できます。「削除」を使うと、選択されたテンプレートが除
去されます。

マップ済みフィールドの削除の確認

削除するために選択したフィールドは、インポートおよびエクスポートのビュー・マッピングを持つ属性です。この
フィールドを削除しても、マッピングは削除されません。フィールドは "h" 標識付きの隠ぺいフィールドとして、フィー
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ルド設計のビュー・リストに表示されます。削除したフィールドのビューをマッピング解除すると、ビュー・マッピング
によって、任意でこのマッピングを削除できます。

選択した属性ビューを削除するには［はい］、削除を取り消すには［いいえ］を選択してください。

DSL からのオブジェクトの削除

［削除］ダイアログ・ボックスでは、指定したオブジェクト（テーブル、カラム、外部キー列、索引、および制約）を、
データ構造リストから削除できます。

テーブルを削除する場合、各テーブルとその隣のテーブルの関係によっては、複数のテーブルがリストに表示されること
もあります。

ダウンストリーム効果

設計段階にて

• 強制を削除すると、強制と、それに対応する索引がともに削除されます。
• テーブルを削除すると、テーブルと索引の両方が削除されますが、インプリメントされているエンティティ・タイプ
はERDから削除されません。選択したテーブルにはほかのテーブルに対する関係が識別されているので、リスト内に
複数のテーブルが表示されます。

「データ・ストア・リストにおけるオブジェクトの削除」

選択したデータベース、テーブルスペース、テーブル、索引スペース、またはストレージ・グループを、データ・スト
ア・リストから削除します。

区分を削除すると、索引スペース、テーブルスペース、およびその区分のキー値が削除されます。

［エンティティ・タイプの削除］ダイアログ

［エンティティ・タイプの削除］ダイアログ・ボックスでは、生成した PAD のロジック内の直結エンティティ・タイ
プに対して実行するアクションを選択できます。このダイアログが表示されるのは、［プロセス合成］または［アク
ション・ブロック合成］のダイアログ上で、［モード削除］または［候補プロセスの削除］と［省略時アクションのレ
ビュー］を選択した場合だけです。作成中のエンティティ・タイプの名前は、タイトルに表示されます。サブジェクト・
エンティティ・タイプと必須関係で結ばれている全エンティティ・タイプが、先頭に一覧表示されます。サブジェクト・
エンティティ・タイプと任意関係で結ばれている全エンティティ・タイプが、その後ろに表示されます。各直結エンティ
ティ・タイプの読取に対するシステムの省略時解釈（「はい」または「いいえ」）は、リストの左側に表示されます。直
結エンティティ・タイプはすべて読取を許可されており、省略時解釈は「いいえ」です。省略時解釈の隣にあるアスタリ
スク"*"は、その値が変更不可能であることを意味します。

省略時解釈を変更するときは、選択リストで関係するエンティティ・タイプの名前を選択します。その後、適切なプッ
シュ・ボタンを選択します。

オンライン・ロード・モジュールの削除

「削除」では、１つのビジネス・システムについて、パッケージングからロード・モジュールを除去します。すべての
関連プロシージャ・ステップとアクション・ブロックも削除されます。削除すると、そのプロシージャ・ステップはパッ
ケージング可能となり、パッケージングされていないプロシージャ・ステップのリストに表示されます。
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オンライン・プロシージャ・ステップの削除

「削除」は、選択したプロシージャ・ステップを、そのパッケージング先のロード・モジュールから除去します。削除す
ると、そのプロシージャ・ステップはパッケージング可能となり、パッケージングされていないプロシージャ・ステップ
のリストに表示されます。

かっこの削除

１組のかっこをステートメントから削除するには、その左かっこを選択してから、「かっこの削除」を選択してくださ
い。

NOTE
注： かっこを削除すると、算術式とブール式の意味と結果が変わることがあります。

特性の削除

「削除」を選択すると、特性を削除するためのメニューが現れます。

［削除］プッシュ・ボタン

このプッシュ・ボタンでは、「導入済みビットマップ」リスト･ボックスにて選択した、モデルのディレクトリの
BITMAPサブディレクトリから、ビットマップ･ファイルを削除します。

ビットマップを削除しても、モデル内でのそのビットマップへの参照は削除されません。削除しようとしているビット
マップを、ウィンドウまたはコントロールが現在使っている場合、削除すると、そのウィンドウまたはコントロールに省
略時解釈のビットマップが表示されます。

削除の選択リスト

この選択リストでは、データ構造リストから削除するオブジェクトが識別されます。

同時に複数のオブジェクトを削除するには、それら複数のオブジェクトを選択（強調表示）してください。

ステートメントの削除

ステートメントをアクション図から削除するには、そのステートメントを選択してから、「ステートメントの削除」を選
択してください。連続したいくつかのステートメントを削除するには、削除する各ステートメントをドラッグして選択し
てください。

不使用プロンプトの削除

「不使用プロンプトの削除」を選択すると、モデル内の属性プロンプトのうち、インプリメントされていないものが表示
されます。プロシージャ・ステップ内の、すべての属性ビューに関する不使用プロンプトが表示されます。

ここからプロンプトを選択して削除できます。削除すると、コントロールによるインプリメンテーションには使えなくな
ります。

未使用プロンプトの削除

「未使用プロンプトの削除」では、モデルのサイズとそのモデルが管理しなければならないオブジェクトの数を減らすた
めに、未使用プロンプトを除去します。
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未使用ビューの削除

どのステートメントでも使わない未使用ビューをモデルから削除するには、「未使用ビューの削除」ダイアログ・ボック
ス（Delete Unused Views）を使ってください。このダイアログ・ボックスでは、未使用のインポート・ビュー、エクス
ポート・ビュー、ローカル・ビュー、エンティティ・アクション・ビュー、またはこれらすべてを削除できるオプション
が使えます。

［未使用ビューの削除］ダイアログ

モデルから未使用ビューを削除するには、［未使用ビューの削除］ダイアログ・ボックスを使用します。

ビューの削除

１つ以上のビューをアクション図から削除するには、ビュー・リストからそのビューを選択してから、「ビューの削除」
を選択してください。ビューがいくつかのステートメントに使われている場合には、最初にそれらのステートメントを削
除してください。

エンティティ識別子の削除時のメッセージ

エンティティ・タイプの識別子には、属性またはメンバシップが最低１つ必要です。最新の属性またはメンバシップを削
除すると、自動的にその識別子は削除されます。

属性またはメンバシップと同時に、エンティティ・タイプの識別子も削除してよいなら、「はい」を選択してください。

削除をやめるには、「いいえ」を選択してください。

削除確認のダイアロ#

削除を確認してから実行する必要があります。

区切り文字
「区切り文字」では、データ項目を区切る文字列引用記号とパラメータ区切り文字を指定できます。

［区切り文字］ダイアログ

［区切り文字］ダイアログ・ボックスでは、データ項目の区切りを示す、文字列の引用記号やパラメータの区切り文字を
指定します。「クリア・スクリーン入力」時には、区切り文字を使ってパラメータを区切ってください。

例

例 1

パラメータの区切り文字は、パラメータとパラメータとの間を区切ります。たとえば、カンマ（,）がパラメータ区切り
文字であるとします。すると、A、B、C は、以下のクリア・スクリーン入力ストリーム内で区切り文字となります。

トランコードA,B,C

トランコードがトランザクション・コードであるとすると、「クリア・スクリーン入力」の定義に従って、A、B、Cの
値がそれぞれ別々のインポート・ビューに入力されます。

例 2
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非 CA Gen 生成トランザクションから CA Gen 生成トランザクションを呼び出す場合、ネイティブ・トランザクション
から CA Gen 生成トランザクションにクリア・スクリーン入力としてパラメータを渡すことができます。これは、プロ
シージャ・ステップのインポート・ビューをマッピングして行ないます。

NOTE
注： 二重引用符を文字列の区切り文字として使用する前に、オペレーティング システム、ビジネス システ
ム、言語コンパイラの省略時解釈値を確認してください。詳細については、「「クリア・スクリーン入力」の
区切り文字とデータ分離記号」を参照してください。

NOTE
このダイアログ・ボックスのフィールドは以下のとおりです。

• パラメータの区切り文字
選択したビジネス・システムのデータ項目のパラメータを区切る句読記号を識別します。有効な値は、空白、カン
マ、ピリオド、セミコロン、スラッシュ、キャレット、ダッシュ、アスタリスク、正符号です。
「クリア・スクリーン入力」時には、データ項目の前後をパラメータの区切り文字で囲んでください。
たとえば、クリア・スクリーン入力から下記のコマンドを入力するとします。
AC03,氏名='John Smith',番号=123456
AC03はトランザクション・コード、一重引用符は文字列引用記号、カンマはパラメータ区切り文字、氏名と番号は
キーワードです。キーワードはパラメータを示すラベルであり、区切り文字で囲んだパラメータ・データを対応させ
ます。氏名と番号は、画面上にフィールド・プロンプトとして表示されます。キーワードは、一意の値でなければな
りません。キーワードの入力順序は、画面のパラメータ リストと同じでなくてもかまいません。

• 文字列引用記号
選択したビジネス・システムのデータ項目内の文字列を区切る句読記号を識別します。文字列引用記号としては、二
重引用符、かっこ、大かっこ、中かっこ、一重引用符があります。
パラメータ区切り文字と解釈されそうな記号は、文字列引用記号で囲んでください。
たとえば、二重引用符（""）文字列引用記号を使用して、クリア・スクリーン入力から EXECUTIVE V.P.;SMITH のよ
うな文字列データを入力には、"EXECUTIVE V.P.";"SMITH" と入力します。
二重引用符を使えば、セミコロンやピリオドによるパラメータ解釈上の問題を防止できます。

多関連色
このドロップダウン・リストには、多関連オブジェクトの表示色がリスト表示されます。多関連オブジェクトとは、マト
リックス内の多数のオブジェクトに関連しているオブジェクトです。省略時解釈は濃いピンク色です。

［非正規化］ダイアログ
［非正規化］ダイアログ・ボックスでは、データベース管理者は、論理データ・モデルを変更しなくても、物理モデルの
効率化を図ることができます。関係DBMSテーブルからの検索数が減少します。データベース管理者は、パフォーマンス
上の理由で非正規化をします。

「非正規化」では、アクション図ロジックに影響せずに、エンティティ関係図のエンティティ・タイプのインプリメン
テーションを変更できます。非正規化するのは、静的カラムのみです。BLOB 属性は選択できません。

生成されたコードは、外部キーの値にアクセスできますが、その際、そのキーが入っているエンティティ・タイプを読み
取る必要がないので効果的です。

接頭辞のDN_は非正規化外部カラムを示します。

このダイアログ・ボックスには、以下のフィールド情報が含まれます。

カージナリティ１の関係の選択リスト

この選択リストでは、選択したテーブルの関係を特定します。

まず、カージナリティ関係を選択し、次に非正規化をする候補カラムを選択してください。

候補の非正規化の選択リスト
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この選択リストで、選択されたカージナリティ関係における非正規化ができるカラムを特定します。BLOB 属性は選択で
きません。

カラムを正規化すると、DBMSテーブルからの検索数が減少します。

詳細情報：

How to in Data Structure List

［非正規化］プッシュ・ボタン

このプッシュ・ボタンでは、選択したカラムから、外部カラムを作成します。接頭辞DN_は、非正規化された外部カラム
を表わします。

［依存関係］ダイアログ
［依存関係］ダイアログ・ボックスには、選択したアクティビティに依存するアクティビティがリスト表示されます。依
存関係が表示されない場合は、FDDまたはPDD内に関連が描かれていません。

このダイアログ・ボックスのフィールドは以下のとおりです。

• アクティビティ・リスト
選択したアクティビティの前後にあるアクティビティがリスト表示されます。

• 特性
選択されたアクティビティの特性を表示します。

• 削除
選択したアクティビティを削除します。

• クローズ
ダイアログ・ボックスを閉じます。

 

誘導アルゴリズム名
誘導アルゴリズムの名前を指定してください。この名前は、この誘導属性値を計算するアクション・ブロックの名前を兼
ねます。

そのアクション・ブロックにアクセスするには、「分析」または「設計」で「アクション図」を選択してください。

省略時アルゴリズムは、現在のところ、システム生成時には無視されます。

説明
「記述」では、オブジェクトに関する詳しい説明文を入力します。

「記述エディタ」で、ワープロ機能を使って記述内容を入力できます。

［記述］ダイアログ

［記述］ダイアログ・ボックスには、モデルについて記述するための複数行からなるパネルがあります。記述文を入力す
る際、記述エディタのワープロ機能を使えます。

オブジェクトを言葉で説明することも、ダイアグラムのオブジェクトを定義する作業の一部です。

このダイアログ・ボックスには、以下のフィールド情報が含まれます。
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複数行入力フィールドの追加

この複数行入力フィールドを使って、当該オブジェクトの説明文を書きます。記述は簡潔にし、関連すると考えられる情
報をすべて記載してください。最大999文字までです。

 

データ・モデル・ブラウザの「属性」

データ・モデル・ブラウザの「記述」には、選択したオブジェクト・タイプの説明文を入力します。記述文を変更するに
は、テキストを記述ボックスに直接入力し「変更」を選択してください。そのオブジェクトを次回選択すると、新しい記
述文が現れます。

対話フロー・ブラウザの「記述」

［編集］-［記述］を選択すると、［記述］ダイアログ・ボックスが表示されます。ここに、対話フローとその対話フ
ローが結ぶプロシージャ（またはプロシージャ・ステップ）に関連する情報を記述します。

すべての選択解除
［すべての選択解除］を選択すると、選択されているすべてのオブジェクトの強調表示が解除されます。

イベントをすべて選択解除

「イベントをすべて選択解除」プッシュ・ボタンは、「定義イベント」リスト（Defined Events）のイベントすべての選
択をクリア（選択解除）します。

オペレーションとしての選択解除

アクション・ブロックの選択解除をすると、特定のエンティティ・タイプを含むオペレーションとしてのマークが取り消
され、アスタリスクが消えます。オペレーションとしてのアクション・ブロックの選択を解除するには、アクション・ブ
ロックを選択し「オペレーションとしての選択解除」を選択してください。

［設計位置］ラジオ・ボタン
［設計位置］ラジオ・ボタンでは、ウィンドウまたはダイアログ・ボックスが、画面上の特定の位置（設計位置）に表示
されるよう指定します。配置先は、選択した位置によります。

［編集］-［移動］を選択すると、ナビゲーション図ツールのクライアント・エリア内で、ウィンドウまたはダイアロ
グ・ボックスの位置を指定できます。

［オプション］-［グリッド］-［座標表示］チェック・ボックスの順に選択すると、ナビゲーション図ツールのクライア
ント・エリアに座標が表示されます。

Windows または UNIX プラットフォームで実行されるアプリケーション

Windows と UNIX のアプリケーションの場合、実行時のウィンドウまたはダイアログ・ボックスの位置は、それらを設
計した時点のデスクトップ内での位置が基準となります。
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プッシュ・ボタン・ビットマップの設計時のヒント

下記のサンプル・ビットマップをプッシュ・ボタンに使うことを考えてみてください。左側の 4 つは 4 つのプッシュ・
ボタンのイメージ、または 1 つのプッシュ・ボタンのサブビットマップを表しており、それぞれボタンの状態を示して
います。右側の 1 つは、同じ状態を示す 1 つのイメージで構成されています。

プッシュ・ボタンのビットマップ（Web 生成で使用されるプッシュ・ボタンを含む）を設計する場合に、4 つのプッ
シュ・ボタン状態のそれぞれの表現を制御するには、4 つのサブビットマップを作成し、1 つのサブビットマップで 1 つ
の状態を表わします。３つ以下のサブビットマップを持つビットマップを設計して使う場合、サブビットマップが与えら
れていない状態には、オペレーティング・システムの省略時解釈が使われます。CA Gen は、先頭のサブビットマップか
ら 4 番目のサブビットマップまでを、下記のとおりに各状態とマップします。

ビットマップ ［State（状態）］ ファイル名指定 説明
1 番目 Enabled nameprefix_enabled.ext 必須です。このビットマップは

、活性状態または不活性状態の
2つの状態だけを指定した場合
にも使用されます。

Second 無効化 nameprefix_disabled.ext コントロールの指定がない場合
、オペレーティング・システム
は、1番目のサブビットマップ
をぼかし表示にし、影をつけた
ハーフトーンのイメージを作成
します。このビットマップは、
活性状態または不活性状態の2
つの状態だけを指定した場合に
も使用されます。

3 番目 押された状態 nameprefix_pushed.ext コントロールの指定がない場合
、オペレーティング・システム
は、押された状態の物理ボタン
を表す影と共に表示される1番
目のサブビットマップのイメー
ジを作成します。
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４番目 フォーカスされた状態 nameprefix_focused.ext 指定がない場合、オペレーティ
ング・システムは、最初のサブ
ビットマップの周囲に線を描き
、コントロールにフォーカスが
置かれていることを示します。

nameprefixおよびextの値は、4つのファイルすべてで同じにする必要があります。下線文字（_）も使用できます。ビッ
トマップ・ファイルは、アクセスするhtml\imagesディレクトリに配置する必要があります。

５つ以上のサブビットマップを持つビットマップを設計して使う場合、５番目以降のサブビットマップはすべて無視され
ます。

ビットマップを定義したプッシュ・ボタンにテキストを割り当てて、実行時にそのプッシュ・ボタン上にマウス・ポイン
タを置いたとき注釈として表示されるようにできます。

最下部またはツールバー上に表示される、すべてのプッシュ・ボタンに対して、同じスタイルのプッシュ・ボタンを使用
することにより一貫性を保ちます。以下に例を示します。

デスクトップ名
「デスクトップ名」で、ウィンドウのデスクトップの名前を指定します。このフィールドはダイアログ・ボックスには適
用されません。指定した名前は、デスクトップのタスク・リスト内と、該当するアイコンの下に表示されます。

名前を指定しなかった場合、省略時解釈では、ウィンドウのタイトルと同じになります。

名前には任意の英数字を使用できますが、32文字を超えてはなりません。名前の重複は許されます。
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複写先は保護されています。
このメッセージは、開発者が、イベント・ハンドラを、サブセットの一部としてチェックアウトされいずれかのサブセッ
ト・プロテクション・レベルによって保護されている複写先に複写しようとしたことを示しています。

別の複写先を選択するか、または、適切なプロテクションを付与し直してからサブセットをチェックアウトし直してくだ
さい。

詳細
［詳細］を選択すると、［特性］オプションを使って選択項目に関する詳細情報を表示できます。

ナビゲーション図における「追加」（メニュー）

「詳細」メニューでは下記のツールにアクセスできます。

• 特性
• ビューの保守
• プロシージャ・ステップの詳細
• イベント...
• フローの保守
• エグジット・ステートの用途
• 表示特性（前景、背景、フォント選択、およびフォントと色のリセット）
• ヘルプ記述...
• 順序づけ...
• 不活性条件（Disabled By）...
• マッピング...
• ビットマップ管理...

「ナビゲーション図」内のオブジェクトを選択してから上記のツールの１つを選択すると、そのツールは、選択したオブ
ジェクトを使って一般的情報を表示します。

オブジェクトが選択されていない場合、CA Gen は現行ダイアグラムの特性パネルを表示します。

データベースの省略時解釈の詳細

選択したテクニカル設計のデータベースの省略時解釈を表示します。

アクティビティ依存関係における「詳細」

アクティビティ依存関係で「詳細」を選択すると、下記のオプションが使えます。

特性 選択したオブジェクトの名前と記述を変更します。
用途特性 プロセスの予想成長率とその実行頻度を指定します。
関連ビュー 外部オブジェクトとプロセスとの間でやりとりされるデータを指

定します。
期待効果 プロセス（作成、読取、更新、削除）がデータにもたらす効果を

指定します。
依存関係 選択したアクティビティにとっての、先行アクティビティと後続

アクティビティを指定します。
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アクティビティ依存関係図における［詳細］

アクティビティ依存関係図にて「詳細」を選択すると、下記を行なえます。

特性 ファンクションまたはプロセスの特性を定義します。
用途特性 プロセスの予想成長率とオカレンスの頻度を指定します。
ビューの保守 アクティビティに対するビューの変更と追加を行ないます。
関連ビュー 外部オブジェクトがプロセスから受け渡すデータを指定します。
期待効果 １つのエンティティ・タイプまたはサブタイプについて、アクテ

ィビティの期待効果を指定します。
依存関係 選択したアクティビティにとっての、先行アクティビティと後続

アクティビティを指定します。

アクティビティ階層図における［詳細］

アクティビティ依存関係図にて「詳細」を選択すると、下記を行なえます。

特性 ファンクションまたはプロセスの特性を定義します。
用途特性 プロセスの予想成長率を指定します。
ビューの保守 アクティビティに対するビューの変更と追加を行ないます。
期待効果 １つのエンティティ・タイプまたはサブタイプについて、アクテ

ィビティの期待効果を指定します。
依存関係 選択したアクティビティにとっての、先行アクティビティと後続

アクティビティを指定します。

属性における詳細

属性ウィンドウにて「詳細」を選択すると、下記を行なえます。

特性 エンティティ・タイプと属性の詳細内容を指定します。
値 属性の許容値を定義します。
使用箇所 モデル内のエンティティ・タイプ、サブタイプ、関係、属性のリ

ストを表示、印刷、格納
別名 属性の代替名を指定します。

［ビジネス・システム省略時解釈］の［詳細］

「詳細」では、「対話設計」、「画面設計」、「アクション図」、における、システム省略時解釈という標準値を設定し
ます。「設計」プルダウン・メニューから「ビジネス・システム省略時解釈」を選択すると、下記のアクションが実行で
きます。

特性 ビジネス・システムの名前と記述を指定します。
画面表示特性 プロンプト、フィールド、エラー、リテラルの色、強度、強調表

示の設定、および画面特性の調整を行ないます。カーソル位置、
記憶保護、ブランク状況（０またはヌルの場合）、使うフィール
ド充填文字も設定できます。
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ウィンドウ表示特性 選択したオブジェクトの前景色、背景色、フォントを指定します
。

コマンド それぞれの名前に関連づけられたコマンド名とその別名を設定し
ます。

エグジット・ステート アクション図と対話フローのエグジット・ステートを設定します
。

ファンクション キー ファンクション・キーにコマンドを割り当てます。
特殊編集パターン システムの日付、時間、行、スクロール標識に特殊フィールド・

フォーマットを設定します。
フィールド編集パターン 画面オブジェクトのフィールドの表示形式と入力形式を制御する

編集パターンを追加します。
区切り文字 データ項目の区切りを明示する、文字列引用記号とパラメータ区

切り文字を指定します。

データ・モデル・ブラウザの「詳細」

データ・モデル・ブラウザ・ツールで「詳細」を選択すると、以下のアクションを実行できます。

特性 データ・モデルのオブジェクトに対して別の特性を指定します。
値 現行の許容値を表示または追加します。
使用箇所 モデル内のエンティティ・タイプ、サブタイプ、関係、属性のリ

ストを、表示、印刷、格納
識別子 当該エンティティ・タイプ内の個々のエンティティを区別するた

めの関係を指定します。
排他関係 同時には対を持てない複数の関係の組を指定します。
別名 既存のエンティティ・タイプに対し、短縮名または頭字語など、

別の名前を指定

データ・モデル・ツールにおける「詳細」

アクティビティ依存関係図にて「詳細」を選択すると、下記を行なえます。

特性 名前、記述、関係カージナリティなど、エンティティ関係図の各
オブジェクトを変更

使用箇所 モデル内のエンティティ・タイプ、サブタイプ、関係、属性のリ
ストを表示、印刷、格納

属性 エンティティ・タイプに対して属性を作成および定義
リレーションシップ エンティティ・タイプが持つ関係を一覧表示
識別子 属性と関係のうち、個々のエンティティを区別するための、値と

対を持つ組み合わせを指定
排他関係 一時点で１つの関係にしか関与できないエンティティ・タイプを

指定
別名 エンティティ・タイプのほかの名前を指定
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データ・ストア・リストにおける「詳細」

データ・ストア・リスト・ツールにて「詳細」を選択すると、下記を行なえます。

特性 データベース、テーブルスペース、テーブル、索引スペース、ま
たはストレージ・グループの特性を指定します。

区分 物理記憶域であり、アドレス可能な記憶域をテーブルスペースと
索引スペースに分割します。

データ構造リストにおける［詳細］

データ構造リスト・ツールにて「詳細」を選択すると、下記を行なえます。

特性 テーブル、カラム、索引、外部キー、および強制の各特性を指定
します。

レイアウト 選択したテーブル内にあるすべてのカラムを表示したり、索引、
識別子、外部キーを特定したりします。

索引 選択したカラムまたは外部キー・カラムの索引をすべて表示しま
す。

識別子 ソース・テーブルの強制の目標エンティティ・タイプから識別子
を選択してください。

索引の省略時解釈の詳細

選択したテクニカル設計索引の省略時解釈を表示します。

対話設計における［詳細］

対話設計にて［詳細］を選択すると、以下のアクションが利用できるようになります。

特性 プロシージャの特性または対話フローの特性のいずれかを指定し
ます。どちらを指定するかは、「特性」にアクセスする際に選択
するオブジェクトによって決まります。

プロシージャ合成 既存のアクション・ブロックを使うプロシージャ・アクション図
を作成します。

ステップ特性 プロシージャ・ステップの名前と記述を指定します。
ビューの保守 プロシージャ・ステップのビュー・セットまたはビューの集まり

の更新、改訂、追加、編集を指定します。
PFキー/コマンド ファンクション・キーにコマンドを割り当てます。
クリア・スクリーン入力 プロシージャ・ステップに渡される不定様式入力を指定します。
フローの保守 フローのリストと関連エグジット・ステートを表示します。フロ

ーとエグジット・ステートの特性は、このオプションの使用時に
変更できます。

エグジット・ステートの用途 プロシージャ・ステップで使えるエグジット・ステートをリスト
表示します。

フロー・オン 転送またはリンクをトリガする １ つまたは複数のエグジット・
ステートを指定します。
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リターン・オン リンクからの復帰をトリガするエグジット・ステートを割り当て
ます。

送信データ プロシージャに送るインポート・ビューを指定します（転送また
はリンクの場合）。

返信データ プロシージャに戻されるエクスポート・ビューを指定します（リ
ンクの場合のみ）。

対話フロー・ブラウザの「詳細」

対話フロー・ブラウザ・ツールにて「詳細」を選択すると、下記を行なえます。

特性 「ビュー・マッチング」リストボックス（view matching）にて選
択したオブジェクトの特性を指定します（グループ・ビュー、エ
ンティティ・ビュー、または属性ビュー）。

説明 対話フローとその対話フローが結ぶプロシージャ（またはプロシ
ージャ・ステップ）に関連する情報を記述できるように、［記述
］ダイアログ・ボックスを表示します。

環境ツールにおける詳細

環境ツールから［詳細］を選択すると、［特性］アクションを実行してビジネス・システムの環境パラメータを指定でき
ます。

フローの保守における「詳細」

「フローの保守」から「詳細」を選択すると、下記のものを指定できます。

特性 ダイアグラム上にあるすべてのオブジェクトの特性です。
送信データ 宛て先プロシージャ・ステップに送るデータです。リンクまたは

転送に適用されます。
返信データ ソース・プロシージャ・ステップに戻されるデータです。リンク

のみに適用されます。

生成における「詳細」

生成ツールから「詳細」を選択すると、下記を行なえます。

特性 DDLとロード･モジュールの構成要素の特性を定義します。
サーバ環境 サーバ・ロード・モジュールの環境パラメータを指定します。
クライアント環境 クライアント（ウィンドウ）・ロード・モジュールの環境パラメ

ータ指定

パッケージングにおける「詳細」

生成ツールから「詳細」を選択すると、下記を行なえます。

特性 パッケージング･オブジェクトの特性を定義します。
サーバ環境 サーバ・ロード・モジュールの環境パラメータ指定
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クライアント環境 クライアント（ウィンドウ）・ロード・モジュールの環境パラメ
ータ指定

部分タイプ・モデル図の詳細

「ダイアグラム」ウィンドウの「詳細」メニューには、多数の機能があります。

特性 「ダイアグラム」上のオブジェクト（名前、記述、関係、カージ
ナリティなど）を変更。

使用箇所 モデル内のエンティティ・タイプ、サブタイプ、関係、属性のリ
ストを、表示、印刷、格納

オペレーション あるタイプのオペレーションを作成および定義
属性 エンティティ・タイプに対して属性を作成および定義
リレーションシップ エンティティ・タイプが持つ関係を一覧表示
識別子 各タイプを、その値と対で、ほかのどのタイプとも区別できるよ

うにするための、属性、メンバシップ、または両者の組み合わせ
、を指定

排他関係 同じタイプが同時には対を持てない、複数の関係を指定
別名 あるタイプの別名を指定

画面設計における［詳細］

「画面設計ツール」から「詳細」を選択すると、以下の操作を実行できます。

特性 ビューの割り当て、プロンプトの設定、フィールドと表示特性の
指定をします。

未配置フィールド 配置されていないフィールドを画面に追加します。
テンプレート特性 テンプレート名と記述を変更します。
画面特性 画面名、ヘルプIDの変更、スクロールの活動化、スクロール可能

反復グループ・オプションの決定を行ないます。
ビューの保守 ビューの追加、削除、複写を行ない、特性の詳細部分の変更も行

ないます。
PFキー/コマンド コマンドとファンクション・キーの関連付けを行ないます。
使用箇所 選択されたテンプレートが使われる画面を表示します。
用途 選択画面で使われるテンプレートを表示します。

ワーク・セット・リストにおける「検査」

ワーク・セット・リストで「詳細」を選択すると、下記を行なえます。

特性 ワーク・セットの名前と記述を指定します。
値 現行の許容値を表示または追加します。
使用箇所 モデル内でワーク・セットを使っている箇所を示すレポートを表

示します。
属性 ワーク・セットに定義した属性をリスト表示します。
別名 ワーク・セットに定義した別名をリスト表示します。
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ダイアグラム・ウィンドウの「詳細」メニュー

「詳細」メニューでできることは、オブジェクトの特性の指定、あるオブジェクトが当ダイアグラムのどこで使われて
いるかの一覧表示、関係の表示、属性と識別子と別名の追加および指定、排他関係の追加です。「詳細」メニューのオプ
ションはダイアグラム・ウィンドウによって異なります。各オプションのヘルプを見るには、そのオプションを強調表示
しF1を押してください。

ナビゲーション図における［プロシージャ・ステップの詳細］

このメニュー項目を選択すると、CA Gen によって［プロシージャ・ステップ特性］ダイアログ・ボックスが表示されま
す。詳細なヘルプは、このダイアログ・ボックスにて参照できます。

ウィンドウまたはダイアログ・ボックスを選択すると、CA Gen は、選択したオブジェクトに関連づけられているプロ
シージャ・ステップの対話を表示します。

詳細特性

これによって、アクション図にオペレーションを追加したり、既存のアクション図のオペレーションを指定することがで
きます。

［詳細］プッシュ・ボタン

このプッシュ・ボタンをクリックすると、［インポート/エクスポート・ビューのマッチング］ダイアログ・ボックスに
表示されたオブジェクトの特性が表示されます。これらの特性は、必要に応じて変更できます。下記のダイアログは、左
カラムにリストされたオブジェクトを選んで、［詳細］を選択した場合に表示されます。

選択したオブジェクト ［詳細］を選択すると表示されるダイアログ
エンティティ・タイプ エンティティ・タイプの特性
インポート・エンティティ・ビュー インポート・エンティティ・ビューの詳細化
エクスポート・エンティティ・ビュー エクスポート・エンティティ・ビューの詳細化
属性 属性ビューの詳細化

自動レイアウトにおける「詳細」プッシュ・ボタン

このプッシュ・ボタンをクリックすると、［ビューの詳細な定義］ダイアログ・ボックスが表示され、エクスポート・
ビューの特性を定義できます。

特性の詳細

このメニュー項目を選択すると、「特性」ダイアログ・ボックスが現れます。

テーブルの省略時解釈の詳細

選択したテクニカル設計テーブルの省略時解釈を表示します。

テーブルスペースの省略時解釈の詳細

選択したテクニカル設計のデータベースの省略時解釈を表示します。
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テクニカル設計の特性の詳細

選択したテクニカル設計の省略時解釈の特性を表示します。

［装置］プッシュ・ボタン
［装置］プッシュ・ボタンは、個々の Message Format Service（MFS）装置に拡張属性を指定できるダイアログを表示
します。

このプッシュ・ボタンは、TP モニタとして IMS が指定された場合にのみ活動状態になります。

ダイアグラム・オプション
「ダイアグラム」を選択すると、下記のアクションが実行できます。

Open 選択したビジネス・システムをオープンします。対話フロー、画
面、プロシージャ・ステップなどを定義できます。

新規 別のビジネス・システムを追加します。
削除 ビジネス・システムを除去します。
検査 モデルの一貫性検査をします。
レポート レポートを生成します。
Print（印刷） ダイアグラムを印刷します。
プリンタ・セットアップ 用紙選択、コード・ページ・サポート、用紙送りの制御、向き（

縦長か横長か）、印刷品質、省略時のスプールファイル・タイプ
を指定

モデルの保存 「オプション」にて指定したドライブとディレクトリにモデルを
書き込みます。

EXIT 活動状態のウィンドウをクローズします。

［ビューの詳細な定義］ダイアログ

［ビューの詳細な定義］ダイアログでは、エクスポート・ビューの詳細特性が表示され、画面の配置に合わせて属性が順
序づけられます。

ナビゲーション図におけるダイアグラム（メニュー）

「ダイアグラム」メニュー（Diagram）上のオプションを使えば、下記のことができます。

Open 既存のダイアグラムを表示したり、モデル内のビジネス・システ
ム、プロシージャ・ステップ、ウィンドウ、ダイアログ・ボック
ス、サーバからオブジェクトを選択することにより、新しいナビ
ゲーション図を作成します。

ダイアグラムの作成... 新規ダイアグラムを作成、または既存のダイアグラムを保存しま
す。

ダイアグラムの削除... 既存のダイアグラムを削除します。
ウィンドウをオープン... 選択してナビゲーション図ツール内のウィンドウ設計機能で使え

るプロシージャ・ステップを一覧表示します。
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ウィンドウをクローズ 選択したアプリケーション・ウィンドウまたはダイアログ・ボッ
クスを、ナビゲーション図ツールのクライアント・エリアから除
去します。（アプリケーション・ウィンドウまたはダイアログ・
ボックスに対する変更内容は、CA Gen セッションの間はメモリ
に保存されています）。

関連メニュー イベント・ブラウザ、アクション図、構造チャート、アクション
・ブロック用途図、対話設計、構築、画面、プロトタイピング、
またはワーク・セット・リストの各ツールに移ります。

検査 モデルの一貫性検査をします。
レポート 「プロシージャ定義」、「プロシージャ・ステップ定義」、「ウ

ィンドウ定義」、「コマンド・リスト」、「コマンド使用箇所」
、「エグジット・ステート・リスト」、「エグジット・ステート
使用箇所」の各レポートをオンライン表示します。

凡例 詳細な説明として、すべてのオブジェクトとフローを提示します
。

Print（印刷） ネットワーク、階層、コントロールの各ペインから、印刷操作を
実行できます。

プリンタ・セットアップ プリンタまたはプロッタの出力オプションを表示します。
モデルの保存 「オプション」で指定したドライブのディレクトリにモデルを書

き込みます。
EXIT ナビゲーション図ツールの終了。

ダイアグラムのクローズ

［ダイアグラムのクローズ］（F3）は、選択されているツールを閉じます。

アクション図における［ダイアグラム］

アクション図にて［ダイアグラム］を選択すると、以下のアクションが利用できるようになります。

Open アクション図にてアクセスできる基本プロセス、プロシージャ・
ステップ、またはアクション・ブロックが表示されます。

新規 新規のアクション・ブロックを作成します。
コピー あるアクション・ブロックを別のアクション・ブロックに複写し

ます。
削除 アクション・ブロックをモデルから削除します。
プロモート アクション・ブロックを基本プロセスに変えます。
関連メニュー アクション図、構造チャート、アクション・ブロック用途図、対

話設計図、画面設計図、ナビゲーション図、プロトタイピング、
構築、の各ツールにリンクします。

検査 モデルの一貫性検査を実行します。
Print（印刷） ダイアグラムを、ファイルへ出力または選択したプリンタへ印刷

します。
プリンタ設定 用紙選択、コード・ページ・サポート、用紙送りの制御、向き（

縦長か横長か）、印刷品質、省略時のスプールファイル・タイプ
を指定

モデルの保存 「オプション」で指定したドライブとディレクトリにモデルを保
管します。

EXIT 活動状態のウィンドウをクローズします。
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属性におけるダイアグラム

属性のリストにて「ダイアグラム」を選択すると、下記を行なえます。

検査 モデルの一貫性検査をします。
レポート レポートを生成します。
Print（印刷） ダイアグラムを印刷します。
プリンタ・セットアップ 用紙選択、コード・ページ・サポート、用紙送りの制御、向き（

縦長か横長か）、印刷品質、省略時のスプールファイル・タイプ
を指定

モデルの保存 「オプション」にて指定したドライブとディレクトリにモデルを
書き込みます。

EXIT 活動状態のウィンドウをクローズします。

「クリア・スクリーン入力」における「ダイアグラム」

「クリア・スクリーン入力」で「ダイアグラム」を選択すると、以下のアクションを実行できます。

Print（印刷） ダイアグラムを印刷します。
プリンタ設定 用紙選択、コード・ページ・サポート、用紙送りの制御、向き（

縦長か横長か）、印刷品質、省略時のスプールファイル・タイプ
を指定

モデルの保存 「オプション」にて指定したドライブとディレクトリにモデルを
書き込みます。

EXIT 活動状態のウィンドウをクローズします。

データ・モデル・ブラウザにおける「ダイアグラム」

データ・モデル・ブラウザ・ツールで「ダイアグラム」を選択すると、以下のアクションを実行できます。

関連メニュー アクション図、データ・モデル・リスト、またはエンティティ・
ライフサイクル図ツールを選択します。

検査 モデルの一貫性検査をします。
レポート エンティティ・タイプの階層、エンティティ・タイプの定義、属

性の相互参照、属性定義、の各レポートを生成します。
モデルの保存 「オプション」にて指定したドライブとディレクトリにモデルを

書き込みます。
EXIT 活動状態のウィンドウをクローズします。

データ・ストア・リストにおける［ダイアグラム］

データ・ストア・リスト・ツールで「ダイアグラム」を選択すると、以下のアクションを実行できます。

Open データ・ストア・リスト内にあるすべてのテーブルまたはデータ
ベースを表示します。

検査 一貫性検査を実行します。
レポート カラム定義、インプリメント後データ・リスト、またはDDLステ

ートメントを、指定したプリンタに出力します。
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Print（印刷） データ・ストア・リストを、指定したプリンタまたはファイルに
出力します。

プリンタ・セットアップ 省略時のプリンタまたはプロッタのオプションを表示します。
モデルの保存 データ・ストア・リストを任意のドライブとディレクトリに格納

してください。格納場所は、「オプション」→「パス」で選択し
てください。

EXIT 活動状態のウィンドウをクローズします。

データ構造リストにおける［ダイアグラム］

データ構造リストで「ダイアグラム」を選択すると、以下のアクションを実行できます。

Open データ構造リスト内のすべでのレコードまたはデータベースを表
示します。

検査 一貫性検査を実行します。
レポート レポート・ウィンドウから、フィールド定義レポートまたはイン

プリメント済みデータ・リスト・レポートにアクセスします。
Print（印刷） データ・ストア・リストを、指定したプリンタまたはファイルに

出力します。
プリンタ・セットアップ 省略時のプリンタまたはプロッタのオプションを表示します。
モデルの保存 「オプション」→「パス」で指定した、ドライブのディレクトリ

に、モデルを格納します。
EXIT 活動状態のウィンドウをクローズします。

対話フロー・ブラウザの「ダイアグラム」

データ・モデル・ブラウザ・ツールにて「ダイアグラム」を選択すると、下記のアクションが使えます。

関連メニュー 対話設計ツールまたは構築ツールを選択します。
検査 モデルの一貫性検査をします。
モデルの保存 「オプション」にて指定したドライブとディレクトリにモデルを

書き込みます。
EXIT 活動状態のウィンドウをクローズします。

対話設計図ツールのダイアグラム

対話設計図ツールにおいて「ダイアグラム」を選択すると、下記の操作を行なえます。

関連メニュー 画面設計、プロトタイピング、アクション図などほかのツールに
アクセスします。

検査 対話設計図の一貫性検査を行ないます。
レポート プロシージャ定義レポートとプロシージャ・ステップ定義レポー

トを生成します。
Print（印刷） ダイアグラムを印刷します。
プリンタ・セットアップ 用紙選択、コード・ページ・サポート、用紙送りの制御、向き（

縦長か横長か）、印刷品質、省略時のスプールファイル・タイプ
を指定

モデルの保存 「オプション」にて指定したドライブとディレクトリにモデルを
書き込みます。
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EXIT 活動状態のウィンドウをクローズします。

環境におけるダイアグラム

環境ツールから「ダイアグラム」を選択すると、下記を行なえます。

EXIT 活動状態のウィンドウをクローズします。
Print（印刷） クライアント・エリアのオブジェクトを、プリンタまたはファイ

ルに印刷します。
プリンタ・セットアップ 書式タイプ、コード・ページのサポート、用紙送り制御、用紙の

向き、印刷品質、省略時のスプール・ファイル・タイプを決定し
ます。

モデルの保存 「オプション」で指定したドライブのディレクトリにモデルを書
き込みます。

フローの保守における「ダイアグラム」

「フローの保守」から「ダイアグラム」を選択すると、下記の操作を行なえます。

Print（印刷） ダイアグラムを印刷します。
プリンタ設定 用紙選択、コード・ページ・サポート、用紙送りの制御、向き（

縦長か横長か）、印刷品質、省略時のスプールファイル・タイプ
を指定

モデルの保存 「オプション」にて指定したドライブとディレクトリにモデルを
書き込みます。

EXIT 活動状態のウィンドウをクローズします。

生成における「ダイアグラム」

生成ツールから「詳細」を選択すると、下記を行なえます。

Open DDLとソース･コードを生成する構成要素を選択形式で表示しま
す。

関連メニュー アクション図ツール、対話設計図ツール、画面設計ツール、ナビ
ゲーション図ツール、データ構造リスト・ツールを呼び出します
。

表示 選択した構成要素の出力ファイルを表示します。
Print（印刷） クライアント・エリアで表示した情報を印刷します。
プリンタ・セットアップ 用紙選択、コード・ページ・サポート、用紙送りの制御、向き（

縦長か横長か）、印刷品質、省略時のスプールファイル・タイプ
を指定

モデルの保存 「オプション」にて指定したドライブとディレクトリにモデルを
書き込みます。

EXIT 活動状態のウィンドウをクローズします。
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マトリックスにおける「ダイアグラム」

マトリックスにて「ダイアグラム」を選択すると、下記のオプションを使えます。

Open 別のマトリックスを選択します。
検査 モデルの一貫性と完全性を検査します。
レポート レポートのリストを表示します。
Print（印刷） レポートとダイアグラムをレーザ・プリンタで印刷します。
プリンタ・セットアップ 省略時のプリンタまたはプロッタのオプションを表示します。
モデルの保存 終了せずにモデルに対する変更内容を記録します。
EXIT 活動状態のウィンドウをクローズします。

組織階層図における［ダイアグラム］

組織階層図で［ダイアグラム］を選択すると、以下のアクションが実行できるようになります。

関連メニュー 選択したアクティビティ用に別の組織階層図をオープンします。
レポート レポートを生成します。
Print（印刷） ダイアグラムを印刷します。
プリンタ・セットアップ 用紙選択、コード・ページ・サポート、用紙送りの制御、向き（

縦長か横長か）、印刷品質、省略時のスプールファイル・タイプ
を指定

モデルの保存 「オプション」にて指定したドライブとディレクトリにモデルを
書き込みます。

EXIT 活動状態のウィンドウをクローズします。

パッケージングにおける「ダイアグラム」

パッケージングにて［ダイアグラム］を選択すると、下記を行なえます。

Open オンライン、バッチ、ウィンドウ、またはクライアント/サーバ（
協調）処理のロード･モジュールのパッケージング･オブジェクト
を表示します。

関連メニュー アクション図ツール、対話設計図ツール、画面設計ツール、ナビ
ゲーション図ツールを呼び出します。

レポート オンライン、バッチ、ウィンドウ、協調パッケージングのレポー
トを作成します。

Print（印刷） クライアント･エリアのオブジェクトを、プリンタまたはファイ
ルに印刷します。

プリンタ・セットアップ 用紙選択、コード・ページ・サポート、用紙送りの制御、向き（
縦長か横長か）、印刷品質、省略時のスプールファイル・タイプ
を指定

モデルの保存 「オプション」にて指定したドライブとディレクトリにモデルを
書き込みます。

EXIT 活動状態のウィンドウをクローズします。
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プロトタイピングにおける「ダイアグラム」

 

「プロトタイピング・ツール」で「ダイアグラム」を選択すると、下記の操作を行なえます。

Open 活動状態のビジネス・システム内の全プロシージャ・ステップを
表示します。

関連メニュー 「対話設計」、「画面」、「プロトタイピング」、「アクション
図」、「構造チャート」、または「ナビゲーション図」に移動し
ます。

モデルの保存 「オプション」にて指定したドライブとディレクトリにモデルを
書き込みます。

EXIT ナビゲーション図ツールを終了します。

部分タイプ・モデルのダイアグラム

モデル図ウィンドウにて［ダイアグラム］を選択すると、多数の機能が利用できるようになります。

Open 同じタイプの新しいダイアグラムをオープン（「モデル図の選択
」ボックスを介して）

新規 同じタイプの新しいダイアグラムを作成
削除 ダイアグラムを削除（「削除するダイアグラムの選択」ボックス

を介して）
検査 モデルの一貫性検査を実行します。
レポート レポートを生成します。
関連メニュー 別のダイアグラムに移動。移動先として選べるのは、データ・モ

デル・リスト、データ・モデル・ブラウザ、エンティティ・ライ
フ・サイクル、ほかのタイプ・モデル図の１つ（コンポーネント
・モデリング・メニューから）、データ・モデル、またはアクシ
ョン図

Print（印刷） ダイアグラムを印刷します。
プリンタ・セットアップ 用紙選択、コード・ページ・サポート、用紙送りの制御、向き（

縦長か横長か）、印刷品質、省略時のスプールファイル・タイプ
を指定

クローズ ダイアグラムをクローズ

画面設計における［ダイアグラム］

画面設計にて［ダイアグラム］を選択すると、以下のアクションが利用できるようになります。

Open プロシージャ・ステップまたはテンプレートのリストを表示し、
画面設計図ツールで使う際に選択します。

新規 新しいテンプレートを作成します。
削除 選択された画面から選択されたテンプレートを除去します。
関連メニュー 対話設計、ウィンドウ、プロトタイピング、アクション図、構造

チャート、または構築の各ダイアグラムにアクセスします。
検査 モデルの一貫性検査をします。

 664



 CA Gen - 86JP - Japanese - Japan

Print（印刷） いくつかの画面を、指定されたプリンタまたはファイルに出力し
ます。

プリンタ・セットアップ 用紙選択、コード・ページ・サポート、用紙送りの制御、向き（
縦長か横長か）、印刷品質、省略時のスプールファイル・タイプ
を指定

モデルの保存 「オプション」で指定したドライブとディレクトリに、モデル全
体を書き込みます。

EXIT 活動状態のウィンドウをクローズします。

ワーク・セット・リストにおける「ダイアグラム」

ワーク・セット・リストで「ダイアグラム」を選択すると、以下のアクションを実行できます。

検査 モデルの一貫性検査をします。
Print（印刷） ダイアグラムを印刷します。
プリンタ・セットアップ 用紙選択、コード・ページ・サポート、用紙送りの制御、向き（

縦長か横長か）、印刷品質、省略時のスプールファイル・タイプ
を指定

モデルの保存 「オプション」にて指定したドライブとディレクトリにモデルを
書き込みます。

EXIT 活動状態のウィンドウをクローズします。

特性のダイアグラム・メニュー

［特性］ドロップダウンにて利用可能なメニュー項目を表示します。

クライアント/サーバ処理におけるダイアグラム作成要件

対話設計における要件

ナビゲーション図のプロシージャとフローは、クライアント/サーバ・アプリケーション特有の要件（下記）を満足しな
ければなりません。

• サーバ・プロシージャは、表示なしのオンライン・プロシージャでなければなりません。
• クライアント・プロシージャはオンラインとしなければなりません。
• クライアント・プロシージャからは、ほかのクライアント・プロシージャへもサーバ・プロシージャへもフローして
かまいません。

• クライアント・プロシージャからサーバ・プロシージャへの対話フローは、リンク型でなければなりません。実行時
にはこのフローに沿って、クライアントに戻らなければなりません。

• クライアント・プロシージャからサーバ・プロシージャへのフロー・オン特性は、先実行型でなければなりません。
• サーバ・プロシージャをフロー元とすることはできません。
• データが送信または戻される場合、開発者は、クライアント・プロシージャからサーバ・プロシージャへのリンク型
フローのビューを、マッチングしておかなければなりません。

アクション図における要件

クライアント/サーバ・アプリケーションにおいても、データ分析時とアクティビティ分析時の、モデリング方法は、基
本的に同じです。クライアント/サーバ処理方法論の違いに注意する必要があります。
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クライアント/サーバ構成要素のアクション図では、クライアント構成要素とサーバ構成要素とで、別個のロジックが使
われていなければなりません。一般的に、開発者からのインポート・ビューと、開発者に戻されるエクスポート・ビュー
との間に、この違いが発生します。

クライアント構成要素は、おもに、ユーザ・インターフェースの実行を担当します。これに対応して、クライアント・
プロシージャのアクション図は、開発者によって入力されるデータを処理します。サーバ構成要素はおもに、データへ
のアクセスとデータ更新を担当します。サーバ・プロシージャでは、CRUD（作成（Create）、読取（Read）、更新
（Update）、削除（Delete））のアクション・ブロックに、USEステートメントを使っています。基本プロセス用に作
成されたアクション・ブロックのほとんどは、サーバ構成要素の一部になります。

• サーバ・プロシージャのアクション図は、処理終了時に、エグジット・ステートを設定しなければなりません。この
エグジット・ステートを設定すると、フローは、クライアント構成要素に戻ります。フローが戻らないと、実行時エ
ラーが発生します。

• アクション図ロジックでは、検索条件はできる限り限定されるようにします。必要なデータのみを検索します。作業
単位を終了するのに必要なデータだけを、クライアント構成要素に戻してください。

ナビゲーション図における要件

クライアント構成要素は、グラフィカル・ユーザ・インターフェース（GUI）でなければなりません。GUI構成要素は、
ナビゲーション図ツールで作成します。このツールを使えば、ウィンドウとダイアログ・ボックスをレイアウトし、その
コントロールを指定できます。また、コマンドやオートフローなどの処理をコントロールと関連付けることもできます。

［ダイアグラムの配置］ダイアログ

［再作図］ダイアログ・ボックスでは、アクティビティ図がどう画面に表示されるかを決めます。ダイアグラムが、ボッ
クスの高さ、階層のタイプ、表示順の指定内容に基づいて再作図されます。

• ボックスの高さ
［ボックスの高さ］オプションにより、オブジェクトのボックスの高さが決定されます。ボックスの幅は、ボックス
の高さが増えるにつれて短くなります。テキストは、そのボックスのサイズに合わせて自動的にフォーマットされま
す。
下記の例は、ボックスの高さと幅との比率です。
小
---------------------------------
|                                 |
---------------------------------
中
 --------------------------
|                          |
|                          |
 --------------------------
大
 -------------
|             |
|             |
|             |
|             |
 -------------

• 階層のタイプ
［階層のタイプ］オプションにより、オブジェクトのボックスのレイアウトが決定されます。アクティビティ図のレ
イアウトは、ルート・ファンクションに対応しています。
下記の例は、各階層タイプのレイアウトです。
字下げリスト
  ルート
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|
   +--オブジェクト
        |
        +--オブジェクト
Horizontal
        +--オブジェクト
  root--|
        +--オブジェクト
Vertical
        ルート
         |
  -------+-------
 オブジェクト  オブジェクト

• 逆配置
［逆配置］オプションを選択すると、アクティビティ図上のオブジェクトの位置がルート・ファンクションを基準に
して逆転されます。
階層タイプが字下げリストおよび垂直の場合、上端にあるオブジェクトが下端に置かれます。階層タイプが水平の場
合、左方にあるオブジェクトが右方に置かれます。
下記の例は、各階層タイプを逆転したときの結果です。
字下げリスト
  逆配置前                    逆配置後
  ルート                                             --オブジェクト
   |                                              |        
    --オブジェクト                              --オブジェクト        
            |                             |                
             --オブジェクト                  ルート
Horizontal
  逆配置前                    逆配置後
         --オブジェクト                          オブジェクト--
  ルート--+                                          +--ルート
         --オブジェクト                          オブジェクト--
Vertical
  逆配置前                    逆配置後
       ルート                                 オブジェクト   オブジェクト
        |                                      ----+----  
     ---+----                                      |      
オブジェクト   オブジェクト                                 ルート

「ダイアグラム全体」ラジオ・ボタン

このラジオ・ボタンは、ダイアグラム全体を、プリンタ、プロッタ、またはファイルに出力します。

部分タイプ・モデル内のダイアグラム・リスト・ボックス

このボックスには、選択されたサブジェクト・エリアのすべての部分タイプ・モデル図（あれば）が一覧表示されます。
該当するダイアグラムを選択して「了解」をクリックすると、グラフィックの部分タイプ・モデル図が表示されます。
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［ダイアグラム］タブ

ナビゲーション図で言う「ダイアグラム」とは、特定のレイアウトにおいて名前付きで保存されたオブジェクト群を指し
ます。それぞれ異なる名前を付けて、多数のダイアグラムを作成できます。ダイアグラムでは、より小さなオブジェクト
のセットを操作でき、ユーザのニーズに最も合うレイアウトを作成できます。

そのモデルについて以前に保存したダイアグラムのリストを表示するには、「ダイアグラム」タブ（Diagrams）を使っ
てください。ダイアグラムを選択するには、［既存ダイアグラム］リストから名前を選択し、［含める］をクリックしま
す。［既存ダイアグラム］リスト内のダイアグラム名をダブルクリックしても、そのダイアグラムを［含まれるダイアグ
ラム］リストに追加できます。

［含める］をクリックすると、そのダイアグラムの一部であるウィンドウ、ダイアログ・ボックス、およびその他のオ
ブジェクトの名前が、［含まれるオブジェクト］リストに表示されます。［含まれるダイアグラム］リストからダイアグ
ラムを削除すると、CA Gen は、そのダイアグラムの一部であるすべてのオブジェクトを表示する［含まれるオブジェク
ト］リストからそのダイアグラムを削除します。

このダイアログ・ボックスのフィールドは以下のとおりです。

• 既存ダイアグラム
モデル内に保存されたダイアグラムの名前を指定します。これらの名前の １ つを選択することにより、現在オープン
しているダイアグラムを保存できます。この作業により、既存のダイアグラムを効率的に更新できます。新しい名前
を使いたいときは、その名前を［ダイアグラムの作成］フィールドに入力してください。

• 含まれるダイアグラム
ダイアグラムとは、「ナビゲーション図」内に表示される特定のレイアウトにおいて、名前を付けられ、グループ分
けして保存されたオブジェクトのことです。ダイアグラムでは、選択したオブジェクトのセットを操作でき、ユーザ
のニーズに最も合うレイアウトを作成できます。
このリストは、「ナビゲーション図」内に表示するために含めたダイアグラムを表示します。
含まれるダイアグラムを表示するには、［開く］をクリックします。このリスト内のダイアグラム名を 1 つ選択して
［削除］をクリックすると、リストからそのダイアグラムが削除されます。
このリスト内でダイアグラム名をダブルクリックして、そのダイアグラムを除去することもできます。

• 含まれるオブジェクト
［含まれるオブジェクト］リストには、ナビゲーション図に含めるように指定したすべてのオブジェクト（スコー
ピング・オブジェクトとも呼ばれる）が表示されます。オブジェクトをダブルクリックするか、オブジェクトを選
択してから［含める］をクリックすると、表示するオブジェクトを含めることができます。［ダイアグラム］タブ、
［ウィンドウ］タブ、［サーバ］タブ、［分類］タブのオプションを使用して、オブジェクトを選択できます。
［分類］タブでは、設定した基準に合ったすべてのオブジェクトが一覧表示されます。見出し［全てのウインドウを
選択］の下にあるオプションのうち 1 つを選択して、［含める］をクリックすることにより、これらの基準を確立す
ることができます。

NOTE
注： CA Gen では、別のタブに移動すると、前のタブで選択した内容が保持されます。選択した内容を含む
ナビゲーション図を表示するには、［開く］をクリックします。

「ナビゲーション図」に含めるオブジェクトを選択する場合、選択したオブジェクト（スコーピング・オブジェク
ト）を下記の３つのうちいずれかの方法で表示できます。

• すべてのスコーピング・オブジェクトと、それらの子（スコーピング・オブジェクトからのフローを持つオブジェク
ト）を表示する。これはデフォルト選択です。
– すべてのスコーピング・オブジェクトと、それらの親（スコーピング・オブジェクトへのフローを持つオブジェク
ト）を表示する。

– 親と子の両方とともにスコーピング・オブジェクトを表示する。
これらのオプションは、「ビュー」メニュー（View）上の選択に対応します。

• 含める
選択したオブジェクトを［含まれるオブジェクト］リストに含めます。オブジェクトをダブルクリックして、リスト
にオブジェクトを含めることができます。

• 削除
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［含まれるオブジェクト］リストからオブジェクトを削除します。［含まれるオブジェクト］リストからオブジェク
トを選択し、［削除］をクリックするか、または［含まれるオブジェクト］リスト内のオブジェクトをダブルクリッ
クします。

• Open
［ナビゲーション・オブジェクトをオープン］ダイアログ・ボックスのタブで行ったすべての設定を使用してナビ
ゲーション図を開きます。

［ダイアグラム］タブ内のタスク

ダイアグラムの作成

ナビゲーション図に表示するオブジェクトを選択するには、［ナビゲーション・オブジェクトをオープン］ダイアログ・
ボックス内の 4 つのタブを使用します。いったんオブジェクトを表示すると、［ダイアグラム］-［ダイアグラムの作
成...］から、それらのオブジェクトをダイアグラム内に保存できます。

保存したダイアグラムを開く

ダイアグラムを表示するには［開く］をクリックします。「ナビゲーション図」は、前回のダイアグラムを表示したとき
に配置されていたすべてのオブジェクトを表示します。CA Gen は、ダイアグラムのレイアウトと現行セッションで行っ
た変更を保持します。次の CA Gen セッションのために変更と現行レイアウトを保存するには、モデルを保存します。

複数のダイアグラムを含めると、それらの各ダイアグラムは、前回に保存したときのオブジェクトの配置で表示されま
す。ただし、オーバーラップを避けるため、オブジェクトの位置が多少ずれていることがあります。

保存したダイアグラムからオブジェクトを削除する

ダイアグラムが表示される前にそのダイアグラムからオブジェクトを削除するには、［含まれるオブジェクト］リストか
らオブジェクトを選択し［削除］をクリックします。［含まれるオブジェクト］リスト内でオブジェクトをダブルクリッ
クしても削除できます。

ダイアグラムを表示しているときにオブジェクトを除去するには、最初にオブジェクトを選択してから、「編集」メ
ニュー（Edit）にて「除去」メニュー項目（Remove）を選択してください。

表示される前に［ダイアグラム］タブで既存ダイアグラムからオブジェクトを削除しておくと、ダイアグラムを効率的に
変更できます。このため、CA Gen では［含まれるダイアグラム］リストにダイアグラム名を表示していません。そのあ
とで、「ナビゲーション図」のタイトル・バーは、「無題」（Untitled）というダイアグラム名を表示します。

［言語］ダイアログ・ボックス
えんじ色のバナーの付いたえんじ色のボックスは、言語ダイアログ・ボックスを表します。［言語］ダイアログ・ボック
スは、省略時解釈とは異なる言語を選択したときに表示されます。ボックス内のテキストはダイアログ・ボックスのタイ
トルです。ダイアログ・ボックスにタイトルがない場合は、プロシージャ・ステップの名前がボックスに表示されます。

「言語」ドロップダウン

「言語」ドロップダウン・ボックスでは、「ウィンドウ選択」ウィンドウから追加するウィンドウまたはダイアログ・
ボックス用の言語を選択します。

このドロップダウン･リストから言語を選択するには、使用したい言語をクリックします。

アクション図における［言語］

言語は、アクション図のロジックで使用する、英語以外の言語を指定できる特殊属性です。言語は、設計ツールセットの
言語定義ツールで定義できます。二国語対応のアプリケーションに使われます。

下記の例は、アクション図における言語の使用方法です。
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 -- IF CURRENT DIALECT IS EQUAL TO french

| SET export country name TO "France"

 ---

言語名

定義する言語の名前をタイプしてください。最長 8 文字です。

NOTE
注： 言語を定義するときは、DBCS 文字は許可されません。言語名に使用できるのは、英文字のみです。

［Dialect Names for Objects （オブジェクトの言語名）］ダイアログ・ボックス

［言語名］ダイアログ・ボックスでは、言語名を選択すると、モデル全体に適用されるオブジェクトを定義および活動化
できます。選択した言語は、別の言語を選択するまですべてのツールに対して有効です。そのオブジェクトは、モデル全
体に適用されます。

すべてのモデルには、省略時の言語が暗黙的に決まっています。画面設計、対話設計、ビジネス・システムの省略時解釈
値は、特別な言語が定義されない限り、省略時の言語で動きます。開発者が追加した言語を指定言語と呼びます。

以下は、推奨されるシステム開発の順序です。

1. 省略時の言語を使ってシステムを設計してください。
2. 追加の言語を指定してください。
3. コマンド、プロンプト、リテラル、メッセージなどを新規言語に変換してください。

言語に対して値を指定しない場合、省略時言語が使われます。

言語の定義

言語特性を指定するには、以下の CA Gen ツールセットの設計段階オプションを使用します。

• ［言語定義］を使って複数の言語を定義します。
• ［ビジネス・システム省略時解釈］を使って、エグジット・ステート・メッセージおよび編集パターンの値をコマン
ドと別名の各言語で指定します。

• 画面設計を使用して、プロンプトとリテラルの値を各言語で指定します。複数の言語で表示されるように、画面を設
計することもできます。その場合は実行時に、「対話マネージャ」から呼び出されるユーザ・エグジットによって、
そのアプリケーションがエンド・ユーザに表示されるときの言語を指定します。

NOTE
注： 言語を定義するときは、DBCS 文字は許可されません。言語名に使用できるのは、英文字のみです。

NOTE
このダイアログ・ボックスのフィールドは以下のとおりです。

• 値入力フィールド
選択した属性と比較する値を入力します。

変更を実行するには、［了解］をクリックします。変更を破棄する場合は、［取消］をクリックします。

NOTE
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［Dialect Names for Screen （画面の言語名）］ダイアログ・ボックス

［言語名］ダイアログ・ボックスでは、選択した画面の［言語名］を選択します。選択した言語は、別の言語を選択する
まですべてのツールに対して有効です。言語と呼ばれるオブジェクトによって、二国語対応アプリケーション・サポート
の言語名を使います。

すべてのモデルには、省略時の言語が暗黙的に決まっています。画面設計、対話設計、ビジネス・システムの省略時解釈
値は、特別な言語が定義されない限り、省略時の言語で動きます。

ユーザが追加した言語は、指定された言語として引用されます。画面設計を使う場合、省略時の言語と指定された言語の
間には大きな違いがあります。省略時の言語が有効である場合、すべてのオプションがすべてのパネルで使えます。しか
し、指定された言語が有効である場合、いくつかのオプションは制約を受けます。詳細は、「設計」→「言語設計」を参
照してください。

下記のリストには、望ましいシステム開発順序です。

• 省略時の言語を使ってシステムを設計してください。
• 追加の言語を指定してください。
• コマンド、プロンプト、リテラル、メッセージ、エグジット・ステート、などを新しい言語に翻訳してください。

言語に値が指定されなかった場合には、CA Gen は省略時の言語からの値を使用します。

言語の定義

言語特性を指定するには、以下の CA Gen ツールセットの設計段階オプションを使用します。

• ［言語定義］を使って複数の言語を定義します。
• ［ビジネス・システム省略時解釈］を使って、エグジット・ステート・メッセージおよび編集パターンの値をコマン
ドと別名の各言語で指定します。

• 画面設計を使用して、プロンプトとリテラルの値を各言語で指定します。複数の言語で表示されるように、画面を設
計することもできます。その場合は実行時に、「対話マネージャ」から呼び出されるユーザ・エグジットによって、
そのアプリケーションがエンド・ユーザに表示されるときの言語を指定します。

NOTE
注： 言語を定義するときは、DBCS 文字は許可されません。言語名に使用できるのは、英文字のみです。

［言語特性］ダイアログ

［言語特性］ダイアログ・ボックスでは、別の言語のオブジェクトまたは言語を定義し、その特性を指定できます。新し
い言語が追加される場合、デフォルト特性が表示されます。言語を指定する場合は、「言語名」、「メッセージ・テーブ
ル名」、「変換テーブル名」、「区切り文字」、「スクロール量の値」および「説明」を入力してください。「メッセー
ジ・テーブル名」と「変換テーブル名」を入力しない場合、「言語定義」ではシステム生成プロセス時の「省略時解釈
値」を指定します。詳細は、個々のコントロールのヘルプを参照してください。

各モデルには、省略時言語が設定してあります。追加した言語は指定言語となります。省略時の言語が有効である場合、
すべてのオプションがすべてのパネルで使えます。しかし、指定された言語が有効である場合、いくつかのオプションは
制約を受けます。

言語の定義

言語特性を指定するには、以下の CA Gen ツールセットの設計段階オプションを使用します。

言語定義

複数の言語を定義します。

• ビジネス・システム・デフォルト
コマンドおよび同義語、エグジット・ステート・メッセージおよび編集パターン用の各言語で値を指定します。

• 画面設計
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プロンプトとリテラルの値を各言語で指定します。複数の言語で表示されるように、画面を設計することもできま
す。実行時に、［対話マネージャ］から呼び出されるユーザ・エグジットによって、そのアプリケーションがエン
ド・ユーザに表示されるときの言語を指定します。

NOTE
注： 言語を定義するとき、DBCS は許可されません。言語名に使用できるのは、英文字のみです。

言語範囲

「言語範囲」では、ナビゲーション図ツールでウィンドウ設計を行っているときに常時有効にしておきたい言語を選
択できます。言語リストの中から１つ選択して、ウィンドウとダイアログ・ボックスの範囲を１つの言語に絞り込んだ
り、すべての言語」を選択してリスト内のすべての言語が含まれるように範囲を拡張することができます。選択した言語
は、CA Gen セッションをクローズするか、別の言語を選択するまで、モデル全体で有効です。

言語範囲のリスト・ボックス

モデル内のすべてのウィンドウとダイアログ・ボックスに渡って活動状態にしたい言語を選択してください。選択した
言語が有効なのは、この CA Gen セッションを終了するか、別の言語を選択するまでです。省略時解釈は「すべての言
語」です。

言語ウィンドウ

グレーと赤色の帯のある赤いボックスは言語ウィンドウを表します。省略時解釈以外の言語を選択すると、言語ウィンド
ウが表示されます。ボックス内のテキストはウィンドウ・タイトルです。ウィンドウにタイトルがない場合は、ウィンド
ウ名です。

［ダイアログ・ボーダ］チェック・ボックス
［ダイアログ・ボーダ］チェック・ボックスで、ダイアログ・ボックスにボーダを表示するかどうかを指定します。ボー
ダの幅は、オペレーティング・システムで設定します。

省略時解釈は、ダイアログ・ボックスについては、「はい」です。このチェック・ボックスは、ウィンドウには適用され
ません。

ダイアログ・ボックス

紺色の帯のある紺色のボックスは、ダイアログ・ボックスを表します。ボックス内のテキストはダイアログ・ボックスの
タイトルです。ダイアログ・ボックスにタイトルがない場合は、プロシージャ・ステップの名前がボックスに表示されま
す。

このボックスは、主ダイアログ・ボックスと標準のダイアログ・ボックスの両方を表します。

［ダイアログ・ボックス］ドロップダウン・コンビネーション・ボックス

［ダイアログ・ボックス］ドロップダウン・コンビネーション・ボックスでは、メニュー項目またはプッシュ/ボタンで
呼び出すダイアログ・ボックスを指定します。ドロップダウン・リストに、そのプロシージャ・ステップが持つすべての
ダイアログ・ボックスが一覧表示されます。

リストからダイアログ・ボックスを選択するか、または新しいダイアログ・ボックスの名前を入力してください。
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［ダイアログ･ボックス］ラジオ ボタン

「ダイアログ･ボックス」ラジオ･ボタンでは、ユーザとプロシージャ･ステップ間の対話がダイアログ･ボックスを通じて
行なわれるよう指定します。ダイアログ・ボックスにメニュー項目を持たせたり、ダイアログ・ボックスのボーダのサイ
ズを変更したりすることはできません。

ダイアログ・ボックスは、所属先の主ウィンドウまたは主ダイアログ・ボックスとの間で、同一のビュー・セットを共有
できます。すべてのプロシージャ・ステップには、主ウィンドウか主ダイアログ・ボックスが最低１つなければなりませ
ん。１つのプロシージャ・ステップが両方を持つことはできません。主ウィンドウまたは主ダイアログ・ボックスには、
副ダイアログ・ボックスを、アプリケーション設計上必要な個数だけ持たせることができます。

副ダイアログ・ボックスは、対話フロー図に表示されません。

［対話フローの特性］ダイアログ

［対話フローの特性］ダイアログ・ボックスを使用すると、転送またはリンクの自動フローを定義できます。対話フロー
にエグジット・ステートを追加し、そのエグジット・ステートにコマンドを自動フロー・コマンドとして割り当ててくだ
さい。対話フローがリンクで、入力データを保管する必要がある場合は、自動フローによって、ユーザの入力データを検
証しなくても、ユーザ・プロファイル内のデータ・ビューを更新できます。また自動フローは、指定されたビュー・マッ
チングを実行し、宛て先プロシージャ・ステップを活動化します。入力データは、宛て先プロシージャ・ステップの実行
後ただちに検証されます。

コマンドを自動フロー・コマンドとして割り当てると、特定のコマンドによって、即時にエグジット・ステートを設定し
て、画面フィールドの妥当性検査を行ったりプロシージャ・ステップのアクション・ブロックを呼び出さなくても、関連
対話フローが実行されるよう指示できます。自動フロー・コマンドを使うと、ユーザは、現行画面から必要なデータを入
力しなくても、画面を終了させてメニューに戻れます。

自動フローのダウンストリーム効果

自動フロー・コマンドを割り当てると、プロトタイピング・ツールが使いやすくなります。自動フロー・コマンドを割り
当てた場合、そのコマンドをファンクション・キーに割り当てることにより、そのコマンドをファンクション・キー番号
とともに画面表示すると便利です。これにより、プロトタイピング中の作業がスムースになります。

対話フロー・トランコード

 

「対話フロー（トランコード）」ドロップダウン・リストで、プロシージャ・ステップに関連する対話フロー・トラン
ザクション・コードを指定します。対話マネージャでは、対話フロー・トランザクション・コードを使って、プロシー
ジャ・ステップ間のリンクと転送を管理します。

ドロップダウン・リストにあるトランザクション・コードは、プロシージャ・ステップをパッケージングしたロード・モ
ジュールに設定されます。１つ以上のプロシージャに、同じ対話フローを割り当てることができます。

対話フロー - トランコード

「対話フロー（トランコード）」ドロップダウン・リストで、ウィンドウ・アプリケーションのプロシージャ・ステップ
と関連づけのある対話フロー・トランザクション・コードを指定します。対話フロー・トランザクション・コードはオプ
ションです。

対話フロー・トランザクション・コードは、モデル内のオブジェクトとしてブランクをとってしまうので、割り当てない
方がよいでしょう。
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Windows アプリケーション用の対話フロー・トランコード

［対話フロー（トランコード）］ドロップダウン・リストで、Windows アプリケーションのプロシージャ・ステップと
関連づけのある対話フロー・トランザクション・コードを指定します。対話フロー・トランザクション・コードはオプ
ションです。

対話フロー・トランザクション・コードは、モデル内のオブジェクトとしてブランクをとってしまうので、割り当てない
方がよいでしょう。

対話マネージャ特性

選択したオブジェクトの特性を指定します。ほとんどの場合、オブジェクトが追加（作成）されたあとで一部のまたはす
べての特性が指定されます。［特性］アクションを使用してオブジェクトを追加した後に特性を変更できます。

たとえば、LODMOD1 という名前のロード･モジュールを追加するとします。その後、その名前を変更したい場合があり
ます。特性アクションを使用して、ロード・モジュールの新しい名前を指定します。すると、そのロード・モジュールの
名前は、「特性」を使って変更できるロード・モジュールの特性の１つとなります。この性質は、オブジェクトによって
異なります。

このダイアログ・ボックスでは、以下のフィールドを使用できます。

• ロード モジュール
ロード・モジュールの名前、対話マネージャ、またはウィンドウ・マネージャを指定します。対話マネージャとウィ
ンドウ・マネージャには、関連するロード・モジュールと同じ名前を使います。
PSB 名には以下の制限事項があります。
– 英文字と数字が使えます。
– 先頭文字は英文字ある必要があります。
– 空白文字および下線文字は使用できません。ほかの特殊文字は使えません。
– 名前の長さは、8 文字以内である必要があります。
– ロード・モジュール名はビジネス・システム内で一意でなければなりません。

• トランコード
このロード・モジュール内で使用するトランザクション・コードのセットを定義します。

ツールバーまたはツール・パレットのボタンの直接操作
ツールバー/ツール・パレットのカスタマイズを行なうこの方法では、「Toolbar/Tool Palette」ボタンを直接操作する必
要があります。

ボタン配列の変更

1. マウス・ポインタをツールバー/ツール・パレットのボタンの上に置いてください。
2. Shiftキーを押したまま左マウス・ボタンをクリックしボタンを目的の場所にドラッグしてください。
3. 左マウス･ボタンを放して、ツールバー/ツール・パレット･ボタンを配置してください。

ボタンの削除

1. 削除するツールバーまたはツール・パレットのボタンの上にマウス・ポインタを置きます。
2. Shiftキーを押したまま、左マウス・ボタンをクリックしてボタンをドラッグし、ツールバー/ツール・パレットから離
してください。

［区分線］ボタンの削除

1. ツールバー/ツール・パレットの区分線ボタンの隣にあるボタンの上にマウス・ポインタを置いてください。
2. Shiftキーを押したまま、左マウス・ボタンをクリックして、区分線ボタンを覆うようボタンをドラッグしてくださ
い。マウス・ボタンを離します。
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［区分線］ボタンの追加

1. 区分線ボタンの追加先の位置の隣にあるボタンの上にマウス・ポインタを置いてください。
2. Shiftキーを押したまま、左マウス・ボタンをクリックしボタンを左または右にドラッグして、隣のボタンを半分覆う
ようにしてください。マウス・ボタンを離します。

NOTE
注： ほかのボタン（すでに削除されている）を追加する方法については、「ツールバー/ツール・パレット・ボ
タンの追加/移動」の手順を参照してください。

ディレクトリ使用中エラー・メッセージ
ローカル名を変更しようとしているディレクトリを、ほかの開発者またはほかのアプリケーションが参照しています。最
も簡単な方法でオペレーティング・システムにアクセスし、問題を解決してから名前変更してください。

不活性条件（Disabled By）
「使用禁止」（Disabled By）で、コントロールが不活性状態になる条件を指定します。不活性状態のコントロールはぼ
かし表示され、アプリケーション・ユーザは選択できません。

ステートメントのコメント化/コメント解除

「ステートメントのコメント化/コメント解除」コマンドを使ってアクション図の中のステートメントを生成から除外し
たり、生成に使うステートメントを復元したりできます。

「ステートメントのコメント化/コメント解除」を使って、アクション図中の任意のアクション・ステートメントを生成
から除外できます。活性化または不活性化するステートメント（複数指定可能）を選択してください。ステートメントを
強調表示した状態でCtrl-Xを押すか、メニュー・オプションを選択してください。不活性化されたステートメントには、
ステートメントの前にアスタリスクが添付されます。選択したステートメントにアクション・ブロック・ステートメント
が含まれる場合、そのアクション・ブロックに含まれるロジックが、すべて不活性化されます。

このコマンドはトグルになっています。不活性状態のステートメントを選択した場合、このステートメントは「ステート
メントのコメント化/コメント解除」コマンドを使うことにより作成用に活性化されます。

DISABLE コマンド

DISABLE コマンドは、メニュー項目とプッシュ・ボタンを不活性化します。不活性化されると、そのプッシュ・ボタン
やメニュー項目をユーザが選択しても、何の反応も起きません。

DISABLEを実行できるのは、現行プロシージャ・ステップの、今オープン状態にあるウィンドウ類においてのみです。

DISABLEの形式は、下記のとおりです。

DISABLE COMMAND

このコマンドは、そのメニュー項目またはプッシュ・ボタンに関連付けられたコマンドです。

下記の例では、借方と貸方が等しくない場合に、POSTプッシュ・ボタンが不活性化されます。等しい場合は活性化され
ます。

--- IF export_credit ief_supplied total_currency IS EQUAL TO
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| export_debit ief_supplied total_currency

| ENABLE COMMAND post

+- ELSE

| DISABLE COMMAND post

--

「メニュー項目特性」の条件別不活性化

「不活性化」で、メニュー項目が不活性化される条件を指定します。不活性状態のコントロールはぼかし表示され、アプ
リケーション・ユーザは選択できません。

下位メニュー項目の「不活性化」

［不活性化］プッシュ・ボタンを押すと、［不活性化する状態］ダイアログ・ボックスが表示され、コントロールの活動
状態と非活動状態を切り替える条件を指定できます。

［不活性化する状態］ダイアログ

［不活性化する状態］ダイアログ・ボックスでは、コントロールが不活性状態になる条件を指定します。不活性状態のコ
ントロールはぼかし表示され、アプリケーション・ユーザは選択できません。

上の選択リストには不活性状態にすべきコントロールが表示され、下の選択リストには可能な不活性化条件が表示されま
す。

• 最初の条件の追加 - コントロールの名前と 1 つの条件を選択します。上のリストに条件を追加するには、［追加］
プッシュ・ボタンを選択してください。

• 条件を「OR」で結合 - 最初の条件を追加します。上の選択リストから 'OR' を選択し、下のリストから別の条件を選
択してください。［追加］プッシュ・ボタンを選択してください。

• 条件を「AND」で結合 - 最初の条件を追加します。上の選択リストに表示されたこの条件を選択し、下の選択リスト
から別の条件を選択してください。［追加］プッシュ・ボタンを選択してください。

上のリストのステートメントの値が真になる場合、コントロールは不活性状態になります。

たとえば、顧客番号が指定されない場合、または顧客の名前、住所、郵便番号が指定されない場合、フィールドは無効で
グレー表示になっています。

このダイアログ・ボックスには、以下の情報が含まれます。

• Add
上の選択リストで選択した無効化状態に、下の選択リストからある条件を追加します。

• クローズ
上の選択リスト内のステートメントが受け入れられ、ダイアログ・ボックスが閉じます。

• 削除
上の選択リストから条件または無効化状態を削除します。下の選択リスト内の条件は削除できません。

DISASSOCIATE
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関係アクションは、独立したステートメントとしてだけでなく、一部のエンティティ・アクションの内部に節としても書
けます。DISASSOCIATEも、下記の箇所で使えます。

• UPDATEアクション・ステートメントの節
• 独立型の関係アクション

DISASSOCIATE は例外条件を持ちませんが、その独立形式はデータベース例外条件を持つことができます。

任意関係の対は、解消できます。つまり２つのエンティティの間の関連を切り離します。切り離す２つのエンティティ
は、事前にCREATEまたはREADしておかなければなりません。

DISASSOCIATEは、ASSOCIATEと同様に、UPDATEアクション・ステートメントと独立型の関係アクションの節に
使えます。独立型の関係アクションは、１つの例外を除いて、CREATEとUPDATEの関係節とまったく同様に動作しま
す。関係節では、サブジェクトはつねにエンティティ・アクションのサブジェクトとなります。独立型の関係アクション
では、そのアクションのサブジェクトを明示的に指定する必要があります。

独立型のDISASSOCIATE関係アクションの例を下記に示します。この例で、received productが削除されるの
は、order_lineとの関係が必須であり、その関係のカージナリティが１の場合です。さらに、「製品」のオカレンスに依
存している製品の要素もすべて削除されます。

 --DISASSOCIATE received product

| FROM order_line WHICH contains IT

 --

下記の例では、データ・モデルにおける「製品」と「倉庫」との関係が依然として存在しています。この２つの特定エン
ティティ間に対はありません。DISASSOCIATEは、UPDATEアクション・ステートメントの節に使えます（下記）。

 --UPDATE received product

| SET number_delivered TO input product number_delivered

| DISASSOCIATE FROM warehouse WHICH can hold IT

 --

DISASSOCIATE ステートメント

DISASSOCIATEステートメントは、下記として使われます。

• UPDATEアクション・ステートメントの節
• CREATEアクション・ステートメントの節
• 独立型の関係アクション

任意関係が指定されているエンティティ・オカレンスの関係を解消できます。つまり２つのエンティティの間の関連を切
り離します。切り離す２つのエンティティは、事前にCREATEまたはREADしておかなければなりません。

DISASSOCIATEは、ASSOCIATEと同様に、UPDATEアクション・ステートメントに節として含めたり、独立型の関係
アクションにすることができます。また、１つの例外を除いて、CREATEとUPDATEの関係節と同じ動作をします。関
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係節では、サブジェクトはつねにエンティティ・アクションのサブジェクトとなります。独立型の関係アクションでは、
そのアクションのサブジェクトを明示的に指定する必要があります。このアクションがデータ・モデル内のエンティティ
間の関係に影響するわけではありません。

［新規モデル］ダイアログ

［新規モデル］ダイアログでは、ワークステーション・エンサイクロペディア内に新しいモデルを作成できます。作成し
たモデルはアクティブ・モデルになります。

このダイアログ・ボックスには以下のフィールドがあります。

モデル名

モデルの長い名前を定義します。

NOTE

注： モデルをエンサイクロペディアにアップロードした後は、モデルの長い名前を変更できません。ローカル
名のみ変更可能です。

注： モデル名に以下の文字を含めることはできません。

< （より小さい）

> （より大きい）

: （コロン）

"（二重引用符）

/ （スラッシュ）

\（バックスラッシュ）

| （縦棒またはパイプ）

?（疑問符）

*(アスタリスク）

ローカル

ディレクトリ・リスティングに表示される名前を定義します。

モデルを作成する場合は、［了解］をクリックします。モデルの作成を中止する場合は、［取消］をクリックします。

詳細情報：

スタートアップ/モデル・ウィンドウ・プロシージャ

［モデルの複写］ダイアログ

［モデルの複写］ダイアログ・ボックスでは、複写元となる既存モデルとサブセットのリストを表示します。

モデルの複写方法

1. モデルまたはサブセットを選択します。
2. ［コピー］をクリックします。
［モデルの複写］ダイアログ・ボックスが表示されます。

3. モデル名およびローカル名を指定します。

NOTE

注： モデル名に以下の文字を含めることはできません。
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< （より小さい）

> （より大きい）

: （コロン）

"（二重引用符）

/ （スラッシュ）

\（バックスラッシュ）

| （縦棒またはパイプ）

?（疑問符）

*(アスタリスク）
4. ［OK］をクリックします。

モデルがコピーされます。

NOTE

注： サブセットを複写してモデルを作成する場合、一部のデフォルト・オブジェクトが新規モデルに存在しな
いことがあります。

詳細情報：

• スタートアップ/モデル・ウィンドウ・プロシージャ

DISPLAY
DISPLAYは、反復グループ・ビュー内の指定された行を、リスト・ボックスの上端に配置します。

NOTE
注： リストの末尾に位置づけられていて、指定された行がすでに表示されている場合は、このコマンドを実行
しても、指定された行が先頭に移動することはありません。

この文は、明示的添字付けをした反復グループ・ビューと、暗黙的添字付けをした反復グループ・ビューの、どちらにも
有効です。多重反復グループ・ビューは、サポートされていません。

DISPLAY文の形式は下記のとおりです。

DISPLAY export_implicitly_indexed_repeating_group_view

WITH CURRENT ROW AT TOP

この、暗黙的添字付けをした反復グループ・ビューは、エクスポート反復グループ・ビューでなければなりません。

DISPLAY export_explicitly_indexed_repeating_group_view

WITH index_expression ROW AT TOP

この添字式は、数値属性ビュー、またはこのグループ・ビューに滴した添字値です。

添字式は、数値属性ビュー、または反復グループ・ビュー内の行番号に分割可能な添字値です。
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3270の表示

スクリーンまたはテンプレートのレイアウトを見たいときは、「3270の表示」を選択してください。各ハードウェア装
置は、各種の色や強調表示をインプリメントしています。このオプションでは、ユーザが自分で定めた色、輝度、強調表
示を［フィールド定義表示特性］ダイアログ上で確認できます。表示3270では、生成アプリケーションにインプリメン
トする画面を提供します。

3278の表示

スクリーンまたはテンプレートのレイアウトを見たいときは、「3278の表示」を選択してください。各ハードウェア装
置は、各種の色や強調表示をインプリメントしています。このオプションでは、ユーザが自分で定めた色、輝度、強調表
示を［フィールド定義表示特性］ダイアログ上で確認できます。表示3278では、生成アプリケーションにインプリメン
トする画面を提供します。

3279の表示

スクリーンまたはテンプレートのレイアウトを見たいときは、「3279の表示」を選択してください。各ハードウェア装
置は、各種の色や強調表示をインプリメントしています。このオプションでは、ユーザが自分で定めた色、輝度、強調表
示を［フィールド定義表示特性］ダイアログ上で確認できます。表示3279では、生成アプリケーションにインプリメン
トする画面を提供します。

表示領域

このアクションを使用できるのは、弊社の社員のみです。お客さまは、弊社のテクニカル・サポートからの指示のもとで
のみ使用してください。

［ハイパーテキスト・リンクとして表示］

このチェック・ボックスは、アプリケーションでプッシュ・ボタンをハイパーテキスト・リンクとして表示する場合にオ
ンにします。このチェック・ボックスをオンにできるのは、HTML モードまたは ASP.NET モードで編集している場合の
みです。

フロー先プロシージャ・ステップの「先表示型」ラジオ・ボタン

フロー先プロシージャ・ステップに、データを、先実行型ではなく先表示型として渡したい場合に選択してください。

フロー元プロシージャ・ステップの「先表示型」ラジオ・ボタン

フロー元プロシージャ・ステップの表示時にコマンドを設定したい場合に選択してください。

実行前に表示

このチェックボックスは、トランザクション・コードだけを入力した場合のプロシージャ実行前に画面を表示するかどう
かを指定します。このチェックボックスを選択し、実行時にトランザクション・コードだけを入力すると（つまりデータ
を入力しないと）、プロシージャ実行前に画面が表示されます。

表示長

「表示長」では、選択されたフィールドの文字数を指定できます。省略時のフィールド長は、データ・モデルの属性長が
使われます。「表示長」は、１以上160以下の文字数でなければなりません。制限値まで文字を循環させることができま
す。160 文字を超えるフィールドは配置できません。
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表示長は、編集パターンに文字が追加されるため、そのフィールド値の文字数によって異なります。たとえば注文の日付
の属性には、４桁の年数、２桁の月数、２桁の日数（属性長は８）が入ります。編集パターンYYYY-MM-DDを使って注
文の日付を表わす場合、表示長は10でなければなりません。

オペレーション/属性を表示

これは、部分タイプ・モデル図内の各項目に関連する、オペレーションと属性の、表示/非表示を切り換えます。表示さ
れる状態のときは、メニューにチェック印があります。メニュー選択をクリックすると、このオプションのオン/オフが
切り替わります。

各オカレンスでのプロンプトの表示

「各オカレンスでのプロンプトの表示」を選択すると、各グループ・フィールドの反復数でプロンプトを表示できます。
このチェック・ボックスをオンにすると、プロンプトが、先頭オカレンスの横ではなく各オカレンスの横に1回だけ表示
されます。省略時解釈はオフです。

追加時の表示特性

最初にウィンドウを操作するためのビューを作成することなくウィンドウのレイアウトを決めたいときは、「追加時の
表示特性」（Display Properties on Adds）を使ってください。このメニュー項目をクリックすると、選択されたことを
示すチェック・マークが現れます。オフにするには、同じ項目をもう一度クリックしてください。この選択の状況を見
れば、「追加」ドロップ・ダウン・メニュー（Add）で新規フィールドを作成する方法を判断できます。このオプション
がオンになっていると、ウィンドウにフィールドを追加するごとに、「フィールド特性」ダイアログ・ボックス（field
property）が現れます。このオプションがオフの場合、「フィールド特性」ダイアログ・ボックス（field property）が表
示されることなく、新規フィールドがウィンドウ内に現れます。

CA Gen では、作成するフィールドのタイプに応じて自動的に省略時ワーク・セット（既存のものがない場合）が作成さ
れます。省略時エンティティまたは省略時ワーク・セットは、そのウィンドウの名前を持つワーク・セットです。この
ワーク・セットは、「フィールド特性」ダイアログ・ボックス（field property）が表示されてもされなくても、省略時解
釈となります。「追加時の表示特性」（Display Properties on Adds）において、「フィールド特性」ダイアログ・ボッ
クス（field property）を表示するように設定した場合、省略時ワーク・セットがワーク・セット・フィールド内に表示さ
れます。省略時解釈の代わりに、既存のエクスポート・ビュー、エンティティ、ワーク・セット、または属性を選択する
こともできます。

ビューなしでウィンドウを作成すると、開発プロセスにおいて、より短時間でユーザ・インターフェースを設計できま
す。この開発手法では、開発するシステムの対象ユーザが開発サイクルのある時点で画面をレビューできるので、ユー
ザの意見やアドバイスを容易に取り入れられます。その結果、企業にとって、より使いやすく、生産性の高いインター
フェースが得られます。

距離
［距離］で、オブジェクト間の間隔を指定します。この距離は、装置独立表示要素の単位で表わします。

［垂直間隔］または［水平間隔］チェック・ボックスを選択していない場合、この入力フィールドは非活動状態です。

この値には下記の制限があります。

• 指定できるのは数値のみです。
• 値は 5 桁以内である必要があります。

NOTE
注： 画面フォントのサイズは、モニタの解像度によって異なります。そのため、アプリケーション上に表示さ
れるフォントのサイズは、モニタごとに異なります。モニタ解像度の違いのためコントロールが重なったり途
中で切れたりしないようにするには、コントロール間の距離に余裕を持たせてください。レイアウトが詰め込
みすぎにならないようにしてください。適度に間隔をあけたレイアウトは、より見やすくなります。
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分散トランザクション参加（Tuxedo、EJB および .NET サーバのみ）
分散トランザクション参加（Tuxedo、EJB および .NET サーバのみ）

このオプションは、協調パッケージングまたは生成を実行するときにのみ利用可能です。トランザクションを拡張された
作業単位に参加させる場合は、［分散トランザクション参加］を選択します。これにより、プロシージャが参加できるよ
うになります。

１つのトランザクションは、作業の１単位です。トランザクションは、データをある一貫した状態から別の一貫し
た状態に変換するオペレーションの集まりです。データへの変更は４種あります。アトミック（Atomic）、整合型
（Consistent）、孤立型（Isolated）、永続型（Durable）です。ただし、

• アトミック： 当該トランザクションの一部であるすべてのオペレーションが完了するか、または何も変更されない。
• 整合型： データが、1 トランザクションのオペレーションによって変更されることにより、一貫した状態に移行す
る。

• 孤立型： 複数のトランザクションを並行実行できるが、トランザクションは、実行中のほかのトランザクションの処
理を認識できない。

• 永続型： トランザクションがいったん正常終了すると、後続が不成功に終わってもその変更は維持される。

分散トランザクションは、オペレーションが複数のプロセスにおいて実行されるトランザクションであり、1 つ以上のマ
シンに分散されることがあります。各プロセスはその分散トランザクションに所属しています。

CA Gen 内では、サーバ・マネージャ・プロシージャ・ステップは、1 つの分散トランザクションに所属できるオペレー
ションの集まりです。「分散トランザクションに所属」チェック・ボックスをオンにした場合、その関連するプロシー
ジャ・ステップは下記いずれかをします。

• 現行の作業単位（ある場合）を拡張（言い換えればトランザクション範囲を拡大）します。つまり、関連するプロ
シージャ・ステップが既存の１トランザクションに所属できるようになり、したがってこのことは、新しい１トラン
ザクション・コンテキストは作成【されない】、ということを表わします。

• 新しい１つの作業単位（言い換えればトランザクション・コンテキスト）を作成します。

「分散トランザクションに所属」チェック・ボックスをオフにした場合、関連するプロシージャ・ステップが、既存の１
トランザクションに所属するには適さず、したがってこのことは、新しい１トランザクション・コンテキストを作成する
べきであることを表わします。

分散トランザクションの、コミット・オペレーションとロールバック・オペレーションは、すべての所属先プロシー
ジャ・ステップにわたって調整され、含まれるプロシージャ・ステップすべてが完了するまで遅延されます。

「分散トランザクションに所属」チェック・ボックスの省略時解釈値はオフであり、関連するプロシージャ・ステップが
既存トランザクションを拡張しないということを意味します。関連するプロシージャ・ステップは新しいトランザクショ
ンを開始します。

分散トランザクションに所属（Tuxedo）

１つのトランザクションは、作業の１単位です。トランザクションは、データをある一貫した状態から別の一貫し
た状態に変換するオペレーションの集まりです。データへの変更は４種あります。アトミック（Atomic）、整合型
（Consistent）、孤立型（Isolated）、永続型（Durable）です。ただし、

• アトミック： 当該トランザクションの一部であるすべてのオペレーションが完了するか、または何も変更されない。
• 整合型： データが、1 トランザクションのオペレーションによって変更されることにより、一貫した状態に移行す
る。

• 孤立型： 複数のトランザクションを並行実行できるが、トランザクションは、実行中のほかのトランザクションの処
理を認識できない。

• 永続型： トランザクションがいったん正常終了すると、後続が不成功に終わってもその変更は維持される。

 682



 CA Gen - 86JP - Japanese - Japan

「分散トランザクション」は、そのオペレーションが複数のプロセスにおいて実行されるオペレーションであり、多く
の場合、マシン（複数ありえる）全体にわたって拡張されます。各プロセスはその分散トランザクションに所属していま
す。

CA Gen 内では、サーバ・マネージャ・プロシージャ・ステップは、1 つの分散トランザクションに所属できるオペレー
ションの集まりです。「分散トランザクションに所属」チェック・ボックスをオンにした場合、その関連するプロシー
ジャ・ステップは下記いずれかをします。

1. 現行の作業単位（あれば）を拡張します（トランザクション範囲を拡大）。つまり、関連するプロシージャ・ステッ
プが既存の１トランザクションに所属できるようになり、したがってこのことは、新しい１トランザクション・コン
テキストは作成「される」ことを表わします。

2. 新しい１つの作業単位（言い換えればトランザクション・コンテキスト）を作成します。

「分散トランザクションに所属」チェック・ボックスをオフにした場合、関連するプロシージャ・ステップが、既存の１
トランザクションに所属するには適さず、したがってこのことは、新しい１トランザクション・コンテキストを作成する
べきであることを表わします。

分散トランザクションの、コミット・オペレーションとロールバック・オペレーションは、すべての所属先プロシー
ジャ・ステップにわたって調整され、含まれるプロシージャ・ステップすべてが完了するまで遅延されます。

「分散トランザクションに所属」チェック・ボックスの省略時解釈値はオフであり、関連するプロシージャ・ステップが
既存トランザクションを拡張しないということを意味します。関連するプロシージャ・ステップは新しいトランザクショ
ンを開始します。

生成しない
READ EACHステートメントに対してLIMIT TO節を生成しない場合には、「生成しない」（Do Not Generate）を選択し
てください。

複数行フェッチを生成しない

この制御を選択すると、複数行フェッチのロジックを生成しないことが指定されます。これがデフォルトです。

LIMIT TO 節を生成しない

この制御を選択すると、TARGETING 節のない READ EACH ステートメントに LIMIT TO 節を生成することが防止され
ます。

OPTIMIZE節を生成しない

このコントロールを選択すると、TARGETING節を持たないREAD EACHステートメントに対しOPTIMIZE節の生成を禁
止します。

エンティティ・タイプ階層レポートの［属性の非表示］

このオプションを選択すると、選択したエンティティ・タイプだけがレポートに記載されます。どの属性もこのレポート
には記載されません。

「レポート・オプション」ダイアログ・ボックスの「属性の非表示」

エンティティ タイプの属性の特性リストが不要な場合は、［属性の非表示］を選択します。

 683



 CA Gen - 86JP - Japanese - Japan

アクティビティ階層レポートの［ノード番号の非表示］オプション

［ノード番号の非表示］を選択すると、アクティビティ階層レポート内のそのアクティビティの位置にあたるノード番号
が印刷されません。

下記はノード番号が表示されない場合の表示例です。

Function 1 ADS_TEMPLATE_MODEL_-_TAD9311A

Function 2 ADS_MODEL_SAMPLE KIT

Function 3 BUSINESS_EVALUATIOM

Elem Proc 4 SK_ADD_DIVISION

Elem Proc 4 SK_MODIFY_DIVISION

Elem Proc 4 SK_DELETE_DIVISION

節の分離レベルを指定しない

選択した場合、カーソルの分離レベル節は生成されません。

Do Not Validate Memory Pages

このアクションを使用できるのは、弊社の社員のみです。お客さまは、弊社のテクニカル・サポートからの指示のもとで
のみ使用してください。

ドメイン
ドメインとは、属性に設定できる値の種類です。ドメインのタイプを以下に示します。

• テキスト
• 日付
• 時刻
• 数値
• タイムスタンプ
• DBCS テキスト
• 全半角テキスト
• GUIオブジェクト（コンピュータ・アーキテクチャ図では選択できません。）
• BLOB

テキスト属性の値は、半角（シングル・バイト）の文字列です（全角の半分の幅）。日付属性の値は、日付を表わします
（世紀を含む）。時間属性の値は、時、分、秒からなります。数値属性の値は、数字からなります。計算結果を属性に設
定する場合、その属性のドメインは数値でなければなりません。タイムスタンプ属性の値は、日付と時刻（ミリ秒までの
単位）で表わします。BLOB 属性の各値は、バイナリ・ラージ・オブジェクトに分類される変数を表します。

全角属性の値は、全角（ダブル・バイト）の文字列です（半角の倍幅）。全半角属性の値は、全角文字と半角文字が混在
できます。
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NOTE
注： 数値属性の、演算における精度と、有効数字の桁数は、プラットフォーム、コンパイラ、および DBMS に
よって異なります。一般的には、最低15桁の有効数字が得られます。

ダウンストリーム効果

相互作用分析時に比較できるのは、同じドメインの値同士だけです。属性のドメインにより、データベース上にインプリ
メントされるフィールドのデータ・タイプが決まります。この結果、列のデータ・タイプが決まります。また、アクショ
ン図で属性のビューをインプリメントする変数のデータ・タイプも決まります。

数値ドメインは、その長さに応じて、小数、整数、またはパック・フォーマットにトランスフォームされます。

小 ハーフワード整数にトランスフォームされる１から４までの長さ
を持つ整数

整数 フルワード整数にトランスフォームされる５から９までの長さを
持つ整数

パック 10進数にトランスフォームされる10から18までの長さを持つ整数
（パック10進数）。（数値ドメインの長さの制限は18です）。

パック 10進数にトランスフォームされる任意の長さを持つ非整数値（パ
ック10進数）

NOTE
注： パック・フォーマットに変換された整数は、パック・フォーマットから浮動小数点フォーマット（10 進浮
動小数点）に変更できます。フォーマットを変更するには、データ構造リスト・ツールを使ってください。属
性の長さを変更できるのは、データ・モデリング用ツールの1つで呼び出す、［属性特性］ダイアログにおいて
のみです。

タイム・スタンプ・ドメイン

タイム・スタンプ・ドメインの属性は26文字からなり、その形式はYYYY-MM-DD-HH.MM.SS.NNNNNNです。各部の意
味は下記のとおりです。

YYYY 年（４桁）
MM 月（２桁）
DD 日（２桁）
HH 時間（２桁）
MM 分（２桁）
SS 秒（２桁）
NNNNNN 秒の小数部（マイクロ秒）（６桁）

残りの６桁はダッシュとピリオドです。

NOTE
注： 秒の小数部に対するサポートのレベルは、DBMS 製品によって異なります。詳細は使用しているDBMSの
マニュアルを参照してください。

テキスト・ドメイン

可変長属性セットのテキスト属性の最大長は、DBMSによって異なります。

NOTE
注： 可変長テキスト・ドメインのサポートのレベルは、DBMS 製品によって異なります。詳細は使用している
DBMSのマニュアルを参照してください。

BLOBドメイン

 685



 CA Gen - 86JP - Japanese - Japan

BLOB ドメイン属性の最大サイズは 2 GB です。［属性の特性］ダイアログ・ボックスの［長さ］フィールドで BLOB 属
性の最大サイズを指定できます。サイズを指定する場合は、別個のドロップダウン・リストで単位（バイト、KB、MB、
または GB）も指定します。BLOB 属性に指定できる最大サイズを以下に示します。

• 32,767 バイト
• 32,767 キロバイト
• 2,048 メガバイト
• 2 ギガバイト

「ドロップ」列
「ドロップ」列では、SQL言語のDROPステートメントを生成するオブジェクトを指定できます。データベースのオブ
ジェクトがある場合は、既存のデータベースを削除しない限り再び導入することはできません。DROPステートメントに
よって既存のデータベース・オブジェクトを削除します。

オブジェクトを削除（ドロップ）するには、「ドロップ」と「導入」チェック・マークを選択してください。「選択した
DDLの生成」を選択した場合は、生成ツールによって、該当するオブジェクトにDDLのDROPステートメントが生成され
ます。生成されたDROPステートメントが導入されると、オブジェクトが削除されます。

NOTE
注： ［DDL に DROP ステートメントを含める］という生成の省略時解釈は、［選択した DDL の生成］には
適用されません。CA Gen が DROP ステートメントを生成するようにするには、［ドロップ］列のチェック・
マークを選択する必要があります。

ドロップダウン・リスト
「ドロップダウン・リスト」ラジオ・ボタンでは、選択した属性がリスト・オカレンスドロップダウン・リストとしてイ
ンプリメントされます。属性には、リスト・オカレンス・ドロップダウン・リストとしてインプリメントされる許容値が
なければなりません。

DropDownList CurrentCount 特性

使用法 CurrentCount ()
説明 リスト内の行数を戻します。
引数 None.
戻り値 この特性が戻す数値は、リスト許容値がNULLでなければ、現在

表示されている許容値の数を示します。

DropDownList EditedValue 特性

使用法 EditedValue (String)
説明 ドロップダウンリストの編集値を設定または検索します。
引数 ドロップダウンリストの新しい編集値となる文字列（テキスト）

。
戻り値 このメソッドが戻す文字列は、エンド・ユーザに表示されるドロ

ップダウンリストの編集値です。
備考 このメソッドは、ユーザがリストから項目を選択し、ウィンドウ

上の別のロケーションへ移動したかのように処理されます。編集
はすべて行われ、変更イベントが実行されます（存在する場合）
。
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DropDownList EditPattern 特性

使用法 EditPattern (String)
説明 ドロップダウンリストの編集パターンを設定または検索します。
引数 ドロップダウンリストの新しい編集パターンにする文字列。
戻り値 この特性が戻す文字列は、ドロップダウンリストの現在の編集パ

ターンです。
備考 リスト許容値がNULLでない場合、この特性はサポートされませ

ん。

DropDownList インターフェース・オブジェクト

 

アスタリスク（*）は、Web生成アプリケーションでサポートされていない関数を示します。これらの関数は「グレー表
示」されませんが、一貫性検査が使用される場合は、その際に選択されます。また、Web生成アプリケーションに対し
作成されるモデルにこれらの関数が存在する場合は、無視されます。

アプリケーション

メソッド 特性
ListItem
ListItems BackgroundColor*

ListPermittedValues CurrentCount
CssClass
EditedValue
EditPattern
Enabled*
Focus*
FontSize*
FontStyle*
FontType*
ForegroundColor*
Handle*
Height*
Left*
名前
ObjectType
親（Parent）
Prompt*
PromptBackgroundColor*
PromptCssClass*
PromptFontSize*
PromptFontStyle*

Redraw*
 

PromptFontType*
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PromptForegroundColor*
PromptHeight*
PromptLeft*
PromptTop*
PromptWidth*
Top*
Visible*
Width*

DropDownList ListItem メソッド

使用法 ListItem (Number)
説明 入力索引に基づいたリストから行を取り出します。
引数 取り出した行の索引である数値。
戻り値 このメソッドが戻すGUIオブジェクトには、要求されたリスト項

目（行）の内容が格納されています。数値の値が 1 よりも小さい
か、CurrentCount よりも大きい場合、このメソッドは NULL を戻
します。

DropDownList ListItems メソッド

使用法 ListItems ()
説明 リスト内のリスト項目（行）の集まりを戻します。
引数 None.
戻り値 このメソッドが戻すオブジェクトの集まりには、ドロップダウン

リストのリスト項目のリストが格納されています。ドロップダウ
ンリストのリスト許容値がNULLでない場合、このメソッドはNU
LLを戻します。

DropDownList ListPermittedValues メソッド

使用法 ListPermittedValues ()
説明 オブジェクトに対する許容値の集まりを検索します。
引数 None.
戻り値 このメソッドが戻すオブジェクトの集まりには、ドロップダウン

リストに対する許容値のリストが格納されています。許容値が未
定義の場合、このメソッドはNULLを戻します。

DropDownList メソッド

使用法 DropDownList (String)
説明 設計時に割り当てる名前でドロップダウン・リスト・オブジェク

トを検索します。
引数 検索したいオブジェクトの名前である文字列
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戻り値 このメソッドは、指定した名前の GUI オブジェクトを返します。
オブジェクトが見つからないかエラーが発生した場合、このメ
ソッドは Null を返します。

DropDownLists メソッド

使用法 DropDownLists ()
説明 ウィンドウ上のドロップダウン・リストの集まりを検索します。
引数 None.
戻り値 このメソッドは、集まりタイプのGUIオブジェクトを返します。

この集まりには、ウィンドウ上の集まりタイプのGUIオブジェク
トがすべて含まれます。カウントがゼロになると、このメソッド
はリストを戻します。

MAKE または Disabled By または SET のダウンストリーム効果
以下の方法のいずれかを使用して、コントロール、メニュー項目、およびフィールドを不活性状態にすることができま
す。

• ナビゲーション図のDisabled By <control name>
• "SET <field>.enabled"（自動化）アクション図ステートメント
• MAKEアクション図ステートメント

Disalbed By、SET、およびMAKEステートメントを組み合わせてコントロールの状態を強制変更する場合は、特に注意
が必要です。

NOTE
注： 同じイベントまたはアクション図内のコントロールの特定の特性を更新する場合は、SET（自動化）ス
テートメントまたは MAKE ステートメントのいずれかを使用することをお勧めします。この状況ではSETス
テートメントとMAKEステートメントの両方を組み合わせないでください。

「使用禁止」（Disabled By）アクションは、ユーザが、コントロール、メニュー項目、または入力フィールドを使用で
きるかどうかを決める、条件を設定します。たとえば、社員の名前または番号を使って、社員データにアクセスできる、
アプリケーションがあると仮定します。このアプリケーションで社員名を入力すると、社員番号フィールドは不活性状態
になります。同様に、社員番号を入力すると、社員名フィールドが不活性状態になります。

特定の基準が満たされる場合は、Disabled Byオプションを使用するとコントロールを不活性状態にできます。この
ため、指定された基準が満たされる場合、Disabled Byロジックによってコントロールは不活性状態になります。ただ
し、Disabled Byロジックが基準を満たさず、MAKEまたはSETなどの他のステートメントを使用してコントロールを不
活性状態にすると、コントロールは活性状態になりません。

注：

• SET <field>.enabledステートメントをTrueに設定するか、アクション図の終わりにMAKE...enabledステートメントを
作成すると、Disabled By基準が評価されます。基準が満たされる場合、フィールドは不活性状態になります。

• SET <field>.enabledステートメントをFalseに設定するか、アクション図内にMAKE.disabledステートメントを作成す
ると、Disabled By基準は満たされないため、フィールドは活性状態になりません。

MAKEステートメントは、入力フィールドまたはコントロールを保護または保護解除できます。保護されたフィールドに
は、不活性状態のフィールドと同様で、文字を入力できません。保護されていないフィールドには入力できます。

MAKEステートメントを入れる必要がある場合は、MAKEステートメントがどのような保護状態を設定するかを考慮し
てください。MAKEステートメントを使用してフィールドの表示属性を設定すると、保護状態が含まれます。MAKE
ERRORステートメントを使用すると、エラーが起きたときに確立される省略値がフィールドに設定されます。保護状態
は変更されず、カーソル位置も影響を受けません。
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MAKEステートメントが完了すると、表示特性がすべて設定されます。MAKEステートメントで、あるフィールドの表示
特性を設定する場合、そのステートメントは、フィールドに関連するエクスポート・ビューの、保護状態、色、輝度を
確立します。色、輝度、または保護状態を選択しないと、省略値が採用されます。たとえば、社員名を緑色で表示する
MAKEステートメントは、下記のとおりです。

MAKE export_emp employee name Unprotected Normal Intensity Green

省略時値UnprotectedとNormal Intensityが、ステートメントに含まれます。その結果、MAKEステートメントを実行する
たびに、色、輝度、保護状態/保護解除状態を設定します。

MAKE ERRORステートメントがフィールドまたはコントロールに影響を及ぼす場合は、フォーカスの離脱時に、
そのフィールドまたはコントロールのchangeイベントが実行されることにより、アプリケーション・コードがその
フィールドの妥当性を再び検証します。そのchangeイベント・ハンドラはそのフィールド値を検証し、それが正しけれ
ば、MAKE NORMALステートメントを使用してエラー・ステータスをオフにします。ただし、MAKEステートメントを
使用してフィールドの保護が設定されている場合は、保護フラグを元の保護状態に戻すMAKEステートメントを続いて実
行する必要があります。

複数のMAKEステートメントがアクション図またはイベント・ロジック内に存在する場合は、最後のMAKEステートメ
ントが優先されます。たとえば、アクション図に、MAKE <field> Unprotected Normal Intensity Blue、MAKE <field>
Protected Normal Intensity Greenの2つのMAKEステートメントがこの順序で存在する場合、アクション図内のフィール
ドは、2つ目のMAKEステートメントの値のみ（保護、標準、緑）取ります。

SET <field>.enabled ステートメントを使用すると、入力フィールドまたはコントロールを保護または保護解除できま
す。これらの自動化ステートメントは、ステートメントが実行されるとすぐに処理されます。したがって、アクション
図内にMake.protectedステートメントが存在し、その後にSET <field>.enabled to Trueが続く場合、結果は保護された
フィールドになります。SETステートメントが実行後すぐに処理され、MAKEステートメントによってフィールドのダイ
ナミック属性が設定されて、アクション図の最後に保持および適用されるため、このような結果になります。

NOTE
注： これらの Disabled By 基準は、MAKE ステートメントによって設定されたダイナミック属性の評価後に適
用されます。

同じイベントまたはアクション図のコントロールに対する特定の特性を更新する場合には、SET（自動化）ステートメン
トまたはMAKEステートメントのいずれかを使用し、これら両方を組み合わせて使用しないでください。MAKE、SET、
およびDisabled Byステートメントを組み合わせて使用することはできますが、この2つのステートメントを組み合わせる
ことはできません。

モードレス・ウィンドウのダウンストリーム効果

モードレスの、ウィンドウとダイアログ・ボックス（子）は、ウィンドウまたは別のダイアログ・ボックス（親）から呼
び出されます。この親子関係により、一定の配置作用が働きます。

• 親と子が同一のプロシージャ・ステップの一部である場合は、親が子の前景に移動することはできません。たとえ
ば、ウィンドウＡが親で、ダイアログ・ボックスＢが子であると仮定します。呼び出されると、ウィンドウ A の前に
ダイアログ・ボックス B が表示され、そのサイズに応じて、ウィンドウ A の一部またはすべてが隠れます。ウィンド
ウ A を選択してアクティブにすることはできますが、ダイアログ・ボックス B の前には移動しません。ウィンドウ A
の一部が隠れている場合は、ダイアログ・ボックス B を移動させてウィンドウ A のすべての内容にアクセスできるよ
うにする必要があります。このフォアグラウンド/バックグラウンドの関係は、親と子に別々のプロシージャ・ステッ
プを作成することによって変更できます。呼び出されると、ウィンドウ A の前にダイアログ・ボックス B が表示さ
れ、そのサイズに応じて、ウィンドウ A の一部またはすべてが隠れます。ウィンドウ A を選択してアクティブにす
ることはできますが、ダイアログ・ボックス B の前には移動しません。ウィンドウ A の一部が隠れている場合は、ダ
イアログ・ボックス B を移動させてウィンドウ A のすべての内容にアクセスできるようにする必要があります。この
フォアグラウンド/バックグラウンドの関係は、親と子に別々のプロシージャ・ステップを作成することによって変更
できます。そうすると、対話フローで、親から子にフローするリンクが使用されます。そのため、どちらが活動状態
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になっているかに応じて、ウィンドウＡまたはダイアログ・ボックスＢを前景に移動できます。必要なら、両方のプ
ロシージャ・ステップを同一のロード・モジュールにパッケージングできます。

• 親を最小化すると、その子もすべて最小化されます。ただしこうなるのは、親と子が同一のプロシージャ・ステップ
内にある場合だけです。別のプロシージャ・ステップ内の子は、個別に最小化しなければなりません。

モードレス・ウィンドウ上のコントロールとOCXへのアクセス

モードレス・ウィンドウで使われるアクション・ブロックは、コントロールと、Automationを通じてのOCXにアクセス
するのに、ショートカットを使ってはなりません。ショートカットはつねに、ウィンドウの、現行オカレンスでなく先頭
オカレンスを対象にします。モードレス・ウィンドウ用のアクション・ブロックの、コード化の方法の例を下記に示しま
す。

GUIOBJECT OCXを使って、OCXのインターフェースを参照します。

ソフトウェア・リリース 4.0 の場合

SET GUIOBJECT WINDOW to CurrentWindow()
SET GUIOBJECT OCXFRAME to GUIOBJECT Window OLECONTROL(OCXNAME)
SET GUIOBJECT OCX to GUIOBJECT OCXFRAME GETOBJECT()

ソフトウェア･リリース4.1の場合（ドット表記使用）：

SETGUIOBJECT OCX to CurrentWindow().OLECONTROL(OCXNAME).GETOBJECT()

Dump LA Tables
このアクションを使用できるのは、弊社の社員のみです。お客さまは、弊社のテクニカル・サポートからの指示のもとで
のみ使用してください。

Dump Name Tables

このアクションを使用できるのは、弊社の社員のみです。お客さまは、弊社のテクニカル・サポートからの指示のもとで
のみ使用してください。

重複したマッチ
このエラー・メッセージは、選択したプレディケート・ビューが WSDL パラメータの 1 つとすでに一致していることを
示します。別のビュー名を使用するか、または別のプレディケート・ビューを選択します。

重複エラー・メッセージ

このエンティティを移動すると、同じ名前の 2 つの関係が作成されるか、同じ名前の 2 つの属性が作成されるので移動
できません。

このエンティティ・タイプの使用箇所を検索するには、関係の使用箇所レポートまたは属性の使用箇所レポートを作成し
てください。関係または属性の名前を１つ変更してから移動してください。
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アクション・ブロックのダイナミック・リンク
［アクション・ブロックのダイナミック・リンク］プルダウンでは、目標が z/OS の場合に、選択したアクション・ブ
ロックのダイナミック・リンクに対するビジネス・システム・デフォルトを指定できます。

SELECT TO
Yes ダイナミック・リンク・オプションの省略時解釈が［Yes］に設

定されているアクション・ブロックは、実行時に動的に呼び出さ
れ、DLL に格納されます。

No ダイナミック・リンク・オプションの省略時解釈が［No］に設
定されているアクション・ブロックは、実行時に動的に呼び出さ
れません。アクション・ブロックは静的に呼び出され、そのアク
ション・ブロックがパッケージングされているアプリケーション
にリンクされます。
互換性の対象に選ばれるモジュールから静的に呼び出されるア
クション・ブロックには、特別な処理がされます。この処理は、
［互換性の対象に選ばれるプロセス・モジュール］オプションを
選択することによりインプリメントされます。［互換性の対象に
選ばれるプロセス・モジュール］の詳細については、「［生成の
省略時解釈］ダイアログ・ボックス」を参照してください。

互換性 ダイナミック・リンク・オプションの省略時解釈が［互換性］に
設定されているアクション・ブロックは、実行時に動的に呼び出
され、非 DLL モジュールに格納されます。

アクション・ブロック・リストのダイナミック・リンク（z/OS）

［アクション・ブロック・リストのダイナミック・リンク（z/OS）］プルダウンでは、目標が z/OS の場合に、選択した
アクション・ブロックのダイナミック・リンクに対するビジネス・システム・デフォルトを採用または指定変更できま
す。

SELECT TO
デフォルト ［MVS 環境パラメータ］ダイアログ・ボックスで指定されたアク

ション・ブロックに、ビジネス・システムの省略時解釈を使用し
ます。

Yes ダイナミック・リンク・オプションが［Yes］に設定されている
アクション・ブロックは、実行時に動的に呼び出され、DLL に格
納されます。

No ダイナミック・リンク・オプションが［No］に設定されているア
クション・ブロックは、実行時に動的に呼び出されません。アク
ション・ブロックは静的に呼び出され、そのアクション・ブロッ
クがパッケージングされているアプリケーションにリンクされま
す。
互換性の対象に選ばれるモジュールから静的に呼び出されるア
クション・ブロックには、特別な処理がされます。この処理は、
［互換性の対象に選ばれるプロセス・モジュール］オプションを
選択することによりインプリメントされます。［互換性の対象に
選ばれるプロセス・モジュール］の詳細については、「［生成の
省略時解釈］ダイアログ・ボックス」を参照してください。

互換性 ダイナミック・リンク・オプションが［互換性］に設定されてい
るアクション・ブロックは、実行時に動的に呼び出され、非 DLL
モジュールに格納されます。

z/OS のダイナミック・リンク機能の詳細については、z/OS のドキュメントを参照してください。

 692



 CA Gen - 86JP - Japanese - Japan

プロシージャ・ステップ・リストのダイナミック・リンク（z/OS）

このプルダウンでは、目標がz/OSの際に、プロシージャ・ステップのダイナミック・リンクのためのビジネス・システ
ム省略時解釈を指定変更できます。

SELECT TO
デフォルト ［MVS 環境パラメータ］ダイアログ・ボックスで指定されたプロ

シージャ・ステップに、ビジネス・システムの省略時解釈を使用
します。

Yes ［ダイナミック・リンク］オプションが［Yes］に設定されたプ
ロシージャ・ステップは、実行時に動的に呼び出され、DLL 内に
常駐します。

No ［ダイナミック・リンク］オプションが［No］に設定されている
をプロシージャ・ステップは、実行時に動的ではなく静的に呼び
出され、それ自体は、プロシージャ・ステップがパッケージング
されているロード・モジュール用に作成された DLL 内に常駐しま
す。

互換性 ［ダイナミック・リンク］オプションが［互換性］に設定された
プロシージャ・ステップは、実行時に動的に呼び出され、非 DLL
モジュール内に常駐します。

ダイナミック・リンクの z/OS 機能の詳細については、z/OS のマニュアルを参照してください。

画面リストのダイナミック・リンク（z/OS）

このプルダウンは、目標が z/OS の場合に、ダイナミック・リンクのビジネス・システムの省略時解釈を無効にできま
す。

SELECT TO
デフォルト ［MVS 環境パラメータ］ダイアログ・ボックスで指定された画面

マネージャに、ビジネス・システムの省略時解釈を使用します。
Yes ［ダイナミック・リンク］オプションが［Yes］に設定された画

面マネージャは、実行時に動的に呼び出され、DLL 内に常駐しま
す。

No ［ダイナミック・リンク］オプションが［No］に設定されている
を画面マネージャは、実行時に動的ではなく静的に呼び出され、
それ自体は、画面マネージャがパッケージングされているロー
ド・モジュール用に作成された DLL 内に常駐します。

互換性 ［ダイナミック・リンク］オプションが互換性に設定された画面
マネージャは、実行時に動的に呼び出され、非 DLL モジュール内
に常駐します。

ダイナミック・リンクの z/OS 機能の詳細については、z/OS のマニュアルを参照してください。
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プロシージャ・ステップのダイナミック・リンク

このプルダウンは、目標が z/OS の場合に、プロシージャ・ステップのダイナミック・リンクに設定するビジネス・シス
テム省略時解釈を指定できます。

SELECT TO
Yes 「ダイナミック・リンク］オプションの省略時解釈が［Yes］に

設定されているプロシージャ・ステップは、実行時に動的に呼び
出され、DLL に格納されます。

No ダイナミック・リンク・オプションの省略時解釈が［No］に設
定されているプロシージャ・ステップは、実行時に動的に呼び出
されません。プロシージャ・ステップは静的に呼び出され、その
プロシージャ・ステップがパッケージングされているロード・モ
ジュールのために作成された DLL に格納されます。

互換性 ダイナミック・リンク・オプションの省略時解釈が［互換性］に
設定されているプロシージャ・ステップは、実行時に動的に呼び
出され、非 DLL モジュールに格納されます。

画面マネージャのダイナミック・リンク

このプルダウンは、目標が z/OS の場合に、画面のダイナミック・リンクに設定するビジネス・システム省略時解釈を指
定できます。

SELECT TO
Yes 「ダイナミック・リンク］オプションの省略時解釈が［Yes］

に設定されている画面マネージャは、実行時に動的に呼び出さ
れ、DLL に格納されます。

No ダイナミック・リンク・オプションの省略時解釈が［No］に設
定されている画面マネージャは、実行時に動的に呼び出されませ
ん。画面マネージャは、静的に呼び出され、その画面マネージャ
がパッケージングされているロード・モジュールのために作成さ
れた DLL に格納されます。

互換性 ダイナミック・リンク・オプションの省略時解釈が［互換性］に
設定されている画面マネージャは、実行時に動的に呼び出され、
非 DLL モジュールに格納されます。

ダイナミック リンクの概念

プロシージャ・ステップ、画面、またはアクション・ブロック・モジュールを、ダイナミックに呼び出せるため、これら
のモジュールを使ってあらゆるロード・モジュールを再リンクしなくても、アプリケーションの変更が有効になります。
ダイナミック・リンクは、記憶スペースを節約する目的でも使えます。

NOTE
注： SQL を使用するモジュールを変更する場合、そのモジュールを含むロード モジュールに対応する DB2
PLAN を再度バインドする必要があります。

ダウンストリーム効果

 694



 CA Gen - 86JP - Japanese - Japan

あるモジュールに対し、ダイナミック・リンクとスタティック・リンクの、どちらをした方がよいかを決める要素は、変
更の頻度、そのモジュールを使うほかのロード・モジュールの数、そのモジュールを呼び出す頻度です。

検討すべき候補 潜在的利点
頻繁に変更されるモジュール 頻繁に変更されるモジュールをダイナミックにリンクすると、こ

のモジュールを変更した際に、これを呼び出すあらゆるロード・
モジュールを再リンクする必要がなくなります。

広く共有されるモジュール 共有されるモジュールをダイナミックにリンクすると、実行中に
必要な記憶域が減少します。なぜなら、異なるロード・モジュー
ルにいくつものコピーが組み込まれるのでなく、メモリ内に１つ
のコピーだけが存在するからです。

起動される頻度が低いモジュール 起動される頻度が低いモジュールをダイナミックにリンクすると
、基本ロード・モジュールのサイズが縮小し、その結果必要な記
憶域が減少します。ただしこのモジュールが起動される場合を除
きます。

スタティック・リンクからダイナミック・リンクへの変更例

アクション・ブロックAB2がダイナミックにリンクされる場合、２つの実行可能ロード・モジュールが生成されま
す。AB2 の実行可能ロード・モジュールには、CA Gen ランタイムと参照保全性モジュール、およびこのアクション・ブ
ロック自身のロジックが含まれます。このためそのサイズは、実行可能でなく未解決のものよりも大きくなります。実行
可能ロード・モジュールLM1は、アクション・ブロックAB2をダイナミック・リンクすることによってサイズが縮小しま
す。

  Dynamically Linked      Statically Linked
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編集点
編集点を使用すると、offer 関連または用途依存関係によって 2 つのオブジェクトを関連づける線を位置づけできます。

ナビゲーション図における「ダイアグラムの編集」

「編集」メニュー（Edit）には下記のオプションがあります。

コピー 選択したオブジェクトについて、置き換えウィザードによる複写
を開始します。

置き換えつつ複写 ウィンドウのコントロールを複製し、既存のエンティティ・タイ
プに、指定したエンティティ・タイプを代入します。置き換えは
、ビューおよびプロシージャ・ステップのステートメントで実行
されます。

含める 現行のダイアグラム・レイアウトについて、追加のモデル・オ
ブジェクトを選択するための「ナビゲーション・オブジェクトの
オープン」ダイアログ・ボックス（Open Navigation Objects）と
そのタブを表示します。

削除 現行のダイアグラムまたはナビゲーション図レイアウトから選択
したオブジェクトを除去します。

ウィンドウの追加 ウィンドウ・アイコンを現行のレイアウトに追加します。
ダイアログ・ボックスの追加 ダイアログ・ボックス・アイコンを現行のレイアウトに追加しま

す。
サーバの追加 サーバ・アイコンを現行のレイアウトに追加します。このアイコ

ンにてアクション図ツールにアクセスできます。
言語バージョンの作成 モデル・ウィンドウの「オプション」メニュー（Options）にて追

加の言語を最初に作成したときに提供されたウィンドウまたはダ
イアログ・ボックスの言語バージョンを作成できます。

ジョイン ２つのオブジェクト間のフローを作成します。対話フロー、「オ
ープン」（Open）、「クローズ」（Close）、USEステートメン
ト、またはダイアログ・ボックス開始アクションにてフローを詳
細化できます。

削除 選択したウィンドウ、ダイアログ・ボックス、フィールド、リス
ト・ボックス、リスト・オカレンス、リテラル、グループ・ボッ
クス、メニュー項目、またはプッシュ・ボタンを除去します。複
数の項目を選択して削除できます。

メニュー設計 メニューに表示するメニュー項目とその順序を指定します。また
、メニュー項目の位置を、あるメニュー・バーからほかのメニュ
ー・バーへ、メニュー・バー・プルダウン内で移動します。

フィールド設計 フィールドの、名前、特性、編集パターンを指定します。
リスト・ボックス設計 リスト・ボックスの属性、名前、および特性を指定します。
OLEコントロール設計 ウィンドウ、ダイアログ・ボックスの追加、またはナビゲーショ

ン図内のツール・パレットへの表示、に使用できるOCXコントロ
ールのリストを指定します。

不使用プロンプトの削除 モデルから不使用プロンプトを除去することにより、モデルが管
理する必要があるオブジェクトの数を減らします。

未使用ビューの削除 モデルから使用されていないビューを除去することにより、モデ
ルが管理しなければならないオブジェクトの数を減らします。
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移動 選択したウィンドウ、ダイアログ・ボックス、フィールド、リス
ト・ボックス、リスト・オカレンス、リテラル、グループ・ボッ
クス、メニュー項目、またはプッシュ・ボタンの配置を変更しま
す。複数の項目を選択して移動できますが、選択時の項目間の相
対位置が維持されます。

位置 選択した複数のオブジェクトのサイズを相互に相対的に決定し、
複数のオブジェクトの位置合わせをし、複数のオブジェクトを縦
方向と横方向に区切り、縦方向の位置を動かさずに複数のオブジ
ェクトを横方向に移動し、横方向の位置を動かさずに複数のオブ
ジェクトを縦方向に移動します。

OLEアクション OLEエリアをウィンドウやダイアログ・ボックスに追加するか、
またはOLEエリアの特性を変更します。

カスタム表示特性の編集

カスタム表示特性の編集方法

1. ビジネス・システム内の［詳細］-［表示特性］を選択します。
［省略時表示特性］ダイアログ・ボックスが表示されます。

2. ［カスタム］ノードを選択します。
［カスタム］パネルが表示されます。

3. 編集するカスタム表示特性を選択します。
［編集...］を選択します。

4. 必要な変更を加えます。

NOTE
注： ［前景色］、［背景色］、および［フォント］の省略時解釈の設定は［自動］です。［自動］オプ
ションでは、選択したオブジェクトにビジネス・システム省略時表示特性が適用されます。これらのいずれ
かのフィールドに対して、［自動］以外の値を選択すると、ビジネス・システム・ウィンドウの設定よりも
優先されます。

5. 変更を保存するには、［了解］をクリックします。

入力フィールドの「文字の揃え方」

「文字の揃え方」では、入力フィールドでの情報の位置を指定します。

NOTE
注： Windows または UNIX アプリケーションのすべてのフィールドは、中央または右詰めの位置を選択してい
ても左詰めになります。

選択肢は下記のとおりです。

位置合わせ 説明
デフォルト すべての文字が左詰めになります。(これは省略時解釈です）。
Left すべての文字が左詰めになります。
Right すべての文字が右詰めになります。
Center すべての文字が、表示された入力フィールド内でセンタリングさ

れます。入力フィールドのサイズは、属性の長さよりも大きくで
きます。センタリングでは、ウィンドウまたはダイアログ・ボッ
クスに表示されたフィールドのサイズが基準です。
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「リスト・ボックス・フィールド特性」の「文字の揃え方」

「文字の揃え方」では、リスト・ボックスのデータ列に表示するデータの配置を、４つの選択肢（左、右、中央、省略
時解釈）から指定します。この配置は、ドロップダウン・リストから選択できます。省略時解釈の「文字の揃え方」は、
「省略時解釈」です。「省略時解釈」では、数値データは右詰め、その他のデータ・タイプは左詰めです。「文字の揃え
方」は、「プロンプト位置」とは無関係です。

リスト・オカレンス入力フィールドの「文字の揃え方」

「文字の揃え方」で、リスト・オカレンス入力フィールド内での情報の位置を指定します。選択肢は下記のとおりです。

位置合わせ 説明
デフォルト すべての文字が左詰めになります。（これは、ウィンドウ操作ア

プリケーションの省略時解釈です）。
Left すべての文字が左詰めになります。
Right すべての文字が右詰めになります。
Center すべての文字が、表示されたリスト・オカレンス入力フィールド

内でセンタリングされます。入力フィールドのサイズは、属性の
長さよりも大きくできます。センタリングでは、ウィンドウまた
はダイアログ・ボックスに表示されたフィールドのサイズが基準
です。

アクション図における［編集］

PAD から「編集」を選択すると、下記を行なえます。

ステートメントの追加 アクション文を書き加えます。
空白行の追加 空白の行をアクション図に挿入します。
かっこの追加 グループ属性、リテラル、またはその両方のかっこを算術演算の

式に挿入します。
ビューの追加 グループ、エンティティ、サブタイプ、ワーク、属性の各ビュー

を定義します。
変更 アクション図の論理を変更します。
コピー 同一アクション図において、１つまたは複数のステートメントま

たはビューを複写します。
転送複写 あるアクション図から別のアクション図に、１つまたは複数の、

ステートメントまたはビューを複写します。
移動 アクション図において、１つまたは複数のステートメントまたは

ビューを別の場所に再配置します。
ビューの置き換え あるビューを別のビューに置換します。
ビューの削除 アクション図からビューを削除します。
式の削除 アクション図から式を削除します。
かっこの削除 ステートメントから 1 組のかっこを削除します。
ステートメントの削除 アクション図において、ステートメントを削除します。
後ろに挿入 行を指定して、その後ろに式を挿入します。
アクション・ブロック合成 詳細なプロセス論理を生成します。
期待効果の展開 以前入力したデータに基づいて、アクション図を生成します。
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アクティビティ依存関係図における［編集］

アクティビティ依存関係図ツールにて「編集」を選択すると、下記の作業ができます。

ファンクションの追加 ルート・ファンクションまたは従属ファンクションを指定します
。

プロセスの追加 ファンクションまたはプロセスの従属アクティビティを指定しま
す。

イベントの追加 プロセスに関連づける時点を時間単位で指定します。
外部オブジェクト プロセスに関係のあるソースまたは宛て先の情報を指定します。
ジョイン アクティビティ間の依存関係を作成します。
排他関係づけ １つの必須アクティビティを２つ以上の依存関係にリンクします

（依存関係の一方だけが実行されます）。
並列の関係づけ １つの必須アクティビティを２つ以上の依存関係にリンクします

（すべての依存関係が実行されます）。
削除 依存関係図からアクティビティを除去します。
移動 アクティビティをダイアグラム上の別の位置に移動します。
親の変更 アクティビティの新しい親を指定します。
転送 依存関係線のソースまたは宛て先を変更します。

属性の「編集」

属性ウィンドウにて「編集」を選択すると、下記を行なえます。

Add 選択したエンティティ・タイプに新しい属性を指定します。
削除 選択した属性をデータ・モデルから削除します。
移動 リスト内の属性を再配置します。
コピー 属性を別のエンティティ・タイプまたはサブタイプに複写します

。
転送 属性とその定義を別のエンティティ・タイプおよびそのサブタイ

プに転送します。

「クリア・スクリーン入力」における「編集」

「クリア・スクリーン入力」のダイアグラムから「編集」を選択すると、下記のことを行なえます。

Initialize CA Gen コマンドとビュー・セット内のビューでパラメータ・リ
ストを設定します。

コマンドの追加 特殊フィールドにコマンドを指定します。
インポートの追加 パラメータ・リストにインポート・ビューを定義します。
キーワードの追加 各文字列を示すキーワードを指定します。
移動 パラメータをリスト内の別の位置に移動します。
削除 リストからパラメータを削除します。
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データ・モデル・ブラウザの「編集」

データ・モデル・ブラウザにて［編集］を選択すると、以下のアクションが利用できるようになります。

サブジェクト エリアの追加 企業が関わる一分野であっておもな資源、製品、活動のいずれか
を中心としたものを指定します。

エンティティ タイプを追加 ビジネス上記録するべきデータの種類を指定します。
区分を追加 分類属性に基づいてエンティティ・タイプをサブタイプに分割し

ます。
エンティティ サブタイプを追加 新しいエンティティ状態を設けます。
属性の追加 属性の追加を指定します。
オペレーションの選択 アクション・ブロックに、特定のデータ・オブジェクトを含むオ

ペレーションとしてのマークをつけます。
オペレーションとしての選択解除 アクション・ブロックの、特定のデータ・オブジェクトを含むオ

ペレーションとしてのマークを解除します。
ジョイン ２つのエンティティ・タイプ間を関係で結びます。
削除 データ・モデルからオブジェクトを消します。
属性の移動 属性リスト内の新しい位置に属性を移動

データ・モデル・ツールにおける「編集」

 

データ・モデル図にて［編集］を選択すると、以下のアクションが利用できるようになります。

サブジェクト エリアの追加 企業が関わる一分野であっておもな資源、製品、活動のいずれか
を中心としたものを指定します。

エンティティ タイプを追加 ビジネス上記録するべきデータの種類を指定します。
区分を追加 分類属性に基づいてエンティティ・タイプをサブタイプに分割し

ます。
エンティティ サブタイプを追加 分割した個々のものを定義します。
ジョイン ２つのエンティティ・タイプ間を関係で結びます。
削除 データ・モデルからオブジェクトを消します。
移動 オブジェクトをデータ・モデル内の別の位置に移動します。
転送 エンティティ・タイプ間で、関係を転送します。

データ・ストア・リストにおける［編集］

データ・ストア・リスト・ツールで「編集」を選択すると、以下のアクションを実行できます。

データベースの追加 データ・ストア・リスト内にデータベースを作成します。
テーブルスペースの追加 選択したデータベース内にテーブルスペースを作成します。
ストレージ・グループの追加 データ・ストア・リスト内にストレージ・グループを作成します

。
削除 データベース、テーブルスペース、テーブル、索引スペース、ま

たはストレージ・グループをデータ・ストア・リストから削除し
ます。
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移動 テーブルスペースと索引スペースをデータベースに、またはテー
ブルをテーブルスペースに移動します。

自動サイズ モデリング値を基にして、テーブルスペースと索引スペースの基
本数量と 2 次数量を見積もります。

データ構造リストにおける［編集］

データ構造リストの［編集］メニューには、以下のメニュー項目が含まれます。

エンティティ タイプのインプリメント データ構造リストの非インプリメントのエンティティ・タイプま
たはサブタイプをインプリメントして、データ構造リスト・ツー
ルにテーブルを作成します。

属性のインプリメント 非インプリメントの属性をインプリメントして、目標テーブル内
にカラムを作成します。

関係のインプリメント ２つのエンティティ・タイプの非インプリメントの関係をインプ
リメントして、テーブル間の強制を作成します。

索引の追加 既知のカラムまたは外部キーの索引を、指定されたテーブルに追
加します。

削除 指定されたオブジェクトを削除します。
非正規化 外部キーを作成して検索性能を向上させます。
移動 選択したカラムを、同じテーブル内または索引内の新しい位置に

移動します。
VARCHAR2へ Oracle DBMSでCHARからVARCHAR2への変換をインプリメント

します。
CHARへ Oracle DBMSでVARCHAR2からCHARへの変換をインプリメント

します。

対話設計における［編集］

「対話設計図ツール」から「編集」を選択すると、下記の操作を行なえます。

プロシージャの追加 １つまたは複数のプロシージャ・ステップを含む設計単位を作成
します。

プロシージャ･ステップの追加 有効な処理単位を実行するプロシージャの一部分を指定します。
ジョイン ビジネス・システム内にあるプロシージャ・ステップ間のフロー

を指定します。
外部フロー・インの追加 宛て先ビジネス・システムへのフローを指定します。
外部フロー・アウトの追加 ソース・ビジネス・システムからのフローを指定します。
移動 対話設計図の別の場所にオブジェクトを移動します。
コピー プロシージャまたはプロシージャ・ステップを、そのまま対話設

計図の新しい場所に複写します。
置き換えつつ複写 単一エンティティのプロシージャまたはプロシージャ・ステップ

を複写し、既存のエンティティ名を新規のエンティティ名に置換
します。

削除 対話設計図からオブジェクトを削除します。

 702



 CA Gen - 86JP - Japanese - Japan

対話フロー・ブラウザの「編集」

対話フロー・ブラウザ・ツールにて「編集」を選択すると、下記を行なえます。

フロー・オン 転送またはリンクをトリガする １ つまたは複数のエグジット・
ステートを指定します。

フロー・オンの除去 「フロー・オン」の横にある「エグジット・ステート」選択リス
ト内のエグジット・ステートを削除します。

フロー・オン自動フロー 「フロー・オン自動フロー」を選択できるコマンドのリストを表
示します。

リターン・オン リンクからの戻りを起動するエグジット・ステートを割り当てま
す。

リターン・オンの除去 「リターン・オン」の横にある「エグジット・ステート」選択リ
スト内のエグジット・ステートを削除します。

リターン・オン自動フロー 「リターン・オン自動フロー」を選択できるコマンドのリストを
表示します。

マッチ インポート・ビューの、ビューまたはエンティティまたはワーク
・セットと、エクスポート・ビューのものとを、マッチングしま
す。

マッチ解消 インポート・ビューの、ビューまたはエンティティまたはワーク
・セットと、エクスポート・ビューのものとのマッチング定義を
、解消します。

フローの保守における「編集」

「フローの保守」から「編集」を選択すると、下記の操作を行なえます。

フロー・インの追加 現行ビジネス・システムへの外部フローを指定します。
フロー・アウトの追加 現行ビジネス・システムからの外部フローを指定します。
エグジット・ステートの追加 フローが発生する条件を指定します。
変更 エグジット・ステートまたは自動フロー・コマンドの特性を変更

します。
自動フロー 自動フロー・コマンドを定義します。
削除 対話設計図からオブジェクトを削除します。

生成における「編集」

生成で［編集］を選択すると、リセット アクションを実行して、選択されているすべての構成要素を非選択状態に戻す
ことができます。

マトリックスにおける「編集」

マトリックスから「編集」を選択すると、下記のオプションを使えます。

Add マトリックスの行、列、またはセルにオブジェクトを追加します
。

削除 マトリックスの行、列、またはセルから値を除去します。
移動 マトリックスの行または列の位置を変更します。
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親和性クラスタ化 オブジェクト間の類似点をもとに、行と列をグループ分けします
。

作用クラスタ化 オブジェクトが持つ作用の種類をもとに、行と列をグループ分け
します。

クラスタ強調表示の解除 作用クラスタの強調表示と親和性マトリックスの自動作成をやめ
ます。

多関連オブジェクトの指定 あるオブジェクトをクラスタ化の対象から除外します。
多関連オブジェクトの指定解除 多関連を指定したオブジェクトの強調表示をやめます。
多関連オブジェクトの自動指定 条件に合うオブジェクトに対して自動的に多関連を指定します。
含める ビジネス・エリアへのファンクションまたはエンティティ・タイ

プの追加、またはビジネス・システムへの基本プロセスの追加を
します。

削除 ビジネス・エリアからのファンクションまたはエンティティ・タ
イプの除去、またはビジネス・システムからの基本プロセスの除
去をします。

BA の定義 ビジネス・エリアを指定します。
BS の定義 ビジネス・システムを指定します。
ユーザ定義 カスタム・マトリックスの名前とオブジェクトを指定します。

組織階層図における［編集］

組織階層図にて［編集］を選択すると、以下のオプションが利用できるようになります。

Add 組織単位を指定します。
削除 組織単位をそのダイアグラムから除去します。
移動 そのダイアグラム上の組織単位の位置を変更します。
親の変更 既存の組織単位を別の組織単位に割り当てます。

パッケージングにおける「編集」

パッケージング・ツールから「編集」を選択すると、下記を行なえます。

プロシージャ･ステップの追加 ロード･モジュールにプロシージャ･ステップを割り当てます。
ロード・モジュールの追加 ロード・モジュールとその関連プロシージャ・ステップの指定
バッチ・ジョブの追加 バッチ・ジョブとそのプロシージャ・ステップの指定
削除 クライアント・エリアで選択したロード・モジュールまたはプロ

シージャ・ステップの除去
完了 パッケージング･ツールに、選択したコンポーネントのパッケー

ジングの完了を通知
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部分タイプ・モデル図内の「編集」

モデル図ウィンドウにて［編集］を選択すると、多数のオプションが利用できるようになります。

コンポーネント仕様タイプを追加 コンポーネント仕様タイプを仕様タイプ・モデル図に追加します
。属性も自身のオペレーションも持てません。ほかのオブジェク
トを持つレギュラ関係には加われませんが、インターフェース・
タイプを持つoffer関連を１つ持てます。コンポーネント仕様タイ
プは仮想オブジェクトです。

インターフェース・タイプを追加 インターフェース・タイプを、仕様タイプ・モデル図かインター
フェース・タイプ・モデル図に追加できます。属性と自身のオペ
レーションを持てます。仕様タイプとエンティティ・タイプを持
つ関係に加われます。インターフェース・タイプは仮想オブジェ
クトです。

仕様タイプを追加 仕様タイプを、仕様タイプ・モデル図かインターフェース・タイ
プ・モデル図に追加できます。属性を持てますが、自身のオペレ
ーションを持てません。他の仕様タイプとエンティティ・タイプ
を持つ関係にのみ参加できます。仕様タイプは、仮想と実のいず
れかです。

エンティティ タイプを追加 ビジネス上記録するべきデータの種類を指定します。
区分を追加 分類属性に基づいてエンティティ・タイプをサブタイプに分割し

ます。
エンティティ サブタイプを追加 エンティティ・タイプの部分集合を指定します。
オペレーションを追加 オペレーションをエンティティ・タイプに追加します。
属性の追加 属性をエンティティ・タイプに追加します。
属性の複写 属性とその仕様をほかのエンティティ・タイプまたはサブタイプ

に複写します。属性は、ワーク・セットにも複写できます。宛て
先エンティティまたはワーク・セットに同じ名前を持つ属性があ
る場合、別の名前の入力を求められます。

属性の転送元 属性とその仕様をほかのエンティティ・タイプまたはサブタイプ
に転送します。属性は、ワーク・セットにも転送できます。宛て
先エンティティまたはワーク・セットに同じ名前を持つ属性があ
る場合、別の名前の入力を求められます。

ジョイン 2 つのエンティティ・タイプ間の関係を指定します。
削除 データ・モデルからオブジェクトを除去します。
移動 オブジェクトをダイアグラム上の別の位置に移動します。
転送 2 つのエンティティ・タイプ間に利害関係を確立します。

画面設計における［編集］

「画面設計図ツール」から「編集」を選択すると、下記の操作を行なえます。

フィールドの追加 「フィールドの追加」では、選択画面上でフィールドの作成と配
置をします。

リテラルの追加 選択画面上で、リテラル文字列の作成と配置を行ないます。
特殊な追加 選択画面上で、特殊フィールドとプロンプトの作成と配置を行な

います。
フィールドの削除 選択画面のフィールド、プロンプト、リテラルを除去します。
未使用プロンプトの削除 未使用プロンプトを選択リストから除去します。
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コピー 選択されたリテラルまたは反復グループを選択された画面位置で
再作成します。

移動 選択されたオブジェクト（１つまたは複数）を別の画面位置に移
動します。

Center 選択されたオブジェクト（１つまたは複数）を画面幅に収めます
。

ワーク・セット・リストにおける「編集」

ワーク・セット・リストで「編集」を選択すると、下記を行なえます。

ワーク・セットの追加 ワーク・セット・リストに新規のワーク・セットを定義します。
属性の追加 「属性」ウィンドウを活動化して、属性の追加と詳細化が実行で

きます。
属性の複写 属性の複写先のエンティティ・タイプまたはサブタイプを指定し

ます。
属性の転送元 属性の転送元のエンティティ・タイプまたはサブタイプを指定し

ます。
削除 ワーク・セット・リストから指定のワーク・セットを削除します

。
移動 オブジェクトの移動先のオブジェクト・リスト内に位置を指定し

ます。

特性の編集メニュー

利用可能なメニュー項目を、「編集」ドロップダウンの下に一覧表示します。

［編集パターン］ダイアログ

［編集パターン］ダイアログ ボックスでは、有効な文字記号を使用して、フィールド編集パターンを作成します。編集
パターンが表すデータのドメインに応じて、編集パターンに名前を付ける必要があります。

編集パターンには、以下の 2 つのカテゴリがあります。

• スペシャル
• フィールド

特殊編集パターンでは、CA Gen 生成属性の編集パターンを変更できます。（たとえば、日付のフォーマットを月-日-年
から年/月/日に変更できます）。

フィールド編集パターンは、特定のフィールド専用です。編集パターンをフィールド・レベルでカスタマイズできます。
フィールド編集パターンが表すデータのドメインに応じて、フィールド編集パターンに名前を付ける必要があります。た
とえば、すべての通貨の値がすべての画面で同じ形式で表示されることを確認するには、「通貨」というフィールド編集
パターンを作成します。フィールド編集パターンを使って、システム全体のフィールドの表示形式を変更してください。

このダイアログ・ボックスのフィールドは以下のとおりです。

• 名前
新規のフィールド編集パターンを識別します。このフィールドには、一意の 8 文字以下の文字列を指定します。

• タイプ
フィールド編集パターンのタイプを定義します。フィールド編集パターンのタイプを以下に示します。
– Numeric
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• 9
頭のゼロを含む数値

• Z
頭のゼロを抑制した数値

• $
浮動ドル記号

• +
正符号

• -
負符号

• .
小数点

• ,
コンマ

• 0
ゼロ

注： 編集パターンで定義されていない場合でも、小数点以下桁数が定義されている数値フィールドには小数が表示さ
れます。
– 時刻

• H
最大 2 桁で時間を定義します。

• M
最大 2 桁で分を定義します。

• S
最大 2 桁で秒を定義します。

• / - : . （空白）
これらは、正式な区切り記号です。

– 日付
• C
世紀を定義します（1 桁のみ）。

• M
最大 2 桁で月を定義します。

• D
最大 2 桁で日を定義します。

• Y
最大 2 桁で年を定義します。

• / - : . （空白）
これらは、正式な区切り記号です。

– テキスト
• 0-9 A-Z
１つ以上の英字を含む任意の英数字の組み合わせ。文字 X はプレースホルダとして使用され、文字 0-9、A-Z の
どれもが、その位置に存在できます。一覧内のほかの文字を使用すると、文字入力はその位置に限定され、そ
の文字しか入力できません。

– 全半角テキスト
• 0-9 A-Z 全角文字
半角英数字または全角文字の任意の組み合わせ。文字 M はプレースホルダとして使用され、文字 0-9、A-Z の
どれもが、その位置に存在できます。1 つの全角文字を表すには、2 つの M プレースホルダ文字が必要です。
一覧内のほかの文字を使用すると、文字入力はその位置に限定され、その文字しか入力できません。

– 全角テキスト
• 全角文字
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全角文字の任意の組み合わせ。全角文字「Ｘ」はプレースホルダとして使用され、任意の全角文字が、その位
置に存在できます。一覧内のほかの文字を使用すると、文字入力はその位置に限定され、その文字しか入力で
きません。

– タイムスタンプ
• YYYY

Year
• MM

Month
• DD

Day
• HH
時間

• MI
分

• SS
秒

• NNNN
ナノ秒

• / - : . （空白）
分離記号

• パターン
フィールド表示と入力の形式を制御するマスクを定義します。前のフィールドのテーブルで一覧表示された文字記号
の組み合わせとしてパターンを定義できます。数値、時間、日付の記号を組み合わせて使うと、エラーとなります。
テキスト・タイプの記号では、英数字をどのように組み合わせても有効です。

NOTE
注： カスタム編集パターンを定義するには、以下の有効文字のリストから文字記号を組み合わせます。詳細に
ついては、「Understanding the Design Phase」を参照してください。

編集パターンのドロップダウン

このドロップダウンの組み合わせボックスを使うと、ドロップダウン・リストからの省略時の編集パターンの選択、有
効なカスタム編集パターンでの入力、または「省略時編集パターン」の選択を行なえます。省略時編集パターンの選択で
は、「表示長」フィールドの値を使って、パターンの長さを設定します。

「編集パターン」フィールドは、省略時以外の言語を選択し、リスト内の編集パターンのみが省略時編集パターンとして
省略時言語で定義されている場合、不活性化になっています。「編集パターン」フィールドを活性化するには、「言語に
よる編集パターンの使用」を参照してください。

詳細については、「Understanding the Design Phase」を参照してください。

入力フィールドの「編集パターン」

「編集パターン」では、入力フィールドに適用する編集パターンを指定します。編集パターンは、入力するか、またはド
ロップダウン・リストにて選択すると指定できます。ドロップダウン・リストには、「ビジネス・システム省略時解釈」
にて「フィールド編集パターン」を選択して追加した、編集パターンが表示されます。
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時間、日付、通貨に適用する編集パターンは、実行環境によって異なります。これを下表にまとめます。

Windows - CA Gen の省略時のパターンを使用します。このパ
ターンは 3 つの項目のみを使用します。
3 桁区切り文字
小数点区切り文字
記号
この 3 つの省略時解釈は、それぞれ（,）、（.）、および（$）で
す。
例： $ 1,000.00

通貨
 

UNIX - CA Gen の省略時のパターンを使用します。このパターン
は 3 つの項目のみを使用します。
3 桁区切り文字
小数点区切り文字
記号
この 3 つの省略時解釈は、それぞれ（,）、（.）、および（$）で
す。
例： $ 1,000.00

日付 Windows - CA Gen の省略時のパターンを使用します。このパ
ターンは 6 桁の「月 日 年」を使用します。区切り記号はダッ
シュです。
例： MM-DD-YY
UNIX - CA Gen の省略時のパターンを使用します。このパター
ンは 6 桁の「月 日 年」を使用します。区切り記号はダッシュで
す。
例： MM-DD-YY
注： ユーザ・インターフェースにて 2 桁の年を入力として受け
入れた場合、入力年の世紀は現在の世紀と見なされます。それが
不適切な場合は、開発者が、日付の世紀部分に希望どおりの値を
省略時設定するロジックを追加する必要があります。CA Gen マ
ニュアルの「Design Guide」を参照してください。

時刻 Windows - CA Gen の省略時のパターンを使用します。このパ
ターンは 12 時間形式を使用します。区切り記号はコロンです。
レイアウトは「時 分」です。
例： HH:MM
UNIX - CA Gen の省略時のパターンを使用します。このパターン
は 12 時間形式を使用します。区切り記号はコロンです。レイア
ウトは「時 分」です。
例： HH:MM

フィールド設計特性の「編集パターン」

「編集パターン」では、単一行入力フィールドに適用する編集パターンを指定します。編集パターンは、入力するか、ま
たはドロップダウン・リストにて選択すると指定できます。ドロップダウン・リストには、「ビジネス・システム省略時
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解釈」にて「フィールド編集パターン」を選択して追加した、編集パターンが表示されます。パターンは、日付、時刻、
および通貨の値に追加できます。

通貨 CA Gen の省略時のパターンを使用します。このパターンは 3 つ
の項目のみを使用します。
3桁区切り文字 - 省略値はカンマ（,）です。
小数点区切り文字 - 省略値はピリオド（,）です。
通貨記号 - 省略値はドル記号（$）です。
例： $ 1,000.00

日付 CA Gen の省略時のパターンを使用します。このパターンは 6 桁
の「月 日 年」を使用します。区切り記号はダッシュです。例：
MM-DD-YY
すべての編集パターンですべてのコンポーネントが必要なわけで
はありませんが、内部表現は常に有効な日付になる必要がありま
す。省略値は、編集パターン内の破棄されたコンポーネント部分
に適用されます。たとえば、ユーザ インターフェースに年数とし
て2桁だけを入力できる場合、入力年の世紀は現世紀と見なされ
ます。これが不適切な場合は、ロジックを追加して別の作用をイ
ンプリメントできます。
破棄されたコンポーネントの省略値は、指定されたすべてのコ
ンポーネントが0でない限り、現在値になります。すべてのコン
ポーネントが0の場合は、省略値も0になります。
小さな編集パターンを持つフィールドが、大きな編集パターン
を持つフィールドに移動される場合、CA Gen は仮定に基づい
て処理します。たとえば、DD/MM と定義された入力フィールド
Date1 が DD/MM/YY と定義された入力フィールド Date2 に移動
される場合、現在の年が年の値として省略時解釈設定されます。

時刻 CA Gen の省略時のパターンを使用します。このパターンは 12
時間形式を使用します。区切り記号はコロンです。レイアウトは
「時 分」です。例： HH:MM

「リスト・ボックス・フィールド特性」の「編集パターン」

「編集パターン」では、属性に適用する編集パターンを指定します。編集パターンを指定するには、入力するか、または
ドロップダウン・リストから選択してください。ドロップダウン・リストには、「ビジネス・システム省略時解釈」にて
「フィールド編集パターン」を選択して追加した、編集パターンが表示されます。
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時間、日付、通貨に適用する編集パターンは、実行環境によって異なります。これを下表にまとめます。

通貨 Windows - CA Gen の省略時のパターンを使用します。このパ
ターンは 3 つの項目のみを使用します。
3 桁区切り文字
小数点区切り文字
記号
この 3 つの省略時解釈は、それぞれ（,）、（.）、および（$）で
す。
例： $ 1,000.00

 UNIX - CA Gen の省略時のパターンを使用します。このパターン
は 3 つの項目のみを使用します。
3 桁区切り文字
小数点区切り文字
記号
この 3 つの省略時解釈は、それぞれ（,）、（.）、および（$）で
す。
例： $ 1,000.00

日付 Windows - CA Gen の省略時のパターンを使用します。このパ
ターンは 6 桁の「月 日 年」を使用します。区切り記号はダッ
シュです。
例： MM-DD-YY
UNIX - CA Gen の省略時のパターンを使用します。このパター
ンは 6 桁の「月 日 年」を使用します。区切り記号はダッシュで
す。
例： MM-DD-YY

時刻 Windows - CA Gen の省略時のパターンを使用します。このパ
ターンは 12 時間形式を使用します。区切り記号はコロンです。
レイアウトは「時 分」です。
例： HH:MM
UNIX - CA Gen の省略時のパターンを使用します。このパターン
は 12 時間形式を使用します。区切り記号はコロンです。レイア
ウトは「時 分」です。
例： HH:MM

リスト・オカレンス入力フィールドの「編集パターン」

「編集パターン」で、リスト・オカレンス入力フィールドに適用する編集パターンを指定します。編集パターンを指定
するには、入力するか、またはドロップダウン・リストから選択してください。ドロップダウン・リストには、「ビジネ
ス・システム省略時解釈」にて「フィールド編集パターン」を選択して追加した、編集パターンが表示されます。

時間、日付、通貨に適用する編集パターンは、実行環境によって異なります。これを下表にまとめます。

通貨 Windows - CA Gen の省略時のパターンを使用します。このパ
ターンは 3 つの項目のみを使用します。
3 桁区切り文字
小数点区切り文字
記号
この 3 つの省略時解釈は、それぞれ（,）、（.）、および（$）で
す。
例： $ 1,000.00
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UNIX - CA Gen の省略時のパターンを使用します。このパターン
は 3 つの項目のみを使用します。
3 桁区切り文字
小数点区切り文字
記号
この 3 つの省略時解釈は、それぞれ（,）、（.）、および（$）で
す。
例： $ 1,000.00
Windows - CA Gen の省略時のパターンを使用します。このパ
ターンは 6 桁の「月 日 年」を使用します。区切り記号はダッ
シュです。
例： MM-DD-YY

日付
 

UNIX - CA Gen の省略時のパターンを使用します。このパター
ンは 6 桁の「月 日 年」を使用します。区切り記号はダッシュで
す。
例： MM-DD-YY
Windows - CA Gen の省略時のパターンを使用します。このパ
ターンは 12 時間形式を使用します。区切り記号はコロンです。
レイアウトは「時 分」です。
例： HH:MM

時刻
 

UNIX - CA Gen の省略時のパターンを使用します。このパターン
は 12 時間形式を使用します。区切り記号はコロンです。レイア
ウトは「時 分」です。
例： HH:MM

特殊フィールドの「編集パターン」

「編集パターン」は、特殊フィールドの表示形式です。ドロップダウン・リストからパターンを選択するか、新しい編
集パターンを入力できます。ドロップダウン・リストには、「ビジネス・システム省略時解釈」にて「フィールド編集パ
ターン」を選択して追加した、編集パターンが表示されます。

編集パターンを適用できる特殊フィールドは、現在日付、現在時刻、または現在のタイム・スタンプだけです。

詳細ついては、CA Gen マニュアルの「Design Guide」を参照してください。

基本プロセスの例
基本プロセス名の例は、下記のとおりです。

• 配達物を受け取る
• 在庫要求を受け取る
• 注文を作成する
• 製品を追加する
• 顧客を更新する
• 勘定残高を計算する

ELSE ステートメント
単純条件の追加では、IFアクションの追加といくつかの単純な排他条件（ELSE条件）のIFアクション・ステートメント
への追加をします。
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排他条件が指定されている単純な条件を表わすIFアクション・ステートメントのフォーマットを下記に示します。ELSE
アクションが実行されるのは、IF 条件が真でない場合のみです。

IF condition-1

action-statement-list-1

ELSE

action-statement-list-2

IFステートメント（ELSE IF条件も同様）が真でない場合の処理が必要であれば、ELSE節を設けてそこにその処理を指
定することにより、IFステートメントを完成させてください。ELSE内のアクションが実行されるのは、IFステートメン
トとすべてのELSE IFステートメントの条件が偽の場合のみです。

下記は完成したIF-ELSEステートメントの例です。

-- IF competitive vendor average_delivery_time_in_days

| IS LESS OR EQUAL TO 5

| MOVE competitive vendor TO preferred vendor

+- ELSE

| MOVE competitive vendor TO ok vendor

--

ELSE IF ステートメント

複雑な条件の追加では、複雑な排他条件をIFアクションに追加します。複雑な条件アクションには、多くのELSE IF節
を、ELSE節に続けてIFアクション・ステートメントに追加する作業があります。そのうちの１つだけが実行されるよう
な一連のアクションを指定して、それぞれのアクションに独自の基準を指定できます。

IFアクションをアクション図に追加したあとで、排他条件を追加できます。ある条件が満たされた場合、ある決まったア
クションが実行されます。別の条件が満たされた場合、別のアクションが実行されます。

複雑な排他条件を表わすIFアクション・ステートメントのフォーマットを下記に示します。

IF condition-1

action-statement-list-1

[ELSE IF condition-2

action-statement-list-2 ...]
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[ELSE

action-statement-list-3 ...]

完全な ELSE IF 構造は、下記のようになります。

-- IF processing vendor company_rating IS EQUAL TO "BEST"

| MOVE processing vendor TO preferred vendor

+- ELSE IF processing vendor company_rating IS EQUAL TO

| "FAIR" OR processing vendor company_rating IS

| EQUAL TO "GOOD"

| MOVE processing vendor to ok vendor

+- ELSE

| MOVE processing vendor TO export vendor

--

ENABLE コマンド
ENABLEコマンドは、表示されているメニュー項目とプッシュ・ボタンを活性化します。不活性化されると、そのプッ
シュ・ボタンやメニュー項目をユーザが選択しても、何の反応も起きません。ENABLEを実行できるのは、現行プロシー
ジャ・ステップの、今オープン状態にあるウィンドウ類においてのみです。

ENABLEの形式は下記のとおりです。

ENABLE COMMAND

このコマンドは、そのメニュー項目またはプッシュ・ボタンに関連付けられたコマンドです。

下記の例では、借方と貸方が等しくない場合に、POSTプッシュ・ボタンが不活性化されます。等しい場合は活性化され
ます。

--- IF export_credit ief_supplied total_currency IS EQUAL TO

| export_debit ief_supplied total_currency

| ENABLE COMMAND post

+- ELSE
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| DISABLE COMMAND post

--

［すべて活性化］ダイアログ

このダイアログ・ボックスでは、アクション図からすべてのステートメントを一度に活性化したり、ステートメントを選
択して活性化できます。

ステートメントをすべて活性化

「全ステートメントの活性化」コマンド（Enable All Statement(s)）は、アクション図に含まれる不活性状態のステート
メントのうち１つ、または、すべてを選択して活性化します。

アクション図の先頭から始まり、最初の不活性状態のステートメントが検索され、クライアント・エリアの先頭に配置さ
れます。確認ボックスは次のオプションが選択可能な状態で表示されます。［はい］、このステートメントを活性化しま
す。［すべて］、不活性状態のすべてのステートメントを活性化します。［いいえ］、次の不活性状態のステートメント
に移動します。または［取消］。

［活性化］チェック・ボックス

「活性化」（Enabled）チェック・ボックスを選択すると、OLEオブジェクト・ブラウザのフィルタ機能がオンになりま
す。このチェック・ボックスをチェックすると、その他のコントロール、および「フィルタ」（Filter）プッシュ・ボタ
ンが活性化します。

フィルタは、このチェック・ボックスをチェックしたあとにアクセスする各ライブラリに対して適用されます。また、複
数のライブラリ間でフィルタを使えます。

Enabled特性

使用法 Enabled (String)
説明 活性状態を設定、または検索します。
引数 活性状態を示す文字列値。「真」は、活性状態であることを示し

ます。活性状態を照会する場合には、入力引数は指定しません。
戻り値 この特性が戻す文字列は、活性特性が使用中であるかどうかを示

します。「真」は、オブジェクトが活性状態であることを示しま
す。

備考 この特性
は、Application、Button、CheckBox、DropDownList、EnterableDropDownList、EnterableListBox、Field、ListBox、Literal、Menu、OLEArea、OLEControl、RadioButton、
および Window に対して使用できます。

エンティティのカプセル化タイプ
エンティティのカプセル化タイプとして、「オープン」（省略時）、「制限付き」、「カプセル化」があります。各タイ
プについては、このトピックの各セクションで詳しく説明します。

オープン・エンティティには、下記の性質があります。

• 任意のアクション図またはオペレーションによる更新や使用が可能。
• オープン・エンティティ・タイプにおいて、属性とオペレーションと関係は共通。
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制限付きエンティティには、下記の性質があります。

• 自身のオペレーションにより更新可能
• プロテクト属性、オペレーション、関係をいくつか持てます。

カプセル化エンティティには、下記の性質があります。

• 自身のオペレーションによる更新のみが可能
• プロテクト属性、オペレーション、関係をいくつか持てます。
• 実関係を持てず、自身のオペレーションにおける常駐ビューのみをサポートします。

カプセル化オプションによって、下記の影響があります。

• フィーチャの可視性 - エンティティ・タイプのフィーチャとは、そのエンティティ・タイプの、オペレーションと属
性と関係の総称です。フィーチャが「プロテクト」されている場合、そのフィーチャを保有するエンティティ・タイ
プのオペレーション範囲内またはそのサブタイプまたはスーパータイプのオペレーション範囲内のみが可視（利用可
能）になります（関係の所有も含まれます。これについては本トピックの最後で詳細に説明します）。

• アクションの制限 - エンティティに対するアクションは、CRUD （作成、削除、更新、読取）および DAT （関連解
消、関連付け、転送）です。カプセル化オプションは、所定のアクション図でどのアクションを許すかを制限しま
す。

制限付きオプションとカプセル化オプションの場合、開発労力が増します。重要なのは、その労力に見合った、変更と
保守の容易さとデータの保全性が得られるかどうかです。カプセル化レベルまたはフィーチャの保護を変更すると、カプ
セル化の規則に違反するモデルが生じる可能性があります。不整合があれば「検査」コマンドで警告が出ます。カプセル
化の規則に違反してもコードの生成は中断されないため、規則違反を訂正するかどうかは開発者が決定できます。サブタ
イプはつねに、自身のスーパータイプに対するカプセル化オプション・セットを継承します。カプセル化オプションは、
ルート・エンティティ・タイプに対してのみ選択できます。

オープン・カプセル化

カプセル化されていないエンティティ・タイプです。この選択は省略時解釈であり、以前のリリースのすべての CA Gen
が動作する仕組みです。C++の「共通」クラスに相当します。

規則

• エンティティ・タイプのどのフィーチャも、プロテクトされていません。
• CRUDアクションの制限は適用されません。
• オープン・エンティティ・タイプによって所有されている関係には、任意のオペレーションまたは自立型アクション
図を使用して、DAT アクションを書き込むことができます。（オープン・タイプは関係を所有せずに、関係に加わる
ことができます。）

使用方法

• 従来の CA Gen 開発とローカライズされたアクション図のアプローチ向けです。
• オブジェクト・モデルのエンティティ・タイプ（依存エンティティ・タイプまたは特性エンティティ・タイプとし
ても知られています）を詳細化するため。この場合、プロジェクトにおけるカプセル化の対象は、個々のエンティ
ティ・タイプでなくビジネス・オブジェクト・タイプに決定されています。

制限付きカプセル化

この場合、完全カプセル化において継承された制限の一部が適用されます。エンティティ・タイプ自身のオペレーション
が更新を処理しなければなりません。その間、どのアクション図も読取を実行できます。

なお、そのエンティティ・タイプのフィーチャにはプロテクトをかけられます。この選択は純粋なカプセル化ではないの
で、カプセル化による利点と不利のすべてがもたらされるわけではありません。CA Gen 提供の参照保全性の利点を、プ
ロジェクトで活用できます。また、制限付きタイプにおけるプロテクトのないデータを読み取るときに、ユーザは個別の
オペレーションを使わなくてもかまいません。なお、エンティティ・タイプの「実現体」に変更があった場合、影響を受
けるのは、変更されたエンティティ・タイプに関連するエンティティ・タイプの実現体と、変更されたエンティティ・タ
イプ上で直接に読取をするオペレーションです。
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「制限付き」を選択すると、数個のオペレーションへのエンティティ・タイプの保守性は制限されますが、反面、そのエ
ンティティ・タイプの統合性と、ロジックのモジュール化度と、開発者の責任範囲の明確さは高まります。制限付きカプ
セル化に相当するものは、C++には存在しません。

規則

• そのエンティティ・タイプに対する Create、Update、Delete アクションは、そのエンティティ・タイプのオペレー
ションのみに表示できます。Read アクションには制限がありません。

• 制限付きエンティティ・タイプのフィーチャはプロテクトできます。省略時には、カプセル化エンティティ・タイプ
の基本属性と設計属性のすべてに、プロテクトがかかっています。省略時には、制限付きエンティティ・タイプの基
本属性と設計属性のすべてにプロテクトがかかっています。ただし、その属性がいずれかのタイプの基本識別子であ
る場合、プロテクトできません。

• 制限付きエンティティ・タイプが持つ関係には、つねにプロテクトがかかっています。共同所有の場合、DATアク
ションを関係に対して実行する許可は、ほかのエンティティ・タイプ（オープンまたは制限付き）にも与えられま
す。アクション・ブロックが関係を参照できるのは、オカレンスを読み取っているときと、制限付きエンティティ・
タイプのオカレンスを参照しているときです。

• 関係所有特性は、CA Gen によって自動設定されます。制限付きエンティティ・タイプの関係を持つのが制限付きタ
イプでない場合、その関係はプロテクトされません。

オブジェクト・モデルを作成するプロジェクトでは、制限つきカプセル化が使用されます。

カプセル化

エンティティ・タイプのユーザに影響を与えずに、そのエンティティ・タイプのインプリメンテーション（アクション図
とデータ記憶）を変更できます。

この選択は、C++ における「プロテクト」クラスに相当しますが、C++ でのプロテクトほど厳密ではありません。CA
Gen でのプロテクトは、スーパータイプのフィーチャだけでなくサブタイプのフィーチャも、プロテクトされたエン
ティティ・タイプのオペレーションに対して可視的にできるからです。

規則

• カプセル化エンティティ・タイプの常駐ビューが存在できる場所は、それ自身のオペレーション内（またはそのオペ
レーションのサブタイプ内かスーパー・タイプ内）だけです。したがって、カプセル化エンティティ・タイプのオカ
レンスへの、create、update、delete、readの各アクションは、そのタイプ（またはそのサブタイプかスーパータイ
プ）のオペレーションだけです。

• カプセル化エンティティ・タイプは実関係を持てません。したがって、ASSOCIATE、DISASSOCIATE、TRANSFER
というアクションの対象にはなれません。

• 制限付きエンティティ・タイプのフィーチャはプロテクトできます。省略時には、カプセル化エンティティ・タイプ
の基本属性と設計属性のすべてに、プロテクトがかかっています。省略時には、制限付きエンティティ・タイプの基
本属性と設計属性のすべてにプロテクトがかかっています。ただし、その属性がいずれかのタイプの基本識別子であ
る場合、プロテクトできません。

使用方法

オブジェクト・モデリングを行なうプロジェクトでは、カプセル化の推奨レベルを低く抑えてください。ただし下記の場
合はカプセル化が好ましいこともあります。

• エンティティ・タイプのオカレンスのデータ・ストレージが CA Gen 生成テーブルではない場合
• エンティティ・タイプからの実現体が変更されがちである、ということがわかっている場合
• ユーザ作成ロジックで関係と参照保全性を処理することの負担より、厳密なカプセル化がもたらす利益の方が大きい
と予想される場合

関係の所有者

関係への関与が「変更」であって「参照」でない方のエンティティ・タイプが、その関係の所有者です。どちらの関与も
「変更」である場合、その関係の所有者は両方のエンティティ・タイプです。どちらの関与も「変更」でない場合（両方
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とも値参照を持ちます。これは多対多関係にのみありえます）、関係の所有者はどちらか一方のエンティティ・タイプで
す。

終了処理中の無効なコード

終了処理中に無効コードが終了ルーチンに渡されました。

エラーとその原因となった条件を弊社のテクニカル サポートに連絡してください。

［エンサイクロペディア］メニュー
「エンサイクロペディア」は、ワークステーションとエンサイクロペディアとの間の転送を行ないます。「モデル」プル
ダウン・メニューから「エンサイクロペディア」を選択すると、下記のアクションが起きます。

モデルのチェックアウト エンサイクロペディアからワークステーションにモデルまたはサ
ブセットを転送します。これを「ダウンロード」と呼ぶこともあ
ります。

モデルの更新とチェックイン ワークステーション・モデルまたはサブセットをエンサイクロペ
ディアに転送します。これを「アップロード」と呼ぶこともあり
ます。

チェックインせずに更新 ワークステーション・モデルかサブセットをエンサイクロペディ
アにコピーしますが、チェックインはしません。これを「アップ
ロード」と呼ぶこともあります。

前回の更新の再送 不成功に終わった更新を、ワークステーションからエンサイクロ
ペディアに再送します。

前回の更新の検証 ワークステーションからエンサイクロペディアへの、モデルかサ
ブセットの最新更新が成功したかどうかをチェックします。

新規モデルの生成 ワークステーションのコピーを使って、新規モデルを作成します
。

インクリメント・サブセット 既存のサブセットへのスコーピング・オブジェクトの追加を可能
にします。

エンサイクロペディア クライアント

エンサイクロペディア・クライアントは、アクティブなクライアント・サーバ・エンサイクロペディアのために［エンサ
イクロペディア・クライアント］ウィンドウを起動します。

エンサイクロペディア通信

ホストとの通信パラメータを設定するには、下記を指定してください。

• ボード・タイプ
• セッション ID
• IBMファイル転送の使用
• エンサイクロペディア・オプションのファイル転送の実行
• 「エンサイクロペディア」のタイムアウト値
• ホスト・タイムアウト値
• コントローラ・タイムアウト値
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［エンサイクロペディア・コミュニケーション］ダイアログ

［エンサイクロペディア・コミュニケーション］ダイアログ・ボックスには以下のフィールドがあります。

• ボード・タイプ
ホストとの接続時に使用する通信ボードのタイプを指定します。利用可能なオプションは以下のとおりです。
– <なし>
– IBM 3270接続
– IBMトークン・リング

• セッション ID
IBM 3270 またはトークン・リングのホスト通信で使用するセッションを指定します。開発者のテレプロセッシング・
モニタが、3270 型端末に対して複数のセッションをサポートしている場合は、A から Z の間の値を入力します。
デフォルト： A

• IBMファイル転送の使用
IBM ファイル転送ユーティリティ IND$FILE とのインターフェースを提供します。このユーティリティは、ワークス
テーションとエンサイクロペディアとの間で、ファイルを複写します。IBMファイル転送を使うと転送時間が短縮さ
れます。

3270 オプション

• インターフェース
シームレスなインターフェースのための DLL のリストを指定します。以下の DLL を使用できます。
– PCSHLL32.DLL
– WHLLAPI.DLL
– WHLAPI32.DLL
– WHLLAP32.DLL

• パス
パスを識別します。

• 説明
説明を識別します。

• 製品名
製品名を識別します。

• 製品バージョン
バージョン番号を識別します。

• ファイル・バージョン
ファイル・バージョンを識別します。

• 会社名
会社名を識別します。

• エンサイクロペディア・オプションのファイル転送の実行
ワークステーションとエンサイクロペディアとの間で、ファイルを複写します。このオプションを有効化すると、CA
Gen が通信ソフトウェアを使用してトランザクション・ファイル（*.TRN）を複写します。選択しないと、開発者が
手作業でトランザクション・ファイル（*.TRN）を複写しなければなりません。

タイムアウト値

• エンサイクロペディア
端末通信ソフトウェアが、エンサイクロペディアによるモデルの更新またはチェック・アウトを待つ時間を指定しま
す。処理が指定時間内に完了しない場合は、ホストのエラーか通信エラーが考えられます。省略値は 30 です。

• Host
端末通信ソフトウェアが、ホストからの応答を待つ時間を指定します。この時間は、エンサイクロペディアのアクセ
スを除く、すべてのホスト・コマンドの完了に対して適用されます。処理が指定時間内に完了しない場合は、ホスト
のエラーか通信エラーが考えられます。省略値は 5 分です。

• コントローラ
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「コントローラ」のタイムアウト値（整数部）には、ホストからキーボード応答を受信した後の端末通信ソフトウェ
アの遅延を秒数で指定します。制御装置の応答遅延時間は、制御装置のタイムアウト値の整数値と小数値との組み合
わせからなります。

Encyclopedia Physical Mapping

このアクションを使用できるのは、弊社の社員のみです。お客さまは、弊社のテクニカル・サポートからの指示のもとで
のみ使用してください。

エンサイクロペディアの選択

「エンサイクロペディアの選択」を使用して、モデルの格納に使用するエンサイクロペディアの種類を選択できます。
［クライアント・サーバ・エンサイクロペディア］または［ホスト・エンサイクロペディア］を選択できます。

［エンサイクロペディアの選択］ダイアログ

［エンサイクロペディアの選択］ダイアログ・ボックスでは、エンサイクロペディアをモデルのセントラル・リポジトリ
として指定します。このダイアログ・ボックスには以下のフィールドがあります。

• ホスト・エンサイクロペディアを使用（Use Host Encyclopedia）
ホスト・エンサイクロペディアに対するモデル構成要素の格納、チェック・イン、チェック・アウトを指定します。

• クライアント/サーバ・エンサイクロペディアを使用（Use Client/Server Encyclopedia）
クライアント/サーバ・エンサイクロペディアに対するモデル構成要素の格納、チェック・イン、チェック・アウトな
どを指定します。

Encyclopedia Validate

このアクションを使用できるのは、弊社の社員のみです。お客さまは、弊社のテクニカル・サポートからの指示のもとで
のみ使用してください。

データ・モデリングの制約の強制
「データ・モデリングの制約の強制」チェック・ボックスで、データベースの保全性を維持するための一部の規則をコー
ド・ジェネレータに自動チェックさせるかどうかを指定します。

データ・モデルには、データベースの保全性を維持するための規則（制約条件）が記録されています。一部の制約条件
は、目標DBMSによって実施されます。その他の制約条件は、DELETE、TRANSFER、または DISASSOCIATE の各ア
クションの実行時に、CA Gen 生成の参照保全性トリガが実施します。

このチェック・ボックスをオンにすると、CA Gen ソフトウェアが実施する制約条件が 4 つ追加されます。その結果、そ
れら４つの制約条件をチェックするアクション・ステートメントをプロシージャ・アクション図に書く必要がなくなりま
す。これらの制約はグループとして選択されます。これらは個別に選択できません。

４つの制約条件は下記のとおりです。

• １対１関係をチェックする
• 排他関係をチェックする
• 必須関係をチェックする
• 暗黙の関係解消を防止する
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DBMS内での省略時解釈値の強制

「DBMS内での省略時解釈値の強制」チェック・ボックスでは、DDL生成時にデータベースの省略時解釈値を強制する方
法を決定します。省略時解釈の条件はオフであり、省略時解釈値が CA Gen の DDL ステートメントによって設定されま
す。DBMS省略時解釈値は、強制変更されるかまたは継承されます。

選択すると、省略時解釈のデータベース値が選択したDBMSによって強制されます。CA Gen の強制が好ましい場合は、
特定のフィールドでこの特性の選択を各列ごとに解除できます。

DBMS内で省略時解釈を強制

オンにすると、省略時解釈の列値がDBMS内から強制されます。

EnterableDropDownList メソッド

使用法 EnterableDropDownList (String)
説明 入力した名前の入力可能ドロップダウン・リスト・オブジェクト

を検索します。
引数 文字列
戻り値 このメソッドは、指定した名前の GUI オブジェクトを返します。

オブジェクトが見つからないかエラーが発生した場合、このメ
ソッドは Null を返します。

EnterableDropDownList Clear メソッド

使用法 Clear ()
説明 フィールドの選択された部分をクリアします。
引数 None.
戻り値 None.

EnterableDropDownList Copy メソッド

使用法 Copy ()
説明 フィールドの選択された部分をクリップボードに複写します。
引数 None.
戻り値 None.

EnterableDropDownList CurrentCount 特性

使用法 CurrentCount ()
説明 リスト内の行数を戻します。
引数 None.
戻り値 この特性が戻す数値は、リスト内の行数を示します。
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EnterableDropDownList Cut メソッド

使用法 Cut ()
説明 フィールドの選択された部分をクリップボードに複写してから、

そのフィールドをクリアします。
引数 None.
戻り値 None.

EnterableDropDownList EditedValue 特性

使用法 EditedValue (String)
説明 ドロップダウンリストの編集値を設定または検索します。
引数 EnterableListBox内の新しい編集値とする文字列。背景色を照会

する場合には、入力引数は指定しません。
戻り値 この特性が戻す文字列には、現在の編集値が格納されています。
備考 このメソッドは、ユーザがフィールドに入力してから、ウィンド

ウの別の場所へ移動したように機能します。つまり、編集はすべ
て実行され、変更済みのイベントがあれば、無効となります。値
は常にテキスト文字列として表現されます。この特性を使うこと
で、リストに値を追加できます。

EnterableDropDownList EditPattern 特性

使用法 EditPattern (String)
説明 ドロップダウン・リストの編集パターンを設定または検索します

。
引数 リスト項目用の新しい編集パターンとする文字列。リストの編集

パターンの照会では、入力引数は指定されません。
戻り値 この特性が戻す文字列値は、現行リスト項目の編集パターンです

。

EnterableDropDownList インターフェース・オブジェクト

NOTE
注： 入力可能ドロップダウン・リストは、Web 生成アプリケーションではサポートされていません。

 

アプリケーション

メソッド 特性
クリア
コピー BackgroundColor

Cut CurrentCount
ListItem EditedValue
ListItems EditPattern
ListPermittedValues Enabled
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Paste Focus
再描画 FontSize
SetSelection FontStyle

FontType
前景色
Handle
Height
Left
名前
ObjectType
親（Parent）
プロンプト
PromptBackgroundColor
PromptFontSize
PromptFontStyle
PromptFontType
PromptForegroundColor
PromptHeight
PromptLeft
PromptTop
PromptWidth
Top
値
Visible

元に戻す
 

Width

EnterableDropDownList ListItem メソッド

使用法 ListItem (Number)
説明 入力索引に基づいたリストから行を取り出します。
引数 取り出すリスト項目（行）の索引である数値。
戻り値 このメソッドが戻すGUIオブジェクトには、希望のリスト項目（

行）の内容が格納されています。"Number"の値が1よりも小さい
か"CurrentCount"よりも大きい場合には、このメソッドはNULLを
戻します。

EnterableDropDownList ListItems メソッド

使用法 ListItems ()
説明 リスト内の行の集まりを戻します。
引数 None.
戻り値 このメソッドが戻すオブジェクトの集まりには、入力可能リスト

ボックス内のリスト項目が格納されています。
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EnterableDropDownList ListPermittedValues メソッド

使用法 ListPermittedValues ()
説明 オブジェクトに対する許容値の集まりを検索します。
引数 None.
戻り値 このメソッドが戻すオブジェクトの集まりには、入力可能リスト

ボックスの許容値が格納されています。リストに対する許容値が
定義されていない場合、このメソッドはNULLを戻します。

EnterableDropDownList Paste メソッド

使用法 Paste ()
説明 フィールドの選択された部分にクリップボードをコピーします。
引数 None.
戻り値 None.
備考 編集はされませんが、変更イベントは無効ではありません。

EnterableDropDownList SetSelection メソッド

使用法 SetSelection (Number, Number)
説明 ユーザが選択した入力フィールドの文字の範囲を、（プログラム

的に）エミュレートします。
最初に選択された文字の索引である数値。0（ゼロ）が設定され
ている場合、このメソッドは「最初の文字で選択を開始」します
。

引数
 

最後に選択された文字の索引である数値。この値が「-1」に設定
されている場合、このメソッドは「最後の文字のあとで選択を終
了」します。

戻り値 None.
備考 数値引数は「1-相対値」です。Clear、Cut、Copy、または Paste

を使用する前に、このメソッドを使用する必要があります。

EnterableDropDownLists メソッド

使用法 EnterableDropDownLists ()
説明 ウィンドウ上の入力可能ドロップダウン・リストの集まりを検索

します。
引数 None.
戻り値 このメソッドは、集まりタイプのGUIオブジェクトを返します。

この集まりには、ウィンドウ上の集まりタイプのGUIオブジェク
トがすべて含まれます。カウントがゼロになると、このメソッド
はリストを戻します。
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EnterableDropDownList Undo メソッド

使用法 Undo ()
説明 前回の修正を元に戻します。
引数 None.
戻り値 None.

EnterableDropDownList Value 特性

使用法 Value (Variant)
説明 活動状態の値を設定または検索します。
引数 リスト項目の新しい値とする Variant。背景色を照会する場合には

、入力引数は指定しません。
戻り値 この特性が戻すバリアント型値は、リスト項目の現在値です。
備考 リスト内の既存値の１つに対してのみ、値を設定できます。

EnterableListBox Clear メソッド

使用法 Clear ()
説明 フィールドの選択された部分をクリアします。
引数 None.
戻り値 None.

EnterableListBox Copy メソッド

使用法 Copy ()
説明 フィールドの選択された部分をクリップボードに複写します。
引数 なし
戻り値 None.

EnterableListBox CurrentCount 特性

使用法 CurrentCount ()
説明 リスト内の行数を戻します。
引数 None.
戻り値 この特性が戻す数値は、リスト内の行数を示します。

EnterableListBox Cut メソッド

使用法 Cut ()
説明 フィールドの選択された部分をクリップボードに複写してから、

そのフィールドをクリアします。
引数 None.
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戻り値 None.

EnterableListBox EditedValue 特性

使用法 EditedValue (String)
説明 ドロップダウンリストの編集値を設定または検索します。
引数 EnterableListBox内の新しい編集値とする文字列。背景色を照会

する場合には、入力引数は指定しません。
戻り値 この特性が戻す文字列には、現在の編集値が格納されています。
備考 このメソッドは、ユーザがフィールドに入力してから、ウィンド

ウの別の場所へ移動したように機能します。つまり、編集はすべ
て実行され、変更済みのイベントがあれば、無効となります。値
は常にテキスト文字列として表現されます。この特性を使うこと
で、リストに値を追加できます。

EnterableListBox EditPattern 特性

使用法 EditPattern (String)
説明 ドロップダウンリストの編集パターンを設定または検索します。
引数 リスト項目用の新しい編集パターンとする文字列。
戻り値 この特性が戻す文字列値は、現行リスト項目の編集パターンです

。

EnterableListBoxes メソッド

使用法 EnterableListBoxes ()
説明 ウィンドウ上の入力可能リスト・ボックスの集まりを検索します

。
引数 None.
戻り値 このメソッドは、集まりタイプのGUIオブジェクトを返します。

この集まりには、ウィンドウ上の集まりタイプのGUIオブジェク
トがすべて含まれます。カウントがゼロになると、このメソッド
はリストを戻します。

EnterableListBox インターフェース・オブジェクト

入力可能ドロップダウン・リストは、Web生成アプリケーションではサポートされていません。

メソッド 特性
クリア アプリケーション
コピー BackgroundColor
Cut CurrentCount
ListItem EditedValue
ListItems EditPattern
ListPermittedValues Enabled
Paste Focus
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再描画 FontSize
SetSelection FontStyle

FontType
前景色
Handle
Height
Left
名前
ObjectType
親（Parent）
プロンプト
PromptBackgroundColor
PromptFontSize
PromptFontStyle
PromptFontType
PromptForegroundColor
PromptHeight
PromptLeft
PromptTop
PromptWidth
Top
値
Visible

元に戻す
 

Width

EnterableListBox ListItem メソッド

使用法 ListItem (Number)
説明 入力索引に基づいたリストから行を取り出します。
引数 取り出すリスト項目（行）の索引である数値。
戻り値 このメソッドが戻すGUIオブジェクトには、希望のリスト項目（

行）の内容が格納されています。"Number"の値が1よりも小さい
か"CurrentCount"よりも大きい場合には、このメソッドはNULLを
戻します。

EnterableListBox ListItems メソッド

使用法 ListItems ()
説明 リスト内の行の集まりを戻します。
引数 None.
戻り値 このメソッドが戻すオブジェクトの集まりには、入力可能リスト

ボックス内のリスト項目が格納されています。
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EnterableListBox ListPermittedValues メソッド

使用法 ListItems ()
説明 オブジェクトに対する許容値の集まりを検索します。
引数 None.
戻り値 このメソッドが戻すオブジェクトの集まりには、入力可能リスト

ボックスの許容値が格納されています。リストに対する許容値が
定義されていない場合、このメソッドはNULLを戻します。

EnterableListBox メソッド

使用法 EnterableListBox (String)
説明 入力した名前の入力可能リスト・ボックス・オブジェクトを検索

します。
引数 検索する入力可能リスト・ボックスの名前である文字列
戻り値 このメソッドは、指定した名前の GUI オブジェクトを返します。

オブジェクトが見つからないかエラーが発生した場合、このメ
ソッドは Null を返します。

EnterableListBox Paste メソッド

使用法 Paste ()
説明 フィールドの選択された部分にクリップボードをコピーします。
引数 None.
戻り値 None.
備考 編集はされませんが、変更イベントは無効ではありません。

EnterableListBox SetSelection メソッド

使用法 SetSelection (Number, Number)
説明 ユーザが選択した入力フィールドの文字の範囲を、（プログラム

的に）エミュレートします。
引数 最初に選択された文字の索引である数値。0（ゼロ）が設定され

ている場合、このメソッドは「最初の文字で選択を開始」します
。

 最後に選択された文字の索引である数値。この値が「-1」に設定
されている場合、このメソッドは「最後の文字のあとで選択を終
了」します。

戻り値 None.
備考 数値引数は「1-相対値」です。クリア、カット、コピー、または

ペーストを使う前に、このメソッドを使用しなければなりません
。
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EnterableListBox Undo メソッド

使用法 Undo ()
説明 前回の修正を元に戻します。
引数 None.
戻り値 None.

EnterableListBox Value 特性

使用法 Value (Variant)
説明 活動状態の値を設定または検索します。
引数 リスト項目の新しい値とするバリアント型。背景色を照会する場

合には、入力引数は指定しません。
戻り値 この特性が戻すバリアント型値は、リスト項目の現在値です。
備考 リスト内の既存値の１つに対してのみ、値を設定できます。

［エンティティ・タイプ/エンティティ・サブタイプの特性］ダイアログ・ボックス
エンティティ・タイプは、ビジネスにおいてデータを記録する対象であって、ほかのオブジェクトとの関連において情報
を提供するものすべてを指します。個々のエンティティ・タイプは、サブジェクト・エリア内に設けることも、サブジェ
クト・エリア外に設けることもできます。ただし、すべてのエンティティ・タイプはルート・サブジェクト・エリアに所
属します。つまり、ダイアグラム上のどのサブジェクト・エリアにも所属しないエンティティ・タイプは、ルート・サブ
ジェクト・エリアに所属すると見なします。

エンティティ・タイプの個別のインスタンスに、分析において強調することが重要な各種の特性がある場合、サブタイプ
が使用されます。 たとえば、顧客のエンティティ・タイプは、国籍によって外国の顧客と国内の顧客のサブタイプに分
けることができます。この場合、各サブタイプには潜在的に異なるセットの関係と属性がありますが、親エンティティ・
タイプに定義されている関係と属性を共有します。

オブジェクト・モデリング（コンポーネント・モデリング図を使用して実行）は、アプリケーション開発にも使用できま
す。オブジェクト・モデルにおいて、エンティティ・タイプは、それ自身に関するデータを扱うファンクショナリティの
パッケージとみなされます。また、従来どおりのエンティティ・タイプ（つまり、ビジネスが記録するべきものごと）
も、引き続き表わします。たとえば、エンティティ・タイプ「顧客」（Customer）が、「与信限度の変更」（Change
Credit Ratings）と「割引の提供」（Offer Discount）というオペレーションを実行すると仮定します。「顧客」は、「名
前」、「住所」、「支払統計」（Payment Statistics）、「売上統計」（Sales Statistics）など、自身に関するデータも持
ちます。ビジネス・エンティティのオペレーションを介して、このデータにアクセスできます。

次の図では、顧客（CUSTOMER）は、製品を購入するエンティティ（個人や企業など）の集まりです。
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CA Gen はこれらの特性を使用して、エンティティ・タイプまたはサブタイプを定義します。

• エンティティ・タイプ名。
• エンティティ・タイプがビジネス・オブジェクト・タイプであるかどうか。
• カプセル化タイプ。
• 予想オカレンス数。
• エンティティ・タイプのオカレンスの予想成長率。
• データ構造が仮想かどうか。
• テクニカル設計（TD）名はエンティティ名でなければならないかどうか。
• TD 名の設定が必要な場合、指定される名前。
• 説明。

たとえば、CUSTOMER は、製品を購入するエンティティ（個人や企業）のグループのエンティティ・タイプであるとし
ます。この場合、複数形の名前（CUSTOMERS）は不適切です。

オブジェクト・モデリング機能

CA Gen にはさまざまな特性があり、エンティティ・タイプによってオブジェクト・タイプを表したり、データ・モデル
にオブジェクト・モデルの性格を持たせることができます。特性は下記のとおりです。

オペレーション（［編集］および［詳細］オプションの下）

• カプセル化タイプ
• 仮想オプション
• ビジネス・オブジェクト・タイプ
• 単一オカレンス

ダウンストリーム効果

分析段階と設計段階では、情報ビューの基本単位であるエンティティ・ビューを介してエンティティ・タイプを参照しま
す。アクティビティ分析、相互作用分析、アプリケーション設計では、ビジネス・エリアのファンクションとプロセス、
プロシージャが使うデータを、エンティティ・ビューとして指定します。アプリケーション設計段階で、エンティティ・
タイプはテーブルとなります。

このダイアログ・ボックスのフィールドは以下のとおりです。
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• タイプ名
エンティティ・タイプ名によって、所属するエンティティを規定します。エンティティ・タイプ名は、単数形の名詞
とし、ビジネス全体で一意でなければなりません。32 文字以下です。英数字とブランクを使い、特殊文字は使えませ
ん。
エンティティ・タイプ名として、たとえば下記があります。
– 顧客
– 製品
– 注文
– 注文行
– 倉庫
– 従業員
– 業者
ダウンストリーム効果
分析段階と設計段階では、情報ビューの基本単位であるエンティティ・ビューを介してエンティティ・タイプを参照
します。アクティビティ分析、相互作用分析、アプリケーション設計では、ビジネス・エリアのファンクションとプ
ロセス、プロシージャが使うデータを、エンティティ・ビューとして指定します。トランスフォーメーション時に、
各エンティティ・タイプはテーブルとなります。

NOTE
注： テーブル名内の文字は目標 DBMS OS システム上での妥当性のために確認されません。設計者は、
テーブルまたは行の名前に生成された無効な文字が、有効な文字列によって置き換えられることを保証する
必要があります。これは、エンティティと属性の TD 名のための有効な文字列を定義するか、データ構造リ
スト内の生成された TD 名を有効な文字列に置換することにより実現できます。

• ビジネス・オブジェクト・タイプ
ビジネス・オブジェクト・タイプとは、以下の特徴を持つエンティティ・タイプです。
– １つ以上のトランザクション・オペレーションを持つ
– 社員にとって意味がある
– 複数のオカレンスを持つ
ビジネス・オブジェクト・タイプは、タイプ・モデル図上に独特のアイコンで表示されます。ビジネス・オブジェク
ト・タイプは、そのモデルの「主要」エンティティ・タイプとみなせます。
プロシージャ・ステップをオペレーションとして登録することにより、トランザクション・オペレーションは CA
Gen の中で定義されます。
規則
［単一オカレンス］と指定されたエンティティ・タイプは、ビジネス・オブジェクト・タイプとしては登録されませ
ん。
一貫性検査エラー・メッセージが出るのは、トランザクション・オペレーションを持たないビジネス・オブジェク
ト・タイプとしてエンティティ・タイプがマークされた場合です。
エンティティ・タイプが、トランザクション・オペレーションを付与されたと仮定します（つまり、プロシージャ・
ステップがエンティティ・タイプのオペレーションとして登録されていると仮定）。その場合、そのエンティティ・
タイプは、ビジネス・オブジェクト・タイプとして自動的にマークされます。
ビジネス・ユーザが関与するかぎり、トランザクション・オペレーションは、意味のある作業単位であるべきです。
また、トランザクション・オペレーションは、データベース・コミット単位でなければなりません。トランザクショ
ン・オペレーションは、プロシージャ・ステップかその中のコマンドとしてインプリメントされます。
用途
トップ・ダウン方式で、オブジェクト・モデルまたはデータ・モデルを作成するときは、主要なエンティティ・タイ
プ群を、ビジネス・オブジェクト・タイプとしてください。なぜならそれらは、トランザクション・オペレーション
を与えるであろうエンティティ・タイプだからです。
平行分解をする場合、中核エンティティ・タイプをビジネス・オブジェクト・タイプとしてマークするべきです。
トランザクション・オペレーションを付与されたエンティティ・タイプは、いずれにしてもビジネス・オブジェク
ト・タイプとしてマークされます。

• 単一オカレンス
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単一オカレンスのエンティティ・タイプ（「単数エンティティ・タイプ」とも呼ばれる）は、オペレーション、属
性、および関係を持っていますが、データベース・オカレンスはありません。
つまり、ファンクショナリティの組み合わせでありその「状態」を記録するためのデータ構造を持っている、とい
うことを表わすためのオブジェクトが、オカレンスなしエンティティ・タイプです。インスタンスのないエンティ
ティ・タイプ、またはどのエンティティ・タイプにも所属しない単一のインスタンスとみなすことも可能です。
規則
– オカレンスなしエンティティ・タイプは、仮想エンティティ・タイプでなければなりません。
– オカレンスなしエンティティ・タイプのオペレーションはすべて、タイプ・オペレーションでなければなりませ
ん。

– 識別子を持つことはできません。
– オカレンスの、最小数、平均数、最大数を持てません。
– 区分を持つことはできません。
用途
– ものごとの「種類」でなく下記のような単一のものごとに対するファンクショナリティ・パッケージをモデル内に
表わすために設けます。

– 既存システムのファンクショナリティ
– ユーティリティのオペレーションをサポートする仮想タイプのファンクショナリティ（日付のフォーマット変換な
ど）

– 単一のオカレンスを持つタイプのファンクショナリティ。この場合、複数のオカレンスが存在する可能性はほとん
どありません。たとえば、会社、本社、政府などです。

現時点ではオカレンスが１つしかないがあとで増える可能性がある場合、複数オカレンスのエンティティ・タイプと
して記録し、オカレンス数の最小、最大、平均を１と指定しておくことをお勧めします。
大半のエンティティ・タイプは、ものごとの「種類」を表わします。たとえば顧客や社員のように、実行時にオカレ
ンス（インスタンス）が複数あります。通常、１エンティティ・タイプ内の１オカレンスがオペレーションの対象と
なります（インスタンス・オペレーション）。

• カプセル化タイプ
カプセル化タイプの詳細については、「カプセル化タイプ」を参照してください。

• オカレンスの予想数
サブタイプの予想オカレンス数は、ビジネスにおいて格納すると予想される数です。オカレンスの推定値には下記の
３ 種類があります。
– 最小値（min）
– 平均値（avg）
– 最大値（max）
これらの数値は、過去の記録やビジネス予想をもとに導き出せます。最小値未満の最大値や、最大値を超える平均値
は入力できません。
ダウンストリーム効果
内部設計段階では、サブタイプのオカレンス数として指定した数値をもとに物理的設計をします。データベースの
データ・セットのサイズは、この数値にもとづいて計算されます。また、自動化の費用/利益が最大となる箇所をデー
タベース設計者が決定する際にも役立ちます。

• 仮想
仮想の詳細については、「仮想オプション」を参照してください。

• タイプ名を TD 名として使用（Set the TD name to the type name）
このオプションでは、TD 名をエンティティ・タイプ名と同じにするかどうかを指定できます。このオプションは、
すべてのエンティティ・タイプにおいてデフォルトで選択されます。
必要に応じてこれらのオプションを個別に設定する場合は、このオプションをオフにします。

• TD 名
どのエンティティ・タイプがデータベース内のどのテーブルに相当するかを、TD名で表わします。指定しないと、ト
ランスフォーメーション時にエンティティ・タイプ名がこのフィールドの省略時解釈となります。このデータ構造図
名は指定しなくてもかまいません。
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たとえば、同じデータ・モデルを使って 2 箇所にインストールするとします。一方には「顧客」（CUSTOMER）
というエンティティ・タイプ名で導入し、他方には社内標準として「得意先」（CLIENT）というエンティティ・
タイプ名で導入するとします。TD 名を CLIENT と指定すると、CA Gen によってトランスフォーメーション時に
CUSTOMER が CLIENT に変更されます。
ダウンストリーム効果
特に名前を指定しない場合、トランスフォーメーション後は、エンティティ・タイプ名が、TD名のフィールドの省略
時解釈となります。

• 説明
このボタンをクリックすると、［記述説明］ダイアログ・ボックスが開きます。［記述説明］ダイアログ・ボックス
では、ダイアグラムに含まれるオブジェクトの説明を記述できます。記述は簡潔にし、関連すると考えられる情報を
すべて記載してください。

• 変更
既存の仕様タイプをレギュラ・エンティティ・タイプに変換し、レギュラ・エンティティ・タイプを仕様タイプに変
換します。変換後、ダイアログ・ボックスにはその新しいタイプの名前が表示されます。そのタイプの既存の特性は
すべて、もとのまま残ります。

• プロモート
既存の、仕様タイプまたはレギュラ・エンティティ・タイプを、インターフェース・タイプへとプロモートします。
この変換は不可逆です。つまり、あるタイプをいったんインターフェース・タイプにプロモートすると、その変換結
果を取り消すことはできません。
もとの特性はすべて、新しいインターフェース・タイプ内にそのまま残ります（例外は「仮想」特性）。インター
フェース・タイプは仮想タイプでなければならず、「プロモート」は自動的に「仮想」特性をオンにします。

変更を実行するには、［了解］をクリックします。変更を破棄する場合は、［取消］をクリックします。

詳細情報：

How to in Data Model Diagram

エンティティ・タイプのオペレーション
このレポート・オプションを選択すると、レポートに、選択したエンティティ・タイプのオペレーションの一覧が加わり
ます。

アクション図におけるエンティティ・ビューまたはワーク・ビュー

作成中のステートメントに含めるエンティティ・ビューまたはワーク・ビューを選択します。

リストでは、ビュー・セットに含まれるエンティティ・ビューに従って、各アクション図やアクション・ブロックに応じ
た変更が行なわれます。作成中のステートメントに準じた変更も行なわれます。たとえば、SETでローカル・ビューの設
定はできますが、READを使った読取はできません。

エンティティ・ビューやワーク・ビューを追加するときは、［ビューの保守］プッシュ・ボタン（View Maintenance）
を選択するか、ビューをアクション図ツールのビュー・リストにあるビュー・サブセットに追加してください。

エンティティ・アクション・ステートメントを作成中で、リストに表示したい存在ビューが含まれていない場合は、エ
ンティティ・ビューの特性をチェックしてください。［エンティティ・アクションのサポート（常駐）］および［入力
と出力の両方で使用］チェック・ボックスがオンになっているかどうかを判別します。エンティティ・ビューをエンティ
ティ・アクション・ステートメントの選択リストに含めるには、両方のチェック・ボックスがオンになっていなければな
りません。

エンティティ・ビューは、アクション図またはアクション・ブロックのビュー・サブセット（インポート、エクスポー
ト、ローカル、エンティティ・アクション）に属します。たとえば、「注文を作成する」というプロシージャには、下記
のエンティティ・ビューが必要となります。
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• IMPORTS： 顧客、製品、注文明細
• EXPORTS： 注文
• ENTITY ACTIONS： 顧客、注文、注文明細、製品

［エンティティとサブタイプ名］リスト・ボックス

このリストには、このデータ・モデル内で利用可能なエンティティとサブタイプがあります。

下記の対象とするエンティティまたはサブタイプを選択してください。

• エンティティ・ライフ・サイクル図の表示
• エンティティ・ライフ・サイクル図の作成

アクション図におけるエンティティ関係

以下のエンティティ関係は、ASSOCIATE、DISASSOCIATE、ステートメント、および関係修飾子を READ ステートメ
ントに追加するときに、選択肢として表示されます。

エンティティ関係 目的
FROM <エンティティ・ビュー> WHICH <関係メンバシップ> IT DISASSOCIATEステートメントとTRANSFERステートメントで

使用されます。
TO <エンティティ・ビュー> WHICH <関係メンバシップ> IT TRANSFERステートメントで使用されます。
WITH <エンティティ・ビュー> WHICH <関係メンバシップ> IT ASSOCIATEステートメントで使用されます。
<関係メンバシップ> DESIRED <エンティティ・ビュー> READステートメントで関係修飾子として使用されます。

エンティティ範囲

［エンティティ範囲］ダイアログ・ボックスでは、CA Gen のウィンドウ・レイアウト機能である、2 つの時間節約機能
を使用できます。第１の機能は、エンティティとワーク･セットの数を制御することです。このエンティティとワーク･
セットは、追加するフィールドにある特性パネルの、「エンティティ/ワーク･セット」フィールドに表示されます。この
ドロップダウンに表示されるエンティティとワーク･セットの数を制限すると、ウィンドウにフィールドを追加する際、
時間節約になります。モデルのエンティティとワーク・セットをすべてスクロールしなくても、現行のエンティティ範囲
だけを処理の対象にすることができます。

［エンティティ範囲］ダイアログ・ボックスを表示するには、ナビゲーション図にて［オプション］-［エンティティ範
囲］を選択します。

エンティティ範囲に、ワーク・セットまたはエンティティを含めるには、下記をしてください。

• ウィンドウにフィールドを追加する場合は、［エンティティ/ワーク・セット］フィールドに表示するワーク・セッ
ト、サブジェクト・エリア、またはエンティティ・タイプを強調表示します。

• 「範囲」ボタンをクリックしてください。

NOTE
注： 1 つずつ選択してください。いくつかを同時に強調表示し「範囲」ボタンをクリックしないでください。

このダイアログ・ボックスに初めてアクセスしたとき、省略時値は「すべて」になっています。この場合、現行モデルの
すべてのワーク・セットとエンティティ・タイプが表示されます。モデルの、すべてのワーク・セット、またはすべての
エンティティ・タイプの、どちらかを表示することもできます。エンティティ範囲のいずれか１つを選択するには、下記
をしてください。

• 「すべてのワークセット」または「すべてのエンティティ」を強調表示してください。
• 「範囲」ボタンをクリックしてください。
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NOTE
注： 次の選択する前に、［すべて］の指定を解除する必要はありません。

「エンティティ範囲」ダイアログ・ボックスの第２の機能は、省略時の、エンティティまたはワーク・セットの定義で
す。省略時値を設定するには、１つのエンティティまたはワーク・セットを強調表示してから、「省略時解釈」ボタンを
クリックしてください。"D"が表示されれば、そのエンティティまたはワーク・セットが省略時解釈の状態であることを
示します。省略時値は、フィールド作成中にのみ適用されます。

フィールドの「特性」ダイアログ・ボックスをオープンすると、選択しておいた省略時値が、ワーク・セットのフィール
ドに表示されます。

「エンティティ/ワーク・セット」フィールドに省略時値を設定すると、複数のウィンドウに多数のフィールドを追加す
る際に、時間が節約できます。特に、すべてのウィンドウが、属性と同じエンティティまたはワーク・セットを使ってい
る場合には節約になります。選択したものが省略時値となるので、このフィールドで省略時値を選択する必要はありませ
ん。

所定の時間に省略時解釈できるエンティティまたはワーク・セットは、１つに限られています。省略時のエンティティま
たはワーク・セットを別のものに変更するために、省略時の指定を解除する必要はありません。下記の選択項目を強調表
示し「省略時解釈」ボタン(Default)をクリックすると、もとの選択項目は、省略時指定を解除されます。

この［エンティティ範囲］ダイアログ・ボックスにて設定した値は、CA Gen の現行の呼び出しに対してのみ有効で
す。CA Gen をクローズしてから再起動すると、エンティティ範囲を制限するために実行した選択は、すべて取り消され
てしまいます。代わりに、モデル内のすべてのエンティティ・タイプとすべてのワーク・セットが含まれる、省略時のエ
ンティティ範囲になります。

「エンティティ範囲」選択リスト

「エンティティ範囲」選択リストを使って、エンティティ範囲に含めるエンティティとワーク・セットを選択してくださ
い。また、ウィンドウにフィールドを追加する際に、「フィールド特性」ダイアログ・ボックスの省略時値とするものも
選択してください。

エンティティ範囲「省略時解釈」ボタン

新しいフィールドをウィンドウに加える場合、省略時値として選択されるワーク・セットまたはエンティティ・タイプを
指定するには、このボタンを使ってください。指定を実行するには、エンティティまたはワーク・セットを強調表示し、
「省略時解釈」ボタンをクリックしてください。すると、そのエンティティまたはワーク・セットの横に、"D"と表示さ
れます。これは、省略時値に指定されている状態であることを示します。この省略時解釈は、省略時解釈が有効なあいだ
にウィンドウに追加した新しいフィールドにだけ、適用されます。フィールドの「特性」ダイアログ・ボックスをオープ
ンすると、選択しておいた省略時値が、ワーク・セットのフィールドに表示されます。

所定の時間に省略時解釈できるエンティティまたはワーク・セットは、１つに限られています。省略時のエンティティま
たはワーク・セットを別のものに変更するために、省略時の指定を解除する必要はありません。この場合は、新しい選択
肢を強調表示して、「省略時解釈」ボタンをクリックしてください。すると、省略時指定は、もとの選択肢から新しい選
択肢に変更されます。

「エンティティ範囲解除」ボタン

「エンティティ範囲解除」ボタンで、ワーク・セット、エンティティ・タイプ、またはワーク・セットとエンティティ・
タイプのグループの、範囲指定または省略時指定を解除してください。すでに、範囲に含めてあるワーク・セットまたは
エンティティ・タイプがあり、これを変更する場合もあります。この場合は、それを強調表示してから、「解除」ボタン
をクリックしてください。するとアスタリスクが除去されます。

省略時指定の対象にするワーク・セットまたはエンティティ・タイプを変更する場合、もとの指定を解除する必要はあり
ません。変更する場合は、新しいワーク・セットまたはエンティティ・タイプを強調表示して、「省略時解釈」ボタンを
クリックしてください。すると自動的に、その新しいワーク・セットまたはエンティティ・タイプに、省略時指定が割り
当てられます。
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エンティティ・サブタイプ名

サブタイプとは、エンティティ・タイプより狭い範囲の定義、属性、関係を適用した１つのタイプに属するエンティティ
の集まりです。

サブタイプの名前によって、対象となるサブタイプが分類されます。この名前は、形容詞で修飾された単数形の名詞でな
ければなりません。

たとえば、CUSTOMER というエンティティ・タイプのサブタイプとして、FOREIGN と DOMESTIC が考えられます。
海外というサブタイプは、さらにアジアとヨーロッパというサブタイプに分けることができます。

従業員（EMPLOYEE）というエンティティ・タイプは、非常勤（TEMPORARY）と常勤（PERMANENT）というサブ
タイプにも、また非課税（EXEMPT）と課税（NON-EXEMPT）というサブタイプにも分けることができます。

エンティティ・タイプの別名

このレポート・オプションを選択すると、各エンティティ・タイプの別名がレポート内容に加わります。

［エンティティ・タイプとサブタイプ］ダイアログ・ボックス

このダイアログ・ボックスでは、先に選択したオペレーションのエンティティ・タイプまたはサブタイプを選択できま
す。

このダイアログ・ボックスのフィールドは以下のとおりです。

• エンティティまたはサブタイプ・リスト（Entity or Subtype list）
リストからエンティティ・タイプまたはサブタイプを選択すると、そのエンティティ・ライフ・サイクル図が表示さ
れます。

• 展開
このボタンをクリックすると、選択したエンティティ・タイプのサブタイプがすべて表示されます。

• 圧縮
このボタンをクリックすると、選択したエンティティの展開済みのサブタイプのリストが圧縮されます。

［了解］をクリックして選択内容を完了します。選択を中止する場合は、［取消］をクリックします。

エンティティ・タイプの属性

このレポート・オプションを選択すると、レポートに、選択したエンティティ・タイプの属性の一覧が加わります。

［エンティティ・タイプ定義レポート］ダイアログ

［エンティティ・タイプ定義レポート］ダイアログ・ボックスでは、レポートに含めるエンティティ・タイプまたはワー
ク・セットを選択できます。

省略時解釈（つまりどのオプションも選択しない場合）のエンティティ・タイプ定義レポートには、下記が記載されま
す。

• エンティティ・タイプ名またはワーク・セット名
• エンティティ・タイプの所属先サブジェクト・エリア
• 特性（エンティティの最大数と平均数、予想成長率、テクニカル設計名（TD名））

このレポート内容オプションを指定することにより、その他の情報をレポートに追加できます。

いったん選択すると当該セッション中は継続しますが、モデルと一緒には保存されません。

情報がないレポート内容オプションを選択した場合、そのオプションに［なし］が表示されます。
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ダイアログ・ボックスのオプションは以下のとおりです。

• エイリアス
このレポート・オプションを選択すると、レポートに、各エンティティ・タイプと各ワーク・セットの、別名が加わ
ります。

• 説明
このレポート・オプションを選択すると、レポートに、データ・モデルのエンティティ・タイプの、名前と記述文
（あれば）が加わります。

• 区分
このレポート・オプションを選択すると、レポートに、選択した各エンティティ・タイプの分類属性の名前が加わり
ます。

• リレーションシップ
このレポート・オプションを選択すると、レポートに、選択した各エンティティ・タイプの関係の特性の情報が加わ
ります。

• 排他関係
このレポート・オプションを選択すると、レポートに、選択した各エンティティ・タイプの排他関係の一覧が加わり
ます。

• 属性
このレポート・オプションを選択すると、レポートに、選択したエンティティ・タイプの属性の一覧が加わります。

• 識別子
このレポート・オプションを選択すると、レポートに、選択した各エンティティ・タイプの関係の特性の情報が加わ
ります。

• エンティティ・タイプ
このリスト・ボックスに表示されるのは、現行モデルに所属し当レポートに記載されうる、全エンティティ・タイプ
とワーク・セットです。
リスト内のエンティティ・タイプとワーク・セットをすべて選択するには、［全て選択］を選択します。
リスト内のエンティティ・タイプとワーク・セットの選択をすべて解除するには、［すべての選択解除］を選択しま
す。
あるいは、レポートに記載したい、エンティティ・タイプとワーク・セットを、個々に選択し「了解」を選択してく
ださい。

• 検索
このボタンは、［検索文字列の入力］フィールドにある文字列の検索を開始します。

• すべて選択
このボタンを使用すると、選択リスト内のすべての項目を同時に選択できます。

• すべての選択解除
このボタンをクリックすると、リスト内のすべての項目の選択内容がクリアされます。

• 取消
このボタンを使用すると、変更を実装せずにダイアログ・ボックスが終了します。

エンティティ・タイプ定義レポート・オプション

［エンティティ・タイプ定義レポート］ダイアログ・ボックスでは、エンティティ・タイプ定義レポートに含める内容を
選択できます。すべてのエンティティ・タイプを含めるか、［部分データ・モデル］のエンティティ・タイプのみを含め
るかを選択できます。

このダイアログ・ボックスには、以下のオプションがあります。

• 全エンティティ・タイプ
このモデル内のすべてのエンティティ・タイプに関する情報を提供します。この詳細レポートは、完全性の確認用と
エンティティ・タイプの全情報公開用に使ってください。

• SDM 内のエンティティ・タイプ
このチェック・ボックスを選択すると、［部分データ・モデル］内のエンティティ・タイプのみが含まれます。
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内容オプションは下記のとおりです。

• エイリアス
• オペレーション
• 属性
• 説明
• リレーションシップ
• 識別子
• 区分
• 排他関係
• 継承フィーチャ

エンティティ・タイプの記述

このレポート・オプションを選択すると、レポートに、データ・モデルのエンティティ・タイプの、名前と記述文（あれ
ば）が加わります。

［エンティティ・タイプの階層］レポートのダイアログ

［エンティティ・タイプの階層レポート］ダイアログ・ボックスでは、レポート内のエンティティ・タイプを選択して、
レポートにエンティティの属性を含めるかどうかを決定できます。

ダイアログ・ボックスで使用可能なオプションは以下のとおりです。

• オペレーションを表示
このレポート・オプションを選択すると、記載されるエンティティ・タイプの全オペレーションがレポートに加わり
ます。

• 属性を表示
このオプションを選択すると、レポートに記載される各エンティティ・タイプの全属性がそのレポートに加わりま
す。属性の中に識別子も表示します。

• エンティティ・タイプ
この選択リストには、現行のモデルに属する、全エンティティ・タイプとワーク・セットが記載されます。

• すべて選択
このボタンをクリックすると、リスト・ボックスで現在表示（展開）されている項目がすべて選択されます。

• すべての選択解除
このボタンをクリックすると、選択したすべてのオブジェクトの強調表示が解除されます。

• 検索
「検索」は、指定したエンティティ・タイプを選択リストから検索するためのダイアログ・ボックスを表示します。
見つかると、選択リストは発見位置までスクロールされるので、そのエンティティ・タイプが見えるようになりま
す。

 

 

 

エンティティ・タイプの識別子

このレポート・オプションを選択すると、レポートに、選択した各エンティティ・タイプの関係の特性の情報が加わりま
す。
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エンティティ・タイプの継承フィーチャ

このレポート・オプションを選択すると、選択した各エンティティ・タイプの継承フィーチャの一覧が、レポート内容に
加わります。

エンティティ・タイプの排他関係

このレポート・オプションを選択すると、レポートに、選択した各エンティティ・タイプの排他関係の一覧が加わりま
す。

エンティティ・タイプ・オプション

全エンティティ・タイプか選択したエンティティ・タイプのみかを選択できます。全エンティティ・タイプにするには
「すべて」を選択してください。選択したエンティティ・タイプだけにするには「選択したもののみ」を選択してくださ
い。

エンティティ・タイプの区分

このレポート・オプションを選択すると、レポートに、選択した各エンティティ・タイプの分類属性の名前が加わりま
す。

エンティティ・タイプの関係

このレポート・オプションを選択すると、レポートに、選択した各エンティティ・タイプの関係の特性の情報が加わりま
す。

［エンティティ・タイプ］レポート内容オプション

以下のチェック・ボックスでは、エンティティ・タイプ定義レポートに含めるオプションの内容を選択できます。

［エンティティ・タイプ］ダイアログ

［エンティティ・タイプ］ダイアログ ボックスには、以下の操作に利用できるエンティティ タイプが表示されます。

• 「置き換えつつ複写」を使う際の置き換え用
• プロシージャ合成時にサブジェクト・エンティティ・タイプとして使うエンティティ・タイプ

「置き換えつつ複写」を使う際の置き換え用の場合、このリストから選択されたエンティティ・タイプによって、複写
先オブジェクト（プロシージャ、プロシージャ・ステップ、アクション・ブロック、またはアクション図）内にあるエン
ティティ・タイプのすべてのオカレンスが置き換えられます。

CA Gen ソフトウェアは、以下の属性特性に基づいて、置換時に属性をマッチングしようとします（順序は属性マッチン
グの優先順位）。

1. 名前とドメイン
2. 識別子（属性は識別子の一部）とドメイン
3. ドメインと長さ

置換する属性を変更できます。

このダイアログ・ボックスのフィールドは以下のとおりです。

• 「エンティティ」選択リスト
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エンティティ・リストの詳細については、「エンティティ選択リスト」を参照してください。
• 了解
［了解］をクリックして選択内容を完了します。

• 取消
［取消］をクリックして選択内容を破棄します。

アクション・ブロック合成の「エンティティ・タイプ」選択リスト

この選択リストには、データ・モデル内の全エンティティ・タイプが表示されます。選択したエンティティ・タイプは、
アクション・ブロック合成のサブジェクト・エンティティ・タイプになります。

データ・モデル・ブラウザの「エンティティ・タイプ」

データ・モデル・ブラウザのエンティティ・タイプは、すべて現在のデータ・モデルに作成したオブジェクト・タイプで
す。オブジェクト・タイプの、対応する、アクション・ブロック、属性、関係、エンティティ・タイプの説明を参照する
には、サブジェクト・エリアまたはエンティティ・タイプを選択してください。データ・モデル・ブラウザは、別のオブ
ジェクト・タイプを選択するたびに、各ボックスに最新状況を自動表示します。

［エンティティ・タイプ使用箇所レポート］ダイアログ

［エンティティ・タイプ使用箇所レポート］ダイアログ・ボックスでは、レポート内のエンティティ・タイプを選択でき
ます。

このダイアログ・ボックスのフィールドは以下のとおりです。

• エンティティ・タイプ
この選択リストには、現行のモデルに属する、全エンティティ・タイプとワーク・セットが記載されます。

• すべて選択
このボタンをクリックすると、リスト・ボックスで現在表示（展開）されている項目がすべて選択されます。

• すべての選択解除
このボタンをクリックすると、選択したすべてのオブジェクトの強調表示が解除されます。

• 検索
「検索」は、指定したエンティティ・タイプを選択リストから検索するためのダイアログ・ボックスを表示します。
見つかると、選択リストは発見位置までスクロールされるので、そのエンティティ・タイプが見えるようになりま
す。

• 取消
このボタンを使用すると、変更を実装せずにダイアログ・ボックスが終了します。

アクション図におけるエンティティ・ビュー

エンティティ・ビューは、アクション図やアクション・ブロックで使うエンティティ・ビューのリストを表示します。ま
た、手動での作成やプロセス合成やプロシージャ合成の段階で CA Genによる自動作成をする場合、アクション図やアク
ション・ブロックのビュー・セットの一部になります。

新しいエンティティ・ビューを作成するには、「ビューの保守」ボタンを選択するか、アクション図ツールのビュー・リ
ストにあるビュー・サブセットに追加してください。

READ と SUMMARIZE ステートメントにおけるエンティティ・ビュー - PAD

READ、READ EACH、SUMMARIZE、またはSUMMARIZE EACHステートメントのサブジェクトであるエンティティ・
ビューは、下記のエンティティ・ビューの中の１つでなければなりません。
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• エンティティ・アクション・ビュー
• エクスポート・ビューとして定義されている常駐インポート・ビュー
• 常駐エクスポート・ビュー

下記は、READとREAD EACHステートメントにおけるエンティティ・ビューの例です。

-- READ customer

| WHERE DESIRED customer name IS EQUAL TO

| requesting customer name

--

--

+- READ EACH customer

| order

| WHERE DESIRED customer places DESIRED order

| AND DESIRED order contains SOME order_line

| AND THAT order_line is_for CURRENT product

--

SUMMARIZE ステートメントを使用する場合、以下の例はエンティティ・ビューと修飾のタイプ別に分類されます。

• 単一エンティティ・ビュー
• 複数エンティティ・ビュー
• 複数の関数
• 関数としての式

エンティティ・ビュー・リスト

エンティティ・ビュー・リストには、SUMMARIZEまたはSUMMARIZE EACHステートメントが処理対象とするエン
ティティ・アクション・ビューの名前を示します。これらのビューはREADとREAD EACHに適切なビューと同じです
が、SUMMARIZEとSUMMARIZE EACHステートメントではこれらのビューは植値も変更もされません。

入力フィールド
「入力フィールド」ラジオ・ボタンでは、選択した属性がリスト・オカレンス入力フィールドとしてインプリメントされ
ます。
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［入力フィールドの特性］ダイアログ

［入力フィールドの特性］ダイアログ・ボックスでは、入力フィールドの特性を指定します。入力フィールドは単一属性
のビューです。この特性は、入力フィールドを初めて加えるときに指定するか、またはあとでフィールドの特性を詳細に
設定することによって指定できます。

特性には、以下のようなものがあります。

• フィールドが入力を受け取り、出力を渡すためのビュー
• フィールドの説明となるテキスト
• フィールドへの入力に適用する編集パターン
• フィールド内での情報の位置
• 入力とフィールドの表示方法に関する考慮事項

このダイアログ・ボックスには以下のチェック ボックスが含まれ、これらは個別の条件によって有効化されます。

• 書込み禁止
［パスワード］の選択を解除すると有効化されます。

• パスワード
［書込み禁止］の選択を解除すると有効化されます。

• 大文字
［属性の特性］ダイアログ・ボックスで［大・小文字識別］属性をマークすると有効化されます。

入力フィールドの設計の指針

入力フィールドに入力する際に従う設計ガイドラインを以下に示します。

• スクローリング
スクロールは、長さの短い入力フィールドや固定長の入力フィールド（日付、時刻、電話番号など）には推奨されま
せん。

• オート・タブ
オート・タブは、アプリケーションがサポートする機能であり、ユーザが入力フィールドの最後の位置まで文字を入
力すると、カーソルを画面上の次のフィールドに自動的に移動させます。オート・タブは、画面上のすべてのフィー
ルドが固定長の必須文字である場合に活動状態となります。画面上のフィールドの文字数が任意である場合、オー
ト・タブは活動状態になりません。

• マージン ボックス
入力フィールドを目に見えるボックスで囲むことを指定します。「マージン・ボックス」の省略時解釈は選択状態で
す。
［フィールドの配置］ダイアログを使ってコントロールを配置する場合、マージン・ボックスを表示するのが賢明で
す。「フィールド位置設定」を呼び出すには、「編集」から「位置」を選択してください。

• 挿入モードと置換モード
ファイルへの情報の入力は、挿入モードまたは置換モードのいずれかで行なえます。挿入モードでは、入力したすべ
ての文字は、カーソル位置の文字の前に入力されます。新しい文字が挿入されると、それ以降の文字は右に移動しま
す。
置換モードでは、カーソル位置で選択した位置から、新しい文字を追加するにつれて、以前の文字はすべて削除され
ます。アプリケーションでは、置換できる文字と保護されている文字を区別します。
ユーザは、挿入キーを使って、挿入モードと置換モードを切り換えることができます。

• 選択したテキストの置換
ユーザは、選択した位置で新しいテキストを入力することにより、入力フィールド内の既存のテキストを自動的に削
除できます。ユーザが最初の文字を入力すると、既存のテキストは自動的に削除されます。しかし、アプリケーショ
ンでは、特定のテキストについて削除できないようにしています。

• フィールド・プロンプト
各フィールドには、入力フィールドの目的をユーザに示すプロンプトが付きます。フィールド・プロンプトは、入力
フィールドの左に置かれます。
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ウィンドウのタイトルは、ウィンドウに１つのフィールドしかない場合、しばしばフィールド識別子として使われま
す。

下記の指針は、フィールド・プロンプトの設計時に役立ちます。

• フィールド・プロンプトの直後にはコロンを置くとよいでしょう。
• フィールドの上に置くフィールド・プロンプトは、フィールドの始まりと左端を合わせてください。
• フィールドの左に置くフィールド・プロンプトは、ほかのフィールド・プロンプトと左端を合わせてください。
• フィールド・プロンプトの先頭文字は大文字にします。
• 記述テキストは、フィールド・プロンプトの右に追加できます。このエリアを使って、フィールド・パラメータなど
の情報を入力してください。

• 入力フィールドと選択フィールドを垂直方向と水平方向に合わせ、カーソルがエントリ間で直線的に移動するように
します。

• 制御機能は、ユーザに適した使用順序に配置します。

環境
このアクションは現在は非活動状態であり、今後の使用のために予約済みです。

［環境パラメータ］ダイアログ

［環境パラメータ］ダイアログ・ボックスでは、ビジネス システムの本番稼働環境を指定します。ビジネス・システム
が異なれば、その環境パラメータも異なります。このパラメータは、コード生成に影響するものであり、モデルのビジネ
ス・システムの一部として保管されます。

NOTE
注： これらのパラメータは、クライアント/サーバ・アプリケーションには適用されません。クライアントおよ
びサーバ・アプリケーションのパラメータを指定するには、パッケージング・ツールの［クライアントとサー
バの環境パラメータ］ダイアログ・ボックスを使用します。このダイアログ・ボックスは、クライアント/サー
バ・アプリケーションには適用されませんが、これらのパラメータを使用して、ウィンドウ・クライアントを
生成し、Web 生成一貫性検査規則を使用してウィンドウの一貫性検査を実行することができます。

オペレーティング・システムが MVS として指定されている場合、［MVS Parameters （MVS パラメータ）］ボタンが
有効化されます。このボタンをクリックすると、［MVS Environment Parameters （MVS 環境パラメータ）］ダイアロ
グ・ボックスが起動され、CA Gen 生成アプリケーションが実行される MVS 環境のパラメータを指定できます。オペ
レーティング・システムが MVS に設定され、さらに TP モニタが IMS、画面タイプが MFS または MFS w/EOF に設定
されている場合、［装置］ボタンが有効になります。

DDL と参照保全性トリガに関する以下の環境パラメータは別々に指定され、［生成の省略時解釈］で変更できます。

• オペレーティング・システム
生成されたアプリケーションを実行するオペレーティング・システムを指定します。このドロップダウン・リスト
は、ビジネス・システムにのみ適用されます。DDLと参照保全性トリガの生成用のオペレーティング・システム・パ
ラメータは、個別に指定します（「生成の省略時解釈」で指定）。オペレーティング・システムを選択すると、別の
ドロップ・ダウン・リストの選択内容が自動的に変更されます。たとえば、MVS オペレーティング・システムを選択
すると、DBMS タイプが DB2 z/OS に変更されます。このダイアログ・ボックスですでに環境パラメータの指定をし
ていて、MVS を選択する場合は、［MVS 環境］プッシュ ボタンを選択します。これにより、MVS に固有の環境パ
ラメータを指定できます。

• DBMSタイプ
生成されたアプリケーションがアクセスするデータベース管理システム（DBMS）を指定します。［DBMS タイプ］
ドロップダウン・リストは、ビジネス・システムのみに適用されます。DDL を生成するための DBMS パラメータ
は、［生成の省略時解釈］で個別に指定します。リストの選択項目は、指定したオペレーティング・システムに対し
て有効なDBMSです。

• 言語
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生成ツールがアプリケーションの生成時に使用する高水準プログラミング言語を指定します。選択できる言語は、
ユーザの CA Gen ソフトウェアの構成によって異なります。［言語］ドロップダウン・リストは、ビジネス・システ
ムのみに適用されます。参照保全性トリガを生成するための言語パラメータは、［生成の省略時解釈］で個別に指定
します。

• TP モニタ
アプリケーションの実行をモニタするテレプロセッシング・モニタを指定します。ドロップダウン・リストでリスト
表示される選択肢は、指定されたオペレーティング・システムで有効な TP モニタです。

以下の環境パラメータ・オプションも選択できます。

• 再始動可能アプリケーション
「再始動可能アプリケーション」チェック・ボックスで、中断後にアプリケーションで対話を再始動可能にするかど
うかを指定します。「再始動可能アプリケーション」では、対話データを再表示し、あたかも中断がなかったように
対話を続行できます。アプリケーションを再起動できるのは、CA Gen が生成したデータベース、つまりプロファイ
ル・データベースがあるからです。プロファイル・データベースにより、対話データが保存され、対話を再開させる
ことができます。すべてのアプリケーションに再始動機能が必要であるわけではないので、アプリケーションには再
始動可能/不可能を指定できます。この理由により、アプリケーションが再始動可能かどうかを指定できるようになっ
ています。通常、再始動不可能なアプリケーションは、プロファイル データベースの使用頻度が低いため、パフォー
マンスが向上します。アプリケーションが再始動不可能に指定されている場合、一部の状況下ではプロファイル・
データベースへアクセスできます。プロファイル・データベースにアクセスするのは、スクロール、隠ぺいフィール
ド、ほかのプロシージャ・ステップとのリンク、ヘルプ要求またはプロンプト要求などを使う場合です。たとえば、
再始動不可能に指定されたアプリケーションでも、隠ぺいビューを使っているトランザクションを再始動できます。
［再始動可能なアプリケーション］チェック・ボックスは、Clear Screen Default に関連づけられています。クリア・
スクリーンの省略時解釈にRESTARTを選択すると、「再始動可能アプリケーション」が自動的に選択されます。GUI
アプリケーションは再始動不可能です。

NOTE
注： アプリケーションを再始動不可能に指定すると、クリア・スクリーンのデフォルトは RESET に設定
されます。ところが、リセット・コマンドを使わないでトランザクション・コードを入力すると、プロファ
イル・データベースは消去されません。再始動不可能な状態のため、アプリケーションではプロファイル・
データベースがないとみなされます。このデータベースを消去するには、RESETコマンドに続けて、トラ
ンザクション・コードを <transaction code> Reset のように入力してください。

• データ・モデリングの制約の強制
「データ・モデリングの制約の強制」チェック・ボックスで、データベースの保全性を維持するための一部の規則
をコード・ジェネレータに自動チェックさせるかどうかを指定します。データ・モデルには、データベースの保全
性を維持するための規則（制約条件）が記録されています。一部の制約条件は、目標DBMSによって実施されます。
その他の制約条件は、CA Gen によって生成された参照保全性トリガによって、DELETE、TRANSFER、または
DISASSOCIATE の各アクションの実行時に実施されます。このチェック・ボックスをオンにすると、CA Gen ソフ
トウェアが実施する制約条件が 4 つ追加されます。その結果、それら４つの制約条件をチェックするアクション・ス
テートメントをプロシージャ・アクション図に書く必要がなくなります。これらの制約はグループとして選択されま
す。これらは個別に選択できません。
以下の制約があります。
– １対１関係をチェックする
– 排他関係をチェックする
– 必須関係をチェックする
– 暗黙の関連解消を防ぎます。

• 拡張属性のサポート
［拡張属性のサポート］チェック・ボックスで、実行環境内の表示装置へ拡張属性を送信するかどうかを指定しま
す。拡張属性には、反転表示、下線、点滅、色、などがあります。このチェック・ボックスでは、トランザクション
全体の拡張属性を指定します。IMS に対してのみ、ディスプレイ装置ごとに拡張属性を指定できます。この指定をす
る場合、TPモニタはIMSとして指定し、［装置］プッシュ・ボタンを選択してください。アプリケーションが、拡張
属性をサポートしていない装置に拡張属性を送ろうとすると、予想外の結果になることがあります。たとえば、画面
の一部しか表示されないことがあります。
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NOTE
注： CICS および IMS/MFS のいずれも、テーブルを検査することにより、装置で拡張属性がサポートされ
るかどうかを判別します。このテーブル内のエントリによっては、「拡張属性サポート」オプションの設定
が無効になります。表示装置に拡張属性のサポート機能がないというエントリがある場合は、拡張属性のサ
ポートを指定しても、使用中のアプリケーションから拡張属性を送ることはできません。TPモニタがIEFAE
であり拡張属性サポートがオフである場合、IEFAEが、画面用の省略時カラーを決めます。「表示特性」ダ
イアログ・ボックスを使用して省略時色を変更することはできません。

• インポート・ビューの仮想化の最適化
「インポート・ビュー初期設定の最適化」チェック・ボックスで、呼び出されたアクション・ブロックがインポー
ト・ビューの初期設定をバイパスできることを指定します。CA Gen のすべてのリリースにおいて、すべての呼び出
し側のアクション・ブロックが生成されます。呼び出し側のアクション・ブロックによってインポート・ビューの初
期設定が完全に実行されるため、呼び出されたアクション・ブロックによる再実行は不要です。
以前のリリースについては、CA テクニカル・サポートにお問い合わせください。

NOTE
注： ［インポート・ビュー初期設定の最適化］チェック・ボックスを選択すると、呼び出されたアクショ
ン・ブロックのインポート・ビューの初期設定に影響します。最適化を選択していない場合、呼び出され
たアクション・ブロックは低い値を捜すことによって、インポート・ビューのあらゆるフィールドを検証し
ます。見つかった場合、このフィールドはゼロかブランクに設定され、呼び出されたアクション・ブロック
が実行を開始する際にインポート・ビューに有効な値が入っているようにします。バッチ・アプリケーショ
ンでよく行なわれるように、１つのアクション・ブロックが頻繁に呼び出される場合、ビュー初期設定に関
連するオーバーヘッドが過剰になります。「インポート・ビュー初期設定の最適化」を選択すると、呼び出
されたアクション・ブロック内で低い値を捜す処理は行なわれません。そのため、呼び出しに関連するオー
バーヘッドが減少します。［インポート・ビュー初期設定の最適化］を選択するとパフォーマンスが向上す
るため、このオプションの選択が推奨されます。

ヘルプのスタイル

生成されたオンライン・ヘルプ・システムは、HTML で作成されます。最終的に作成されるオンライン・ヘルプのファイ
ル拡張子は .CHM です。メニューの生成時は、1 つのメニュー項目（［ヘルプ］）のみがプルダウン・メニューに自動的
に作成されています。

特殊アクションのボタンまたはメニュー項目によって明示的に定義される場合に限り、以下のヘルプ・システムがサポー
トされます。

• ヘルプのヘルプ
Microsoft ヘルプを表示します。

• キーワード・ヘルプ
メイン・コンテンツ・ページを表示します。

• 拡張 HELP
ウィンドウの説明を表示します。

• ヘルプ・インデックス
メイン・コンテンツ・ページを表示します。

Java

Java の［パッケージ名］フィールドでは、Java ソース・コードの生成に使用するメイン Java パッケージを指定しま
す。値を指定しない場合、モデルのディレクトリに基づいてデフォルトのパッケージ名がジェネレータにより選択されま
す。有効なJavaパッケージ名を、このフィールドに指定できます。

Javaパッケージ名には、下記の制限があります。
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• 使用できる文字は、ASCII文字、数字、およびピリオドだけです。
• 大・小文字の混在が可能です。
• 数字で始まる語句を名前で使用することはできません。
• 単語間はピリオドで区切ってください。
• 先頭および末尾にピリオドは使用できません。

NOTE
注： ［モデル生成特性］ダイアログ・ボックスを使用して、Java のパッケージ名をモデルごとに指定すること
もできます。

.NET

.NET アプリケーション・ソース・コードに適用される NET グループのフィールドを以下に示します。

• ［名前空間名］
ビジネス・システムに関するネームスペース名の生成 C# ファイルを指定します。

• ［アセンブリ・バージョン］
生成されたコードから作成されたアセンブリに使用されバージョン番号を指定します。

• ［アセンブリ・キーの対］
アセンブリに厳密な名前を割り当てるためのキーの対を作成できます。［作成］、［削除］、［インポート］、［エ
クスポート］ボタンを使用して、厳密な名前が割り当てられたキー・ファイルを管理します。

［同じ高さ］チェック・ボックス
「同じ高さ」チェック・ボックスでは、選択したオブジェクトの高さを、最初に選択したオブジェクトの高さに等しくし
ます。

［同じ幅］チェック・ボックス

「同じ幅」チェック・ボックスでは、選択したオブジェクトの幅を、最初に選択したオブジェクトの幅に等しくします。

［消去］チェック・ボックス
このチェック・ボックスでは、テーブルスペースまたは索引スペースを消去する際に、DBMS定義データ・セットを消す
（０を埋め込む）ことにより消去をします。

Error 省略時解釈
生成システムでエラーが検出されたフィールドを固有の特性で表示して、エラーとほかのフィールドとを区別できます。
別のオプションを選択して、エラーを表わすこともできます。

• 「色エラー」では、エラーのフィールドの文字色が決められます。「色エラー」は、拡張色と強調表示機能のある端
末でのみ使います。端末でサポートしている任意の色を設定してください。

• 「輝度エラー」では、エラーのフィールドの輝度が決められます。輝度フィールドを使って、画面の色の明暗の対比
をカスタマイズします。非表示プロンプトやリテラルの輝度は弱めてください。

• 「強調表示エラー」では、エラーのフィールドの文字を強調させる方法が決められます。「強調表示エラー」は、拡
張色と強調表示機能のある端末でのみ使います。端末でサポートしている任意の色を設定してください。

アクション図におけるERRORまたはSETの表示属性

「ERROR」を選択すると、エクスポート属性ビューに関連づけられているフィールドを指定されている「エラー表示特
性」に設定できます。
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GUI および Web アプリケーションの場合

"Make Error"で、フィールドは赤色になりますが、フィールドの保護状態は変わりません。

PADが"Make Error"の前にフィールドを"Make...Protected"に設定すると、ユーザは（無効な）フィールドを変更できませ
ん。最初に明示的な"Make...Unprotected"が必要です。

ブロック・モード・アプリケーションについては

色、カーソル位置、保護状態を含む、"Make Error" にしたがってフィールドの外観を変更できます。

これを、「ビジネス・システム省略時解釈」、「詳細-->画面表示特性」で指定できます。

例

下記は、エグジット・ステートで顧客が見つからない場合、顧客名のフィールドにエラーが生じる例です。

 --IF EXIT STATE IS EQUAL TO customer_not_found

| MAKE export customer name ERROR

 ---

「表示特性の設定」を選択すると、プロシージャ・アクション図の表示特性を明示的に設定できます。

下記は、従業員の給料が100,000ドルより多い場合、該当のフィールドが赤色で点滅表示される例です。

 --IF employee salary IS GREATER THAN 100000

| MAKE output employee_salary Unprotected High Intensity Red Blinking

 ---

ESCAPE
ESCAPEでは、特定のアクション・グループの実行を終了します。ESCAPEは、WHEN already existsまたはWHEN not
foundなどの例外条件のあとで頻繁に使われます。

ESCAPEの矢印の先端は、制御が渡されるアクション・グループを貫通します。図形は NEXT ステートメントに使われ
る矢印とよく似ていますが、NEXT の矢印は、制御が渡されるアクション・グループを指す点が異なります。

下記は、ESCAPEステートメントの例です。

 --                                     --

|  --                                  |  --

| |  --                                | |  --

| | |  --                              | | |  --

| | | |                                | | | |
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| | |<+--- ESCAPE                      |<+-+-+--- ESCAPE

| | | |                                | | | |

| | |  --                              | | |  --

| | |  <-- Control passes to           | |  --

| |  --    this action group           |  --

|  --                                  |  <-- Control passes to

 --                                     --    this action group

下記の例は、必要な製造業者の「読取」を終了させるESCAPEを示しています。制御は、ESCAPE の矢印の先端が貫通
しているアクション・グループに渡されます。

 -- READ required supplier

| | WITH code EQUAL TO input supplier_code

| +- WHEN not found

<-+---+- ESCAPE

 --

［イベント・ブラウザ］ダイアログ
［イベント・ブラウザ］ダイアログ・ボックスでは、ダイアログ・ボックス形式でイベント・オブジェクトが表示されま
す。イベント・ブラウザを使って、以下の操作を行うことができます。

• イベント・アクションのプロシージャ・アクション図（PAD）ロジックを表示します。
• アクション図にて［編集］を選択すると、イベント・アクションのロジックを変更できます。
• 「更新」を選択すれば、コントロールのイベントを作成または変更できます。
• ウィンドウまたはコントロールに関連する、｢オープン｣（Open）、｢クローズ｣（Close）、｢クリック｣（Click）な
ど、イベントのタイプを決定します。

• どのコントロールにイベントを定義するかを指定します。「コントロール」（Control）ドロップダウン・リストの項
目で、アスタリスク（*）が付いているものには、イベントが定義されています。

このダイアログ・ボックスのフィールドは以下のとおりです。

• イベント・ブラウザのプロシージャ・ステップ
「プロシージャ・ステップ」は、現在のビジネス・システムが持つプロシージャ・ステップをすべて表示します。ア
ルファベット順です。プロシージャ・ステップを選択すると、「ウィンドウ」のドロップダウン・リストが自動的に
展開されます。プロシージャ・ステップにウィンドウもダイアログ・ボックスもない場合、「ウィンドウ」ドロップ
ダウン・リストは空です。

• イベント・ブラウザのウィンドウ

 748



 CA Gen - 86JP - Japanese - Japan

「ウィンドウ」は、「プロシージャ・ステップ」ドロップダウン・リストの選択済みプロシージャ・ステップが持
つ、ウィンドウとダイアログ・ボックスを表示します。アルファベット順です。プロシージャ・ステップにウィンド
ウもダイアログ・ボックスもない場合、「ウィンドウ」ドロップダウン・リストは空です。

• イベント・ブラウザのコントロール
「コントロール」は、「ウィンドウ」ドロップダウン・リストの、選択済みのウィンドウまたはダイアログ・ボック
スが持つ、コントロールを表示します。アルファベット順です。
「コントロール」ドロップダウン・リストには、少なくとも、ウィンドウ自体またはダイアログ・ボックス自体が表
示されています。（このリストでは、ウィンドウもダイアログ・ボックスも、ウィンドウと見なします）。また、こ
のリストは、隠ぺいフィールドを除くウィンドウまたはダイアログ・ボックスが持つほかのコントロールもすべて表
示します。コントロールは、ウィンドウまたはダイアログ・ボックスに配置して、このリストに表示しなくてもかま
いません。たとえば、［フィールド設計］ダイアログ上のコントロールを入力フィールドとして定義することはでき
ますが、ウィンドウまたはダイアログ・ボックスに配置することはできません。
コントロールの横に表示されたアスタリスク（*）は、そのコントロールにイベントが定義されているということを示
します。アスタリスクの付いたコントロールを選択すると、「イベント」ドロップダウン・リストの関連イベントが
表示されます。

• イベント・ブラウザのイベント
「イベント」は、「コントロール」ドロップダウン・リストの選択済みコントロールが持つイベントを表示します。
イベントはアルファベット順に表示されます。イベントのタイプで始まり、そのあとにイベント・アクションの名前
が表示されます。コントロールにイベントがない場合、「イベント」ドロップダウン・リストは空です。
イベント・ブラウザを起動してコントロールのイベントを作成する場合、「イベント」ドロップダウン・リストの下
矢印を選択して、新たに作成するイベントを表示してください。

• イベント・ブラウザのアクション・ブロック
アクション・ブロックは、イベントが持つプロシージャ・アクション図ロジックを表示します。このロジックは上下
左右にスクロールできます。イベント・アクションの名前は、表示の最初の行として表示されます。
このロジックを変更するには、［編集］を選択してください。［編集］は、まだ活動状態になっていなければ、アク
ション図ツールを起動し、イベント・アクションの最上部に位置づけします。

• イベント・ブラウザの更新
［更新］では、［イベント処理］ダイアログ・ボックスが起動され、イベントとイベント・アクションを追加および
変更できます。

• イベント・ブラウザの編集
［編集］を選択すると、アクション図がまだ活動状態になっていない場合、アクション図が起動されます。現在のイ
ベント アクションは、画面の最上部に位置づけられます。

イベント処理の概念

イベントとは、ウィンドウのオープンやクローズ、コントロールのクリックなどの GUI アプリケーションを実行すると
きに発生するアクティビティです。こうしたイベントは、ユーザ対話、GUIアプリケーション自体、またはその両方によ
り発生します。

[製品名に設定] ランタイムは、これらのイベントを追跡します。イベント処理とは、通知機構の一種です。[製品名に設
定] は、イベントの発生後に通知可能な GUI アプリケーションを生成します。通知を受信すると、アプリケーションは、
プロシージャ・アクション図ロジックを実行することにより応答できます。プロシージャ・アクション図ロジックをイベ
ントと関連づけるのは開発者です。

通知は、イベントが発生した後に行われます。イベント処理では、どのイベントが発生し、どのイベントが発生しない
かは判別されません。このアプリケーションは、イベントが発生した後に、その発生したイベントを変更することはで
きません。ただし、イベントが発生したことの通知を受け、プロシージャ アクション図ロジックを処理することはでき
ます。イベント処理が、クライアント/サーバ・アプリケーションなどのアプリケーションの作成プロセス全体を変更す
ることはありません。ただし、イベント処理により、ユーザ・インターフェースの設計とプロシージャ・アクション図ロ
ジックの作成を同時アクティビティとして実行する作業が確実に簡単になります。「関連メニュー」の選択によって、プ
ロシージャ・ロジックとナビゲーション図ツールとの間を容易に移動できます。
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クライアント/サーバ・アプリケーションの設計が関係している限り、イベントは、あくまでクライアント・ベースにな
ります。これは、イベントに、GUIアプリケーションが必要だからです。イベント処理により、サーバへのフローを処理
する能力が向上します。イベント・アクションからのフローが含まれるためです。アプリケーションは、そのフローをト
リガするイベントに基づけば、ほとんどいつでも、サーバへのフローを実行できます。

下記のタスクは、イベント処理で実行できます。

• イベントをコントロールと関連づければ、プログラム実行をさらにきめ細かく制御できます。
• ユーザ・インターフェースと関連プロシージャ・アクション図ロジックの設計の便宜を向上できます。
• アプリケーションの機能を向上できます。

イベント処理の下記の特徴により、タスクを実行できます。

• イベント処理用のプロシージャ・アクション図ステートメントは、プロシージャ・アクション図ロジック内に格納で
きます。イベント処理ステートメントの実行は、プロシージャ・アクション図の通常実行中のほかのステートメント
の実行と全く同じです。[製品名に設定] ランタイム・コンポーネントは、イベント処理ステートメントの「失敗」を
サイレントに無視し、処理の継続を許可する点に注意が必要です。たとえば、すでにクローズされているウィンドウ
をCLOSEでクローズしても、エラーは表示されません。この場合、CLOSEステートメントは無視されます。

• イベント処理用のアクション・グループを、イベント・ハンドラと呼びます（プロシージャ・アクション図の末尾に
付加されます）。

• イベント・アクションの作成方法は２つあります。ナビゲーション図ツールの場合は、「詳細」プル・ダウン・メ
ニューの「イベント」を選択してください。プロシージャ・アクション図では、「編集」プルダウンで「イベント・
アクションの追加」を選択してください。ナビゲーション図ツールでは、イベント・アクションの作成と、イベン
ト・アクション・イベントへの関連づけをします。プロシージャ・アクション図では、開発者が手操作で、イベン
ト・アクション・ブロックをイベントと関連づけなければなりません。

• イベント・アクションのロジックは、プロシージャ・アクション図全体を実行しなくても実行できます。
• イベント・アクションは、ウィンドウ、ダイアログ・ボックス、コントロールに関連付けることができます。
• イベント・アクション・ロジックは、ウィンドウ、ダイアログ・ボックス、コントロールで実行されたアクションに
応じて実行されます。このアクションは、開発者が実行することと、アプリケーションが実行することとの、組み合
わせです。たとえば、開発者がコントロールをクリックするとします。この Click イベントは、エグジット・ステー
トを設定するため、ウィンドウをクローズするフローが発生します。つまり、開発者が、直接ウィンドウをクローズ
したのではありません。開発者の Click イベントの結果、アプリケーション・ロジックがウィンドウをクローズしま
した。

前提条件

イベント処理に関する前提条件は、ナビゲーション図ツールに関する前提条件と同じです。開発者は対話設計図ツール
で、ビューとプロシージャ・ステップを定義しておかなければなりません。

イベント処理

「イベント処理」では、現在選択しているウィンドウ、ダイアログ・ボックス、またはコントロールに関連づけるイベン
ト・タイプ、イベント・アクション名、コマンドを指定します。

［イベント処理］ダイアログ

［イベント処理］ダイアログでは、イベント・アクションを作成し、これをイベントやコマンドに関連付けます。

サポートされているイベント

ナビゲーション図ツールは、イベント・タイプと呼ばれる、下記のイベントをサポートしています。
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•  Open イベントと Close イベント
•  Changed イベント
•  ClickイベントとDouble-clickイベント
•  ScrollTop イベントと ScrollBottom イベント
•  Gain Focus イベントと Lose Focus イベント
•  Activated イベントと Deactivated イベント
•  LeftMouseBtnDown/Up イベント
•  RightMouseBtnDown/Up イベント
•  MouseMove イベント
•  MouseEnter/Exit イベント
•  WinMove イベント
•  WinResize イベント
•  Keypress イベント

特定のイベント・タイプは、1 回のユーザ・アクションによって起動される一連の AUTOMATIC イベントの最初のイベ
ントです。開発者は、イベントの追加や変更を行い、これらのタイプに関連したアクションを完了する場合、予想される
一連のイベントが発生することを十分に注意して確認する必要があります。予想されるイベントの一部は、一連のイベン
トによって抑止される可能性があります。

以下のイベントには、開発者が予想するイベント処理を抑止する可能性のある連続イベントがあります。たとえば、これ
らのイベント ハンドラがなにかウィンドウを表示すると、一部のイベントが抑止されるといったことです。このリスト
にはすべてが含まれているわけではありませんが、もっとも一般的な事象のリストです。

イベント・タイプ 例：
Gain Focus イベントと Lose Focus イベント Gain/Lose Focus イベントの優先順位は、既存のイベントに関連

している場合、Changed => Lose Focus => Gain Focus => Click
（優先順）です。

Open ウィンドウまたはダイアログ・ボックスをオープンする場合、Op
enイベントはActivatedイベントを起動します。

Deactivated イベント ウィンドウまたはダイアログ・ボックスをクローズする場合、De
activatedイベントのあとに、Closeイベントが続きます。

LeftMouseBtnDown イベント リスト ボックスで Click イベントが発生すると、関連するイベン
トが LeftMouseBtnDown => Click => LeftMouseBtnUp の順に発生
します。

MouseMove イベント ２つのコントロール（ＡとＢ）が隣接するピクセルを占有してお
り、マウスをコントロールＡからコントロールＢに移動すると、
MouseMoveイベントが生成されます。続いて、コントロールＡ
にはMouseExitイベントが、コントロールＢにはMouseEnterイベ
ントが生成されます。

LeftMouseBtnUp イベント リスト・ボックスでは、Clickイベントの次は必ず
LeftMouseBtnUp イベントです。

 

イベントとコマンド

CA Gen では、イベントがコントロールに追加されると、［特性］で定義されたボタンおよびメニュー項目にコマンドを
割り当てることができます。クリック・イベントがコントロールに追加されると、以下のアクションが発生します。

1. ［特性］ウィンドウに表示されるテキストが、「コマンドが自動フローを実行」から「Click イベントを実行」に変
わります。

2. 「特殊アクション」が非活動状態になります。
3. 「ダイアログ・ボックス開始」が非活動状態になります。
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4. コマンドは活動状態のままで表示されます。

コマンドは選択できますが、自動フローは「実行されません」。イベントは、関連づけると必ず実行されます。アプリ
ケーションを設計して、コントロールをアクション図から不活性化できます。この機能をサポートするには、Disable
コマンドをコントロールに関連付ける必要があります。Disable コマンドをコントロールに関連付けるには、GUI
Statements の下で Disabled コマンドを使用し、Detail/Disabled By コマンドは使用しません。使いやすさの理由から、
コマンドはアクティブ状態、すなわち選択可能な状態で維持されます。

このダイアログ・ボックスのオプションとそれらが有効になる条件を以下に示します。

• アクション図
アクション名を追加したり、［アクション名］フィールドのドロップダウン・リストから名前の選択するほか、［定
義イベント］選択リストでイベントを選択します。

NOTE
注： このオプションが有効になるのは、［イベント処理］ダイアログ・ボックスが、［詳細］-［メ
ニュー］-［イベント］を選択して起動されたか、ツールセットの［イベント処理］アイコンから起動され
た場合のみです。［イベント処理］ダイアログ・ボックスが別のダイアグラムから起動される場合、このオ
プションは有効化されません。

• Add
イベント・タイプを選択します。

• 変更
イベントの詳細（イベント・タイプ、アクション名、コマンドなど）を変更します。

NOTE
注： アクション名を変更すると、新しいイベント・アクションがプロシージャ・アクション図に作成されま
す。

• 削除
［定義イベント］選択リストでイベントを選択します。

NOTE
注： ［削除］オプションはイベント・タイプのみに適用され、ウィンドウ、ダイアログ・ボックス、また
はコントロールとの関連付けからイベント・タイプを削除します。プロシージャ・アクション図からイベン
ト・アクションが削除されることはありません。

「リスト特性」の「イベント」

［イベント］を選択すると、［イベント処理］ダイアログ・ボックスが表示され、イベント、イベント・アクション、お
よびコマンドをリスト・フィールドに関連づけることができます。

リスト・フィールドと関連づけできるイベント・タイプは下記のとおりです。

• Click
• Double-click

「メニュー項目特性」のイベント

［イベント］を選択すると、［イベント処理］ダイアログ・ボックスが表示され、イベント、イベント・アクション、お
よびコマンドをメニュー項目に関連づけることができます。

ナビゲーション図における「イベント...」

オブジェクトを選択してからこのメニュー項目を選択すると、CA Gen は、選択したオブジェクトのプロシージャ・ス
テップ、ウィンドウ名などを使用してイベント・ブラウザを起動します。
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イベント・ブラウザの詳細なヘルプは、このダイアログ・ボックスにて参照できます。

イベント処理のイベント・タイプ

「イベント・タイプ」は、選択したウィンドウ、ダイアログ・ボックス、またはコントロールと関連づけるイベント・タ
イプを指定します。アプリケーションの実行中にイベントが発生すると、実行時CA Genは、そのイベントに関する通知
に必要なイベント・アクションをチェックします。（イベント・アクションはランタイムにそれ自体を登録し、イベント
の発生に関する通知を待機します。）通知があった場合、イベント・アクションはコードのブロックを実行します。イベ
ント・アクションの実行、すなわちトリガは、イベント・タイプとコントロールのタイプによって異なります。

項目に適切なイベント・タイプだけが、ドロップダウン・リストに表示されます。項目には、ウィンドウ、ダイアログ・
ボックス、またはコントロールなどがあります。

メニュー項目またはプッシュ・ボタンと関連づけられているイベントは、そのイベントだけを実行します。たとえば、
プッシュ・ボタンを、エグジット・ステートを設定するコマンドと関連づけ、同じプッシュ・ボタンをイベントと関連
づけるとします。この場合、このイベントだけが実行されます。イベントがプッシュ・ボタンと関連づけられると、この
プッシュ・ボタンの以降の作用は無視されます。

さらに、特定のウィンドウ、ダイアログ・ボックス、またはコントロールに定義されたイベントは、そのコントロー
ルに「限って」作動します。たとえば、ウィンドウにMouseMoveイベントが関連づけられているとします。このイ
ベントは、マウスがウィンドウの「オープン」エリアに移動したことを検知します。「オープン」エリアにはコント
ロールが配置されていません。これに対して、プッシュ・ボタンのように、ウィンドウに格納されている特定のコント
ロールにマウスが移動しても、この動きは「検知されません」。プッシュ・ボタンでのマウスの動きを検知したい場合
は、MouseMoveイベントを個別にプッシュ・ボタンに関連づける必要があります。

各種機能をプッシュ・ボタンと関連づけることができます。このため、この機能は、下記の順序で評価されます。

1. イベント・アクションの実行、
2. でなければ特殊アクションの実行、
3. でなければ、ダイアログ・ボックスの開始、
4. でなければ、（コマンドがエグジット・ステートと関連づけられている場合には）自動フローの実行、
5. でなければ、プロシージャ・ステップの実行

NOTE
注： ユーザ定義イベントは、現在のプロシージャ・ステップのウィンドウ、ダイアログ・ボックス、またはコ
ントロールと関連づけることができます。ユーザ定義イベントは、コントロールとでなく、プロシージャ・ス
テップの主ウィンドウと関連づけた方がよいでしょう。その方が、ユーザ定義イベントは検索と追跡がしやす
くなります。これは、ユーザ定義イベントを、一貫して同じオブジェクト（主ウィンドウ）と関連づけるから
です。

操作手順の例 - データベースの追加
メニュー・バー、ドロップダウン・メニュー、またはウィンドウ内やダイアログ内にあるオプションは、ボールド体で表
示されます。「（任意）」とあるステップは任意です。そのほかのステップは必須です。任意のステップも実行すること
をお勧めします。

1. メニュー・バーから［設計］を選択します。
2. ［データ・ストア・リスト］を選択します。
3. ［ダイアグラム］を選択します。
4. ［オープン］を選択します。
5. ［全てのレコード］または［データベース］を選択します。［全てのレコード］を選択した場合は、ステップ6に進
みます。［データベース］を選択した場合は、ステップ8に進みます。

6. ［ビュー］を選択します。
7. ［データベースの拡張］を選択します。ステップ10に進みます。
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8. データベースを選択してから、［ビュー］を選択します。
9. ［展開］を選択します。
10.「編集」を選択してください。
11.［データベースの追加］を選択します。
12.データベース名を入力してください。
13.［ストレージ・グループ］からオプションを選択します。
14.［バッファプール］からオプションを選択します。
15.［所有者］にデータベース所有者名を入力します。
16.（任意）［記述］にデータベースの説明を入力します。
17.［了解］を選択します。

例外
EXCEPTION では、データベース例外ではなく、エンティティ・アクションにおいて通常の（論理的）例外が発生した
場合に実行するアクションを指定します。「例外」は、CREATE、READ、および UPDATE エンティティ・アクショ
ン・ステートメントに適用されます。

下記は、例外ステートメントです。

• WHEN successful
• WHEN already exists
• WHEN permitted value violation
• WHEN not found
• [WHEN not unique

NOTE
注： WHEN successful ステートメントは、そのステートメントを追加する有効な条件が存在する場合、データ
ベース例外ステートメントとみなすこともできます。

最初エンティティ・アクション・ステートメントが作成され、それに基づいて例外ステートメントが作成されま
す。たとえば、「作成」ステートメントを選択すると、それに関連づけられた例外ステートメントは、WHEN
successful、WHEN already exists、WHEN permitted value violation となります。

例外ステートメントはどのようなものでもあとで削除できます。「例外」は例外ステートメントが削除されていれば再度
例外ステートメントを作成します。「例外」は、１つ以上の例外ステートメントがエンティティ・アクション・ステート
メントから削除されていないかぎり、非活動状態です。

これらの例外ステートメントは、そのエンティティ・アクション・ステートメントのデータベース例外ステートメントの
前になければなりません。

NOTE
注： 例外ステートメント（WHEN successful 以外）を削除し、実行中にその条件が発生した場合、重大エ
ラー・メッセージが表示されます。

例

この例は、作成当初のREADステートメントを示しています。WHEN successfulとWHEN not found の例外ステートメン
トは自動的に作成されます。

 -- READ required supplier 

| WITH code EQUAL TO input supplier_code 

+- WHEN successful 
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+- WHEN not found 

---

この例は、自動作成された例外ステートメントが削除された、READステートメントです。

 -- READ required supplier 

| WITH code EQUAL TO input supplier_code 

---

この例は、例外ステートメントを使って例外ステートメントが再作成された、READステートメントです。

 -- READ required supplier 

| WITH code EQUAL TO input supplier_code 

+- WHEN successful 

+- WHEN not found 

---

［プロシージャ・ステップの実行］ラジオ・ボタン
「プロシージャ・ステップの実行」ラジオ・ボタンで、関連づけられたプロシージャ・ステップを実行するためのメ
ニュー項目またはプッシュ・ボタンを指定します。そのメニュー項目またはプッシュ・ボタンは、ウィンドウまたはダイ
アログ・ボックスに表示されます。ウィンドウまたはダイアログ・ボックスは、プロシージャ・ステップに関連づけられ
ています。

このプロシージャ・ステップは、アクション図ロジックを実行する必要が生じた時点で実行してください。たとえば、
ユーザがすべての必要なデータを入力し、プロシージャ・ステップでそのデータを処理する必要が生じた時点です。

フロー元プロシージャ・ステップの「先実行型」ラジオ・ボタン

フロー元プロシージャ・ステップの実行開始時にコマンドを設定したい場合に選択してください。

フロー先プロシージャ・ステップの「先実行型」ラジオ・ボタン

フロー先プロシージャ・ステップに、データを、先表示型でなく先実行型として渡したい場合に選択してください。

プロシージャ・ステップ、Clickイベント、または自動フロー・コマンドの実行
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「プロシージャ・ステップﾟ、Clickイベント、または自動フロー・コマンドﾞの実行」ラジオ・ボタンの目的と使うテキ
ストは、環境によって異なります。下記のリストは、このラジオ・ボタンとともに表示できる 3 種類のテキストと、そ
の説明です。

ラジオ・ボタン・プロンプト 説明
Click イベントの実行 このテキストは、「クリック」イベント（Click）をプッシュ・ボ

タンに関連づけた場合に表示されます。Clickイベントを関連づけ
るには、［詳細］の［イベント処理］を選択して、［イベント処
理］ダイアログ上でイベント情報を指定します。そのメニュー項
目用のコマンドが指定されている場合、イベント・アクションに
割り当てられたコマンドにより上書きされます。イベント・アク
ションに入力されるコマンドは、［イベント処理］ダイアログで
Click イベントに関連づけたコマンドだけです。それでも、プッ
シュ・ボタンに対するコマンドは、ENABLE や DISABLE などの
PAD ステートメントには有用です。

コマンドで自動フローを起動 このテキストは、自動フローを発生させるコマンドにプッシュ・
ボタンを関連づけた場合に表示されます。自動フローでは、プロ
シージャ・ロジックを実行しなくても、別のプロシージャ・ステ
ップに移行できます。自動フローを発生させるエグジット・ステ
ートにコマンドが関連づけられた場合に、自動フローが発生する
ことがあります。（自動フローの指定は、「フロー・オン」と「
リターン・オン」のもとの対話設計図上で行ないます）。

プロシージャ・ステップを実行 このテキストは、１ と ２ 以外のすべての状態の場合に表示され
ます。この場合、プッシュ・ボタンによって、プロシージャ・ロ
ジックが実行されます。プッシュ・ボタンに対してコマンドも指
定されている場合、そのコマンドに関連づけられたPADのエリア
が実行されます。たとえば、PAD 内の CASE OF COMMAND 構
文の一部となっているプッシュ・ボタンに、コマンドを関連づけ
ることができます。プッシュ・ボタンに対してコマンドが指定さ
れていない場合、プロシージャ・ロジック全体が実行されます。

NOTE
注：  CA Gen では、［特性］を使用して、プッシュ・ボタンとメニュー項目にコマンドを割り当てることがで
きます。（Clickイベントなどの）イベントがコントロールに追加されると、下記のようになります。

［特性］ウィンドウに表示されるテキストが、「コマンドが自動フローを実行」から「Click イベントを実行」に変わり
ます。

• 「特殊アクション」が非活動状態になります。
• 「ダイアログ・ボックス開始」が非活動状態になります。
• このコマンドは活動状態として表示されますが、イベント・コマンドが優先します。

コマンドは選択できますが、自動フローは「実行されません」。イベントは、関連づけられると必ず実行されます。

アプリケーションを設計して、コントロールをアクション図から不活性化できます。これをするには、（GUIステートメ
ントの「不活性状態」（Disabled）コマンドを使って）そのコントロールに「不活性化」（Disable）コマンドを関連づ
ける必要があります。

Exit
「終了」では、活動状態のウィンドウをクローズします。

「モデル」メニューの「終了」

［終了］を選択すると、CA Gen アプリケーションが終了します。
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ナビゲーション図における「終了」

ナビゲーション図ツールをクローズします。

エグジット・ステート・フローのエラー・メッセージ

このエグジット・ステートは、すでに使用されています。同じプロシージャからのフローの場合、エグジット・ステート
は一度しか使えません。

アクション図におけるエグジット・ステート

エグジット・ステートは、アクション図ツールのロジックにEXIT_STATE特殊属性を書き加えます。プロセスまたはプロ
シージャの終了時の状態を表わすデータです。エグジット・ステートにアプリケーションの実行時に画面表示するメッ
セージを関連づけることができます。EXIT STATEのドメインはテキストです。

下記は、EXIT STATE ISステートメントを使ってエグジット・ステートの値を変更する例です。

EXIT STATE IS customer_not_found

下記は customer_not_found の値とエグジット・ステート値を比較して、エグジット・ステート値が真のばあいに顧客番
号の表示特性を変更する例です。

 -- IF EXIT STATE IS EQUAL TO customer_not_found

| MAKE customer number Unprotected High Intensity Blue

 ---

EXIT STATE IS

EXIT STATE IS は、エグジット・ステートと呼ばれる特殊属性の値を設定します。エグジット・ステートのデータ・タ
イプはテキストです。エグジット・ステート特殊属性のオカレンスは、一度に １ つだけ許可されます。EXIT STATE IS
を実行すると、エグジット・ステート特殊属性の以前の内容は破壊されます。

EXIT STATE IS ステートメントの形式を以下に示します。

EXIT STATE IS exit-state-value

下記の例は、エグジット・ステート属性の値を設定するEXIT STATE ISステートメントの使用方法です。値に
は"customer_not_found"が設定されています。

EXIT STATE IS customer_not_found

比較として、EXITSTATE IS ステートメントで以前に設定されたエグジット・ステート属性の値を IF ステートメントを
使用して評価する例を以下に示します。
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 -- IF EXITSTATE IS EQUAL TO customer_not_found

| COMMAND IS custmaint

 --

エグジット・ステートでは、あるプロシージャ・ステップから別のプロシージャ・ステップに制御を移します。つまり、
対話フローが起きるタイミングは、フロー元プロシージャ・ステップの終了時に、エグジット・ステート値が、ある所定
の値であるときです。

NOTE
注： エグジット・ステートには、グローバル・エグジット・ステートと特定のビジネス・システム用に作成さ
れたエグジット・ステートの 2 種類があります。グローバル・エグジット・ステートは、特定のビジネス・シ
ステムに関連づけられないため、ビジネス・システムが存在しなくても定義できます。グローバル・エグジッ
ト・ステートでは、共通アクション・ブロックの概念を説明します。共通アクション・ブロックは、同一モデ
ル内にある複数のビジネス・システムで使えます。そのため共通アクション・ブロック内で参照と設定をする
エグジット・ステートは、そのすべてのビジネス・システムで使えるものでなければなりません。

どちらの種類のエグジット・ステートも、ビジネス・システムを考慮せずに、同一モデル内のアクション図またはアク
ション・ブロックで使用できます。

エグジット・ステートは、コマンドの解釈に基づいてプロシージャ内で設定したり、プロシージャ・ステップ内でロジッ
クを処理することによって求めます。

以下のエグジット・ステートに関連する項目が記述されている場合、グローバル・エグジット・ステートはビジネス・シ
ステム・デフォルトを基に定義されます。

• エグジット・ステートの名前
• エグジット・ステートの終了アクション
• エグジット・ステートのメッセージ・タイプ

エグジット・ステート値では、［エグジット・ステートの選択］ダイアログ・ボックスが表示され、ビジネス・システム
の事前定義済みの値のリストからエグジット・ステートの値を選択できます。このダイアログ・ボックスにて、エグジッ
ト・ステート値の追加、定義、削除も行えます。

［エグジット・ステート・リストのレポート］のオプション ダイアログ

［エグジット・ステート・リスト・レポート］ダイアログ・ボックスでは、ビジネス・システムのエグジット・ステー
ト、またはモデル全体のエグジット・ステートのどちらをレポートに含めるかを指定できます。

選択肢は、ビジネス・システム名、グローバル・エグジット・ステート、または両方です。

［エグジット・ステート］プッシュ・ボタン

このプッシュ・ボタンを使用すると、活動状態のビジネス・システムに現在定義されているエグジット・ステートのリス
トにアクセスできます。このリストからエグジット・ステートを選択して、フロー・オンまたはリタ－ン・オンに関連づ
けることができます。［エグジット・ステートの選択］ダイアログを使って、下記のことを行ってください。

• 定義されているフローのエグジット・ステートの選択
• ビジネス・システムへの新規エグジット・ステートの追加
• 既存エグジット・ステートの特性の変更
• ビジネス・システムのエグジット・ステートの削除
• 特定のエグジット・ステートの検索
• エグジット・ステートのリストの拡大または縮小
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［エグジット・ステートの削除］ダイアログ

［エグジット・ステートの削除］ダイアログ・ボックスでは、選択したエグジット・ステートを削除できます。

［エグジット・ステート・メッセージの削除］プッシュ・ボタン

このプッシュ・ボタンでは、選択したビジネス・システムのエグジット・ステートからエグジット・ステートのメッセー
ジ・テキストを削除できます。この場合、ほかのビジネス・システムに関連づけられているエグジット・ステートのメッ
セージ・テキストは削除しません。

［エグジット・ステート］ダイアログ

［エグジット・ステート］ダイアログ・ボックスには、選択したビジネス・システムのエグジット・ステートのリストが
表示されます。プロシージャ・アクション図におけるプロシージャ・ステップのデータとアクティビティのフローを、こ
れらのエグジット・ステートで制御します。

このダイアログ・ボックスのフィールドは以下のとおりです。

• エグジット・ステート
エグジット・ステートのリストを表示します。

• Add
このボタンをクリックすると、以下の関連特性を持つエグジット ステートが作成されます。
– エグジット・ステート名
– 終了アクション（ノーマル、ロールバック、アボート）
– メッセージ・タイプ（なし、情報、警告、エラー）
– メッセージ・テキスト（なし）

• 特性
このボタンをクリックすると、特定のエグジット・ステートの特性を変更できます。選択したエグジット・ステート
の以下の特性を変更できます。
– エグジット・ステート名
– 終了アクション（ノーマル、ロールバック、アボート）
– メッセージ・タイプ（なし、情報、警告、エラー）
– メッセージ・テキスト

• 削除
このボタンをクリックすると、選択したエグジット・ステートが削除されます。

• 検索
このボタンをクリックすると、以下のオプションに基づいて特定のエグジット・ステートを検索できます。
– 最初から検索
選択したビジネス・システム内のエグジット・ステートの最初のエグジット・ステートから検索して、目的のエグ
ジット・ステートを見つけます。

– 循環検索
選択したビジネス・システム内の現在の位置から最後まで検索し、次に最初のエグジット・ステートに戻って検索
して、目的のエグジット・ステートを見つけます。

– 大小文字の識別
大文字と小文字の基準に基づいて、選択したビジネス・システム内のエグジット・ステートの最初から、目的のエ
グジット・ステートを検索します。

• 展開/圧縮
このボタンをクリックすると、選択したビジネス・システム内のすべてのエグジット・ステートの表示と非表示を切
り替えることができます。ビジネス・システムの名前のみ表示されます。

• クローズ
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このボタンをクリックしてダイアログを閉じます。

［エグジット・ステートの選択］ダイアログ

［エグジット・ステートの選択］ダイアログ・ボックスでは、特定のプロシージャ・ステップのエグジット・ステートを
定義できます。以下のタスクを実行できます。

• プロシージャの既存エグジット・ステートの選択
• 新規エグジット・ステートの追加
• エグジット・ステートの特性の定義
• ビジネス・システムのエグジット・ステートの削除
• エグジット・ステートの検索
• エグジット・ステートのリストの拡大または縮小

クライアント/サーバ・アプリケーションにおいてはサーバ・プロシージャのエグジット・ステート・メッセージはクラ
イアント・アプリケーションに返されません。

エグジット・ステート特性

［エグジット・ステート特性］ダイアログ・ボックスでは、エグジット・ステートを作成できます。

このダイアログ・ボックスのフィールドは以下のとおりです。

• エグジット・ステート名
「エグジット・ステート名」とは、選択したビジネス・システムにおける一意のタイトルです。［エグジット・ス
テート名］では、アクション図と対話フロー図を結びつける特殊属性を指定できます。
エグジット・ステート名は、32文字以内でなければなりません。

• エグジット・ステートの終了
このリストは、エグジット・ステートが発生したときに実行されるアクションのタイプを設定します。下記の表は、
エグジット・ステートのタイプとそれらに関連づけられたアクションです。
– Normal
エグジット・ステートに関連付けられたメッセージを表示します。

– Abort
処理を取り消してシステムのダンプを実行します。

– Rollback
データベースの更新を取り消し、エグジット・ステートに関連付けられたメッセージを表示し、制御フローを呼び
出します。

• メッセージ・タイプ
このドロップダウン・リストでは、エグジット・ステート・メッセージのタイプを割り当てることができます。下記
の表は、エグジット・ステート・メッセージのタイプです。
– 情報
情報だけのメッセージであり、ユーザが行なわなければならない処置はありません。

– 警告
処理の結果に応じた処置をユーザがとる必要があるかもしれないことを知らせます。

– エラー
エントリにエラーがあり、このエラーを修正する必要があることをユーザに知らせます。

– None
メッセージ・タイプを定めない場合。
たとえば、アクション図のロジックによって INVALID_CODE エグジット・ステートを処理する場合に、「コード
が無効です」というメッセージが表示されます。
ほかの例では、CUSTOMER_NOT_FOUND エグジット・ステートは「この顧客はデータベースにありませ
ん」というメッセージに関連付けられています。読取ステートメントの WHEN NOT FOUND に該当顧客なし
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（CUSTOMER_NOT_FOUND）が設定されている場合、要求された顧客はデータベースにありませんがシステ
ム・メッセージ・フィールドに表示されます。

• メッセージ・テキスト
以下の場合に、メッセージの定義および割り当てを行います。
– システム省略時解釈を定義する場合
– 対話フローのダイグラムを作成する場合
– アクション図を定義する場合

エグジット・ステートが発生した場所、理由、経過を、「メッセージ・テキスト」で詳細化してください。エグジット・
ステートのメッセージ・テキストは、80文字以内でなければなりません。

下記の表は、カラー・モニタでのメッセージ・テキストの色特性です。

メッセージ・タイプ 色
  
  
  
  

下記の表は、エグジット・ステート名と、それらのエグジット・ステート名に関連づけられているメッセージ・テキスト
です。

名前 Message_Text
ADD_SUCCESSFUL SALES ORDER ADD SUCCESSFUL
DELETE_UNSUCCESSFUL RECORD NOT FOUND DELETE UNSUCCESSFUL
CUSTOMER_UNKNOWN CUSTOMER DOES NOT EXIST TRY ANOTHER
CREDIT_LIMIT_EXCEEDED DO NOT EXCEED $2000 CREDIT LIMIT
SOM_COMPLETED SALES ORDER MAINTENANCE COMPLETED SUCCESSFULLY

活動状態の言語のエグジット・ステート特性

［エグジット・ステート特性］ダイアログ・ボックスでは、選択したエグジット・ステートに対して指定した言語のメッ
セージ・テキストを定義できます。

ほかのエグジット・ステート特性は、省略時の言語で定義します。「言語定義」を選択する場合は言語を指定してくださ
い。

［エグジット・ステート特性］プッシュ・ボタン

［エグジット・ステート特性］プッシュ・ボタン

このプッシュ・ボタンでは、既存のエグジット・ステートの特性を変更できます。

［エグジット・ステート］プッシュ・ボタン（選択リスト）

「エグジット・ステート」プッシュ・ボタンを選択すると、エグジット・ステートの選択リストが表示されます。そのた
めには、エグジット・ステートを、自動フローに関連づけなければなりません。
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エグジット・ステートの用途

「エグジット・ステートの用途」では、プロシージャ・ステップにエグジット・ステートを割り当てます。［エグジッ
ト・ステートの用途］ダイアログを使うと、下記のことを行えます。

• エグジット・ステートの追加または変更
• エグジット・ステートの特性の指定

たとえば、MAIN MENU と CANCEL ORDER という名前の 2 つのプロシージャ・ステップがあるとします。主メニュー
から注文の取消へのフローを発生させるエグジット・ステートが注文の取消要求として割り当てられます。エグジット・
ステートのメッセージは、「注文が取り消されました」などとします。

［エグジット・ステート用途］ダイアログ

［エグジット・ステートの用途］ダイアログを使うと、エグジット・ステートに値を割り当てたり、エグジット・ステー
トにメッセージを指定できます。エグジット・ステートに割り当てられたメッセージは、そのエグジット・ステートが発
生する際に画面に表示されます。「エグジット・ステートの用途」の選択リストには、システムの省略時解釈値を設定し
たときに入力したビジネス・システムのエグジット・ステートが表示されます。プロシージャ・ステップに使われるエグ
ジット・ステートを選択する必要があります。

エグジット・ステートの概念

１つの対話フローに関連づけたすべてのプロシージャ・ステップには、そのアクション図に最低１つのエグジット・ス
テートが設定されている必要があります。対話設計図における転送とリンクは、フロー・オン・エグジット・ステートに
関連づけられます。このエグジット・ステートによって、ソース・プロシージャ・ステップから宛て先プロシージャ・ス
テップに制御が移されます。リンクの場合は、リターン・オン・エグジット・ステートがソース・プロシージャ・ステッ
プへの制御の復帰に関連づけられます。プロシージャ・ステップが完了すると、NEXTTRANの値に基づいて制御が転送
されます。NEXTTRANの値が評価されたあとで、エグジット・ステートの値が検討されます。プロシージャ・ステップ
に同じ値を持つ２つのエグジット・ステートが割り当てられている場合、リターン・オン・エグジット・ステートがフ
ロー・オン・エグジット・ステートに優先します。

エグジット・ステートの設定方法

エグジット・ステートは下記のいずれかの方法でプロシージャ内に設定されます。

• コマンドの解釈に基づいた方法（PFキーによって設定される場合があります)
• プロシージャ・ステップ内部の処理ロジックによって得られる方法（データ入力に基づいている場合があります）

バックグラウンド・トランザクション（画面のないトランザクション）の場合は、端末ユーザに応答するため、対話フ
ローに関連づけてあるエグジット・ステートを、プロシージャ・ステップ内の画面のあるトランザクションに設定する必
要があります。

［エグジット・ステート］のタイプ

分析段階と外部設計段階には、下記の2タイプのエグジット・ステートを追加できます。

• グローバル・エグジット・ステート
• ローカル・エグジット・ステート（特定のビジネス・システムで作成されるもの）

グローバル・エグジット・ステートは、特定のビジネス・システムには関連づけられません。それらは、ビジネス・シス
テムが存在する前に定義されることもあります。グローバル・エグジット・ステートは、共通アクション・ブロック内で
使われますが、これは、共通アクション・ブロックが同一モデル内にある複数のビジネス・システムで使われる場合があ
るからです。そのため、共通アクション・ブロック内で参照と設定が行なわれるエグジット・ステートは、そのモデル内
にあるすべてのビジネス・システムに使えます。

特定のビジネス・システムに限定されたエグジット・ステートは、任意のアクション図またはアクション・ブロックに定
義されます。これらのエグジット・ステートは、定義されているビジネス・システムにおいてのみ使えます。

エグジット・ステートとそのメッセージを使うときは、「システムの省略時解釈値」のヘルプを参照してください。
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このダイアログ・ボックスには、以下のフィールド情報が含まれます。

• 「エグジット・ステート用途」の選択リスト
この選択リストでは、プロシージャまたはプロシージャ・ステップに関連づけられたエグジット・ステートを表示し
ます。エグジット・ステート名は、その関連メッセージで表示されます。エグジット・ステートの特性の変更、取
消、表示を行なえます。
グローバルとローカルのエグジット・ステートが表示されます。グローバル・エグジット・ステートは、モデル全体
に適用されます。ローカル・エグジット・ステートは、現在のビジネス・システムにのみ適用されます。

アクション図と対話フローのエグジット・ステート

「エグジット・ステート」では、アクション図と対話フロー・のエグジット・ステートを設定します。［エグジット・ス
テート］ダイアログ・ボックスを使用して、以下の操作を行います。

• エグジット・ステートの追加
• エグジット・ステート特性の変更
• エグジット・ステートの検索
• エグジット・ステートのリストの拡大または縮小

############

このプッシュ・ボタンで、選択リストからエグジット・ステートを削除します。

［エグジット・ステート使用箇所］レポートのダイアログ

［エグジット・ステート使用箇所レポート］ダイアログ・ボックスでは、レポート内に表示するエグジット・ステートを
選択できます。

このダイアログ・ボックスでは、そのエグジット・ステートで終了したときに、メッセージを表示するかどうかを示しま
す。

NOTE
注： このレポートは、ビジネス・システムを選択するまで非アクティブ状態です。ビジネス・システムをア
クティブ化するには、CA Gen モデル・ウィンドウにて、［設計］ > ［ビジネス・システムの省略時解釈］ >
［ビジネス・システム］ > ［ダイアグラム］ > ［オープン］の順に選択してください。

NOTE
以下にオプションを示します。

• 「使用するエグジット・ステート」選択リスト
このリストにて、レポートに記載したいエグジット・ステートを選択してください。このレポートに記載されること
がらは、選択したエグジット・ステートを、どのプロシージャ・ステップとプロセスと対話フローと対話フロー（戻
り）と設計段階アクション・ブロックが使用するかです。

• 取消
このボタンを使用すると、変更を実装せずにダイアログ・ボックスが終了します。

• 検索
このボタンは、［検索文字列の入力］フィールドにある文字列の検索を開始します。

• すべて選択
このボタンを使用すると、選択リスト内のすべての項目を同時に選択できます。

• すべての選択解除
このボタンを使用すると、選択されているすべてのオブジェクトの強調表示が解除されます。

• 展開/圧縮
リスト内の項目が圧縮されているときにこのボタンをクリックすると、リストが展開されます。リスト内の項目が展
開されているときにこのボタンをクリックすると、リストが圧縮されます。このように展開と圧縮を切り替えること
により、関連する情報のみを表示することができます。
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展開
「展開」は、選択したテーブルの全オブジェクト（カラム、外部キー、索引、強制）を表示します。

［メニュー設計］ダイアログの［展開］または［圧縮］

「展開/圧縮」で、リスト内で選択した項目の下位メニュー項目を表示するかどうかを切り替えます。［展開/圧縮］はト
グルとして動作します。展開されているビューは圧縮され、圧縮されているビューは展開されます。「展開」では下位オ
ブジェクトが表示され、「縮小」では非表示になります。

リスト内で選択した項目に下位メニュー項目がない場合、「展開/圧縮」は無効です。

［展開/圧縮］プッシュ・ボタン

このプッシュ・ボタンはオンとオフが切り替わります。リスト内の項目が圧縮されているときにこのプッシュ・ボタンを
押すと、リストが展開されます。リスト内の項目が展開されているときにこのプッシュ・ボタンを押すと、リストが圧縮
されます。これにより、必要な情報だけを表示させることができます。

すべての展開

［全ての展開］を選択すると、選択したオブジェクトとその従属オブジェクトが展開されます。

アクション図における全ステートメントの展開

アクション図ツールで定義した隠ぺいステートメントを表示するときは、「全ステートメントの展開」を選択します。各
ステートメントに続く省略記号は、以降のステートメントが隠ぺいされることを示します。

アクション図における全ビューの展開

アクション図ツールの一番上に定義した隠ぺい状態の IMPORT、EXPORT、LOCAL、ENTITY ACTION の各ビューを表
示するときは、「全ビューの展開」を選択します。それぞれの先頭に付いた省略記号は、そのビューが隠ぺいされている
ことを示します。

ダイアグラムの展開

ダイアグラムの従属する隠ぺいオブジェクトを表示するときは、「ダイアグラムの展開」を指定してください。「ダイア
グラムの圧縮」アクションは、ダイアグラム上でオブジェクトが選択されている時点では、活動状態になっていません。
［ダイアグラムの展開］をアクティブにするには、［View （ビュー）］ - ［Deselect All （すべて選択解除）］をクリッ
クします。

「ダイアグラムの展開」の実行条件は下記のとおりです。

• ダイアグラム内のオブジェクトが従属オブジェクトを持っている。
• 従属オブジェクトが圧縮されている。

上記の条件を満たしていれば、「ダイアグラムの圧縮」を選択するとただちに実行されます。
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ダイアグラムの展開 - 全レベル

［ダイアグラムの展開］を選択すると、データ構造リストの全テーブル内の非表示オブジェクトがすべて表示されます。
全レベルの非表示オブジェクト（カラム、外部キー、索引、強制）が表示されます。

テーブル内のオブジェクトの展開

［ダイアグラムの展開］を選択すると、データ構造リストの全テーブル内の非表示オブジェクトがすべて表示されます。
全レベルの非表示オブジェクト（カラム、外部キー、索引、強制）が表示されます。

［展開］プッシュ ボタン

このプッシュ・ボタンは、「インポート/エクスポート・ビューの選択リスト」にて、選択されたエンティティ・ビュー
のすべての属性を隠ぺい状態にします。

NOTE
注： 同じエンティティ・タイプの別々のビューがあり、それらのビューに異なる属性が含まれている場合があ
ります。属性を表示させると、必要な属性セットを持つビューをマッチさせたかどうかを確認するのに役立ち
ます。

［期待効果］ダイアログ
ファンクションまたはプロセスの期待効果を指定することは、その詳細化の一環であり、下記 ２ 作業からなります。

• エンティティ・タイプまたはサブタイプを選択
• アクティビティがエンティティ・タイプまたはサブタイプに対して及ぼす期待効果（作成、更新、読取、削除）を指
定

ダイアログ・ボックスの下端にある選択リストには、エンティティ関係図に定義されているオブジェクトが表示されま
す。このリストから、期待効果の候補とする、エンティティ・タイプまたはサブタイプを選択します。

エンティティ・タイプまたはサブタイプを選択すると、その名前が、ダイアログ・ボックスの上端にある選択リストに表
示されます。以下のうち該当するボタンで、上端にあるリストから項目を選択することにより、期待効果を適用してくだ
さい。

• Create
• Read
• 更新
• 削除

各ボタンはトグル・スイッチとなっており、期待効果の割り当てと除去ができます。

プロセスがどのエンティティにどう影響するか（つまり、作成、削除、更新、読取のいずれをするか）を調べることに
より、期待効果が明らかになります。たとえば受注処理というプロセスは、おそらく、CUSTOMER、ORDER、ORDER
LINE、PRODUCT、PRODUCT STOCK といったエンティティ・タイプのエンティティを読み書きします。つまり下記
のような期待効果をおよぼします。

• 顧客が発注をするので、CUSTOMER を読み取る必要があります。
• ORDERを作成する必要があります。
• 各注文はおそらく複数行におよぶので、ORDER LINE を作成する必要があります。
• 注文には個々の製品を書くので、PRODUCTを読み取る必要があります。
• 発注行に表示されている項目の数だけ製品の在庫数を減らす必要があるので、PRODUCT STOCK を更新する必要が
あります。

期待効果は、［期待効果］選択リストに以下のように表示されます。
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R CUSTOMER

C ORDER

C ORDER LINE

R PRODUCT

U PRODUCT STOCK

• 説明
期待効果の説明を入力できます。 たとえば、「各注文は複数行におよぶ可能性があるため、注文明細を作成する必要
があります」と記述します。

• 削除
期待効果リストから選択されたエンティティまたはサブタイプを削除します。

• 検索
期待効果に含めることができるエンティティ・タイプおよびサブタイプのリスト内で、特定の項目を検索します。

• クローズ
変更を加えずにダイアログ・ボックスをクローズします。

期待効果のダウンストリーム効果

アクティビティ階層内の基本プロセスに割り当てられた期待効果は、下記２種類の方法で、プロセス・アクション図に自
動的に反映されます。

• いくつかの期待効果を展開することによって
• プロセス合成によるプロセス・アクション図の作成によって

たとえば、「読取」と「削除」という期待効果は、顧客削除プロセス時に CUSTOMER に割り当てられます。上記の
タスクのどちらかを行なったあとも、プロセス・アクション図内のエンティティ・アクション・ビュー・サブセットに
は、CUSTOMER の不特定のビューが入っています。さらに、その中には、ほかの入力データを基にしたほかの従属アク
ションと一緒に、顧客のREADアクションと顧客の DELETE アクションも入っています。

サブタイプの予想成長率

サブタイプの予想成長率は、ある期間におけるサブタイプ・オカレンス数の成長率すなわちある期間に見込まれる増加率
（減少率）を意味します。１日当り、１週当り、１月当り、または１年当りのパーセントで表わします。

ダウンストリーム効果

設計段階では、サブタイプの成長率として指定した数値を基に物理設計が行われます。データベースのデータ・セットの
サイズは、この数値にもとづいて計算されます。また、自動化の費用/利益が最大となる箇所をデータベース設計者が決
定する際にも役立ちます。

サブタイプの予想オカレンス数

サブタイプの予想オカレンス数は、ビジネスにおいて格納すると予想される数です。オカレンスの推定値には下記の ３
種類があります。

• 最小値（min）
• 平均値（avg）
• 最大値（max）
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これらの数値は、過去の記録やビジネス予想をもとに導き出せます。最小値未満の最大値や、最大値を超える平均値は入
力できません。

ダウンストリーム効果

内部設計段階では、サブタイプのオカレンス数として指定した数値をもとに物理的設計をします。データベースのデー
タ・セットのサイズは、この数値にもとづいて計算されます。また、自動化の費用/利益が最大となる箇所をデータベー
ス設計者が決定する際にも役立ちます。

明示バインド・スタイル
明示バインド・スタイルを選択するのは、特定の１サーバを選択する必要がある場合です。開発者は、サーバ選択ユー
ザ・エグジットの中にコードを与えることにより、サーバを選択しバインド・ハンドルを返すようにしなければなりませ
ん。

アクション図の指数
指数は、べき乗計算を行なう算術式の右上に書かれる記号「**」です。

値と算術演算子を使って、数値リテラルと数値属性値を結合して算術式を作ります。

エクスポート・マッチ
呼び出されるアクション・ブロックのエクスポート・ビューを、呼び出すアクション・ブロックの提供元ビューにマッチ
ングするには、「エクスポート・マッチ」を選択してください。

エクスポート・エンティティ・ビュー

このドロップダウン・リストでは、画面表示に備えてアクション図がデータを置くエンティティ・ビューを指定しま
す。ドロップダウン・リストに含まれるのは、プロシージャ・ステップに対して定義されているエクスポート・エンティ
ティ・ビューです。（ウィンドウまたはダイアログ・ボックスを設計している対象のプロシージャ・ステップ。）リスト
には、反復グループ・ビューのエンティティ・ビューのみが含まれています。

表示されたエクスポート・エンティティ・ビューの属性が、属性選択リストに表示されます。別のエクスポート・エン
ティティ・ビューを選択すると、リストが更新されます。

ファイルが見つかりません
モデル・ディレクトリの checkout.trn ファイルが見つかりませんでした。

モデルのパスが正しいこと、およびファイルがモデル・ディレクトリに存在することを確認した後、［再実行］をクリッ
クします。

NOTE
注： ［キャンセル］をクリックすると、チェックアウト操作が停止されます。

無効なビュー名
このエラー・メッセージは、ビュー名が無効であることを示します。ビュー名には特殊文字は使用できません。ただし、
属性名を含めるためだけであればビュー名にドット（.）を使用できます。ビュー名自体にドット（.）を使用するのは無
効です。
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［メッセージ・ボックス］ノード
［メッセージ・ボックス］ノードでは、ビジネス・システム全体のメッセージ・ボックスの表示特性を指定することがで
きます。このノードは、メッセージ・ボックス内の以下の要素にカスタム表示特性を割り当てます。

• ダイアログ・ボックス
• メッセージ・テキスト
• ［了解］ボタン
• ［取消］ボタン
• ［はい］ボタン
• ［いいえ］ボタン
• ［アボート］ボタン
• ［再試行］ボタン
• ［無視］ボタン

NOTE
注： メッセージ・ボックスは、最大 3 つのボタンで構成されます。

メッセージ・ボックスの各要素にカスタム表示特性を割り当てることによって、ブラウザに表示されるメッセージ・ボッ
クスの見た目を変更できます。［メッセージ・ボックス］ノードでは、実行時のメッセージ・ボックスの幅と高さを指定
できます。

［自動］チェックボックスがオンになっていると、実行時の省略時解釈のサイズがメッセージ・ボックスに適用されま
す。Java ランタイムは、メッセージ・テキストの長さに基づいて、メッセージ・ボックスの高さおよび幅を割り当てま
す。

メッセージ・ボックス内の要素のカスタム表示特性を選択できます。

以下の手順に従います。

1. ビジネス・システム内の［詳細］-［表示特性］を選択します。
［省略時表示特性］ダイアログ・ボックスが表示されます。

2. ［メッセージ・ボックス］ノードを選択します。
［メッセージ・ボックス］パネルが表示されます。

3. 要素を選択し、［選択］をクリックします。
［カスタム表示特性の選択］ダイアログ・ボックスが表示され、カスタム表示特性が表示されます。

4. 必要なカスタム表示特性を選択し、［了解］をクリックします。
システムにより変更が保存され、［カスタム表示特性の選択］ダイアログ・ボックスを閉じます。

5. メッセージ・ボックス内の各要素に対して、手順 3 および 4 を繰り返します。
6. ［了解］をクリックして、［メッセージ・ボックス］ウィンドウを閉じます。

メッセージの説明
このメッセージは各種のLU6.2/APPC通信状況から出されます。通常、TIRM700E - TIRM799Eの範囲のメッセージは、
通信サービスの障害を示します。修正プロシージャは、診断情報なしでリストすることが困難です。通常、通信ネット
ワークについて管理者に問い合わせ、エラーを報告しなければなりません。管理者は、問題を診断し、LU6.2/APPCベン
ダと協力して問題を解決することができます。

Windowsコミュニケーション・マネージャに利用可能なドキュメントには、通信の問題判定の説明があります。このド
キュメントでは、利用可能なトレース・サービスとダンプ・サービスについて説明しています。ユーザは、ネットワーク
管理者に連絡がつかない場合、このドキュメントを読んでからLU6.2/APPCベンダに問い合わせるとよいでしょう。

一般的な問題解決については、下記を確認してください。
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• Windowsコミュニケーション・マネージャが正しく構成されているかどうか
• CA Genコミュニケーション・ブリッジが正しく構成されているか。
• クライアント・マネージャが正しく動作しているかどうか
• エコー・テストが、コミュニケーション・ブリッジ・ワークステーションとホスト・プラットフォームとの間で正常
終了しているかどうか

• VTAMが正しく構成されているかどうか
• CICSが正しく構成されているかどうか
• NCPが正しく構成されているかどうか
• ロード・モジュールをクリア・スクリーン・トランザクション・コードで起動しようとする前に、そのロード・モ
ジュールが存在することを確認してください。（CICSに対してトランザクション・コードを定義することは可能です
が、CICSに関連付けたロード・モジュールを指定することは不可能です）。

メッセージの説明 700
このメッセージは各種のLU6.2/APPC通信状況から出されます。通常、TIRM700E - TIRM799Eの範囲のメッセージは、
通信サービスの障害を示します。修正プロシージャは、診断情報なしでリストすることが困難です。通常、通信ネット
ワークについて管理者に問い合わせ、エラーを報告しなければなりません。管理者は、問題を診断し、LU6.2/APPCベン
ダと協力して問題を解決することができます。

一般的な問題解決については、下記を確認してください。

• LU6.2/APPCが正しく構成されているか。
• CA Genコミュニケーション・ブリッジが正しく構成されているか。
• クライアント・マネージャが正しく動作しているかどうか
• エコー・テストが、コミュニケーション・ブリッジ・ワークステーションとホスト・プラットフォームとの間で正常
終了しているかどうか

• VTAMが正しく構成されているかどうか
• CICSが正しく構成されているかどうか
• NCPが正しく構成されているかどうか
• 起動する前に、ロード・モジュールが存在することを確認してください。（CICS に対してトランザクション コー
ドを定義することはできますが、CICS に関連付けたロード・モジュールを指定することはできません。ロード・モ
ジュールの存在を検証するには、CICSコマンドCEMTS PROGRAM（名前）NEWが通常のリターン・コードを持つ
ことを確認してください。

メッセージの説明 800
LU6.2通信のさまざまな状況で、このメッセージが表示されます。通常、TIRM800E - TIRM899Eの範囲のメッセージ
は、コミュニケーション・ブリッジ上またはホスト通信コードでのロジックに関する問題を示します。修正プロシージャ
は、診断情報なしでリストすることが困難です。通常、通信ネットワークについて管理者に問い合わせ、エラーを報告し
なければなりません。管理者は問題を分析し、LU6.2のベンダと協力して問題の解決にあたります。

一般的な問題解決については、下記を確認してください。
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• LU6.2/APPCが正しく構成されているか。
• コミュニケーション・ブリッジが正しく構成されているか。
• クライアント・マネージャが正しく動作しているかどうか
• エコー・テストが、コミュニケーション・ブリッジ・ワークステーションとホスト・プラットフォームとの間で正常
終了しているかどうか

• 指定されたトランザクション・コードは、CA Gen ソフトウェアで生成された協調サーバ・アプリケーションに関連
付けられています。トランザクション・コードを、CA Gen で生成されないサーバ・アプリケーションに関連づける
ことはできません。

• VTAMが正しく構成されているかどうか
• CICSが正しく構成されているかどうか
• NCP が正しく構成されているか

メッセージ・テーブル名
メッセージ・テーブルには、ブロック・モード・アプリケーション用と GUI アプリケーション用の基本的な実行時エ
ラー・メッセージが含まれています。エラー・メッセージは、日付のフォーマット誤りや範囲外/ドメイン外といった状
態を知らせるもの、その他の操作に関するメッセージなどがあります。

GUI メッセージ・テーブル

GUI メッセージ・テーブル名で、必要な言語サポートに対応する特定のメッセージ・テーブルを指します。ファイル名
フォーマットは、Microsoft Windows の規約 __guiw.rc に従います。

このファイル名の「gui」の左の２文字で、そのファイルでサポートされる言語を示します （ファイルは、GUI ランタイ
ムと一緒にインストールされます）。

付属している実行時メッセージには、下記の対応する言語コードがあります。

言語 コード
アラビア語 AR
デンマーク語 DA
オランダ語 DU
フィンランド語 FI
フランス語 FR
ドイツ語 GE
ヘブライ語 HB
イタリア語 IT
ノルウェー語 NO
スペイン語 SP
スウェーデン語 SW

ファイル名の拡張子として、「.rc」を入力しないでください。入力できるのは、たとえば「frguiw」といったファイル名
か、2 文字のコードのみです。

2 文字のコードを入力する場合、CA Gen ではユーザのプラットフォームを使用して、ファイル名の残りの部分（ファイ
ル拡張子なし）を提供します。

ファイル名も言語コードも入力しない場合は、省略時名が使用されます。省略時ファイル名は、「wrguiw.rc」です。

アプリケーションの作成を成功させるには、生成の前に、指定されたファイルがシステム上に存在している必要がありま
す。そうしないと、ビルド・エラーが発生します。エラー出力ファイルを調べて、エラー・メッセージを見つけてくださ
い。
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ブロック・モード・メッセージ・テーブル

ブロック・モード・アプリケーションの実行時エラー・メッセージは、ユーザ・エグジットTIRMTQBのテーブル内に
コード化されています。引き渡し時に、エグジットにはDEFAULTという名前の英語メッセージのテーブルが１つ含まれ
ます。テーブルごとに一意の名前をつけて、英語以外の実行時エラー・メッセージを含むテーブルを追加してもかまいま
せん。また、DEFAULTテーブルを英語以外の言語の変換テーブルにすることもできます。

この言語において実行時エラー・メッセージの表示に使いたいテーブル名を「メッセージ・テーブル名」フィールドに指
定してください。

詳細情報

英語以外の実行時メッセージを必要とする場合

［メソッド特性］ダイアログ・ボックス
このダイアログ・ボックスでは、Client、CoClass、および Client Interface Typelib の UUID を変更できます。

これらの UUID は、（１）UUID 入力フィールドのいずれかに UUID を手動で入力するか、（２）［新規 UUID］ボタン
をクリックして一連の新規 UUID を自動作成することにより、指定変更ができます。

これら入力フィールドで、前回生成したメソッドから UUID を入力でき、生成したいメソッドとのコミュニケーションが
確立されます。

UUID が必要なのは、ActiveX/COM プロキシのみです。

［MFS制御ブロック］ダイアログ
［MFS制御ブロック］ダイアログは、IMS Message Format Services（MFS）のコード生成プログラムで使う制御ブロッ
クの名前を指定します。

制御ブロックでは、画面上のどこに情報を保管するか、情報をどのように表示するかを処理します。ユーザ・アプリケー
ションでは、画面上のどこに情報を保管するか、情報をどのように表示するかを直接制御しなくても、画面フォーマット
を使えます。

詳細は、個々のコントロールのヘルプを参照してください。

［MFS装置構成］ダイアログ
［MFS 装置構成］ダイアログ・ボックスでは、アプリケーションがサポートする装置がメッセージ形式サービス
（MFS）に表示されるように指定します。CA Gen コード・ジェネレータは、選択した装置をサポートするソース・コー
ドを生成します。ソース・コードには、拡張属性、行数、列数の指定が含まれています。

注： 画面設計とコード・ジェネレータでは、24 行 x 80 字（1 行あたり）の最大画面サイズをサポートしています。

［拡張属性］ドロップダウン・リストでは、デバイス用の拡張属性を指定します。以下の選択肢を利用できます。

• Yes
強調表示と色をサポートするソース・コードが生成されます。

• No
このデバイスをサポートするソース・コードコードは生成されません。

• 強調表示のみ
下線、反転、点滅を含む強調表示をサポートするソース・コードが生成されます。

• 色のみ
ソース・コードが生成され、カラー表示の装置のみをサポート

 771



 CA Gen - 86JP - Japanese - Japan

このダイアログ・ボックスでの指定は、［環境パラメータ］ダイアログ・ボックスの［拡張属性のサポート］チェック・
ボックスを指定変更します。装置の拡張属性を指定したい場合は、コード生成ツールで該当するコードを生成します。こ
れは、［拡張属性サポート］チェック・ボックスの選択に無関係に実行されます。

NOTE
注： MFS では、テーブルを検査することにより、装置で拡張属性がサポートされるかどうかを判別します。こ
のテーブル内のエントリによっては、「拡張属性サポート」オプションの設定が無効になります。表示装置に
拡張属性のサポート機能がないというエントリがある場合は、拡張属性のサポートを指定しても、使用中のア
プリケーションから拡張属性を送ることはできません。

MFS装置の選択リスト
MFS装置の選択リストでは、Message Format Service（MFS）がサポートする標準の装置タイプが指定されています。
タイプ以外の列にあるすべての情報は変更可能です。ダイアログのその他の項目を使って所定の情報を指定してくださ
い。

選択リストに表示の指定済み情報を参照してから、［了解］プッシュ・ボタンを選択するか別の装置タイプを選んでくだ
さい。

Microsoft SQL データ/ログ装置の特性
新しいデータやログ装置の追加や既存のデータやログ装置の特性の変更の詳細については、Microsoft 提供の SQL サーバ
のマニュアルを参照してください。また、Microsoft の Web サイト http://technet.microsoft.com/ でも情報を入手できま
す。

Microsoft SQL索引の省略時解釈
Microsoft SQL Index にデフォルト値を設定する方法については、Microsoft 提供の SQL サーバのマニュアルを参照して
ください。また、Microsoft の Web サイト http://technet.microsoft.com/en-us でも情報を入手できます。

Microsoft SQLサーバ データベース省略時解釈
Microsoft SQL サーバに TD のデフォルト値を設定する方法については、Microsoft 提供の SQL サーバのマニュアルを参
照してください。また、Microsoft の Web サイト h ttp://technet.microsoft.com/ でも情報を入手できます。

Microsoft SQL サーバ・データベースの特性
データベースへの特性の追加や既存のデータベースの特性の変更の詳細は、Microsoft提供のSQLサーバのマニュアルを
参照してください。また、MicrosoftのWebサイトhttp://technet.microsoft.com/でも情報を入手できます。

Microsoft SQLサーバ索引の特性
テーブルの索引特性の変更の詳細については、Microsoft 提供の SQL Server のマニュアルを参照してください。ま
た、Microsoft の Web サイト http://technet.microsoft.com/ でも情報を入手できます。

Microsoft SQL サーバ・テーブルの特性
データベースのテーブルの特性の変更の詳細は、Microsoft提供のSQLサーバのマニュアルを参照してください。ま
た、MicrosoftのWebサイトhttp://technet.microsoft.com/でも情報を入手できます。
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MID
［MID］では、MFS 画面コードのコード生成プログラムで使うメッセージ入力記述子（MID）の名前を指定します。
［MID］では、ユーザ・アプリケーションに適したフォーマットで入力メッセージを記述します。

PSB 名には以下の制限事項があります。

• 英文字と数字が使えます。
• 先頭文字は英文字ある必要があります。
• ブランクと下線が使えます。ほかの特殊文字は使えません。
• 名前の長さは、8 文字以内である必要があります。
• 各ビジネス･システム内で、ほかの制御ブロックと各画面に対して一意な名前でなければなりません。

［最小化ボタン］チェック・ボックス
「最小化ボタン」チェック・ボックスで、ウィンドウまたはダイアログ・ボックスに最小化ボタンを表示するかどうかを
指定します。生成されたアプリケーションの実行時に、最小化ボタンはウィンドウまたはダイアログ・ボックスをアイコ
ンにします。（設計時のツールセットでは、最小化ボタンはウィンドウまたはダイアログ・ボックスをアイコンにしませ
ん。）アイコンは、デスクトップに許可されたウィンドウまたはダイアログ・ボックスの最も小さな UI です。

ウィンドウの省略時解釈値は［はい］です。このチェック・ボックスは、ダイアログ・ボックスには適用されません。

Minimized 特性

使用法 Minimized (String)
説明 ウィンドウの最小化状態を設定、または検索します。
引数 ウィンドウの新しい最小化状態となる文字列値。「True」の値は

、ウィンドウが最小化されていることを示します。
戻り値 この特性が戻す文字列値は、ウィンドウの最小化状態を示します

。「True」の値は、ウィンドウが最小化されていることを示しま
す。

Minimum
Minimum 関数は、指定された属性または式の最小値を返します。目標プラットフォーム（DBMS）の照合シーケンスに
よって値が判別されます。

減算の算術演算子
減算は、引き算を行なう算術演算子です。

値と算術演算子を使って、数値リテラルと数値属性値を結合して算術式を作ります。

アクション図のその他の式
詳しくは該当する関数を選択してヘルプを参照してください。
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• 右かっこ ')'
• AND
• OR
• 関係演算子
• 加算（+）
• 減算（-）
• 乗算（*）
• 指数（**）

File Menu（ファイル メニュー）

「ファイル」を使って、レポートの印刷および名前変更をします。

その他のアクション図の式

詳しくは該当する関数を選択してヘルプを参照してください。

• 右かっこ ')'
• AND
• OR
• 関係演算子
• 加算（+）
• 減算（-）

無作用色
このドロップダウン・リストには、下記の２種類のオブジェクトの表示色がリスト表示されます。

• 作成（CREATE）するアクティビティのないエンティティ・タイプ
• エンティティ・タイプを作成も更新も削除もしないアクティビティ

省略時解釈は濃い赤です。

モデル・ファイル欠落エラー・メッセージ
必要なモデル・ファイル [ファイル名変数を設定] が欠落しているにもかかわらず、保存が正常に完了しようとしていま
す。したがってこのモデルはエンサイクロペディアにはチェックインできません。「新規モデルの作成」をしなければな
りません。すぐに担当者に連絡してください。

下記のことが起きている可能性があります。

• オブジェクトに対してプロテクションが正しく働いておらず、そのあとでそのオブジェクトが削除された。
• ホスト・エンサイクロペディアから情報が正しくダウンロードされていない。
• トランファイルの作成時に不正なobj_idが指定されている。

担当者に連絡してください。

ラジオ・ボタンの「ニーモニック」
「ニーモニック」では、ユーザがキーボードでラジオ･ボタンを選択するための１文字を指定します。生成後のアプリ
ケーションでは、カーソルが入力フィールド内またはリスト・ボックス内にあると、ニーモニックによる選択は無効にな
ります。ニーモニックはアクセレレータ設定にかかわらず ALT キーと共に機能します。
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ニーモニックには、下記の制限があります。

• プロンプト内の文字でなければなりません。
• プロンプト内の文字の大・小文字の使い分けと一致していなければなりません。
• ニーモニックは、サブメニューを除くすべてのコントロールに対して、ウィンドウまたはダイアログ・ボックス内
で、一意でなければなりません。一意でなければなりません（大・小文字も区別します）。

CA Gen ナビゲーション図ツールは、大小文字の要件を強制します。ほかと重複しないという条件は、アプリケーション
実行時にオペレーティング・システムがチェックします。

NOTE
注： UNIX アプリケーションの場合、ニーモニックを適用できるのは、選択可能なメニュー・オプションに限
られます。

リスト・オカレンスのラジオ・ボタンのニーモニック
ニーモニックで、ユーザがキーボードでリスト・オカレンス・ラジオ・ボタンを選択するのに使う１文字を指定します。
生成後のアプリケーションでは、カーソルが入力フィールド内またはリスト・ボックス内にあると、ニーモニックによる
選択は無効になります。ニーモニックはアクセレレータ設定にかかわらず ALT キーと共に機能します。

ニーモニックには、下記の制限があります。

• プロンプト内の文字でなければなりません。
• プロンプト内の文字の大・小文字の使い分けと一致していなければなりません。
• ニーモニックは、サブメニューを除くすべてのコントロールに対して、ウィンドウまたはダイアログ・ボックス内
で、一意でなければなりません。一意でなければなりません（大・小文字も区別します）。

ナビゲーション図は、大小文字の要件を強制します。ほかと重複しないという条件は、アプリケーション実行時にオペ
レーティング・システムがチェックします。

NOTE
注： UNIX アプリケーションの場合、ニーモニックを適用できるのは、選択可能なメニュー・オプションに限
られます。

下位メニュー項目の「ニーモニック・キー」
「ニーモニック･キー」で、ユーザがキーボードで下位メニュー項目を選択するのに使う１文字を指定します。生成アプ
リケーションでは、ニーモニックで選択できるのは、カーソルがその下位メニューにある場合だけです。

ニーモニックには、下記の制限があります。

• 下位メニューに含まれる文字でなければなりません。
• 下位メニュー内の文字の大・小文字の使い分けと一致していなければなりません。
• 下位メニュー内でほかと重複していてはなりません。一意でなければなりません（大・小文字も区別します）。

ナビゲーション図は、大小文字の要件を強制します。ほかと重複しないという条件は、アプリケーション実行時にオペ
レーティング・システムがチェックします。

NOTE
注： UNIX アプリケーションの場合、ニーモニックを適用できるのは、選択可能なメニュー・オプションに限
られます。

チェック・ボックスの「ニーモニック・キー」
「ニーモニック・キー」にて、ユーザがチェック・ボックスをキーボードで選択する際に使える、１つの文字を指定しま
す。生成後のアプリケーションでは、カーソルが入力フィールド内またはリスト・ボックス内にあると、ニーモニックに
よる選択は無効になります。ニーモニックはアクセレレータ設定にかかわらず ALT キーと共に機能します。
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ニーモニックには、下記の制限があります。

• プロンプト内の文字でなければなりません。
• プロンプト内の文字の大・小文字の使い分けと一致していなければなりません。
• ニーモニックは、サブメニューを除くすべてのコントロールに対して、ウィンドウまたはダイアログ・ボックス内
で、一意でなければなりません。一意でなければなりません（大・小文字も区別します）。

ナビゲーション図は、大小文字の要件を強制します。ほかと重複しないという条件は、アプリケーション実行時にオペ
レーティング・システムがチェックします。

NOTE
注： UNIX アプリケーションの場合、ニーモニックを適用できるのは、選択可能なメニュー・オプションに限
られます。

リスト・オカレンスの「ニーモニック・キー」のチェック・ボックス
「ニーモニック・キー」にて、ユーザがキーボードでリスト・オカレンス・チェック・ボックスを選択に使う１文字を
指定します。生成後のアプリケーションでは、カーソルが入力フィールド内またはリスト・ボックス内にあると、ニーモ
ニックによる選択は無効になります。ニーモニックはアクセレレータ設定にかかわらず ALT キーと共に機能します。

ニーモニックには、下記の制限があります。

• プロンプト内の文字でなければなりません。
• プロンプト内の文字の大・小文字の使い分けと一致していなければなりません。
• ニーモニックは、サブメニューを除くすべてのコントロールに対して、ウィンドウまたはダイアログ・ボックス内
で、一意でなければなりません。一意でなければなりません（大・小文字も区別します）。

ナビゲーション図は、大小文字の要件を強制します。ほかと重複しないという条件は、アプリケーション実行時にオペ
レーティング・システムがチェックします。

NOTE
注： UNIX アプリケーションの場合、ニーモニックを適用できるのは、選択可能なメニュー・オプションに限
られます。

「メニュー項目特性」の「ニーモニック・キー」
「ニーモニック・キー」にて、ユーザがキーボードでメニュー項目を選択するのに使う１文字を指定します。生成後のア
プリケーションで、ニーモニックで選択できるのは、カーソルがメニュー・バーにあるときだけです。

ニーモニックには、下記の制限があります。

• メニュー項目に表示されるテキストに含まれる文字でなければなりません。
• メニュー項目での文字の大・小文字の使い分けと一致していなければなりません。
• 下位メニューを除くすべてのコントロールで、ニーモニックはウィンドウ内で一意である必要があります。一意でな
ければなりません（大・小文字も区別します）。

ナビゲーション図は、大小文字の要件を強制します。ほかと重複しないという条件は、アプリケーション実行時にオペ
レーティング・システムがチェックします。

NOTE
注： UNIX アプリケーションの場合、ニーモニックを適用できるのは、選択可能なメニュー・オプションに限
られます。

プッシュ・ボタンの「ニーモニック・キー」
「ニーモニック・キー」（Mnemonic Key）にて、ユーザがプッシュ・ボタンをキーボードで選択するのに使える、１つ
の文字を指定します。生成後のアプリケーションでは、カーソルが入力フィールド内またはリスト・ボックス内にある
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と、ニーモニックによる選択は無効になります。ニーモニックはアクセレレータ設定にかかわらず ALT キーと共に機能
します。

ニーモニックには、下記の制限があります。

• ニーモニックは、プッシュ・ボタンに表示されるテキスト内の 1 文字でなければなりません。
• ニーモニックは、プッシュ・ボタン上の文字と大・小文字の区別が一致しなければなりません。
• ニーモニックは、サブメニューを除くすべてのコントロールに対して、ウィンドウまたはダイアログ・ボックス内
で、一意でなければなりません。一意でなければなりません（大・小文字も区別します）。

ナビゲーション図は、大小文字の要件を強制します。ほかと重複しないという条件は、アプリケーション実行時にオペ
レーティング・システムがチェックします。

NOTE
注： UNIX アプリケーションの場合、ニーモニックを適用できるのは、選択可能なメニュー・オプションに限
られます。

MOD
「MOD」では、MFS画面コードのコード生成プログラムで使うメッセージ出力記述子（MOD）の名前を指定します。
「MOD」では、ユーザ・アプリケーションに適したフォーマットで出力メッセージを記述します。

PSB 名には以下の制限事項があります。

• 英文字と数字が使えます。
• 先頭文字は英文字ある必要があります。
• ブランクと下線が使えます。ほかの特殊文字は使えません。
• 名前の長さは、8 文字以内である必要があります。
• 各ビジネス･システム内で、ほかの制御ブロックと各画面に対して一意な名前でなければなりません。

モーダリティ - 「アプリケーション・モーダル」
「アプリケーション・モーダル」を選択すると、そこでの操作を完了しなければユーザが先に進めない、ウィンドウまた
はダイアログ・ボックスとなります。

「アプリケーション・モーダル」は、ダイアログ・ボックスまたはウィンドウが、ユーザが従うべき固定手順の中の１操
作である場合に選択します。

「アプリケーション・モーダル」は、どのタイプのウィンドウまたはダイアログ・ボックスに対しても選択できます。

アプリケーション・モーダルの典型例は、削除確認ダイアログ・ボックスです。削除確認ボックスは、ユーザに対して、
選択したオブジェクトを本当に削除してよいか確認を求めます。ユーザは、これに答えない限り、ほかのダイアログ・
ボックスやウィンドウを操作できません。

リスト・オカレンス・フィールドのダウンストリーム効果とモーダリティ

ダイアログ・ボックスのモーダリティによって、GUIアプリケーションの実行中のダイアログ・ボックスの作用が決まり
ます。モーダリティの文脈では、ダイアログ・ボックスにリスト・オカレンス・フィールドがあることも作用に影響しま
す。

要約すると、モーダリティのタイプは、モーダル、モードレス単一、モードレス複数です。リスト・オカレンス・フィー
ルドは、つねに、反復グループ・ビューのデータに基づきます。グループ・ビューは反復でなければならず、リスト・
ボックスでなければなりません。

モーダリティ、リスト・オカレンス・フィールド、作用の関係を下記に示します。この説明の対象は主ダイアログ・ボッ
クス以外であり、主ウィンドウと主ダイアログ・ボックスには当てはまりません。

モーダリティがモーダルまたはモードレス単一であるダイアログ・ボックス
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このタイプのダイアログ・ボックスでは、リスト・オカレンス・フィールドのデータは下記のようになります。

• プロシージャ・ステップの実行終了時に自動的に更新されます。
• つねに、リスト・ボックス内の先頭の選択行を反映します。最初の選択行が変化すると、フィールドのデータもそれ
に合わせて変更されます。

印が付いている末尾の項目が作用を表わしています。行が選択されなかった場合、ダイアログ・ボックスは自動的に閉じ
ます。アクション図ロジックまたはユーザによる対話操作によって選択を解除できます。いずれも結果は同じであり、プ
ロシージャ・ステップの実行が完了した時点でダイアログ・ボックスが閉じます。

モーダリティがモードレス複数であるダイアログ・ボックス

このタイプのダイアログ・ボックスでは、リスト・オカレンス・フィールドのデータは下記のようになります。

• ダイアログ・ボックスが初めて表示された時点の最初の選択行を反映します。
• 最初の選択行が変化しても、自動的には変更されません。

行が選択されなかった場合でも、ダイアログ・ボックスは自動的には閉じません。モードレス複数とモーダル/モードレ
ス単一とのこの違いに注意してください。

ただし、モードレス複数ダイアログ・ボックスが閉じる条件が、２つあります。つまり下記の条件のいずれかが真の場
合、ダイアログ・ボックスは自動的に閉じます。

• リスト・ボックスの反復グループ・ビューのカージナリティが、現在表示されているデータのカージナリティより小
さい場合

• 反復グループ・ビューが空になった場合

この２条件は、条件を満たすリスト・ボックスがいくつあっても、その最初のリスト・ボックスに適用されます。たと
えば、リスト・ボックスが２つあるウィンドウがあり、各リスト・ボックスに異なる反復グループ・ビューが表示されて
いるとします。いずれかの反復グループ・ビューがいずれかの条件を満たすと、ダイアログ・ボックスは自動的に閉じま
す。

モーダリティ - 「モードレス、複数インスタンス」
「モードレス、複数インスタンス」を選択すると、そのダイアログ・ボックスまたはウィンドウは、表示されたままで
ユーザがほかのダイアログ・ボックスまたはウィンドウにアクセスできるものになります。

「複数インスタンス」とは、ウィンドウまたはダイアログ・ボックスを一時点で複数個表示できることを表わしていま
す。

「モードレス、複数インスタンス」は、下記のような場合に選択します。

• ユーザが、そのデータに関する後続の操作を、すぐには行なう必要がない場合
• そのリスト・オカレンス値（データ）が入っているダイアログ・ボックスまたはウィンドウを、複数個開けると便利
である場合

「モードレス、複数インスタンス」は、すべてのウィンドウとダイアログ・ボックスに対して選択できます。このタイプ
のウィンドウまたはダイアログ・ボックスのほとんどには、リスト・オカレンスの詳細が表示されます。同じ［モードレ
ス、複数インスタンス］ダイアログ・ボックスの別々のインスタンスが同時に表示できるのは、リスト・オカレンスの1
つのインスタンスの詳細だけであることに注意してください。

たとえば、ユーザが主ウィンドウで顧客リストを検索しているとします。このユーザは、リスト・オカレンスを選択す
ることにより、その顧客の詳細を「モードレス、複数インスタンス」ダイアログ・ボックスに表示できます。選択した顧
客に関する情報は、ユーザが主ウィンドウに戻って顧客リストをスクロールする間も表示されたままになるので、便利で
す。

このダイアログ・ボックスはモードレスかつ複数インスタンスであるため、顧客情報が入ったダイアログ・ボックスを複
数個表示できます。最初の顧客に関する情報を表示したままで、２番目の顧客を選択できます。そのため、ユーザは、複
数の顧客の詳細情報を比較できます。
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モーダリティ - 「モードレス、単一インスタンス」
「モードレス、単一」を選択すると、そのダイアログ・ボックスまたはウィンドウは、表示されたままでユーザがほかの
ダイアログ・ボックスまたはウィンドウにアクセスできるものになります。つまりモードレス、単一インスタンスのダイ
アログ・ボックスとは、一時点で１つしか表示できないダイアログ・ボックスをいいます。

「モードレス、単一インスタンス」は、下記のような場合に選択します。

• ユーザが、そのデータに関する後続の操作を、すぐには行なう必要がない場合
• そのリスト・オカレンス値（データ）が入っているダイアログ・ボックスを、１つだけ開くことが妥当である場合

「モードレス、単一インスタンス」ラジオ・ボタンは、ダイアログ・ボックスに対してのみ選択できます（モードレス・
ウィンドウが必要な場合は、「モードレス・ウィンドウの設計に関するヒント」を選択してください）。

たとえば、ユーザが主ウィンドウで顧客リストを検索しているとします。［追加］プッシュ・ボタンを選択すると、新し
い顧客を追加できます。［顧客の追加］ダイアログ・ボックスが「モードレス、単一インスタンス」の場合、ユーザは、
「顧客の追加」ダイアログ・ボックスを開いてから主ウィンドウに戻り、顧客リストをスクロールしたのち「追加」トラ
ンザクションを完了できます。この場合、［顧客の追加］ダイアログ・ボックスは一時点で１つしか表示できません。つ
まり、ユーザは、顧客を追加してからでなければ、別の［顧客の追加］ダイアログ・ボックスを開けません。

２番目の「顧客の追加」トランザクションを開始した時点で、最初の新規顧客に関する情報が置き換わります。

モードレス主ウィンドウの設計に関するヒント

アプリケーションに「モードレス、単一インスタンス」の主ウィンドウが必要な場合、ワーク・セット・ビューとフラグ
でそれを実現できます。

常時開かれているモードレス・ウィンドウ（メイン・メニュー）が必要であると仮定します。メイン・メニューには、
モードレス・ウィンドウを持つほかのプロシージャ・ステップを呼び出すための、複数のメニュー項目（副ウィンドウ）
があります。ここでの目標は、メイン・メニューを表示したままで、メイン・メニューから副ウィンドウを呼び出し、副
ウィンドウのメニュー項目を不活性化することです。

副ウィンドウが呼び出されるメニュー項目ごとに、モードレス・フラグ用のワーク・セット・ビューを作成します。必
要なら、CA Gen提供のフラグを使用できます。フラグにデータが入っているとき、メニュー項目は不活性化されていま
す。フラグにデータが入っていないとき、メニュー項目は活性化されています（選択可能）。モードレス・フラグ用の読
取専用フィールドを、メイン・メニュー・ウィンドウ内の、ユーザには表示されないエリアに配置します。たとえば、メ
イン・メニュー・ウィンドウのサイズを拡大して、片側にこのフィールドを配置してから、フィールドが見えなくなる大
きさにウィンドウを縮小します。

メイン・メニューのプロシージャ・ロジックで、ロジックの終了前に、メニュー項目のCASE OF COMMAND構文で、
モードレス・フラグに"Y"を設定します。メイン・メニューのプロシージャ・ステップが実行を完了すると、このフラグ
がメイン・メニュー・ウィンドウに設定されます。これにより、そのメニュー項目が不活性化されます（ぼかし表示にな
ります）。これで、メイン・メニュー・ウィンドウと副ウィンドウの両方が、画面に表示されるようになりました。ただ
し、ユーザは、メイン・メニューからこのメニュー項目を選択して、副ウィンドウを表示したまま、その副ウィンドウを
呼び出すことはできません。

副ウィンドウのプロシージャ・ロジックで、モードレス・フラグにブランクを設定し、ロジックの実行が完了したらリン
ク・フローでフラグを戻します。リンク・フローのリターン・オン特性を「先実行型」と指定します。こうすると、メイ
ン・メニューのロジックによって、入力モードレス・フラグを出力モードレス・フラグに移動できます。そのあと、モー
ドレス・フラグがブランクになり、メイン・メニューのメニュー項目が再び活性化されます。

なお、モードレス主ウィンドウを呼び出すメニュー項目ごとに、一意なモードレス・フラグを使わなければなりません。
また、副ウィンドウの定義からシステム・メニュー・コントロールを除去しておかなければなりません。さもないと、リ
ターン・オン・フローを使わずに、ユーザが副ウィンドウを閉じることができるようになってしまいます。
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［モード］ドロップダウン・リスト
このドロップダウン・リストで、プロセス合成に使うアクション対話の種類を示します。下記のモードのどれかを選択し
てください。

Create サブジェクト・エンティティ・タイプのオカレンスを作成します
。また、直結エンティティ・タイプの作成または読取を、必要に
応じて行ないます。

Read サブジェクト・エンティティ・タイプのオカレンスを検索し、そ
の内容をエンティティ・アクション・ビューに配置します。また
、関係を識別する場合は、直結エンティティ・タイプを読み取り
ます。

更新 サブジェクト・エンティティ・タイプのオカレンスを読み取って
から更新します。また、関係を識別する場合、直結エンティティ
・タイプの読取、関連づけ、解消、または転送を行います。

削除 データベースから、サブジェクト・エンティティ・タイプのオカ
レンスを、読取したのち削除します。また、必要に応じて、直結
エンティティ・タイプを読み取ります。

リスト サブジェクト・エンティティ・タイプの各オカレンスを読み取り
ます。

モデル
メニューから［モデル］を選択すると、以下のアクションを行うことができます。

アクション 説明
新規モデル 新規モデルを作成します。
モデルを開く 選択されたモデルを活動化します。
モデルを閉じる アプリケーションを実行させたまま、現在のモデルを閉じます。
モデルの複写 選択されたモデルを新規モデルに複写します。
モデルの削除 選択されたモデルをワークステーション・エンサイクロペディア

から除去します。
モデルの名称を変更 モデルのモデル名やローカル名を変更できます。
レポート オンライン・レポートを作成および表示します。
情報 現行モデルに関する詳細情報を表示します。
モデルの保存 モデルを、［オプション］メニューと［パス］メニュー項目で指

定したドライブのディレクトリに格納します。
エンサイクロペディア エンサイクロペディアにアクセスし、モデルの新規作成、チェッ

クイン、チェックアウト、更新、既存サブセットへのオブジェク
トの追加、つまりサブセットへのオブジェクト補足を行います。

設定 いくつかのオプションにアクセスし、１つまたはいくつかのオブ
ジェクトのダイアグラムへの追加、ツールバーとツール・パレッ
トの表示と非表示の選択、ダイアグラム内のテキスト・フォント
の変更、ダイアグラムの背景色の設定、またはメニュー項目の配
列のカスタマイズを行ないます。

最近使用したモデル モデルのリストを表示します。リスト内のモデルを開くには、モ
デル名をクリックしてください。最近使用されたモデルの表示数
は［最近使用モデル一覧の設定］ダイアログ・ボックスで定義さ
れています。
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EXIT アプリケーションを終了します。

［モデル・アクション］ダイアログ
［モデル・アクション］ダイアログ・ボックスでは、更新のための転送のとき、どのアクションをとるかを指定します。
更新するとそのモデルは読取専用になります。

下記の場合にこのダイアログが現れます。

• チェックインによってモデルが更新された。
• チェックインなしでモデルが更新されたが、確認用のトランザクション・ファイル（verify transaction file）を受け取
らなかった。

update.trn ファイルがない場合、「前回の更新の再送」ラジオボタンは選択できません。

確認用のトランザクション・ファイル（verify transaction file）を受け取らなかった場合、「モデルのチェックアウト」
ラジオボタンは選択できません。

詳細は、個々のコントロールのヘルプを参照してください。

［モデルの削除］ダイアログ
［モデルの削除］ダイアログは、削除対象とする既存のモデルの選択リストを表示します。

モデル図の選択ボックス
このボックスには、仕様、インプリメンテーション、または部分タイプ・モデル内の、現在のサブジェクト・エリアがす
べて一覧表示されます。

「サブジェクト・エリアの役割り」とは、そのサブジェクト・エリアの使われ方です。CA Gen が明示的にサポートして
いる役割は下記のとおりです。

• S - 仕様（Specification）
• I - インプリメンテーション（Implementation）
• G - 一般（General）

CA Gen モデルには、「ルート」サブジェクト・エリアが 1 つ含まれます。ほかのすべてのサブジェクト・エリアは、そ
のルート・サブジェクト・エリアに（直接または間接的に）所属しています。その包含関係は、このリスト・ボックス内
では字下げで表わされます。

所定のレベルのサブジェクト・エリアが、仕様、インプリメンテーション、一般、の順に一覧表示されます。役割りごと
に、複数のサブジェクト・エリアがアルファベット順に並びます。詳細については「サブジェクト・エリアの役割り」を
参照してください。

サブジェクト・エリア・リスト・ボックスにはモデル内の利用可能なサブジェクト・エリアすべてが表示されますが、各
タイプのアクションは、選択したダイアグラムによって異なります。以下の表に示すように、ダイアグラム作成用ツール
のサブジェクトであるアクションのみ使用可能です。

ダイアグラム サブジェクト・エリア アクション
仕様モデル 指定 すべてのプッシュ・ボタンが活性化。ただ

しダイアグラムが選択されている場合は［
オープン］のみ活性化

 実装 ［新規サブジェクト・エリア］が活性化
［新規］、［オープン］、［特性］プッ
シュ・ボタンが使用不可
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 汎用 ［新規］、［新規サブジェクト・エリア］
、［オープン］、［特性］プッシュ・ボタ
ンが使用不可

インプリメンテーション・モデル 指定 ［新規］、［新規サブジェクト・エリア］
、［オープン］、［特性］プッシュ・ボタ
ンが使用不可

 実装 すべてのプッシュ・ボタンが活性化
 汎用 ［新規サブジェクト・エリア］が活性化

［新規］、［オープン］、［特性］プッ
シュ・ボタンが使用不可

部分タイプ・モデル 指定 すべてのプッシュ・ボタンが不活性化
 実装 ［新規］、［新規サブジェクト・エリ

ア］、［特性］が使用可能 ダイアグラムが
選択されてる場合は［オープン］が活性化

 汎用 すべてのプッシュ・ボタンが活性化

サブジェクト・エリアの選択ボックスには下記のプッシュ・ボタンがあります。

プッシュ・ボタン 目的
新規 「新しいモデル図」ダイアログ・ボックスをオープンし、そこで

、コンポーネント仕様、コンポーネント・インプリメンテーショ
ン、インターフェース・タイプ、または部分タイプ図を、対応す
る「モデル」内に新しく作成します。

新しいサブジェクト・エリア 「新しいサブジェクト・エリア」ダイアログ・ボックスがオープ
ンし、そこで、新しいサブジェクト・エリア（役割りは、仕様、
インプリメンテーション、またはタイプ）を作成できます。

Open 選択されたモデル図をオープンします。
特性 目的は、モデル選択ボックスにて、サブジェクト・エリアとダイ

アグラムのどちらを選択したかによって異なります。サブジェク
ト・エリアが選択されている場合、選択されたサブジェクト・エ
リアの「特性」が表示されます。ダイアグラムが選択されている
場合、そのダイアグラムの「特性」が表示されます。

クローズ そのモデル図のダイアログ・ボックスをクローズします。
ヘルプ 該当するヘルプ・パネルをオープンします。

［モデル・ディレクトリ・パス］ダイアログ
［モデル・ディレクトリ・パス］ダイアログ・ボックスでは、パスを指定できます。また、現行ディレクトリを、CA
Gen の導入先および特定のモデルの関連ファイルまたは定義ファイルのアクセス先となるサブディレクトリにできま
す。このダイアログが現れるのは、パス・ポップアップを通じて指定されたパスが存在しないかアクセス不可のときで
す。

「モデル・ディレクトリ・パス入力」フィールド
CA Gen の導入先および特定のモデルの定義ファイルまたは関連ファイルのアクセス先となるサブディレクトリのパス名
を入力し、［了解］を選択してください。または、なにも入力せず［了解］を選択すると、現行ディレクトリが省略時解
釈のパスになります。
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モデル抽出エラー
モデルは抽出されたが、チェックアウトされませんでした。モデルを変更してワークステーション上で保存できます。た
だし、モデルにチェックインできません。

モデルを変更したい場合、抽出を強制変更してモデルをチェックアウトしなければなりません。

抽出してもチェックアウトしなければ、変更結果はすべて失われてしまいます。

モデル生成特性
［モデル生成特性］ダイアログを使って、生成に影響するモデル・レベルの設定を指定してください。

Javaの［パッケージ名］

Javaの［パッケージ名］フィールドを使用して、あらゆるJavaソース・コードの生成に使用するメインJavaパッケージ
を指定します。ここに何も指定しないと、モデルのディレクトリに基づいて省略時解釈のパッケージ名がジェネレータに
より選択されます。Javaで定義されている有効なJavaパッケージ名を、このフィールドに指定できます。

以下の規則に従って有効な値を指定してください。

• 使用できる文字は、ASCII文字、数字、およびピリオドだけです。
• スペースは使用できません。
• 大・小文字の混在が可能です。
• 名前の中の単語の先頭が、数字であってはなりません。
• 単語間はピリオドで区切ってください。
• 設定値の先頭にも末尾にも、ピリオドがあってはなりません。

NOTE
注： ビジネス・システムごとに Java パッケージ名を指定して、モデル内のコントロールをより詳細に設定す
ることもできます。

.NET ［名前空間名］

.NETの［名前空間名］フィールドを使用して、あらゆるC#ソース・コードの生成に使用するメイン.NET名前空間を指定
します。ここに何も指定しないと、モデルのディレクトリに基づいて省略時解釈の名前空間名がジェネレータにより選択
されます。 値は、有効な .NET の名前空間名にできます。

以下の規則に従って有効な値を指定してください。

• 使用できる文字は、ASCII文字、数字、およびピリオドだけです。
• スペースは使用できません。
• 大・小文字の混在が可能です。
• 名前の中の単語の先頭が、数字であってはなりません。
• 単語間はピリオドで区切ってください。
• 設定値の先頭にも末尾にも、ピリオドがあってはなりません。

NOTE
注： ビジネス・システムごとに .NET の名前空間名を指定して、モデル内のコントロールをより詳細に設定す
ることもできます。

アプリケーション名

.NET の［アプリケーション名］フィールドを使用して、アプリケーションのデプロイおよび実行時に CA Gen で使用す
る名前を指定します。名前はIISに仮想ディレクトリ名として表示されます。このため、この名前は実行時にURLの一部
として使用されます。,NET ASP.NET Web クライアントで生成したクライアントおよび .NET サーバでもこの名前をク
ライアント・アプリケーションのロケーション情報として使用します。
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NOTE
注： .NET アプリケーション名は、ビジネス・システムごとに指定できません。

［アセンブリ・バージョン］

.NET の［アセンブリ・バージョン］フィールドを使用して、生成されたアプリケーションのアセンブリの作成時に CA
Gen で使用するバージョン番号を指定します。この値を指定しない場合、省略値は1.0.0.0になります。有効な値は、パ
ターン「##.###.###.####」に一致する必要があります。

NOTE
注： ビジネス・システムごとに .NET アセンブリ・バージョンを指定して、モデル内のコントロールをより詳
細に設定することもできます。

［アセンブリ・キーの対］

.NET の［アセンブリ・キーの対］フィールドを使用して、生成されたアプリケーション・アセンブリの作成時、そのア
センブリに厳密な名前を割り当てるために CA Gen で使用するキーの対を指定します。このフィールドは読み取り専用
であるため、値の入力や削除にはボタンを使用する必要があります。キーの対の値は、Microsoft .NET Frameworkで提供
されているSN.EXEユーティリティで生成されたSNKファイルの内容であることが必要です。

［作成］ボタンをクリックすると、SN.EXEユーティリティが自動的に呼び出されてキーの対を取り出します（SN.EXE
はユーザのパスに保存されている必要があります）。

［削除］ボタンをクリックすると、現在のキーの対が削除されます。

［インポート］ボタンをクリックすると、ファイル選択ダイアログが表示され、ファイル・システムから既存のSNK
ファイルを選択できます。

［エクスポート］ボタンをクリックすると、現在のキーの対がファイル・システム上のSNKファイルにエクスポートさ
れます。

注：

• .NETのキーの対は、.NETサーバの生成に必要です。
• ビジネス・システムごとに.NETキーの対を指定して、モデル内で詳細に設定することもできます。

［モデル情報］ダイアログ
［モデル情報］ダイアログ・ボックスには、現在作業中のモデルまたはサブセットに関する詳細が示されます。以下の表
に、ダイアログ・ボックスの各フィールドの定義を示します。

フィールド 説明
モデル名 モデルの長い名を識別します。
サブセット チェックアウト済みのサブセット名を識別します。
ローカル名 ワークステーション・モデルの短い名前を識別します。この名前

では、モデル・ファイルを格納するディレクトリの完全パスが利
用できます。

モデルの作業段階 モデルが到達している開発段階を特定します。分析、外部設計、
テクニカル設計の各段階があります。

モデル・ステータス エンサイクロペディアに関係のあるモデル ステータスを識別しま
す。モデル・ステータスは下記のいずれかです。

「新規作成のモデルの生成」の要求 このモデルをチェックインするためには［新規モデルの生成］を
選択することをエンサイクロペディアが要求するように指定しま
す。別のモデルにモデル（チェックアウト済み）を複写するとき
に、このステータスが発生します。
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更新とチェックイン モデルが更新されて、エンサイクロペディアにチェックインされ
ていることを識別します。

チェックインなしの更新 モデルが更新されましたが、エンサイクロペディアにチェックイ
ンされませんでした。

チェックアウト モデルまたはサブセットはエンサイクロペディアからチェックア
ウトされましたが、ワークステーションでの変更はエンサイクロ
ペディアに保管されていないことを識別します。

新規 このモデルは新規モデルであり、エンサイクロペディアにチェッ
クインされたことがないことを識別します。

チェックアウトなしのエクストラクト このモデルは、ワークステーションで変更および保存できますが
、チェックインできないことを識別します。

モデル・レベル モデルまたはサブセットを最後に保存したときの CA Gen のソフ
トウェア・バージョンを特定します。

コード・ページ ID モデルまたはサブセットで使用されたコード ページを特定しま
す。１番目の番号は、ワークステーションで使用されるコード・
ページです。２番目の番号は、ホストで使用されるコード・ペー
ジです。（この番号は、［オプション］-［エンサイクロペディ
ア・コミュニケーション］で変更できます。）3 番目の番号で、
モデルの言語（将来のリリースでインプリメントされる予定）を
識別します。

モデル内のオブジェクトの合計数 モデルまたはサブセット内のオブジェクトの合計数を識別します
。エンティティ・タイプ、プロセス、ファンクションなどのオブ
ジェクトがあります。オブジェクトの多くは、新しいモデルを定
義すると自動作成されます。

前回のチェックアウト以降に作成されたオブジェクト モデルまたはサブセットがチェックアウトされたのちワークステ
ーションにて作成されたオブジェクトの個数を識別します。

チェックイン以前の有効なオブジェクト数 最大に達するまでに追加可能なオブジェクトの個数を識別します
。チェックアウト後に追加できるオブジェクトの最大数が、モデ
ルごとに決まっています。

前回の保管 モデルまたはサブセットをワークステーションに保管した日付を
識別します。

前回のチェックアウト モデルまたはサブセットをワークステーションからチェックアウ
トした日付を識別します。

前回のエクストラクト このフィールドには、モデルをエンサイクロペディアから読み取
り専用モードで抽出した場合、このフィールドが前回のチェック
アウトの代わりに表示されることを指定します。このワークステ
ーションに前回モデルを抽出した日付を表示します。

前回の更新 モデルまたはサブセットをワークステーションから更新した日付
を指定します。このフィールドは、モデルがチェックアウトされ
るときにブランクにリセットされます。

ワークステーション・スキーマ モデルまたはサブセット用のCA Genのスキーマ・バージョンを
指定します。

ワークステーション・バージョン 現在ワークステーションで実行している CA Gen のソフトウェア
・バージョンを指定します。

［モデル・オープン］ダイアログ
［モデル・オープン］ダイアログ・ボックスでは、目的のモデルに移動し、そのモデルを開くことができます。

NOTE
注： CA Gen ツールセットからアクションを実行するには、モデルを開く必要があります。
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［モデル・オープン］ダイアログ・ボックスには以下のフィールドがあります。

• Look in
使用可能なフォルダとファイルが表示されます。現行フォルダが、コンピュータの階層にどのくらいマッチしている
か調べるには、下矢印をクリックしてください。エリア内のフォルダやファイルをダブルクリックして、それらを開
く方法もあります。

• ファイル名
開くファイルの名前を指定します。ワイルドカードとして、「*」を使用できます。*.* を入力すると、すべてのファ
イルが表示されます。ファイルのフル・パスを入力することもできます。

• ファイル・タイプ
表示するファイルのタイプの一覧が表示されます。このオプションでは、表示されるファイルのリストは限定されま
す。

• モデル名
モデルの名前を表す 32 文字の文字列を指定します。

• スキーマ
モデルの基となるメタ・モデル・スキーマ・レベルを指定します。

• ユーザ ID
モデルを現在開いているユーザの名前を指定します（該当する場合）。

• このパスをデフォルト・モデル・パスにする（Make this path the default model path）
このパスをデフォルト・モデル・パスにする場合に、このオプションを選択します。

モデル・オープン・エラー
オープンするモデルとして、現セッションで活動状態である現行のモデルを選択しました。下記を実行したい場合は、
「はい」か「いいえ」を選択してください。

オプション 説明
Yes 現在ロードしているモデル・ファイルを最後に保存したときの状

態に置換します。
No モデルのオープンを取り消します。

［モデル基本設定］ダイアログ・ボックス
このダイアログ・ボックスには、現在のモデルのすべてのモデル基本設定が表示されます。これには、API ツールまた
はプラグインを使用して、サード・パーティによって作成される任意のモデル基本設定が含まれます。それに加え、CA
Gen で提供されるモデル基本設定が含まれます。特性リストでモデル基本設定が選択されている場合は常に、そのモデ
ル基本設定の説明はダイアログ・ボックスの説明領域に表示されます。モデル基本設定の現在値を変更するには、値のド
ロップダウン・リストから選択できます。

以下のモデル基本設定が CA Gen によって提供されます。

• VARCHAR または LONG VARCHAR （トランスフォーメーション時）
• DDL 内のコメントの生成
• 識別されない必須関係に NOT NULL を許可
• 最大のインライン・コード文字設定

［モデル基本設定］ダイアログ・ボックスには、モデル内にある各モデル基本設定に対する以下のフィールドがありま
す。

• 特性
各モデル基本設定の簡単な説明を指定します。

• 値
各モデル基本設定の現在値を指定します。
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モデル基本設定が選択されている（強調表示されている）場合は常に、そのモデル基本設定の使用法の説明がモデル基本
設定リストの下の説明領域に表示されます。

NOTE
注： モデル基本設定の現在値を変更するには、選択されたモデル基本設定の横の値のドロップダウン・リスト
から値を選択します。

ボタンのヘルプ

ボタン 説明
了解 モデル基本設定の更新された値をモデルに格納し、ダイアログ・

ボックスを終了します。
取消 変更を保存せずにダイアログ・ボックスを終了します。
適用 モデル基本設定の更新された値をモデルに格納しますが、ダイア

ログ・ボックスを終了しません。
ヘルプ このヘルプのダイアログ・ボックスを表示します。

NOTE
注： モデル基本設定オブジェクトの詳細な技術情報については、CA Support Online で「CA Gen モデルでのモ
デル基本設定の作成」という題名のホワイト・ペーパーを参照してください。

モデル転送ファイル名
ワークステーション・エンサイクロペディアの更新ファイルとチェックアウト・ファイルは、下記のとおりです。

トランザクション・ファイル名 説明
CHECKOUT.TRN チェックアウト中に、ワークステーション・エンサイクロペディ

アとエンサイクロペディアの間で転送を行ないます。モデルを構
成する４つのDATファイルを含みます。

UPDATE.TRN 更新中に、ワークステーションとエンサイクロペディアの間で転
送を行ないます。

VERIFY.TRN 更新中に生成されたメッセージと検証フラグを含みます。

エンサイクロペディアの更新ファイルとチェックアウト・ファイルは、下記のとおりです。

トランザクション・ファイル名 説明
IEF.TRN ワークステーションとエンサイクロペディアとの間で転送を行な

います。
IEF.LOGFILE エンサイクロペディアとの間で、更新プロセスまたはチェックア

ウト・プロセス中に受け取ったエラー・メッセージを含みます。
IEF.SYSPRINT エンサイクロペディアとの間の更新ファンクションかチェックア

ウト・ファンクションに関する追加情報を含みます。
IEF.MSGS 更新中に生成されたメッセージと検証フラグを含みます。

移動
移動は選択したオブジェクトを再配置します。
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データ構造リストにおける列の移動
「移動」は、選択したオブジェクトを新しい位置に移送します。「移動」を使ってカラムを移動させることにより、テー
ブルのレイアウトを変更できます。

リスト・オカレンスのラジオ・ボタンとドロップダウン・リストの「移動」
「移動」では、選択リスト内での許容値の位置を変更します。

１回に移動できる許容値は１つのみです。選択した値は、移動先として指定した値のすぐ下に置かれます。

選択リスト内での値の順序（上から下）によって、リスト・オカレンス・ラジオ・ボタンの順序またはドロップダウン・
リストでの項目の順序が決まります。

NOTE
注： 1 つまたは複数の値をリスト・オカレンス・ラジオ・ボタンとして配置すると、［移動］は使用不可にな
ります。配置後にラジオ・ボタンを移動するには、ラジオ・ボタンを選択してから、「編集」→「移動」の順に
選択してください。

「水平移動」チェック・ボックス
「水平移動」チェック・ボックスでは、サイズ、配置、並び方を変えずに、選択したオブジェクトの位置を変更します。
オブジェクトは、ウィンドウまたはダイアログ・ボックスのクライアント・エリアの左端、右端、または中央を基準にし
て移動されます。そのため、最初に選択したオブジェクトが、ほかのオブジェクトを移動する際の基準になるわけではあ
りません。オブジェクトは１つのグループとして移動され、基準オブジェクトはありません。指定した位置に最も近いオ
ブジェクトが最初にその位置に達します。指定した位置にこのオブジェクトが達すると、移動は終了します。

たとえば、複数のオブジェクトを右端に向けて水平に移動する場合は、クライアント・エリアの右側のボーダが右端にな
ります。オブジェクトの１つがほかより少し右に出ている場合は、そのオブジェクトが最初に右側ボーダに達します。オ
ブジェクトのサイズ、配置、並び方は変化しません。１つのグループとして右側ボーダの方に移動されるにすぎません。

選択したオブジェクトは、下記の位置を基準にして移動できます。

• Left
• Right
• Center

アクション図における［移動］
同一アクション図にある１つ以上のステートメントまたはビューの再配置をするときには、それらのステートメントまた
はビューを選択してから、「移動」を選択してください。

1 つ以上のアクション図ステートメントまたはビューを移動する場合は、有効な宛て先の選択にハンド・ポインタ・カー
ソルを使用します。ステートメントは、アクション図において、ハンド・ポインタ・カーソルの下に表示されるステート
メントの直後に移動されます。

「クリア・スクリーン入力」における「移動」
パラメータ・リスト内のビューの位置を変更するには、リスト内の新しい位置を選択すると、CA Gen がビューを移動し
ます。位置パラメータを使う場合、リスト内でのパラメータの位置は極めて重要です。

画面設計における［移動］
「移動」では、選択された１つまたは複数のオブジェクト（プロンプト、フィールド、特殊フィールド、またはリテラ
ル）の位置を変更します。
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「移動」には、下記の制限があります。

• 同じテンプレート内のオブジェクトのみを移動できます。
• 同じ画面内のオブジェクトのみを移動できます。
• 1行または複数の連続行のあるオブジェクトを移動できます。
• オブジェクトが占有しているスペースへオブジェクトを移動することはできません。

「ビューの詳細な定義」における［移動］プッシュ・ボタン
このプッシュ・ボタンは、ダイアログ・ボックスの一番上にある選択リストに指定した属性の直後に、選択した属性を置
きます。画面に表示されている順序に属性を並べ換えるときは、「移動」を使ってください。

「垂直移動」チェック・ボックス
「水平移動」チェック・ボックスでは、サイズ、配置、並び方を変えずに、選択したオブジェクトの位置を変更します。
オブジェクトは、ウィンドウまたはダイアログ・ボックスのクライアント・エリアの上端、下端、または中央を基準にし
て移動されます。そのため、最初に選択したオブジェクトが、ほかのオブジェクトを移動する際の基準になるわけではあ
りません。オブジェクトは１つのグループとして移動され、基準オブジェクトはありません。指定した位置に最も近いオ
ブジェクトが最初にその位置に達します。指定した位置にこのオブジェクトが達すると、移動は終了します。

たとえば、複数のオブジェクトを上端に向けて垂直に移動する場合は、クライアント・エリアの上部ボーダが上端になり
ます。オブジェクトの１つがほかより少し高い場合、そのオブジェクトが最初に上部ボーダに達します。オブジェクトの
サイズ、配置、並び方は変化しません。１ グループとして上部ボーダの方に移動するにすぎません。

選択したオブジェクトは、下記の位置を基準にして移動できます。

• Bottom
• Top
• Center

［MQI-Client］ラジオ・ボタン
「MQI-Client」ラジオ・ボタンをオンにすると、開発者が、リモート・キュー・マネージャへのコールを可能にする、
薄いMQSeriesクライアントを使う、ということを意味します（ローカル・システム上にキュー・マネージャもキューも
チャネルもなしで）。

エンサイクロペディア名
［名前］には、ウィンドウまたはダイアログのエンサイクロペディア名が入ります。「名前」は、バージョン管理の１機
能であるマイグレーションに使われます。

主ウィンドウまたは主ダイアログについては、エンサイクロペディア名を変更できます。新しい名前を指定すると、その
プロシージャ・ステップが持つ画面が、その名前に変更されます。また、関連するプロシージャまたはプロシージャ・ス
テップをその名前に変更することもできます。

PSB 名には以下の制限事項があります。

• 英数字しか使えません。
• ブランクと下線が使えます。ほかの特殊文字は使えません。
• 名前の長さは、32文字以内でなければなりません。
• モデル内でほかと重複してはなりません。

ウィンドウまたはダイアログの名前を指定する条件

ウィンドウまたはダイアログの命名法は以下のとおりです。
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［ウィンドウの選択］ダイアログ・ボックスで［新規］を選択すると、［ウィンドウ/ダイアログ・ボックスの特性］ダ
イアログ・ボックスが開きます。

• ［名前］フィールドに情報を入力すると、新しいウィンドウの名前および関連するプロシージャが［名前］フィール
ドに入力した文字列と同じものになります。

• ［名前］フィールドではなく［タイトル］フィールドに情報を入力した場合、新しいウィンドウおよび関連するプロ
シージャの名前は、［タイトル］フィールドに入力した32文字までの文字列と同じものになります。

• ［名前］フィールドと［タイトル］フィールドの両方に情報を入力しなかった場合、新しいウィンドウの名前は、新
しいプロシージャ・ステップの省略時の名前（P1など）と同じ名前になります。

［ウィンドウの選択］ダイアログ・ボックスで、［追加］を選択すると、［ウィンドウ/ダイアログ・ボックスの特性］
ダイアログ・ボックスが開きます。

• ［名前］フィールドに情報を入力すると、アプリケーションでは、［名前］フィールドに入力した文字列が新しい
ウィンドウの名前として使用されます。

• ［名前］フィールドには情報を入力せずに、［タイトル］フィールドに情報を入力すると、アプリケーションでは、
［タイトル］フィールドに入力した文字列がウィンドウのみの名前として使用されます。

• ［名前］フィールドと［タイトル］フィールドの両方に情報を入力しなかった場合、ウィンドウの名前は、関連する
プロシージャ ステップの名前と同じ名前になります。

名前ベースのラジオ・ボタン
CA Gen のアプリケーション開発者は、このパネルを無視する必要があります。ただし、外部プロシージャ・ステップ特
性の定義が必要な、別の製品を使っている場合は、その製品のドキュメントを参照することにより、このパネルへの入力
方法を調べてください。

Name Manager Control Table Dump
このアクションを使用できるのは、弊社の社員のみです。お客さまは、弊社のテクニカル・サポートからの指示のもとで
のみ使用してください。

名前のラジオ・ボタン
「名前」ラジオ・ボタンを使うと、フィルタの文字列の値が、選択したインターフェース・オブジェクトのメソッド名、
特性名と比較されます。リストから異なるオブジェクトを選択したり、別のライブラリを選択するたびに、選択されたオ
ブジェクトに含まれるメソッド名および特性名に対してフィルタが適用されます。

Name Validate
このアクションを使用できるのは、弊社の社員のみです。お客さまは、弊社のテクニカル・サポートからの指示のもとで
のみ使用してください。

 

 

ナビゲート
ナビゲートするのは、画面外にあって表示されていない、関係線の他端のエンティティ・タイプを、画面内に入れるため
です。これをするには下記のようにしてください。

1. 関係線を強調表示してください。
2. メニューの［ビュー］をクリックし、ドロップダウンを開きます。
3. 「ナビゲート」をクリックしてください。
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すると、関係線の他端のエンティティ・タイプが表示されるよう、表示位置が移動します。

上記の操作を再び行なうと、元のエンティティ・タイプが表示されるよう、表示位置が移動します。

このコマンドのアクセレレーター・キーはCtrl + Nです。

強調表示した関係の両方のメンバがすでに画面に表示されている場合、CA Gen はコマンドを無視します。

対話設計における「ナビゲート」
現在画面に表示されていないフローの開始点または終了点を表示するには、「ナビゲート」（Navigate）を使ってくださ
い。プロシージャまたはプロシージャ・ステップが画面に表示されているため、フローの他端が見えない場合は、下記の
操作を実行してください。

1. 関係を強調表示する。
2. メニューの「画面設定」をクリックし、ドロップダウンをオープンする。
3. 「ナビゲート」をクリックしてください。

表示位置が変更されるため、フローの他の側のプロシージャまたはプロシージャ・ステップが表示されます。

もう一度２番目と３番目のステップを実行すると、フローの元の側が表示されます。

このコマンドのアクセレレータ・キーは Ctrl + N です。この 2 つのキーを同時に押しても、［ナビゲート］コマンドが
起動されます。このキーの組み合わせを繰り返し押すと、フローの表示される側が交替します。

強調表示したフローの両方のメンバがすでに画面に表示されている場合、CA Gen はコマンドを無視します。開始点と終
了点のどちらも見えない場所でフローを強調表示すると、表示位置が変わり、開始点と終了点の一方が表示されます。フ
ローの他の側に移動するには、もう一度「ナビゲート」コマンド（Navigate）を起動してください。

 

［関連する選択リスト］ダイアログ
［関連する選択リスト］ダイアログ・ボックスでは、現在のプロシージャ・ステップから、選択リストを表示する合成プ
ロシージャ・ステップへのフローを追加できます。このフローにより、選択リストのプロシージャ・ステップから選択し
て、現在のプロシージャ・ステップのアクションを完了できます。

関連するリストのフローでは、生成システムのユーザは、選択リストプロシージャ・ステップからオカレンスを選択する
ことにより、1 つの画面（エンティティの保守画面を含む）でアクションを完了させることができます。関連する選択し
たエンティティ・タイプのオカレンスには、ビュー・セット内に現れる属性が必要です。

たとえば、「エンティティの保守」の画面で名前を完了しなければならない場合があります。隣接物選択リストへのフ
ローによって、ユーザはリストから名前を選択して、「エンティティの保守」の画面上のフィールドを完了できます。

関連するリストのフローを選択するときは、以下を指定します。

• コマンドと別名
フローを実行するコマンドを表示します。

• 選択リスト
フローを結べる選択リストのプロシージャ・ステップを表示します。

• エンティティ ビュー
戻されたデータをマップできる現在のプロシージャ・ステップ内のエンティティ・ビューを表示します。

［選択］ボタンをクリックすると、選択内容が一番上の選択リストに追加されます。［適用］を選択すると、一番上の選
択リストに表示されるフローが生成されます。

詳細は、個々のコントロールのヘルプを参照してください。
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データ構造リストにおける「関連物」
データ構造リストで隣接物を選択すると、関係メンバシップによって、選択したレコードに直接関係づけられたレコード
がすべて表示されます。

隣接物
隣接物とは、選択したオブジェクトに間接的に関連するオブジェクトです。オブジェクトの「隣接物」を選択すると、隣
接物が表示され、それ以外のすべてのオブジェクトはダイアグラムに表示されなくなります。このアクションは、瞬間的
なものです。

隠ぺいオブジェクトを再度表示するには、［すべての表示］を選択します。

ネットワーク
［ネットワーク構造］メニュー項目を選択した場合、［ネットワーク構造］ペインのフォントのみ変更されます。ほかの
ペインは影響を受けません。

DISTINCT のカーソルをつねに生成
このコントロールを選択すると、SELECT文付きのDISTINCT節が生成されなくなります。この選択により、DBMSが結
果テーブル内に重複行の存在を許すようになります。

コード生成プログラムは、統合性を保つように作られているので、余分なDISTINCT節を生成することがありま
す。DISTINCT節が不要な場合、DISTINCT節を生成しないようコード生成プログラムに指示することで、アプリケー
ションのパフォーマンスを上げることができます。そうでない場合は、重複を許します。

このオプションは、潜在的影響を徹底的に分析し、結果が許容範囲内にあるとわかった場合以外はお勧めできません。

［移動不可］ラジオ・ボタン
インポートをエクスポートへ移動するラジオ・ボタンによって、ナビゲーション図ツールでのビューの移動方法を指定で
きます。

イベント・アクションで、データベースからのエクスポート・ビューを展開する場合は、「移動不可」を選択してくださ
い。

「移動不可」オプションでは、１つのイベント・アクションごとに１回だけビューを移動することによって処理を最適化
します。

ビューをイベント・アクション内に移動しない場合は、エクスポート・ビューには直前の値が格納されます。

［新属性名］ダイアログ
新しい属性の名前を入力してください。その名前が、現在の属性の名前と重複しないよう注意してください。

入力が完了すると、その名前がリストに追加されます。

［コンポーネント・アーキテクチャ図の新規作成］ダイアログ・ボックス
［コンポーネント・アーキテクチャ図の新規作成］ダイアログ・ボックスでは、新しいコンポーネント・アーキテクチャ
図（CAD）を作成します。［コンポーネント・アーキテクチャ図の新規作成］ダイアログ・ボックスにアクセスするに
は、「Open Component Architecture Diagram Dialog」を参照するか、［ダイアグラム］メニューの［新規］をクリック
します。
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新しいコンポーネント・アーキテクチャ図の作成方法

1. 新しいダイアグラムの名前を入力してください。
このフィールドでは、32文字まで入力できます。

2. 新しいダイアグラムの記述文を入力してください。
このフィールドには、４KBまでの文字列を入力できます。

3. ［コンポーネント・アーキテクチャ図の新規作成］ダイアログ・ボックスを閉じるには、「了解」をクリックしま
す。
［コンポーネント・アーキテクチャ図のオープン］ダイアログ・ボックスが再表示され、新しいコンポーネント・
アーキテクチャ図の名前と記述がダイアグラムの一覧に追加されています。

このダイアログ・ボックスのフィールドは以下のとおりです。

• 名前
新しいコンポーネント・アーキテクチャ図名を入力できます。文字数は最大32バイトです。［名前］フィールドに有
効なコンポーネント・アーキテクチャ図名が入力されると、［了解］ボタンが有効になります。

• 説明
新しいCADの記述文を入力します。文字列は最大４KBです。

• 了解
［オープン］ダイアログ・ボックスの［新規作成］ボタンをクリックすることによりこのダイアログ・ボックスが起
動されている場合、［Open CAD］ダイアログ・ボックスが再表示されます。
［ダイアグラム］メニューの［新規作成］をクリックすることによりこのダイアログ・ボックスが起動されている場
合、［了解］をクリックすると、新規に作成したコンポーネント・アーキテクチャ図が表示されます。

• サブジェクト エリア
［サブジェクト・エリア］ボタンでは、ダイアグラムに追加されたグループ・オブジェクトに使用する仕様タイプの
サブジェクト・エリアを選択できます。サブジェクト・エリアが選択されていない場合、新しい「仕様」サブジェク
ト・エリアがダイアグラムと同じ名前で作成されます。

• 取消
［オープン］ダイアログ・ボックスの［新規作成］ボタンをクリックすることによりこのダイアログ・ボックスが起
動されている場合、［取消］をクリックすると、［Open CAD］ダイアログ・ボックスが再表示されます。
［ダイアグラム］メニューの［新規作成］をクリックすることによりこのダイアログ・ボックスが起動されている場
合、［取消］をクリックすると、前に作成したコンポーネント・アーキテクチャ図が再表示されます。

アクション・ブロック用途図または構造チャートにおける「新規」
アクション・ブロックを新たに作成するには、「新規」を選択してください。

アクション図における［新規］
スクラッチからアクション図を作成するには、「新規」を選択してください。

アクション図から基本プロセスの追加はできません。基本プロセスを追加できるのは、アクティビティ階層図でプロセス
階層図を作成する場合、またはアクティビティ依存関係図でプロセス依存関係を作成する場合のみです。また、アクショ
ン図ツールからプロシージャ・ステップを追加することはできません。プロシージャ・ステップは、対話フロー図におい
てのみ追加できます。

ビジネス・システム定義または省略時解釈における［新規作成］
定義していないビジネス・システムを作成するには、「新規作成」を選択してください。
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画面設計における［新規作成］
「新規作成」によって、新しいテンプレートが作成されます。スクラッチからテンプレートを作成する場合に、「新規作
成」を使います。複数の画面で類似した情報を使う場合は、テンプレートを作成し、そのテンプレートを各画面に組み込
めます。

新規モデル
新規モデルを作成するには、以下を指定します。

• モデル名
• ワークステーション・エンサイクロペディア名

モデル名は 32 文字以下、ワークステーション・エンサイクロペディア名は 8 文字でなければなりません。

新しいオブジェクトの記述
新しいオブジェクト記述ウィンドウでは、DSLに追加するオブジェクトを記述できます（テーブル、カラム、外部キー・
カラム、索引、強制）。

オブジェクトを追加すると、記述がテキスト・ウィンドウに入力されます。

ダウンストリーム効果

設計段階にて

• 強制を削除すると、強制と、それに対応する索引がともに削除されます。
• テーブルを削除すると、テーブルと索引の両方が削除されますが、インプリメントされているエンティティ・タイプ
はERDから削除されません。選択したテーブルにはほかのテーブルに対する関係が識別されているので、リスト内に
複数のテーブルが表示されます。

新規オブジェクト名
「名前」では、「複写」で作成した新しいプロシージャまたはプロシージャ・ステップに名前を割り当てます。

命名規則

• プロシージャ/プロシージャ・ステップの名前は、動詞と名詞からなります。通常、名詞はエンティティ・タイプまた
は属性です。

• プロシージャ/プロシージャ・ステップの名前は、ビジネス・システム内で一意で、32文字以内でなければなりませ
ん。

• 名前の文字は、英字、数字、スペースが使えますが、特殊文字は使えません。
• クライアント/サーバ・アプリケーションの名前には、「クライアント」(CLIENT)または「サーバ」(SERVER)という
語を付けてください。そうすることにより、パッケージング定義時にクライアント・プロシージャ・ステップとサー
バ・プロシージャ・ステップを区別しやすくなります。

例

ローカル・アプリケーションのプロシージャ名の、ほかの例を下記に示します。

• ADD PRODUCT
• UPDATE CUSTOMER
• CALCULATE ACCOUNT BALANCE

クライアント/サーバ・アプリケーションのプロシージャ名の例を下記に示します。
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• CREATE ORDER CLIENT
• CREATE ORDER SERVER
• LIST CUSTOMERS CLIENT
• LIST CUSTOMERS SERVER

［オブジェクト特性の新規作成］ダイアログ
［オブジェクト特性の新規作成］ダイアログ・ボックスを使用すると、以下の項目が指定された新しいテンプレートを作
成できます。

• テンプレート名
• 説明

新しいパスワード
［新しいパスワード］では、CA Gen ソフトウェアにアクセスするためのパスワードを更新できます。

パスワードを変更するには、「古いパスワード」フィールドに割り当て済みのパスワードを入力し、「新しいパスワー
ド」フィールドに、英数字８文字以下の新しいパスワードを入力します。

新しいパスワードを作成するときは、新しいフィールドに、８文字以下の英数字を入力して作成します。

新しい部分タイプ図/コンポーネント仕様図/コンポーネント実装図

部分タイプ図を作成する方法

1. ［分析］-［部分タイプ図］を選択します。
［部分タイプ図］ダイアログ・ボックスが表示されます。

2. ［新規］をクリックします。
［部分タイプ・モデル図(新規)］ダイアログ・ボックスが表示されます。

3. ダイアログ・ボックスに部分タイプ図の名前を入力し、［部分サブジェクト・エリア］を選択して記述説明を入力し
ます。

4. ［OK］をクリックします。

コンポーネント仕様図を作成する方法

1. ［コンポーネント・モデリング］-［コンポーネント仕様図］を選択します。
［コンポーネント仕様図］ダイアログ・ボックスが表示されます。

2. ［新規］をクリックします。
［コンポーネント仕様図(新規)］ダイアログ・ボックスが表示されます。

3. ダイアログ・ボックスにコンポーネント仕様図の名前を入力し、［部分サブジェクト・エリア］を選択して記述説明
を入力します。

4. ［OK］をクリックします。

コンポーネント実装図を作成する方法

1. ［コンポーネント・モデリング］-［コンポーネント実装図］を選択します。
［コンポーネント実装図］ダイアログ・ボックスが表示されます。

2. ［新規］をクリックします。
［コンポーネント実装図(新規)］ダイアログ・ボックスが表示されます。

3. ダイアログ・ボックスにコンポーネント実装図の名前を入力し、［部分サブジェクト・エリア］を選択して記述説明
を入力します。

4. ［OK］をクリックします。
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新規UUID
「新規UUID」を選択すると、UUIDフィールドは新しい値に自動的に変わります。

ジェネレータは、すべてのプロシージャ・ステップに対し有効な UUID を要求します。

WARNING
重要： UUID は、クライアント・モジュールとサーバ・モジュールとの間のコミュニケーションに使われるの
で、サーバの UUID を（［新規 UUID］を押すことにより）変更すると、既存のクライアントと新しいサーバと
の間のコミュニケーションが壊れます。これを修復するべく、開発者は、そのサーバを使うすべてのクライア
ントを再生成および再配布することにより、コミュニケーションを再確立しなければなりません。

NEXT
NEXTでは、反復ステートメント内の特定アクション・グループの実行を停止し、同一の反復ステートメントまたは別の
反復ステートメントの実行を指示します。NEXTは、WHILE、FOR EACH、READ EACHなどの反復アクションにのみ適
用されます。

NEXTステートメントの矢印の先端は、制御が渡される反復ステートメントを指し示します。（図形上ではESCAPEス
テートメントに使われる矢印とよく似ていますが、ESCAPEの矢印は、制御が渡されるアクション・グループを貫通し
ます）。

下記の例は、NEXT ステートメントです。

--                                          -- Execution begins again with

with

+-                                          +- this repetitive statement

| --                                        | --

| | -- Execution begins again with          | | --

| | +- this repetitive statement            | | +-

| | |                                       | | |

| | | --                                    | | | --

| | | |                                     | | | |

| | |<--+--- NEXT                           |<--+---+---+--- NEXT

| | | ---                                   | | | ---

| | ---                                     | | ---

| ---                                       | ---

---                                         ---
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下記は、NEXTが（すべてではなく）一部のエンティティにアクションを実行するときの使用例です。WIというコードが
付いた入力製品を取り扱っているとします。この入力製品を倉庫の使用可能な貯蔵所に関連づけます。WI以外のコード
を見つけた場合は、その製品を倉庫の貯蔵所に関連づけないで、反復アクションによって処理を継続させます。

-- FOR EACH PRODUCT_DETAILS

+-

| -- IF input product code IS NOT EQUAL TO "WI"

|<+-- NEXT

| ---

| ASSOCIATE input product

| WITH available_bins warehouse WHICH holds IT

---

NEXTLOCATION
NEXTLOCATIONは、分散処理クライアント/サーバ環境において、サーバ・トランザクションの場所を指定します。この
システム属性は、トランザクションが複数のアプリケーション・サーバに常駐している場合、サーバ・トランザクション
とクライアント要求を指示するのに使えます。

最大1,000文字の長さの文字列をNEXTLOCATIONに設定できます。この文字列は、場所によって異なる論理アドレスで
す。

実行時には、クライアント上のクライアント・マネージャが、内部マッピング・テーブルまたはユーザ定義ディレクト
リ・サービスを使って、NEXTLOCATIONの現在の値に対応するアプリケーション・サーバを捜し出します。

NOTE
注： NEXTLOCATION は一度に 1 つの値のみ持つことができます（最初はブランクに設定されます）。プ
ロシージャ・ステップのロジックに値をいったん設定すると、その値は、別の値を設定するまでロード・
モジュールの実行中に有効となります。現在設定しているものと別のサーバ・トランザクションが必要な場
合、NEXTLOCATIONを適切な値に設定してください。

NEXTTRAN
NEXTTRAN（次トランザクション）は下記のものを呼び出すのに使います。

• CA Gen 以外で生成されたトランザクション（CA Gen 生成のトランザクションから）
• 他モデルの生成されたトランザクション
• 他ビジネス・システムの生成されたトランザクション

CA Gen 以外で生成されたトランザクションを転送する場合、NEXTTRAN 属性を使用して、現行のトランザクションを
終了する際に対話マネージャによって呼び出されるトランザクション・コードを指定できます。NEXTTRAN属性を画面
に表示できるので、必要なトランザクション・コードをフィールドに入力できます。

アクション図のSETコマンドを使ってNEXTTRAN属性を設定することもできます。いずれの場合も、トランコードが、
テレプロセッシング・モニタと受信トランザクションの要件に適合している必要があります。
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NEXTTRANフィールドは、受信するトランザクションにとっての正しいフォーマットを持っていなければなりません。
トランコードと不定様式入力データが受信トランザクションに対して有効でなければなりません。NEXTTRAN の文字列
は最大 80 文字です。

［ボーダなし］ラジオ・ボタン
このラジオ・ボタンは、境界線、モデル情報、ページ番号などを付けないで、ダイアグラムを印刷またはプロットしま
す。

置き換えのためのエンティティのマッチングが実行されていません。
このメッセージは、ユーザが［複写中にエンティティ・タイプを置換］チェック・ボックスを選択したが、エンティティ
のマッチングを実行しなかったことを示しています。

操作を続行しても、置換の選択が行なわれていないため、置換は発生しません。

置換を発生させたいときは、［No］を選択してから［置換］プッシュ・ボタンを選択してください。

フィールド未入力エラー
指定したフィールドには入力が必要です。データを入力しない場合、ダイアログ上の［取消］を選択してください。

エラー・メッセージなし
参照保全性トリガを生成するには、データ・モデルを完成させトランスフォームしておかなければなりません。

NOTE ステートメント
NOTEを使うと、ユーザ作成の注釈とコメントをアクション図の任意の場所に追加できます。「NOTE」を選択すると、
入力エリアが表示されます。その入力エリアに、ユーザ作成の注であるテキストを入力します。

たとえば、以下の NOTE は、総勘定元帳システムで使用されるプロシージャの目的を説明し、質問があれば設計チーム
に訊ねるよう指示しています。

NOTE The purpose of this procedure is to display the requested journal entry header and its associated line items. Directany questions about this procedure to Design Team 4.

注記メッセージ
注記付きの子オブジェクトは、スペースが制限されていたり、エッジに対するオブジェクトの位置関係のために展開でき
ません。ほかのオブジェクトを整理するために移動するスペースがない場合、オブジェクトとエッジとの間が近距離のた
め展開用のスペースを確保できない場合があります。

展開する子オブジェクトを、展開後のサイズを収容するに十分な余白がある場所に移してから再び展開してください。

生成対象がない
生成対象として何も選択されていません。

生成するには、以下の順に選択します。

［構築］を選択します。
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「生成」を選択します。

［ダイアグラム］を選択します。

［オープン］を選択します。

［コード］を選択します。

オブジェクトを選択して、生成します。

何も選択されていません

生成対象として何も選択されていません。生成する前に選択をしなければなりません。

NULL
NULLは、ヌル値を表わす特殊属性であり、アクション図内で、任意エンティティ・アクション・ビュー、任意常駐
ビュー、任意非常駐ビュー、のうちNULL可能であるものへのロジックに書けます。

数値
数値は、153などの数値リテラルです。ダイアログが表示されるので、数値を入力できます。

［数値］ダイアログ
［数値］ダイアログ・ボックスでは、SET の式に割り当てる数字を入力できます。入力できる数字は最大20桁です。

追加オカレンス数
「追加オカレンス数」では、反復フィールドの複写回数を指定します。省略時解釈は、最大カージナリティから反復グ
ループの現在の位置の数を引いたものです。「グループ・ビュー」の特性で最大カージナリティを定義する必要がありま
す。

オカレンス間のブランクの数
「オカレンス間のブランク数」では、画面間の区切り欄の横方向のスペーシングを指定します。ブランク数は、オカレン
ス数が1より大きい場合のみ有効です。

各行オカレンス数
「各行オカレンス数」では、画面間での各フィールドの複写回数を指定します。フィールドの行スペーシングの合計数
は、80文字以下でなければなりません。

下記の式を使ってフィールドの1行の長さを計算してください。

オカレンス数
x
各オカレンス内の文字数
+
オカレンス間のブランク列の数
スペーシングの合計数

画面に収まらないオカレンス数を各行に設定しようとする場合、画面設計図ツールではその空白に一致するオカレンスの
みを位置づけます。
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数値式
式はアクション図条件と SET ステートメントで表わされます。これらの式は、下記のプリミティブ・ドメインに一致し
た値を返します。

• 割り当てられる属性と特殊属性（SETステートメントとFORループ）
• 比較対象の属性と特殊属性（条件文）

返す値がテキスト、数値、日付、時刻、タイムスタンプ値かによって、アクション図ツールのロジックでの形式が異なり
ます。数値式は、数値を評価します。式には、グループ分けに使うかっこや下記の算術演算子が使えます。

• 加算 (+）
• 減算 (-）
• 乗算 (*）
• 除算 (/)
• 指数（**）

詳しくは該当する関数を選択してヘルプを参照してください。

• 数値関数
• LAST
• 左かっこ '('
• MAX
• NULL
• 0
• 1
• number
• 数値ビュー
• 添字
• 単項マイナス
• アプリケーション・オブジェクト

数値ビュー
数値ビューは、数値ドメインの属性ビューです。エンティティ・ビューのコンポーネントです。数値ビューは、数値とし
て定義される属性を「参照」します。下記は、SETステートメントによって数値属性を数値ビューに設定する場合の例で
す。顧客番号を見つけ、その値を複写して設定します。

 -- CREATE customer

| SET number TO input customer number

 ---

［オブジェクト・アクションの結果］ダイアログ
［オブジェクト・アクションの結果］ダイアログ・ボックスでは、メニュー項目またはプッシュ・ボタンに関連付けるア
クションを指定します。このアクションは、ユーザがメニュー項目またはプッシュ・ボタンを選択したときに発生する結
果です。

当アクションで、下記ができます。
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• ダイアログ・ボックスの呼び出し
• プロシージャ・ステップを実行

アクションは排他関係にあります。つまり、メニュー項目またはプッシュ・ボタンは、1 つしか選択できません。

［ダイアログ・ボックスの呼び出し］ドロップダウン・リストには、プロシージャ・ステップが持つすべてのダイアロ
グ・ボックスが一覧表示されます。

詳細は、個々のコントロールのヘルプを参照してください。

詳細情報

How to in Navigation Diagram

［オブジェクト定義］ダイアログ
［オブジェクト定義］ダイアログには、既存のカスタム・オブジェクトが一覧表示されます。

このダイアログ・ボックスのフィールドは以下のとおりです。

• オブジェクト名
オブジェクトを識別します。オブジェクトの名前は32文字以下でなければなりません。名前の文字は、英字、数字、
スペースが使えますが、特殊文字は使えません。

• Add
このボタンをクリックすると、オブジェクトを追加できます。

• 削除
このボタンをクリックすると、選択したオプションが削除されます。

• 特性
このボタンをクリックすると、オブジェクトの特性を変更できます。

• 検索
このボタンをクリックすると、キーワードを使用して、オブジェクトを検索できます。

• クローズ
このボタンをクリックしてダイアログを閉じます。

 

オブジェクトの削除
「削除」を選択すると、選択したオブジェクトをモデルから削除できます。オブジェクトを削除する手順は、そのオブ
ジェクトが従属物であるかどうかによって異なります。

［オブジェクトの削除］ダイアログ

［オブジェクトの削除］ダイアログ・ボックスでは、以下を指定できます。

• 単一オブジェクトの削除の確認
• 階層の削除の確認
• 階層削除のオプション

削除の対象として選択したオブジェクトは、選択リスト内に表示されます。従属オブジェクトがない場合は、「削除」
チェック・ボックスでは「確認」のみが活動状態になっています。従属オブジェクトがある場合は、ダイアログのすべて
のフィールドがアクティブになります。

NOTE
注： アクション・ブロックが削除リストに入る基準は以下のとおりです。
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• ほかのアクション・ブロックで使用されていない（REFDBY 関連がない）。
• プロテクトされていない。

アクション・ブロックが基本プロセスと関連している場合（DTLOGT関連）、アクション・ブロックとそれに関連する
プロセスを削除するには、［アクティビティ階層］ダイアグラムを表示しなければなりません。

ダイアログ・ボックスには以下のオプションがあります。

• オブジェクト
この選択リストでは、削除対象のオブジェクトを指定します。
同時に複数のオブジェクトを削除するには、それら複数のオブジェクトを選択（強調表示）してください。

• 削除時確認オプション
このオプションは、削除確認の承認のオンとオフを切り替えます。

• 階層の削除時確認オプション
このオプションを選択すると、各階層を削除する前に CA Gen によって確認が表示されます。この確認ボックスに
よって、階層を削除する前に最終確認できます。
選択したオブジェクトが従属物を持つ場合にのみ、このフィールドを選択できます。従属物が存在する場合は、それ
らを選択して削除したり、［従属物］グループ・ペインにその従属物の処理方法を指定することができます。

• 従属物の削除
［従属物の削除］オプションでは、削除する従属物の処理方法を指定します。
– 従属物のみの削除
選択したオブジェクトに従属するオブジェクトのみを削除します。ただし、選択したオブジェクトの親は削除しま
せん。

– 従属物のプロモート
選択したオブジェクトの親を削除して、削除したオブジェクトのレベルまで従属オブジェクトをプロモートしま
す。

– 階層の削除
選択したオブジェクトとすべての従属物を削除します。

• ［取消］ボタン
このボタンを使用すると、変更を実装せずにダイアログ・ボックスが終了します。

• ［削除］ボタン
このボタンをクリックすると、削除対象として選択したオブジェクトや従属物が削除され、ダイアログ・ボックスが
閉じます。

既存のオブジェクト名
オブジェクト名がすでに存在しています。「了解」を選択しオブジェクトを再び命名してください。

ナビゲーション図内のオブジェクト名
各種のフォーム（「名前」、「メニュー項目名」、「ボタン名」など）内の「名前」フィールドで、ウィンドウとダイア
ログ・ボックス上に配置されたオブジェクトを一意に識別します。

名前は 32 文字までの英数字（SBCS で 32 文字、全額で 16 文字）にすることができます。一般則として、なるべく短い
表意的な名前を付けてください。

［オブジェクト特性］ダイアログ
［オブジェクト特性］ダイアログで、カスタム・オブジェクトの名前の作成または変更を行います。
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オブジェクトのラジオ・ボタン
「オブジェクト」ラジオ・ボタンを使うと、フィルタ文字列がオブジェクト（インターフェース・オブジェクト）リスト
中の名前と比較されます。新しいライブラリを選択するたびに、そのライブラリのインターフェース・オブジェクトに対
してフィルタが適用されます。

目的
「目的」では、企業が５～10年かけて達成しようとする組織計画を指定します。

目的に使用する文字は、最大 32 文字の英数字です（入力必須）。ロケーションの名前は、最大32文字（半角）で、特殊
文字は使えません。

必要ならば、「記述」フィールドには目的を省略して詳細情報を記入できます。

［目的の特性］ダイアログ
［目的の特性］ダイアログ ボックスでは、企業の長期的な目的の 1 つを述べた文をマトリックスに記入します。目的
は、企業の使命を表わす代表的な文書です。

目的は、その優先順位順に配列されます。

それぞれの目的は、戦略によってサポートされる必要があります。

オカレンス句
READまたはREAD EACHのアクションでは、オカレンス句のあとでエンティティ・アクション・ビュー、常駐インポー
ト・ビュー、常駐エクスポート・ビューの各属性が参照されます。下記は、アクション図ツールにおける有効なオカレン
ス句の一覧です。

下記はアクション図ツールにおけるオカレンス句の使用方法です。

 --READ order

| WHERE DESIRED order number IS EQUAL TO 111

|

 --DELETE order

 --READ customer

| order

| WHERE DESIRED customer places DESIRED order

| AND DESIRED order contains SOME order_line

| AND THAT order_line is for CURRENT product

 --
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ODBC データベースの省略時解釈
NOTE
このウィンドウは、ODBCデータベースに関するテクニカル設計の省略時解釈値を設定するのに使います。こ
のフィールドで、データベースの省略時解釈の名前を指定します。最長 32 文字です。

NOTE
注： ODBC ドライバによっては、32 文字よりも少なく制限されています。このフィールドの入力は必須で
す。このフィールドの値は、CA Gen によってあらかじめ入力されています。

ODBC データベースの特性
［ODBC データベース特性］ウィンドウでは、新しいデータベースの特性を定義したり、既存のデータベースの特性を
変更することができます。

データベース特性には、以下のようなものがあります。

• 総称名
DBMS 固有名が存在しない場合のデータベースのデフォルト名を指定します。

• ODBC 名
データベースの DBMS 固有名を指定します。このフィールドは集団データベース名に強制変更するとき使ってくださ
い。

NOTE
注： DBMS 固有のデータベース名に使える文字数は、開発プラットフォームのファイル・システムにより異な
ります。

ODBC 索引の特性
［ODBC 索引の特性］ウィンドウでは、テーブルの列の索引特性を変更できます。索引特性には、以下のようなものが
あります

• 総称名
DBMS 固有名が与えられていない場合の索引のデフォルト名を指定します。

• ODBC 名
索引の DBMS 固有名を指定します。このフィールドは、索引の総称名より優先されます。

• 索引長推定 行の長さ
推定される索引の行長さを指定します。この特性は、いくつかの「自動サイズ」計算で使用されます。

記述を追加するには、［記述］を選択します。

ODBC テーブルの省略時解釈の「所有者」
作成したテーブルの所有者の入力フィールド。テーブルの所有者のユーザ名を入力してください。この所有者は、作成し
たテーブルの修変更特権を所有します。

ODBCテーブルの省略時解釈
このウィンドウは、作成されたテーブルの省略時解釈の所有者を設定するとき使います。テーブルの所有者のユーザ名を
入力してください。この所有者は、作成したテーブルの修変更特権を所有します。

ODBC テーブルの特性
［ODBC テーブルの特性］ウィンドウでは、データベースのテーブル特性を変更できます。
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テーブル特性を以下に示します。

• エンティティ・タイプ
変換前にエンティティ・タイプに割り当てられている名前を指定します。

• データベース
デフォルトのデータベースの名前を指定します。

• 総称名
DBMS 固有名が与えられていない場合のテーブルのデフォルト名を指定します。

• ODBC 名
テーブルの DBMS 固有名を指定します。このフィールドは集団データベース名に強制変更するとき使ってください。

• Owner
作成したテーブルの認定所有者 ID を入力します。

• 行の長さ
バイト数でテーブルの行の全長の概算値を指定します。

特性 説明
エンティティ・タイプ  

トランスフォーメーション前にエンティティ・タイプに割り当て
られる名前

データベース 省略時解釈のデータベース名
総称名 DBMS固有名が提供されないときのテーブルの省略時解釈の名前
ODBC 名 DBMS固有のテーブルの名前。このフィールドは集団データベー

ス名に強制変更するとき使ってください。
Owner 作成ずみのテーブルの許可された所有者のID
行の長さ バイト数でテーブルの行の全長の概算値を指定します。

記述を追加するには、［記述］を選択します。

チェック・ボックスの「オフ値」
「オフ値」で、「リスト・オカレンス」チェック・ボックスが選択されていないときの属性の値を指定します。チェッ
ク・ボックスが選択されていないと、属性の該当ビューにこの値が表示されます。「オフ値」は必須であり、「オン値」
とは異なっていなければなりません。

属性に許容値がある場合、「オフ値」は許容値のいずれかであってもかまいません。許容値はドロップダウン・リスト
に表示されます。値を入力してもかまいませんが、属性の許容値リストには追加されません。この値は、そのチェック・
ボックス関連の処理にしか使えません。入力値は、属性のドメインと一致していなければなりません。

属性に許容値がない場合は、値を入力することもできます。入力値は、属性のドメインと一致していなければなりませ
ん。

プロシージャ・アクション図のロジックを使って、「オフ値」をチェックし処理を決定できます。

リスト・オカレンスのチェック・ボックスの「オフ値」
「オフ値」で、「リスト・オカレンス」チェック・ボックスが選択されていないときの属性の値を指定します。チェッ
ク・ボックスが選択されていないと、属性の該当ビューにこの値が表示されます。「オフ値」は必須であり、「オン値」
とは異なっていなければなりません。

属性に許容値がある場合、「オフ値」は許容値のいずれかであってもかまいません。許容値はドロップダウン・リスト
に表示されます。値を入力してもかまいませんが、属性の許容値リストには追加されません。この値は、そのチェック・
ボックス関連の処理にしか使えません。入力値は、属性のドメインと一致していなければなりません。
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属性に許容値がない場合は、値を入力することもできます。入力値は、属性のドメインと一致していなければなりませ
ん。

プロシージャ・アクション図のロジックを使って、「オフ値」をチェックし処理を決定できます。

オフセット
CA Gen のアプリケーション開発者は、このパネルを無視する必要があります。ただし、外部プロシージャ・ステップ特
性の定義が必要な、別の製品を使っている場合は、その製品のドキュメントを参照することにより、このパネルへの入力
方法を調べてください。

古いパスワード
「古いパスワード」には、パスワードを変更した場合、以前のパスワードを指定する必要があります。

パスワードを変更するには、「古いパスワード」フィールドに割り当て済みのパスワードを入力し、「新しいパスワー
ド」フィールドに、英数字８文字以下の新しいパスワードを入力します。

新しいパスワードを作成するときは、新しいフィールドに、８文字以下の英数字を入力して作成します。

OLEエリアの「ボーダあり」チェック・ボックス
「ボーダあり」ダイアログ・ボックスでは、実行時にOLEエリアの周囲に境界線をつけるかどうかを制御します。

ウィンドウ設計時にOLEエリアに植値しても、ボーダをつけないと、生成されたアプリケーションが始動したときにOLE
エリアは植値されます。

設計時にOLEエリアに植値しない場合、アプリケーションを実行すると、ボーダなしだと表示されずにOLEエリアが見つ
けにくい場合があるため、そのOLEエリアを活動化するのにほかのコントロールが必要です。

OLEエリア名フィールド
この入力フィールドで、CA Gen が OLE エリアを参照するための名前を設定できます。これは必須フィールドです。

OLEエリアの省略時名は総称名です。命名標準は、特定のウィンドウまたはダイアログ・ボックスにどのエリアが存在す
るとよいかを決定するのに役立ちます。これは、OLEエリアを複数のウィンドウまたはダイアログ・ボックスに追加する
場合に重要です。

OLEエリアの「読取のみ」チェック・ボックス
「読取のみ」チェック・ボックスで、実行時にオブジェクトを更新できるかどうかを選択します。読取専用OLEエリア
は、どのユーザ・インターフェースからも操作できません。

「読取のみ」を選択しない場合は、OLEArea SaveObject メソッドまたはOLEArea SaveObjectAsメソッドを使用して、
構造化記憶ファイルに更新結果が格納されます。

読取専用のOLEエリアには、実行時に次のような特徴があります。

• 植値されていない読取専用 OLE エリアは、ダブルクリックしても植値できません。
• 植値されている読取専用 OLE エリアは、ダブルクリックしても活動化できません。
• すべてのOLE特殊アクションは不活性化されます。（特殊アクションには次のメソッドおよび特性がありま
す。LoadObject、SaveObject、SaveObjectAs、Insert、Clear、Cut、Paste、Copy など。）

• 読取専用OLEエリアのオブジェクトでは、メイン・メニューや、マウスカーソルをOLEエリアの上に置いて右マウ
ス・ボタンをクリックしたときに表示されるポップアップ・メニューに、動詞を追加できません。
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両方をOLEするラジオ・ボタン
［両方］ラジオ・ボタンを使用すると、選択されたオブジェクトに対するメソッド名および特性名をすべて含むことがで
きます。このラジオ・ボタンを選択すると、リストのタイトルは「メソッド/特性」に変化します。

OLEコントロール(OCX)の設計
このダイアログ・ボックスには、開発者がオペレーティング・システムに登録したOLEコントロールの一覧が表示されま
す。開発者はOLEコントロールを、ウィンドウまたはダイアログ・ボックスに追加できます。また、OLEコントロールを
選択してナビゲーション図ツールのツール・パレットに表示することもできます。ウィンドウ・モードでの編集、または
HTMLモードでの編集のどちらを選択しても、OLEコントロールを配置することができます。

ツール・パレットにアイコンとして表示するために選択されたコントロールには、その隣にアスタリスクが表示されま
す。［ツール・パレットで表示］プッシュ・ボタンはオンとオフを切り替えるボタンです。

ウィンドウまたはダイアログ・ボックスに OLE コントロールを配置するには、表示されているリストからコントロール
を選択してください。コントロールを格納するための、CA Gen 用の名前を指定してください。リストから OLE コント
ロール名を選択し、［配置］プッシュ・ボタンを選択してください。

NOTE
注： CA Gen では、入れ子構造の OLE コントロールをサポートしていません。つまり、OLEコントロールは、
ほかのOLEコントロール内に埋め込まれている場合には動作しません。

OLE コントロールの［クローズ］プッシュ・ボタン
「クローズ」ボタンを選択すると、「OLE Control Properties」ダイアログ・ボックスがクローズします。

• このダイアログ・ボックスでOLE OCXコントロールを作成しなかった場合、「クローズ」は「取消」プッシュ・ボタ
ンと同じ動作になります。

• 名前の入力、OCX コントロールの選択、［配置］プッシュ・ボタンのクリックの操作で OLE OCX コントロールを作
成した場合は、［クローズ］ボタンで［特性］ダイアログ・ボックスを閉じます。

［ツール・パレット］プッシュ・ボタンの OLE コントロールの表示
このプッシュ・ボタンにより、ナビゲーション図のツール・パレットに、選択された OCX コントロールを表示するかど
うかを指定します。

ツール・パレットに表示するコントロールを選択した場合、一覧内のそのコントロール名の隣にアスタリスクが表示され
ます。このプッシュ・ボタンで、ツール・パレット内にコントロールを表示するかしないかを、切り替えることができま
す。

OLEコントロールのファイル名フィールド
「ファイル名」フィールドでは、OLEファイルを別名で保存できます。これにより、OLEコントロールは新しいファイル
名で保存されることに注意してください。前のファイルの名前は変更されず、そのままディレクトリ内に存在します。必
要なくなった場合は、手操作で削除する必要があります。

OLE コントロールの「名前」フィールド
配置するよう選択した各OCXコントロールには、名前が必要です。最大 32 文字です。英数字と下線が使えます。

コントロールの省略時名は総称名です。命名標準は、特定のウィンドウまたはダイアログ・ボックスにどのエリアが存在
するとよいかを決定するのに役立ちます。これは、OCX エリアを複数のウィンドウまたはダイアログ・ボックスに追加
する場合に重要です。
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OLE コントロールの［配置］プッシュ・ボタン
このプッシュ・ボタンで、選択された OCX コントロールをウィンドウまたはダイアログ・ボックス上に配置します。
［配置］を選択すると、［OLE コントロール設計］ダイアログ・ボックスが閉じ、CA Gen によりそのコントロールの
初期配置用のフレームが表示されます。

OLE コントロールの［特性］プッシュ・ボタン
このプッシュ・ボタンを選択すると、CA Gen はコントロールの省略時解釈の動詞が存在する場合はそれを実行します。
通常は、そのコントロールの特性シートを表示して変更できるようにします。いつもそうとは限りません。

OCXベンダ側が、各コントロールの省略時動詞のアクションを設定します。CA Gen 側は、OCX コントロールの省略時
動詞のアクションを変更できません。

OLE コントロールのリスト
この選択リストには、開発者のシステムに登録されているOCXコントロールの一覧が表示されます。表示するコント
ロールの１つを選択（強調表示）しなければなりません。

一覧内にコントロール名が１つも表示されない場合、OCXコントロールが適切に登録されているかどうかを確認してく
ださい。

「OLE メソッド」ラジオ・ボタン
［メソッド］ラジオ・ボタンを選択して、選択したオブジェクト名の表示を、選択されたオブジェクトのメソッド名のみ
に限定します。このラジオ・ボタンを選択すると、リストのタイトルが「メソッド」に変化します。

OLE のメソッドと特性のフィールド
このリストからメソッド名または特性名を選択すると、その名前がこのフィールドに表示されます。メソッドまたは特性
に対する文脈依存ヘルプを表示するには、［?］ボタンを押します。

メソッドまたは特性についての理解を助ける、ステートメントの例と 1 行の短い説明文が表示されます。

メソッド名または特性名がわかっている場合は、その名前をフィールドに入力できます。ただし、メソッドまたは特性を
リストから選択しない場合には、［?］ボタンは使用できません。

OLE のメソッドと特性のリスト
このドロップダウン・リストを使うと、選択したインターフェース・オブジェクトで使用可能なメソッドや特性を選択で
きます。

NOTE
注： 表示される特性およびメソッドは、アクション図ステートメントの、構築中の部分ドメインに依存しま
す。つまり、戻り値が別のドメインにある、メソッドまたは特性は、リストに表示されません。表示のドメイ
ンは、フィルタにより変化しません。

リストの内容（およびタイトル）を制御するには、リストの下の［メソッド］、［特性］、［両方］の各ラジオ・ボタン
を使用します。たとえば、「特性」ラジオ・ボタンを使うと、リストのタイトルが、「特性」に変化し、リストには、選
択したオブジェクトに関連した特性だけが含まれます。

 808



 CA Gen - 86JP - Japanese - Japan

OLE オブジェクトの「?」（ヘルプ）ボタン
［?］ボタンは、選択したメソッド名または特性名に対するヘルプを呼び出します。メソッド名または特性名を「メソッ
ド/特性」フィールドに入力すると、このボタンは非活性化されます。

［OLEオブジェクト・ブラウザ］ダイアログ
OLE ライブラリには、インターフェース・オブジェクトと呼ばれるインターフェースの集合体があります。ライブラリ
内の各インターフェースは「関数」へのポインタです。そして、ライブラリ（タイプ・ライブラリとも呼ばれる）が関
数へのポインタの集合です。OLEオブジェクト・ブラウザでは、アプリケーションで使用することのできる、インター
フェースで使用可能な、メソッドまたは特性を表示および選択できます。

CA Gen は、関数ライブラリとアプリケーション・ライブラリの 2 種類のライブラリを提供しています。関数ライブラリ
には、関数オブジェクトが含まれています。アプリケーション・ライブラリには、アプリケーション・オブジェクトが含
まれています。

• 関数オブジェクト
CA Gen で提供される OLE 関数を複数のエリアに分類する方法を指定します。詳細については、関数オブジェクトの
ヘルプを参照してください。

• アプリケーション・オブジェクト
メソッドおよび特性が含まれるインターフェース・オブジェクトを指定します。メソッドは、インターフェースが実
行可能する動作です。特性は、インターフェースが所持するものです。各インターフェースには、独自のメソッドと
インターフェースが含まれているほか、共有のメソッドまたは特性にアクセスできます。個々のメソッドや特性の詳
細については、インターフェース・オブジェクト・リストのヘルプを参照してください。

OLE オブジェクト・ブラウザのリストに表示されるメソッドまたは特性は、選択されたライブラリとオブジェクトの組
み合わせにより変化します。このリストに項目が表示されるためには、使用中のオペレーティング・システムに、ライブ
ラリが少なくとも１つはインストールされていなければなりません。

フィルタ・コマンドを使用して、リストに表示される項目を制限できます。

• アクション図を使う際のヒント

使用中のメソッドまたは特性から戻り値を期待しない場合には、動詞 INVOKE または FUNCTIONS... を使ってくださ
い。戻り値を期待する場合には、SET、WHILE、IF、または、その他の条件付きアクションを使ってください。

FUNCTIONS... 動詞で、CA Gen 提供の非 OLE 関数（多くは日付関数と時刻関数）、およびアプリケーション・イン
ターフェース・オブジェクトの特性とメソッドの多くにアクセスできます。FUNCTIONS 動詞により使用可能な「関
数」のリストの詳細については、「PAD Functions」を参照してください。動詞

INVOKE 動詞を使用すると、すべての OLE 関数、アプリケーション・インターフェース・オブジェクト、システムに登
録されたその他すべての OLE オブジェクトにアクセスできます。これには、インストールされたすべてのOLEのOCXコ
ントロールも含まれます。

OLEオブジェクトのリスト
このドロップダウン・リストを使うと、インターフェース・オブジェクトを選択できます。オブジェクトを選択すると、
選択されたインターフェース・オブジェクトで使用可能なメソッドと特性が「メソッド/特性」リストに表示されます。

OLE特性のラジオ・ボタン
［特性］ラジオ・ボタンを選択して、選択したオブジェクト名の表示を、選択されたオブジェクトの特性名のみに限定し
ます。このラジオ・ボタンを選択すると、リストのタイトルが「特性」に変化します。
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［OLE/Webコントロール特性］ダイアログ
このダイアログ・ボックスでは、OLEエリアをウィンドウやダイアログ・ボックスに追加し、OLEエリアの特性を表示お
よび変更することができます。このエリアには、追加する名前が必要です。［了解］を選択すると、ナビゲーション図
ツール内のウィンドウ設計ツールにボックスが表示され、開発者はそのボックスを配置してから、OLEオブジェクトが入
るようサイズ変更できます。

OLE エリアの配置後、そのボックスの内側をダブルクリックすると、この同じダイアログ・ボックスがオープンします
（特性を見直すため）。その後、［挿入］プッシュ・ボタンを選択して「Insert Object」ダイアログ・ボックスを表示し
ます。

「Insert Object」ダイアログ・ボックスで、以下の操作を実行できます。

• 新しい OLE オブジェクトを作成します。
• 既存のファイルから OLE オブジェクトを作成します。
• 使用しているシステム上のOLE登録アプリケーションの一覧からオブジェクト・タイプを選択します。
• オブジェクトをアイコン表示するかどうかを選択します。
• 表示されているアイコンを変更します。

「読取のみ」チェック・ボックスで、実行時にオブジェクトを更新できるかどうかを選択します。

［ボーダあり］チェック・ボックスでは、生成アプリケーションの実行時に OLE エリアの周囲に境界線を表示するかど
うかを管理します。

［挿入］プッシュ・ボタンは、OLE オブジェクトをリストから選択して挿入できます。

［取消］プッシュ・ボタンは、保存されていない変更を実行せずにダイアログ・ボックスを閉じます。［取消］プッ
シュ・ボタンは、すでに保管済みの変更情報には影響しません。

OLE/Web コントロール特性
このダイアログ・ボックスでは、配置されたコントロールの名前の変更と、［コントロール特性］プッシュ・ボタンをク
リックして、特性を更新することができます。

名前

名前フィールドには、選択されたコントロールにユーザが付けた名前が含まれます。この名前は必要ならば変更できま
す。コントロールの省略時名は総称名です。 命名標準は、特定のウィンドウまたはダイアログ・ボックスにどのコント
ロールが常駐しているかの判断に役立ちます。これは、コントロールを複数のウィンドウまたはダイアログ・ボックスに
追加する場合に重要となります。

ファイル名

［ファイル名］フィールドでは、OLE コントロール・ファイルを別名で保存できます。 コントロールが新しいファイ
ル名で保存されることに注意してください。 前のファイルの名前は変更されず、そのままディレクトリ内に存在しま
す。必要なくなった場合は、手操作で削除する必要があります。このフィールドは OCX コントロールにのみに適用さ
れ、Web コントロールには適用されません。

Class/OCX ファイル

Web コントロールでは、Class フィールドにはコントロールのクラス名およびバージョン番号が含まれています。OLE
コントロールでは、OCX File フィールドには OCX ファイル名が含まれています。

コントロール特性

このプッシュ・ボタンをクリックすると、通常はコントロールの特性シートを表示され、特性を変更できます。OLE コ
ントロールでは、コントロールの省略時解釈の動詞が存在する場合はそれを実行します。OLE コントロールのベンダー
は、各コントロールと関連付けられた省略時解釈の動詞のアクションを決定します。CA Gen では、コントロールの省略
時解釈の動詞のアクションを変更できません。
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アップグレード

このボタンをクリックして、コントロールの別のバージョンを手動で更新します。 このボタンは、Web コントロールで
のみ使用が可能で、OCX コントロールでは使用できません。

了解

変更をすべて保存した後にダイアログ・ボックスを閉じます。

取消

変更を加えずにダイアログをクローズします。

NOTE
注： Web 生成 ASP.NET Web クライアントでサポートされるメソッドと特性の詳細については、「Web 生
成」を参照してください。

OLEArea Activate メソッド

使用法 Activate ()
説明 OLEControlを強制的にフォーカスして、活性化します。省略時解

釈の実行操作があれば、それを行ないます。
引数 None.
戻り値 None.

OLEArea Clear メソッド

使用法 Clear ()
説明 組み込みエリアを初期化します。
引数 None.
戻り値 None.

OLEArea Copy メソッド

使用法 Copy ()
説明 OLEArea の内容をクリップボードにコピーします。
引数 None.
戻り値 None.

OLEArea Cut メソッド

使用法 Cut ()
説明 OLEAreaの内容をクリップボードにカットします。
引数 None.
戻り値 None.
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OLEArea Deactivate メソッド

使用法 Deactivate ()
説明 埋め込みオブジェクトを不活性化します。
引数 None.
戻り値 None.

OLEArea GetObject メソッド

使用法 GetObject ()
説明 埋め込みオブジェクトに対するGUIオブジェクト・ポインタを戻

します（活動状態の場合）。
引数 None.
戻り値 このメソッドが戻すGUIオブジェクトに呼び出された、インター

フェース・オブジェクトが格納されています。
備考 これによって、オブジェクトがサポートするメソッドを呼び出し

たり、またはオブジェクトが持つ特性を操作することができま
す。メソッドと特性の定義は、CA Gen アプリケーション・イン
ターフェースによってでなく、埋め込みオブジェクトによって行
います。

NOTE
注： CreateObject で作成したオブジェクトはすべて、作成のときとは逆の順序で NOTHING に設定する必要
があります。また、使用されているGUIオブジェクトがあれば、これもNOTHINGに設定することにより、イン
ターフェース・ポインタを解放する必要があります。

OLEArea Insert メソッド

使用法 Insert ()
説明 挿入するオブジェクトを選択するための標準的な挿入ダイアログ

を表示します。
引数 None.
戻り値 None.

OLEArea インターフェース・オブジェクト
これらの関数は、Web生成アプリケーションではサポートされていません。

メソッド 特性
Activate アプリケーション
クリア BackgroundColor
コピー Enabled
Cut Focus
Deactivate FontSize
GetObject FontStyle
Insert FontType
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LoadObject 前景色
LoadObjectFromFile Handle
Paste Height
PasteSpecial Left
再描画 名前
SaveObject ObjectType
SaveObjectAs 親（Parent）
動詞 Top
 Visible
 Width

OLEArea LoadObject メソッド

使用法 LoadObject ()
説明 コントロールをファイルからロードします。ユーザは、標準的な

ファイル選択用ダイアログを使うことを促されます。
引数 None.
戻り値 None.

OLEArea LoadObjectFromFile メソッド

使用法 LoadObjectFromFile ()
説明 構造化記憶ファイルから、コントロールのロードまたは再ロード

を行います。
引数 None.
戻り値 None.
備考 オリジナルの構造化記憶ファイルは、アプリケーションの設計段

階に作成されます。そのあと、コントロールが活性状態にあった
期間に実行されたすべての保管結果がこのファイルに格納されま
す。

OLEArea メソッド

使用法 OLEArea (String)
説明 入力した名前のOLEエリア・オブジェクトを検索します。
引数 取得する OLE エリア・オブジェクトの名前である文字列
戻り値 このメソッドは、指定した名前の GUI オブジェクトを返します。

オブジェクトが見つからないかエラーが発生した場合、このメ
ソッドは Null を返します。
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OLEArea Paste メソッド

使用法 Paste ()
説明 空のOLEArea にクリップボードから貼り付けます。
引数 None.
戻り値 None.
備考 OLEAreaが空いていない場合、貼り付けは無視されます。

OLEArea PasteSpecial メソッド

使用法 ()
説明 貼り付けのフォーマットを選択するための標準的なOLEArea

PasteSpecialダイアログを表示します。
引数 None.
戻り値 None.
備考 貼り付けるデータは、クリップボードから取り込みます。OLEAr

eaが空いていない場合、貼り付けは無視されます。

OLEArea SaveObject メソッド

使用法 SaveObject ()
説明 コントロールを、構造化記憶ファイルに保管します。
引数 None.
戻り値 None.
備考 あとでコントロールが再ロードされた場合、前回に保管した時の

状態を戻します。アプリケーションが再始動すれと、コントロー
ルは前回の保管状態に戻ります。

OLEArea SaveObjectAs メソッド

使用法 SaveObjectAs ()
説明 ユーザが選択したファイルにコントロールを保管します。
引数 None.
戻り値 None.
備考 この関数を使う場合、コントロールは自動的には保管状態に戻り

ません。保管状態にするには、LoadObjectFromFile を使用してそ
のコントロールをロードしてください。

OLEArea Verb メソッド

使用法 Verb (String)
説明 入力引数によって指定される動詞の実行を試みます。
引数 実行される動詞をあらわす文字列。
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戻り値 None.
備考 オブジェクトが動詞を認識しなければ、このメソッドは何もしま

せん。オブジェクトが活性状態にある間は、オブジェクト・メニ
ューを表示することで、オブジェクトが認識する動詞のリストを
参照できます。

OLEAreas メソッド

使用法 OLEAreas ()
説明 ウィンドウ上の埋め込みOLEエリアの集まりを検索します。
引数 None.
戻り値 このメソッドは、集まりタイプのGUIオブジェクトを返します。

この集まりには、ウィンドウ上の集まりタイプのGUIオブジェク
トがすべて含まれます。カウントがゼロになると、このメソッド
はリストを戻します。また、OLE以外の環境では、つねにゼロを
戻します。

OLEControl Activate メソッド

使用法 Activate ()
説明 OLEControlを強制的にフォーカスして、活性化します。省略時解

釈の実行操作があれば、それを行ないます。
引数 None.
戻り値 None.

OLEControl Border 特性

使用法 Border (String)
説明 コントロール上で境界の表示状態を設定、または検索します。
引数 境界の新しい表示状態となる文字列。また、「True」の値は、境

界が表示されることを示します。状態の照会では、入力引数を指
定しません。

戻り値 この特性が戻す文字列は、境界の表示状態を示します。また、「
True」の値は、境界が表示されることを示します。

OLEControl DisplayAsDefaultButton 特性

使用法 DisplayAsDefaultButton ()
説明 OLEControlが省略時ボタンとして設計されたかどうかを検索しま

す。
引数 None.
戻り値 この特性が戻す文字列は、OLEControlが省略時解釈として設計さ

れたかどうかを示します。「True」の値は、ボタンがデフォルト
として設計されたことを意味します。
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OLEControl GetObject メソッド

使用法 GetObject ()
説明 OCXに対するGUIオブジェクト・ポインタを戻します。（アクテ

ィブな場合）
引数 None
戻り値 このメソッドが戻すGUIオブジェクトには、呼び出されたインタ

ーフェース・オブジェクトが格納されています。
備考 これにより、オブジェクトがサポートするメソッドを呼び出し

たり、オブジェクトが持つ特性を操作することができます。CA
Gen アプリケーション・インターフェースではなく埋め込みオブ
ジェクトにより、メソッドと特性が定義されます。

NOTE
注： CreateObject で作成したオブジェクトはすべて、作成のときとは逆の順序で NOTHING に設定する必要
があります。また、使用されているGUIオブジェクトがあれば、これもNOTHINGに設定することにより、イン
ターフェース・ポインタを解放する必要があります。

OLEControl インターフェース・オブジェクト
NOTE
注： これらの関数は、Web 生成アプリケーションではサポートされていません。

 

 

メソッド 特性
Activate アプリケーション
GetObject BackgroundColor
再描画 枠
SaveObject DisplayAsDefaultButton
動詞 Enabled
 FocusHandle
 FontSize
 FontStyle
 FontType
 前景色
 Height
 Left
 名前
 ObjectType
 親（Parent）
 ReadOnly
 TextAlign
 Top
 Visible
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 Width

OLEControl メソッド

使用法 OLEControl (String)
説明 入力した名前のOLEコントロール・オブジェクトを検索します。
引数 検索するOLEコントロール・オブジェクトの名前である文字列
戻り値 このメソッドは、指定した名前の GUI オブジェクトを返します。

オブジェクトが見つからないかエラーが発生した場合、このメ
ソッドは Null を返します。

OLEControl ReadOnly 特性

使用法 ReadOnly ()
説明 OLEコントロールがデータ更新できるかどうかを検索します。
引数 None.
戻り値 この特性が戻す文字列は、このOLEコントロールが更新を受け入

れるかどうかを示します。「True」の値は、OLEコントロールが
更新を受け入れることを意味します。

OLEControl SaveObject メソッド

使用法 SaveObject ()
説明 コントロールを、構造化記憶ファイルに保管します。
引数 None
戻り値 None
備考 あとでコントロールがロードされると、そのコントロールは保管

時の状態に戻ります。アプリケーションが再始動すれと、コント
ロールは前回の保管状態に戻ります。

OLEControls メソッド

使用法 OLEControls ()
説明 ウィンドウ上の埋め込みOLEコントロールの集まりを検索します

。
引数 None.
戻り値 このメソッドは、集まりタイプのGUIオブジェクトを返します。

この集まりには、ウィンドウ上の集まりタイプのGUIオブジェク
トがすべて含まれます。カウントがゼロになると、このメソッド
はリストを戻します。また、OLE以外の環境では、つねにゼロを
戻します。
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リスト・オカレンスのチェック・ボックスの「オン値」
「オン値」で、「リスト・オカレンス」チェック・ボックスが選択されたときの属性の値を指定します。チェック・ボッ
クスが選択されると、属性の該当ビューにこの値が表示されます。「オン値」は必須であり、「オフ値」とは異なってい
なければなりません。

属性に許容値がある場合、「オン値」は許容値のいずれかであってもかまいません。許容値はドロップダウン・リスト
に表示されます。値を入力してもかまいませんが、属性の許容値リストには追加されません。この値は、そのチェック・
ボックス関連の処理にしか使えません。入力値は、属性のドメインと一致していなければなりません。

属性に許容値がない場合は、値を入力することもできます。入力値は、属性のドメインと一致していなければなりませ
ん。

プロシージャ・アクション図のロジックを使用して［オン値］をチェックし、処理を決定できます。

「1段階で作成」のラジオ・ボタン
このラジオ・ボタンでは、ユーザが更新コマンドを入力したときに、作成（CREATE）のエンティティ・アクションを
ただちに実行するよう指定します。一時停止する確認ステップは、省略されます。

「1段階で作成」が省略時解釈です。

「1段階で削除」のラジオ・ボタン
このラジオ・ボタンでは、ユーザが更新コマンドを入力したときに、削除（DELETE）のエンティティ・アクションをた
だちに実行するよう指定します。一時停止する確認ステップは、省略されます。

「1段階で作成」が省略時解釈です。

［レポートのオープン］ダイアログ
［レポートのオープン］ダイアログ・ボックスは、モデルに作成したレポートを一覧表示します。このダイアログ・ボッ
クスを使用して、XML レポートおよびスタイル・シートを表示します。

このダイアログ・ボックスのフィールドは以下のとおりです。

• レポート選択リスト
モデルに使用可能なレポートの一覧を表示します。

• Open
レポートを表示するには、表示する任意の HTML レポートを選択し、［オープン］ボタンをクリックします。レポー
トの外見（フォントや色など）を変更する場合は、対応するスタイル・シート（xsl）を開いて変更します。
このダイアログ・ボックスでは、古いレポートが存在していれば、それを表示することもできます。
レポートが初めて作成されると、CA Gen ディレクトリ内の report\xml ディレクトリから複写して html ファイルおよ
び新規 xsl ファイルが作成されます。

注：  CA Gen は、エンティティ・タイプ、属性、関係、コマンド、エグジット・ステート、計画のオブジェクトのレ
ポートを要求するたびに、Where Used xml ファイルを置き換えます。

• 削除
このボタンをクリックすると、削除対象として選択したオブジェクトや従属物が削除され、ダイアログ・ボックスが
閉じます。

• 取消
レポートを開かない場合は、［取消］ボタンをクリックします。
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ナビゲーション図の「ウィンドウのオープン」
「ウィンドウのオープン」を選択すると、ナビゲーション図ツール内の「ウィンドウ設計」機能で使用可能なプロシー
ジャ・ステップが一覧表示されます。

「ウィンドウのオープン」で、複数のアプリケーション･ウィンドウまたはダイアログ･ボックスが表示されます。ダイア
ログ・ボックスの表示後、「ウィンドウのオープン」を選択することにより、別のダイアログ・ボックスまたはウィンド
ウを表示できます。表示されたウィンドウとダイアログ・ボックスは、「クローズ」または「終了」を選択しないと消え
ません。

OpenTextFile と GetText File 関数の例
例 ワークセット・ファイル

          Name            Domain Length

          ----            ------ ------

attribute name            Text   64

attribute line            Text   77

attribute read_line       Text   77

attribute machine_type    Text   77

attribute action          Text   10

attribute number          Number 9

attribute handle          Number 9

attribute error           Number 9

attribute length          Number 9

attribute number_of_lines Number 9

View

EXPORTS:

Group View Group_Listbox (20, explicit)

Work View export file

   machine_type

LOCALS:
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Work View local file

   name

   read_line

   action

   number

   handle

   error

   length

   number_of_lines

Statements

+-

| SET local file handle TO 

OpenTextFile("c:\configuration\report.txt",

| "Read", "No_Sharing")

| +- IF GetFunctionErrorNumber() IS NOT EQUAL TO 0

| | NOTE Open error

| | FUNCTION MessageBoxBeep(GetFunctionErrorDescription(), "Error 

Detected",

| | "OK", 1, "None", "Application", 0)

| | SET local file error TO GetFunctionErrorNumber()

| +- ELSE

| | NOTE file opened

| +--
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+--

or

+-

| SET local file line TO GetText(OpenTextFile("File_Dialog", "Read",

| "No_Sharing"))

| NOTE The Standard File Dialog will appear at runtime for the file name

| selection by the user.

| +- IF GetFunctionErrorNumber() IS NOT EQUAL TO 0

| | NOTE Open error

| | FUNCTION MessageBoxBeep(GetFunctionErrorDescription(), "Error 

Detected",

| | "OK", 1, "None", "Application", 0)

| +- ELSE

| | NOTE file opened

| +--

+--

or

+-

| SET local file name TO "c:\configuration\report.txt"

| SET local file handle TO OpenTextFile(local file name, "Write_Append",

| "No_Sharing")

| SET local file error TO GetFunctionErrorNumber()

| +- CASE OF GetFunctionErrorNumber()

| +- CASE 301
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| | NOTE FILE301: Invalid file name given

| | FUNCTION MessageBoxBeep(GetFunctionErrorDescription(),

| | "OpenTextFile 301 error", "OK", 1, "None", "Application", 0)

| +- CASE 305

| | NOTE FIL305: File does not exist. Cannot open.

| | FUNCTION MessageBoxBeep(GetFunctionErrorDescription(),

| | "OpenTextFile 305 error", "OK", 1, "None", "Application", 0)

| | SET local file action TO MessageBoxBeep(StringPlusOperator(

| | GetFunctionErrorDescription(), SpecialCharacter(13),

| | SpecialCharacter(10), "Do you want to create the file?", " ",

| | local file name, "", "", "", ""), "OpenTextFile Error",

| | "YesNoCancel", 1, "None", "Application", 0)

| | +- CASE OF local file action

| | +- CASE "Yes"

| | | SET local file handle TO CreateTextFile(local file name, "Write",

| | | "No_Sharing")

| | | +- CASE OF GetFunctionErrorNumber()

| | | +- CASE 301

| | | | NOTE FILE301: Invalid file name given.

| | | | FUNCTION MessageBoxBeep(GetFunctionErrorDescription(),

| | | | "CreateTextFile 301", "OK", 1, "None", "Application", 0)

| | | +- CASE 302

| | | | NOTE FIL302: File already exists. Cannot create.

| | | | FUNCTION MessageBoxBeep(GetFunctionErrorDescription(),

 822



 CA Gen - 86JP - Japanese - Japan

| | | | "CreateTextFile 302", "OK", 1, "None", "Application", 0)

| | | +- CASE 315

| | | | NOTE FIL315: File seek operation failed. Check file attributes.

| | | | FUNCTION MessageBoxBeep(GetFunctionErrorDescription(),

| | | | "CreateTextFile 315", "OK", 1, "None", "Application", 0)

| | | +- OTHERWISE

| | | +--

| | +- OTHERWISE

| | +--

| +- CASE 305

| | NOTE FIL305: Cannot open file.

| | FUNCTION MessageBoxBeep(GetFunctionErrorDescription(),

| | "OpenTextFile 305 error ", "OK", 1, "None", "Application", 0)

| +- CASE 315

| | NOTE FIL315: File seek operation failed. Check file attributes.

| | FUNCTION MessageBoxBeep(GetFunctionErrorDescription(),

| | "OpenTextFile 315 error", "OK", 1, "None", "Application", 0)

| +- OTHERWISE

| | SET local file line TO "This is the line to be written to the file"

| | FUNCTION PutText(local file handle, local file line)

| | +- CASE OF GetFunctionErrorNumber()

| | +- CASE 300

| | | NOTE FIL300: Invalid file number given.

| | | FUNCTION MessageBoxBeep(GetFunctionErrorDescription(),

| | | "Error Detected", "OK", 1, "None", "Application", 0)
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| | +- CASE 306

| | | NOTE FIL306: Invalid input value

| | | FUNCTION MessageBoxBeep(GetFunctionErrorDescription(),

| | | "Error Detected", "OK", 1, "None", "Application", 0)

| | +- CASE 307

| | | NOTE FIL307: File specified is open for read operations only.

| | | FUNCTION MessageBoxBeep(GetFunctionErrorDescription(),

| | | "Error Detected", "OK", 1, "None", "Application", 0)

| | +- CASE 309

| | | NOTE FIL309: File write operation failed. Check file.

| | | FUNCTION MessageBoxBeep(GetFunctionErrorDescription(),

| | | "Error Detected", "OK", 1, "None", "Application", 0)

| | +- OTHERWISE

| | | FUNCTION CloseFile(local file handle)

| | | +- IF FileExists("c:\configuration\report.sav") IS GREATER THAN 0

| | | | FUNCTION DeleteFile("c:\configuration\report.sav")

| | | | FUNCTION MessageBoxBeep(GetFunctionErrorDescription(),

| | | | "Error Detected", "OK", 1, "None", "Application", 0)

| | | +--

| | | FUNCTION CopyFile("c:\configuration\report.txt",

| | | "c:\configuration\report.sav")

| | | FUNCTION MessageBoxBeep(GetFunctionErrorDescription(),

| | | "Error Detected", "OK", 1, "None", "Application", 0)

| | | SET local file handle TO OpenTextFile("c:\configuration\report.txt",
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| | | "Read", "Read")

| | | FUNCTION MessageBoxBeep(GetFunctionErrorDescription(),

| | | "OpenTextFile error for read", "OK", 1, "None",

| | | "Application", 0)

| | | NOTE position to read the second record in the file.

| | | FUNCTION PositionFile(local file handle, "Next")

| | | FUNCTION MessageBoxBeep(GetFunctionErrorDescription(),

| | | "Error Detected", "OK", 1, "None", "Application", 0)

| | | SET local file line TO GetText(local file handle)

| | | FUNCTION MessageBoxBeep(GetFunctionErrorDescription(),

| | | "Error Detected", "OK", 1, "None", "Application", 0)

| | | NOTE Position back to the beginning of the file.

| | | FUNCTION PositionFile(local file handle, "Begin")

| | | FUNCTION MessageBoxBeep(GetFunctionErrorDescription(),

| | | "Error Detected", "OK", 1, "None", "Application", 0)

| | | NOTE To determine how many lines are in the file, divide the file 

length by

| | | the length of the view (77 characters) plus the carriage return and line

| | | feed characters (2 characters).

| | | SET local file length TO FileLength("c:\configuration\report.txt")

| | | FUNCTION MessageBoxBeep(GetFunctionErrorDescription(), "Error 

Detected",

| | | "OK", 1, "None", "Application", 0)

| | | SET local file number_of_lines TO local file length / 79
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| | | +- IF local file number_of_lines IS EQUAL TO 1

| | | | +- IF FileExists("c:\configuration\report.sa1") IS GREATER THAN 0

| | | | | FUNCTION MessageBoxBeep(GetFunctionErrorDescription(),

| | | | | "Error Detected", "OK", 1, "None", "Application", 0)

| | | | | FUNCTION DeleteFile("c:\configuration\report.sa1")

| | | | | FUNCTION MessageBoxBeep(GetFunctionErrorDescription(),

| | | | | "Error Detected", "OK", 1, "None", "Application", 0)

| | | | +--

| | | | FUNCTION RenameFile("c:\configuration\report.sav",

| | | | "c:\configuration\report.sa1")

| | | | FUNCTION MessageBoxBeep(GetFunctionErrorDescription(),

| | | | "Error Detected", "OK", 1, "None", "Application", 0)

| | | +--

| | | += FOR SUBSCRIPT OF group_listbox FROM 1 TO local file 

number_of_lines

| | | | BY 1

| | | | SET export file machine_type TO GetText(local file handle)

| | | | SET local file error TO GetFunctionErrorNumber()

| | | | +- CASE OF GetFunctionErrorNumber()

| | | | +- CASE 300

| | | | | FUNCTION MessageBoxBeep(GetFunctionErrorDescription(),

| | | | | "Error Detected", "OK", 1, "None", "Application", 0)

| | | | +- CASE 308

| | | | | FUNCTION MessageBoxBeep(GetFunctionErrorDescription(),
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| | | | | "Error Detected", "OK", 1, "None", "Application", 0)

| | | | +- CASE 313

| | | | | NOTE Attempted to read past the end of file. Get out of the FOR 

loop.

| | | | | FUNCTION CloseFile(local file handle)

| | | <------ESCAPE

| | | | +- OTHERWISE

| | | | +--

| | | +--

| | +--

| +--

+--

オペレーション図のメニュー項目
オペレーション図のメニュー項目で、下記ができます。

選択 説明
「ダイアグラム」→「検査」 データ・モデルの一貫性検査とレポートの作成をします。
>「ダイアグラム」→「レポート」 エンティティ・タイプの階層または定義についてのレポートを作

成します。
「ダイアグラム」→「関連メニュー」 アクション図ツールを起動します。
「編集」→「追加」 （新規オブジェクト）の「特性」ダイアログ・ボックスを表示し

ます。開発者は、選択したエンティティ・タイプにオペレーショ
ンを追加できます。

「編集」→「削除」 「削除」ダイアログ・ボックスを表示します。開発者は、選択し
たエンティティ・タイプからオペレーションを削除できます。

「詳細」→「特性」 開発者は、選択したオブジェクトの特性を変更できます。エンテ
ィティ・タイプを選択してあると、「エンティティの追加」ダイ
アログ・ボックスが表示されます。「オペレーション」を選択し
てあると、そのオペレーションのオブジェクト・ダイアログ・ボ
ックスが表示されます。
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TOとUSINGにおける演算子
TOアクションとUSINGアクションでは、モデルに既存のアクション・ブロックまたはアルゴリズムを使って、CREATE
またはUPDATEステートメントに属性を設定します。この作業は、すべてのドメイン（テキスト、数値、日付、時刻、タ
イムスタンプ）の属性を設定するときに行なわれます。

下記の例のSETステートメントでは、テキスト属性を文字列に設定します。

 --CREATE received product

| SET code TO "GA"

 --

下記の例のSETステートメントでは、アルゴリズムを使って属性値を設定します。

 --CREATE new department

| SET code USING find_department

| WHICH IMPORTS: Entity View division

 --

OPTIMIZE USING 節
これを選択した場合、使用するクエリ・アウトライン名を入力フィールドで指定した「OPTIMIZE USING<query
name>」節が生成されます。

オプショナリティ
メンバシップ におけるオプショナリティは、関係によって関係付けられたエンティティ・タイプのエンティティが対に
関与しなければならないかどうかを示す特性です。

オプショナリティの 2 つの状態を以下に示します。

• つねに - メンバシップが必須であることを示します。すなわち、各エンティティは関係における対に関与する必要が
あります。

• 時々 - 対がオプションであることを示します。すなわち、タイプのエンティティは、関係における対に参加しなくと
も存在できます。

WARNING
重要： ［つねに］を指定する前に、本当に必須メンバシップであるかをよく確認してください。必須メンバ
シップは生成システムにとって極めて重大な存在です。メンバシップを必須と定義し、対のエンティティの一
方を削除すると、もう一方のエンティティとその格納データも削除されます。たとえば、顧客は 2 番目のエン
ティティです。また、失われたデータには、顧客の名前、住所、電話番号および信用格付けを含めることがで
きます。

2 番目のエンティティの情報が削除されると、このエンティティと必須関係があるエンティティもすべて削除されます。
このような連鎖的なエンティティの削除は、必須関係の連鎖の終わりまで続きます。これを「カスケード削除」と言いま
す。オプショナリティを指定するときは、この点に注意してください。
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たとえば、顧客および注文は関連付けられたエンティティ・タイプで、オプショナリティを［つねに］と指定します。所
定の顧客に関する情報を保持するには、各顧客に開いている注文が常にある必要があります。しかし、オプショナリティ
を［時々］と指定した場合は、注文に関係なく、過去と現在のすべての顧客に関する情報を保持できます。これは、関係
は時々しか存在しないためです。

Oracle テーブルスペースの省略時解釈
このウィンドウは、ORACLEテーブルスペース作成のためのテクニカル設計の略時解釈値を設定するのに使います。
［記憶域省略時解釈］では、テーブルスペース内に作成されているすべてのオブジェクトの省略時解釈の記憶パラメータ
を指定します。

デフォルトのタイプ：

• テーブルスペースの省略時解釈
• – DBMSの省略時解釈としての取り扱い

作成したテーブルスペースの特性が DBMS のデフォルト・テーブルスペースの特性であることを示す場合にオン
にします。省略時にはチェックされます。

– オフライン
ORACLE オンライン/オフラインのデフォルトを決定するためのチェック・ボックス。省略時解釈はオンライン
で、オフです。オンラインでは、作成直後にテーブルスペースが、許可を得ているすべてのユーザにとって使える
ようになります。オフラインでは、作成直後にテーブルスペースが使用不可になります。

– ログの無効化
デフォルトがオンの場合、テーブルスペースに関するログ記録は実行されません。オフの場合、テーブルスペース
に関するログ記録が実行されます。

• データファイルの省略時解釈
• – パス

テーブルスペースまでのパスを指定します。オペレーティング・システムに従って、それぞれのファイル名および
パスを指定します。CA Gen により生成されたテーブルスペース名がこのパスに追加されます。必須フィールドは
ブランクのままにすることはできません。

– サイズと単位ドロップダウン・リスト
省略時解釈のデータ・ファイルのサイズの入力フィールド。ファイルが存在しない場合は、このフィールドに ０
以外の値を入力してください。デフォルト・データ・ファイルのサイズの単位の選択には、サイズに関連付けら
れたドロップダウン・リストを使用します。選択肢は、「バイト」、「KB」、「MB」です。省略時解釈の単位は
「バイト」です。

– 再利用
ORACLEが既存ファイルを再利用するのを可能にします。ファイルが存在している場合、ORACLE がそのサイズ
パラメータを検証します。ファイルが存在しない場合は、ORACLEが新たに作成します。デフォルトはオフです。
これは、ファイルが存在していない状態を表します。

• 記憶の省略時解釈
• – 初期値（エクステント値）

オブジェクトの最初のエクステントのサイズをバイト、キロバイト、メガバイトで指定します。オプション
は、<System>（省略時解釈）、または 0 以上の任意の数です。隣接するドロップダウン・リストには、単位のオ
プション（バイト、キロバイト、メガバイト）が含まれています。

– 次の値（エクステント値）
オブジェクトに割り当てられる次のエクステントのサイズをバイト、キロバイト、メガバイトで指定します。ド
ロップダウン・コンビネーション・ボックスでサイズを指定し、デフォルトの次の値に設定します。オプション
は、<System>、または 0 以上の任意の数です。隣接するドロップダウン・リストには、単位のオプション（バイ
ト、キロバイト、メガバイト）が含まれています。

– 最小エクステント
セグメントを作成したときに割り当てる総エクステント値を指定します。「最小エクステント」は、１以上で、最
大エクステント以下でなければなりません。省略時解釈は <system> です。

– 最大エクステント
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はじめのエクステントを含む、オブジェクトに割り当てることのできる総エクステント数を指定します。「最大エ
クステント」は、１以上、かつ最小エクステントより大きい数字でなければなりません。省略時解釈は <system>
です。

– 増分パーセント
２番目以降の各エクステントが、前のエクステントを超えるときの増分率を指定します。最小値は 0 であり、最
初のエクステントの後のエクステントがすべて同サイズであることを示しています。最大値は100であり、各エク
ステントが前のエクステントの２倍の大きさであることを示しています。省略時解釈の入力は「（システム）」で
す。

このダイアログ・ボックスには、以下のフィールド情報が含まれます。

アクション・バーから「ヘルプ」を選択すると、下記のオプションが表示されます。

• キーワード・ヘルプ
CA Gen のファンクション・キーをリストおよび定義します。

• ヘルプ索引
当該ツールセットのヘルプ・パネルの一覧。そこから任意のパネルを選択可

• 一貫性検査エラー・メッセージ
一貫性検査をしたときに出るエラー・メッセージの一覧。エラー・コードの範囲別にグループ分けされている。

• 実行時エラー・メッセージ
生成したアプリケーションの実行時に出るエラー・メッセージの一覧。エラー・コードの範囲別にグループ分けされ
ている。

• バージョン情報
この CA Gen のバージョン番号

 

 

Oracle テーブルスペースの特性
このウィンドウはデータベースのテーブルスペースの特性を追加するとき、または既存のデータベースのテーブルスペー
スを変更するとき使ってください。

データベースの以下の特性を処理できます。

特性 説明
総称名 DBMS固有名が提供されないときのテーブルスペースの省略時解

釈の名前
ORACLE 名 データベースのDBMS固有名。このフィールドは集団データベー

ス名に強制変更するとき使ってください。
DBMSの省略時解釈としての取り扱い オンにしたときは、省略時解釈のテーブルスペース特性がDBMS

省略時解釈のテーブルスペースの特性になることを示しています
。省略時にはチェックされます。

オフライン 作成直後にテーブルスペースをユーザにとって使用できないよう
にするとき、このボックスをオンにします。省略時解釈は、オン
ラインです。

初期値 バイト単位でテーブルスペースの最初のエクステントのサイズを
指定します。テーブルスペースが作成されるとき、このエクステ
ントにスペースが割り当てられます。最小値は、２データ・ブロ
ック・サイズです。

次の値 バイト単位で索引の2番目（次の）エクステントのサイズを指定
します。最小値は、１ データ・ブロック・サイズです。
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最小エクステント セグメントの作成時にORACLEが割り当てることができる総エク
ステント数を指定します。

最大エクステント セグメントの作成時に、ORACLEが割り当てできる、最初のエク
ステントを含む総エクステント数を指定します。

増分パーセント ２番目のエクステントの後ろの各エクステントが前のエクステン
トを超えるパーセントを指定します。最小値は０であり、最初の
エクステント以降のエクステントすべてが同サイズであることを
意味します。

ロギング テーブルスペースにおけるロギングを実行するかどうかを指定す
るフィールド。省略時解釈は「はい」です。オプションは YES
および NO です。これは必須フィールドです。

タイプ テーブルスペースの種類を指定します。デフォルトは
PERMANENT です。オプションは「PERMANENT」と
「TEMPORARY」です。テーブルや索引がテーブルスペースに含
まれている場合、このテーブルスペースを「TEMPORARY」とす
ることはできません。これは必須フィールドです。

［組織単位］ダイアログ
［組織単位］ダイアログ・ボックスでは、組織、組織の管理者、管理者の肩書、および組織の使命記述書を識別します。

このダイアログ・ボックスのフィールドは以下のとおりです。

• 組織名
組織を識別するための必須フィールドです。名前は英数字で 32 文字を超えて設定できません。ロケーションの名前
は、最大32文字（半角）で、特殊文字は使えません。

• 管理者の肩書
その組織単位の責任者の役職を識別する任意フィールドです。

• 管理者名
その組織単位の責任者を識別する任意フィールドです。

• 使命
組織単位の目的に関する概論の入力が可能な任意フィールドです。さらに、企業の性質を記述してもかまいません。

• 説明
［記述説明］ボタンをクリックすると、［記述説明］ダイアログ・ボックスが開き、図に含まれるオブジェクトの説
明を記入できます。記述は簡潔にし、関連すると考えられる情報をすべて記載してください。

• 取消
［取消］ボタンは、変更を実行せずにダイアログ・ボックスが閉じます。

Parent 特性

使用法 Parent ()
説明 インターフェース・オブジェクトの親オブジェクト名を取り出し

ます。
引数 None.
戻り値 この特性が戻す文字列には、インターフェース・オブジェクトの

親オブジェクト名が格納されています。

区分索引スペース
区分索引スペースは、選択した索引スペースのデータ特性を指定する際に使用するダイアログ・ボックスをアクティブ化
します。

 831



 CA Gen - 86JP - Japanese - Japan

区分ウィンドウの「特性」
区分ウィンドウの「特性」で、選択したテーブルスペースまたは索引スペースを変更します。下記は、オブジェクト・タ
イプによって変更されるフィールドです。

フィールド 説明
表スペース 名前、パスワード、クローズ、消去、セグメント・サイズ、ロッ

ク・サイズ、バッファプール、ストレージ・グループ、VCATと
、基本数量、２次数量、数量単位、フリー・ページ、フリー・パ
ーセント、記述などのデータ・セット情報、省略時解釈として値
を使用しない、省略時解釈として次の値を使用など

索引スペース 名前、パスワード、クローズ、消去、サブページ、バッファプー
ル、ストレージ・グループ、VCATと、基本数量、２次数量、数
量単位、フリー・ページ、フリー・パーセント、記述などのデー
タ セット情報

区分ウィンドウの［区分特性］ダイアログ
［区分特性］ダイアログ・ボックスでは、選択した区分の記憶特性を指定します。下記は、変更可能フィールドのリスト
です。

• 消去
• ストレージ・グループ
• VCAT
• データ・セットの１次割り振り量、２次割り振り、数量単位
• データ・セットのフリー・ページとフリー・パーセント
• データ・セットのボリューム選択リスト
• 区分に次の値を使用
• 区分に省略時解釈として次の値を使用

DDL生成中は、これらの特性を使用しDBMSに対しオブジェクトを定義できます。

詳細は個々のコントロールのヘルプを参照してください。

 

［区分テーブルスペースの特性］ダイアログ
［区分テーブルスペースの特性］ダイアログ・ボックスでは、選択したテーブルスペースの記憶特性を指定します。下記
は、変更可能フィールドのリストです。
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• 名前
• パスワード
• クローズ
• 消去
• セグメント・サイズ
• ロック サイズ
• バッファ プール
• ストレージ・グループ
• VCAT
• データ・セットの１次割り振り量、２次割り振り、数量単位
• データ・セットのフリー・ページとフリー・パーセント
• 値を省略時解釈として使わない
• 区分に省略時解釈として次の値を使用

テーブルスペースと索引スペースは、DB2に関係しています。DDL生成中は、これらの特性を使用しDBMSに対しオブ
ジェクトを定義できます。

詳細は個々のコントロールのヘルプを参照してください。

データ・ストア・リストの区分ウィンドウ
［区分］で［ダイアグラム］を選択すると、下記の操作を実行できます。

アクション 説明
Print（印刷） データ・ストア・リストを、指定したプリンタまたはファイルに

出力します。
プリンタ・セットアップ プリンタまたはプロッタの出力オプションを表示します。。
モデルの保存 データ・ストア・リストを格納します。

 

 

 

データ・ストア・リストの区分ウィンドウの編集
［区分］で［編集］を選択すると、下記の操作を実行できます。

アクション 説明
区分の追加 テーブルのグループ分けを、指定した記憶装置内で行ないます。

区分をすると、記憶装置間でデータをより効率的に分配できます
。

削除 テーブルのグループ分けを削除します。最新の区分を削除する
と、区分が終了し標準データ記憶域へ復帰します。
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入力フィールドの「パスワード」
「パスワード」を選択すると、実行時に、入力フィールドへの入力内容が非表示になります。ユーザはフィールドに情報
を入力できますが、入力内容は表示されません。パスワードは、設計上、入力フィールドは必要だが入力内容は表示した
くない、という場合に適します。

「パスワード」を選択すると、「読取専用」チェック・ボックスが不活性化されます。この２つの特性は排他関係にあり
ます。

パス
ファイルの格納時に、読取元と書込先になるサブディレクトリを定義するには、下記を指定してください。

• 出力
• モデル
• ワーク

［データ］サブディレクトリを変更するには、オペレーティング システムの構成ファイル（CONFIG.SYS）内の環境変
数を修正してください。

たとえば、モデルのパスを指定すると、CA Gen は、E: のように、モデルに対して指定したサブディレクトリのモデル
を格納し、アクセスします。環境によっては、それぞれのフィールドに対して、別々のサブディレクトリを指定できま
す。すべてのフィールドを１つのサブディレクトリに格納するか、一部のフィールドを１つのサブディレクトリに格納す
るか指定できます。

パス名にはブランクを使用できます。

［パス］ダイアログ
［パス］ダイアログでは、データ、出力、モデル、レコード、作業に関するファイルの保管時に、読み書きするサブディ
レクトリを定義できます。

モデルのパスを指定すると、CA Gen はサブディレクトリのモデルの格納やアクセスを行います。たとえば、E: などと
指定します。環境に応じて、フィールドごとに別々のサブディレクトリを指定したり、すべてのフィールドに対して １
つのサブディレクトリを指定したり、一部のフィールドに対して １ つのサブディレクトリを指定したりすることができ
ます。

WARNING
重要： LAN サーバをサポートしているのは、データ・パスだけです。このため、LAN 上にワーク・パスまたは
モデル・パスを置くと、ある開発者のファイルに別の開発者がアクセスした場合、モデルは不正な状態になり
ます。また LAN 装置上に出力パスを置くと、ある開発者のファイルが別の開発者によって、削除または変更さ
れる恐れがあります。

パス名にはブランクを使用できます。

ほとんどのパスの最大長は 248 文字です。Work パスの最大長は 238 です。

このダイアログ・ボックスのフィールドは以下のとおりです。

• Current
現行ディレクトリを指定します。おもに、診断またはサポートのために、内部的に使用します。

• Logfiles
何らかのアプリケーションが生成したログ・ファイルの場所を指定します。

• 設定
アプリケーション構成ファイルの場所を指定します。

• 出力

 834



 CA Gen - 86JP - Japanese - Japan

CA Gen の外部に保管するファイルへのパスを指定します。
• モデル

CA Gen が、特定のモデルを定義するファイルと、そのモデルに関連するすべてのファイルの保管とアクセスに使う
サブディレクトリへのパスを指定します。

• ワーク
CA Gen が一時作業ファイルの保管とアクセスに使用するサブディレクトリを指定します。新しいワーク・パスが使
用されるのは、次回 CA Gen を起動したときです（パスが存在する場合）。（このパスは CA Gen の外部に作成しま
す。）

変換の実行
トランスフォーメーションは、一貫したデータ・モデルを必要とします。「分析」段階か「設計」段階で、データ・モデ
ルの一貫性検査を行なってください。「分析」段階で一貫性検査が終了すれば、トランスフォーメーションでの一貫性検
査を省略できます。

NOTE
注： トランスフォーメーションを段階的に実行する場合は、TD 全体の一貫性検査を行なって、すべての制約
の参照保全性オプションを検証します。

テクニカル設計のデフォルト値を検証してから、トランスフォーメーションを実行してください。トランスフォーメー
ションを呼び出すと、以下のタスクが実行されます。

• 一貫性検査の実行
• 保護違反のチェック
• 現行テクニカル設計の削除
• エンティティ・タイプの変換
• 関係の変換
• 参照保全性の処理
• テーブルスペースと索引スペースの計算
• TD から目標 DBMS への特殊化

WARNING
重要： トランスフォーメーションによって、既存の TD が削除され、データ・モデルとテクニカル設計のデ
フォルト値に基づいて、新規 TD が作成されます。

［達成基準の特性］ダイアログ
［達成基準の特性］のダイアログ・ボックスでは、計画に対する作業の進展を示す標識を追加します。

それぞれの達成基準は特定の目標または目的を監視しますが、それはさまざまな重要成功要因によって影響されます。

［トランザクション・コードの特性］ダイアログ
［トランザクション・コードの特性］ダイアログ・ボックスは以下を実行します。

• トランザクション･コードの名前を指定（トランザクション･コードの追加時）
• トランザクション・コードの名前変更（トランザクション・コードの変更時）

この名前で表わせるのは、クリア･スクリーン･トランザクション･コードまたは対話フロー･トランザクション･コードで
す。名前はすべてトランザクション・コードの選択リストに追加されます。

PSB 名には以下の制限事項があります。
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• 英文字と数字が使えます。
• 先頭文字が英文字でなければなりません。目標プラットフォームがCICSの場合は先頭文字がCであってはいけませ
ん。

• 特殊文字やブランク文字は使えません。
• 名前は 8 文字を超えることはできません。目標プラットフォームがCICSの場合は４文字を超えることはできません。
• この名前は一意でなければなりません。同じ名前を 2 回追加することはできません。

［トランコード追加］プッシュ・ボタン
［トランコード追加］プッシュ・ボタンで、トランザクション・コードの名前を指定します。命名したトランザクショ
ン・コードは、トランザクション・コード選択リストに表示されます。

「トランコード特性」プッシュ・ボタン
「トランコード特性」プッシュ・ボタンで、トランザクション・コードの特性を指定できます。開発者が指定できる特
性は名前だけなので、このボタンを使うとトランザクション・コードの名前を変更できます。名前を変更したトランザク
ション・コードは、トランザクション・コード選択リストに表示されます。

トランコードのプッシュ・ボタン
「トランコード」プッシュ・ボタンには、関連ロード・モジュールのトランザクション・コード選択リストが表示されま
す。このリストで、トランザクション・コードを追加、削除、名前変更できます。

トランコード選択のリスト
「トランコード」選択リストでは、関連ロード・モジュールに設定したトランザクション・コードを表示します。このリ
ストで、トランザクション・コードを追加、削除、名前変更（特性の指定）できます。

パッケージング・ツールを使用してプロシージャ・ステップの特性を詳細化すると、トランザクション・コードがクリ
ア・スクリーン・トランザクション・コード、または対話フロー・トランザクション・コードのいずれであるかを指定で
きます。

Transaction File Dump
このアクションを使用できるのは、弊社の社員のみです。お客さまは、弊社のテクニカル・サポートからの指示のもとで
のみ使用してください。

トランザクションの「ロッキング試行回数」
トランザクションがエラー・コードを返す前にロッキングを試行する回数を設定します。０～99の間の任意の数字を指
定できます。

トランザクション再試行回数
TRANSACTION RETRY COUNTは、PADロジックで使用できる特殊な属性です。TRANSACTION RETRY COUNTのド
メインは数値です。現在のトランザクションを再試行しているかどうかをアクション図で判別でき、再試行している場合
は、その回数を求めます。

下記の例では、TRANSACTION RETRY COUNTを最大許容再試行回数と比較し、限界に達したかどうかを調べます。
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NOTE
注： TRANSACTION RETRY LIMIT を超えて重大エラーが発生するのを避けるため、この方法を使用すること
をお勧めします。

IF TRANSACTION_RETRY_COUNT < TRANSACTION_RETRY_LIMIT

RETRY TRANSACTION

ELSE

EXIT STATE IS WAIT_AWHILE_AND_TRY_AGAIN

ESCAPE

下記の例では、TRANSACTION RETRY COUNTをSETステートメントのソースとして使います。その目標は数値属性の
ビューです。

SET local ief_supplied count TO TRANSACTION_RETRY_COUNT

トランザクション再試行回数限度
TRANSACTION RETRY LIMITは、PADロジックで使用できる特殊な属性です。TRANSACTION RETRY LIMITのドメイ
ンは数値です。アクション図を使って、RETRY TRANSACTION ステートメントまたはデッドロック用の省略時の CA
Gen エラー処理プロシージャでトランザクションを再試行できる最大回数を指定します。この限界に達したら、再試行
は生じません。

TRANSACTION RETRY LIMITをアクション図の中で明示的に設定していない場合、目標環境の省略時限界値を使いま
す。その環境はさらに、TRANSACTION RETRY LIMITが超えられない上限を持ちます。実行時に、２つの値を検査しま
す。２つの値（TRANSACTION RETRY LIMITと上限）のうち小さい方を使います。

下記の例では、TRANSACTION RETRY LIMITを変更します。

SET TRANSACTION_RETRY_LIMIT TO 20

下記の例では、TRANSACTION RETRY LIMITを現在の再試行回数と比較し、限界に達したかどうかを判別します。

NOTE
注： TRANSACTION RETRY LIMIT を超えて重大エラーが発生するのを避けるため、この方法を使用すること
をお勧めします。

IF TRANSACTION_RETRY_COUNT < TRANSACTION_RETRY_LIMIT

RETRY TRANSACTION

ELSE

EXIT STATE IS WAIT_AWHILE_AND_TRY_AGAIN
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ESCAPE

下記の例では、TRANSACTION RETRY LIMITをSETステートメントのソースとして使います。その目標は数値属性の
ビューです。

SET local ief_supplied count TO TRANSACTION_RETRY_LIMIT

トランザクションの「タイムアウト」
トランザクションの「タイムアウト」の特性を、このドロップダウン・リストにて、「活性状態」または「不活性状態」
に設定できます。省略時解釈の設定は「不活性状態」です。活性状態にすると、「タイムアウト番号/単位」と「ロッキ
ング試行回数」の特性が活性状態になり、省略時解釈がそれぞれ１、10、「時間数」となります。数字を入力し、「時
間/分/秒」ドロップダウン・リストから単位を選択し、試行回数を入力してください。

トランザクションのタイムアウト時間
トランザクションのタイムアウト時間は59,652未満でなければなりません。Enterを押し、新しいトランザクションのタ
イムアウト時間を入力してください。

トランザクションの最小タイムアウト
トランザクション・タイムアウト値は、少なくとも 1 である必要があります。Enter キーを押し、新しいトランザクショ
ンのタイムアウトを入力します。

トランザクションのタイムアウト（分）
トランザクションのタイムアウト（分）は、3,579,139未満でなければなりません。Enterを押し、新しいトランザクショ
ンのタイムアウト（分）を入力してください。

TRANSFER
関係アクションは、独立したステートメントとしてだけでなく、一部のエンティティ・アクションの内部に節としても書
けます。TRANSFERも、独立型の関係アクションとして使えます。TRANSFERは、例外条件を持ちませんが、その独立
形式はデータベース例外条件を持てます。

データ・モデルで転送可能と定義された関係をTRANSFERで転送できます。TRANSFERアクションは、特定のエンティ
ティ・オカレンス間の関係を転送します。エンティティの対を別のエンティティに変更します。このアクションがデー
タ・モデル内のエンティティ間の関係に影響するわけではありません。TRANSFERを使って関係を転送する前に、エン
ティティをREADで読み取るかCREATEで作成しておく必要があります。

たとえば、製品を保持する倉庫の場合を考えてみましょう。 ある倉庫から別の倉庫へ製品を移動します。 下記の例で
は、「製品」を、ある「処理中の倉庫」から「新しい倉庫」に移動しました。つねに「製品」はある「倉庫」に保管さ
れ、「倉庫」にはときどき１つまたは複数の「製品」が保管される、という、「倉庫」と「製品」との関係が、データ・
モデル上にあります。 この関係は転送可能と指定されており、データ・モデル内で変更されることはありません。

 -- TRANSFER received product 
|     FROM processing warehouse WHICH holds IT 
|     TO new warehouse WHICH holds IT
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データ・モデル、データ・モデル・リスト、オペレーション・モデルにおける関係の転送
転送は、関係をエンティティ・タイプまたはサブタイプから別のエンティティ・タイプまたはサブタイプへ移動します。

関係を転送するには、以下のオブジェクトを選択する必要があります。

• １つの関係線
• 関係線が現在関係付けられている １ つのエンティティ
• 関係の転送先にする 1 つの新規エンティティ

変更内容を確認するための確認ボックスが表示されます。

属性の転送元
属性の「転送元」は、属性とその仕様を別のエンティティ・タイプまたはサブタイプに転送します。属性は、ワーク・
セットにも転送できます。

宛て先エンティティまたはワーク・セットに同じ名前を持つ属性がある場合、別の名前の入力を求められます。

下記に該当する属性は、転送できません。

• 識別子または分類属性
• ビューで使われている属性

識別子として使われる属性には、その属性名の前に"I"というマークが付きます。

アクティビティ依存関係における「転送」
「転送」では、依存関係線のソースと宛て先を変更します。依存関係は、あるアクティビティまたはイベントから、別の
アクティビティまたはイベントへ転送できます。また、情報ビュー ラインも別の外部オブジェクトまたはプロセスへ転
送できます。

「転送」は、下記を選択すると活動状態になります。

• 関係づけたい依存関係線とそのプロセス
• 外部のオブジェクトまたはイベントに関係付けたい、ビュー・ラインとそのプロセス

関係の転送の制限事項
関係を別のエンティティ・タイプへ転送する場合、以下の制限事項があります。

1. サブセットでは、転送の対象とする 3 つのエンティティ・タイプに対し、削除プロテクションが必要です（展開オプ
ションは小展開で可）。

2. アクション図のロジックで関係を転送することはできません。
3. 関係名は、エンティティ・タイプごとに一意でなければなりません。たとえば、「顧客」「ステータス」「注文」
という３エンティティ・タイプがあり、顧客はステータス「を持つ」という名前の関係と、注文はステータス「を持
つ」という名前の関係がある場合、これらのどちらの関係も転送できません。

4. なぜなら関係名が同じなので、もし転送ができてしまうと、１エンティティ・タイプが同名の２関係を持てることに
なってしまうからです。データ・トランスフォーメーションの実行後は、サブセット上では、関係を転送することは
できません。なぜなら、すでにテクニカル設計オブジェクトに関係づけられており、サブセット機能には、テクニカ
ル設計オブジェクトの結合を変更できるプロテクションはないからです。

TRANSFER ステートメント
TRANSFER ステートメントは、特定のエンティティ・オカレンス間の関係を転送します。エンティティの対を別のエ
ンティティに変更します。このアクションがデータ・モデル内のエンティティ間の関係に影響するわけではありませ
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ん。TRANSFERを使って関係を転送する前に、エンティティをREADで読み取るかCREATEで作成しておく必要があり
ます。

データ・モデルで転送可能と定義された関係をTRANSFERで転送できます。

たとえば、ある倉庫から別の倉庫に移動できる製品について考えてみましょう。下記のステートメントでは、「製品」
を、ある「処理中の倉庫」から「新しい倉庫」に移動しました。

 --TRANSFER received product

| FROM processing warehouse WHICH holds IT

| TO new warehouse WHICH holds IT

 --

つねに「製品」はある「倉庫」に保管され、「倉庫」にはときどき１つまたは複数の「製品」が保管される、という、
「倉庫」と「製品」との関係が、データ・モデル上にあります。この関係は転送可能と指定されており、データ・モデル
内で変更されることはありません。

転送先
「トランスファ先」ラジオ・ボタンでは、選択したプロシージャ・ステップに自動フローが転送されることを指定しま
す。ウィンドウまたは主ダイアログ・ボックスとしてインプリメントされたプロシージャ・ステップのみ転送できます。

GUIアプリケーションでは、「転送先」を選択すると、次のプロシージャ・ステップが実行される前に、ウィンドウまた
はダイアログ・ボックスがクローズされます。

トランスファがまだ対話フロー図上に存在しない場合、ナビゲーション図によって転送が追加されます。

既存ビジネス･システムのトランスフォーム
［既存のビジネス・システムのトランスフォーム］では、各プロシージャ・ステップに主ウィンドウを作成します。この
ウィンドウは、画面設計の画面レイアウトに基づいて作成されます。

詳細については、「Transform Screen Design into Window」を参照してください。

［トランスフォーム］プッシュ・ボタン
このプッシュ・ボタンを押すと、リスト内のコントロールが、左から右、上から下という省略時の順序に変更されます。
変更は、このプッシュ・ボタンを押すと即座に行なわれます。

ウィンドウ選択の［トランスフォーム］プッシュ・ボタン
「トランスフォーム」プッシュ・ボタンを押すと、プロシージャ・ステップがウィンドウにトランスフォームされます。
トランスフォーメーションでは、プロシージャ・ステップの画面定義を使ってコントロールが作成されます。すべてのプ
ロシージャ・ステップがウィンドウを持つまで、［トランスフォーム］プッシュ・ボタンは活動状態になっています。

「画面設計からウィンドウへのトランスフォーム」
［画面設計からウィンドウへのトランスフォーム］では、画面設計の画面レイアウトから、ウィンドウが作成されます。
選択したプロシージャ・ステップに画面がない場合、このラジオ・ボタンは非活動状態になります。
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画面のトランスフォーメーション・プロセスでは、元の画面レイアウトの保存が試行されます。

このプロセス中のコントロールのウィンドウ・サイズとロケーションは、ビジネス・システムの［ウィンドウ表示特性］
の［リテラル］で定義されているフォントに基づいています。元の画面に類似したレイアウトにする場合は、すべてのコ
ントロールの種類に対して同じ固定ピッチ・フォント（Courierなど、各文字が同じ幅になるフォント）を使用します。
別のフォントを使用するかプロポーショナル・フォントと固定ピッチ・フォントを混ぜて使用する場合は、レイアウトの
類似性は保持できなくなります。

固定ピッチ・フォントを使用しても、レイアウトの保持のされ方には一定の限度があります。GUIコントロールとその画
面上の対応部分の間には自然に差が発生するため、ウィンドウ・コントロールのサイズおよび相対的なロケーションは、
画面上のフィールドの外観とわずかに異なる可能性があります。たとえば、ドロップダウン リストまたはリスト ボック
スのスクロール バーの矢印は、対応するコントロールのサイズに影響します。

下記のリストで、トラスフォーメーション プロセスの詳細について説明します。

• 反復グループ ビューはリスト ボックスとしてトランスフォームされます。列の相対的なロケーションが保存されま
す。画面上に各列が複数回表示される（分割リスト ボックス）場合は、左端の列のみがトランスフォームされたウィ
ンドウにリスト ボックスとして表示されます。

• トランスフォームされたフィールドの長さは、画面フィールドの定義と編集パターンのほうが長い場合も、データ モ
デルで定義された長さ以下になります。たとえば、編集パターン$$$,$9.99を使用した9文字幅のフィールド内で、画
面上に配置された4桁と小数点以下2桁の長さの数としてデータ モデルで定義された属性について考えます。トランス
フォーメーションの間、このフィールドの長さは4つの数字と小数点で構成された5文字になります。

• 画面上に配置された反復グループ ビュー内の属性の表示長がデータ モデルで定義された長さ未満になった場合は、ト
ランスフォームされた列の幅が予想より大きくなる可能性があります。

• 画面上で使用されるプロンプトとリテラルはトランスフォームされ、これらの相対的なロケーションはウィンドウ上
で保持されます。

• 複数の（範囲指定のない）許容値を持つ属性は、コンボ ボックスにトランスフォームされます。最低 1 つの範囲が定
義されている場合は、その属性は単一行の編集フィールドに変換されます。

• トランスフォームされたコントロールの色は、ビジネス・システムに対して定義されたウィンドウ表示特性に基づい
て設定されます。

• 多重反復グループ、隠ぺいフィールド、およびファンクション・キーは、トランスフォームされません。
• グループの各インスタンスが画面上で単一行ではなく列に配置される反復グループは、サポートされません。
• 右から左に表示される言語へのトランスフォーメーションはサポートされません。
• 下記の特殊フィールドのみがトランスフォームされます。
現在日付
現在時刻
現行タイムスタンプ
ローカル・システム識別子
システム・エラー・メッセージ
端末 ID
トランザクション・コード
ユーザ ID

［トランスフォーメーション・タイプ］ダイアログ
［トランスフォーメーション・タイプ］ダイアログ・ボックスでは、プロシージャ・ステップの画面レイアウトに基づい
て、ウィンドウを作成できます。

また、１つのビジネス･システムのすべてのプロシージャ･ステップを一度にトランスフォームすることもできます。
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トランスフォーメーション・オプション

オプション 説明
既存のビジネス・システム このタイプのトランスフォーメーションをすると、ビジネス・シ

ステムを高速に変換できます。単一ステップのビジネス・システ
ムに属するすべての画面がトランスフォームされます。
このタイプのトランスフォーメーションが活性化されるのは、す
べてのプロシージャ・ステップをトランスフォームできる場合
だけです。1つまたは複数のプロシージャ・ステップが、すでに
ウィンドウとして存在する場合、このタイプのラジオ・ボタンは
不活性化されます。

画面設計のトランスフォーム 選択したプロシージャ・ステップに属する単一の画面が主ウィン
ドウにトランスフォームされます。トランスフォームされたウィ
ンドウのレイアウトは、元の画面のレイアウトに基づきます。

詳細は、個々のコントロールのヘルプを参照してください。

「非常駐」チェック・ボックス（エンティティ・タイプの）
オンにすると、エンティティ・タイプが仮想エンティティ・タイプとして指定されます。仮想エンティティ・タイプは、
オカレンスのないエンティティ・タイプです。仮想エンティティ・タイプは、通常は仕様サブジェクト・エリア（タイ
プ・モデル上に描く）の一部です。他方、関係データベースのテーブルとして「実装」されるエンティティ・タイプは、
実エンティティ・タイプと呼ばれ、通常はインプリメンテーション・サブジェクト・エリアの一部です。

したがって、仮想エンティティ・タイプには、それに対応する関係データベース・テーブルがありません。（省略時の
エンティティ・タイプは実エンティティ・タイプです）。仮想エンティティ・タイプは、アプリケーションの実行時に
誘導できます。仮想エンティティ・タイプのオペレーションで、そのエンティティ・タイプ新しいオカレンスを作成し
ます。・その仮想エンティティ・タイプのエンティティを、ほかのオペレーションで参照できます。ただしそれらのエ
ンティティはテーブルの行としては実現されません。仮想エンティティ・タイプのオペレーションのロジックは、実エ
ンティティ・タイプのオペレーションを呼び出す必要があります。仮想オカレンスに関する情報は、実エンティティ・タ
イプ内に物理的に格納するので、いったん格納したのちは、その情報を参照することにより仮想エンティティ・タイプの
エンティティを再構成できます。ロジックを適切に作成すれば、仮想エンティティ・タイプは、そのコンシューマにとっ
て、あたかも実エンティティ・タイプと同様に使えます。

仮想エンティティ・タイプと実エンティティ・タイプとでは、インプリメンテーションのされかたが大いに異なります。
仮想エンティティ・タイプと実エンティティ・タイプとは、１対１の単純な対応も可能ですが、ほかの対応づけをする
方がよい場合があります。たとえば、複数の異なる仮想エンティティ・タイプのデータを、１つの実エンティティ・タイ
プ（に対応する１つのテーブル）に格納できます。逆に、１つの仮想エンティティ・タイプに、複数のテーブルに格納さ
れたデータをひとまとめにすることもできます。仮想エンティティ・タイプは物理メモリには置かれないので、仮想エン
ティティ・タイプ群を正規化する必要はありません。

仮想エンティティ・タイプの規則

• 仮想ビュー（仮想インポート・ビュー、仮想エクスポート・ビュー、ローカル・ビュー）は、仮想エンティティ・タ
イプに対して定義できます。常駐ビュー（エンティティ・アクション・ビュー、常駐インポート・ビュー、常駐エク
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スポート・ビュー）は、仮想エンティティ・タイプに対して定義できません。なお、実エンティティ・タイプは、仮
想ビューと常駐ビューのどちらをも持てます。

• 上記の規則に従って、仮想エンティティ・タイプのエンティティに対してはCRUDアクションを実行できません。
• 仮想エンティティ・タイプは、実属性（つまり基本属性と設計属性）も実関係も持てません。自身の誘導属性と仮想
関係だけを持てます。

• 仮想エンティティ・タイプは、関係データベースのテーブルとしては実装されません。つまり、データ・トランス
フォーメーション時に、仮想エンティティ・タイプは無視されます。また参照保全性トリガは、仮想エンティティ・
タイプに対しては作成されません。

• 仮想エンティティ・タイプはサブタイプを持てます。
• 仮想エンティティ・タイプは識別子を持たなければなりません。
• 仮想エンティティ・タイプの分類属性と識別属性は、誘導属性になります。

仮想エンティティ・タイプの使用

仮想エンティティ・タイプは、CA Gen モデリング機能に追加された非常に強力かつ柔軟な機能です。その用例は、下記
のとおりです。

• ユーザ・ビュー、ビジネス・オブジェクト、または役割りを定義してから、それらを冗長性のない実エンティティ・
タイプ群へと合成し、それを基に論理データベース設計が行なわれます。ユーザ・ビュー（またはビジネス・オブ
ジェクトのタイプか役割り）を定義するには、１つ以上の仮想エンティティ・タイプを使います。その他のエンティ
ティ・タイプは、情報の重複とオプショナルな構造を表わすのに必要です。ユーザ・ビューには重なりがあります。
つまりユーザ・ビューの集まりは通常、冗長性があり正規化されていません。

• 上記の説明は、２層モデルの使用法です。外部層は、仮想エンティティ・タイプから作成します。社員、ユーザ・イ
ンターフェースの開発者、コンポーネント・ベース開発のユーザは、仮想エンティティ・タイプへと簡単に関係づけ
ることができます。内部層は、実エンティティ・タイプによって作成され、論理データベース設計を表わします。外
部層から提供されるオペレーションに影響を与えずに、内部層を再設計できます。これは、アプリケーションの機能
をカプセル化するための高度な手法ですが、「カプセル化」特性にする必要はありません。

• ２層モデルは、上記のようなトップ・ダウンでも、ボトム・アップでも作成できます。最初にデータベース設計のモ
デルを定義（既存の設計が反映されることがあります）でき、洗いだされたユーザ・ビュー（またはビジネス・オブ
ジェクトのタイプか役割り）を追加します。

• サーバのステップまたはユーザ・インターフェース保持のステップだけが、仮想エンティティ・タイプの属性を明ら
かにしていると仮定します。この場合、不明瞭な総称性や外部ファイルの使用は、そのステップのコンシューマから
うまく隠ぺいされます。

• 仮想エンティティ・タイプを使うことにより、仕様タイプ・モデル（CBD標準として定義済み）を表わします。
• 仮想エンティティ・タイプにより、IDL または OLE 形式のインターフェースを CA Gen で定義できます。

仕様サブジェクト・エリア内の仮想エンティティ・タイプ
コンポーネント・モデリング標準に従う限り、仕様サブジェクト・エリアにはTRANSIENTエンティティ・タイプだけを
含めるべきです。

［は仮想エンティティ・タイプだけを持てます］ラジオ・ボタンをオンにすると、一貫性検査機能は、仕様サブジェク
ト・エリアに問題点があれば、それを「警告」として検出します（「エラー」を検出した場合は DDL を作成できませ
ん）。それにより、不注意によるCBD標準違反を防止できます。

逆に、開発者が、「実エンティティ・タイプを含みうる」のラジオ・ボタンをオンにするのは、仕様サブジェクト・エリ
ア内に実エンティティ・タイプを、意図的に含める場合だけにするべきです。それをするのは、（仕様サブジェクト・エ
リアでなく）コンポーネント・インプリメンテーション・モデルの作成時に限るようお勧めします。このラジオ・ボタン
をオンにすると、一貫性検査しても、CBD標準への違反が一切検出されません。

規則

「仮想エンティティ・タイプのみ含む」のラジオ・ボタンをオンにした場合、下記の決まりがあります。
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• 仕様サブジェクト・エリア内のどのエンティティ・タイプも、実エンティティ・タイプでなければなりません（仮想
エンティティ・タイプであってはならない）。

• 仕様サブジェクト・エリア内のどのサブジェクト・エリアも、その役割りは「仕様」でなければなりません（「一
般」や「インプリメンテーション」であってはならない）。

仕様サブジェクト・エリアの説明については、「サブジェクト・エリアの役割り」をクリックしてください。

仮想関係
仮想関係は、物理的には記録「されない」関係です。

もちろん、仮想関係は、外部識別子によっても表現できます。つまり、ほかのいずれかの実エンティティ・タイプに、識
別子の値を記録するための実属性を設ければ、仮想関係を物理的に表現できます。ただしその外部識別子の整合性を維持
するには、そのためのロジックを、オペレーション内のアクション図に書かなければなりません。

CA Gen で関係を管理する場合と比較してみましょう。CA Gen が、関係表の内部に外部キーを自動生成し、データベー
ス機能または生成コードを使って参照保全性を維持します。また、ユーザ自身ができることもあります。Readアクショ
ンでの関係の参照、Associateの実行、関係へのDisassociateとTransferアクションです。これは便利なすぐれた機能です
が、カプセル化の原則には反しています。（下の「ヘディングを使う」を参照）

すべての新しいモデルでは、破線は仮想関係を表わします。ほかのツールでは、仮想関係をスラッシュ（/）で区別して
います。

仮想関係の規則

• 関係の両端のエンティティ・タイプの、少なくとも１つが仮想エンティティ・タイプであれば、その関係は仮想関係
でなければなりません。

• ある関係を持つエンティティ・タイプが仮想エンティティ・タイプに変更されたとします。その関係は、自動的に仮
想関係に変わります（仮想関係でなかった場合）。

• 仮想関係は、２つの実エンティティ・タイプの間に存在できます。
• Readステートメントは、仮想関係を参照できません。
• Disassociate、Associate、Transferの各アクションは、仮想関係に対しては実行できません。
• 仮想関係は単なる「文書」です。それらはコードまたはデータベース設計を生成するためには使用されません。

仮想関係の使用

仮想関係を使うことで実タイプ間に存在するビジネス関係を示せますが、仮想関係をCA Genは管理しません。開発者は
特定のロジックを記述することで、関係オカレンスを常駐させ、参照保全性を維持しなければなりません。モデル作成者
は、わかりやすくするために、図中に余分な関係（つまりほかから導ける関係）を描くことがあります。描いた余分な関
係に対しては、開発者がロジックを書く必要はありません。

関係を CA Gen で実現しないことの目的の 1 つは、カプセル化を完全に達成するためです。CA Gen管理の関係を共有す
る２つのエンティティ・タイプは、完全にはカプセル化できません。一方のエンティティ・タイプのインプリメンテー
ションへの変更は、他方のインプリメンテーションに影響するからです。

仮想エンティティ・タイプと実エンティティ・タイプとの間の関係は、仮想関係という形でダイアグラムに描けます。

仮想関係では、関係に関与する統合制約（オプショナリティ、カージナリティ、識別子）を開発者が定義できます。な
お、CA Gen にはそのような制約はありません。

遷移プロセス
このリストにて、エンティティ・ライフ・サイクル図上の２つのエンティティ状態間の状態遷移を起こす基本プロセスを
選択します。

プロセスを選択し、［了解］を選択してください。
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［遷移特性］ダイアログ
［遷移特性］ダイアログ ボックスには、エンティティ・ライフ・サイクル図上の 2 つの状態を関連付けるときに、遷移
を発生させるために使用できる遷移プロセスが表示されます。

プロセスの追加と削除は下記のように行なってください。

1. プロセスをリストに追加するには「プロセス」を選択してください。
2. プロセスをリストから除外するには、そのプロセスを強調表示し「除去」を選択してください。
3. 選択が完了したら「了解」を選択してください。

トランスペアレント・バインド・スタイル
トランスペアレント・バインド・スタイルを選択するのは、CA Gen ソフトウェアに、そのインターフェースをサポート
するサーバを選択させる場合です。

Tuxedoサービス名
Tuxedoサービス名で、Tuxedoに対して、１プロシージャ・ステップを特定します。開発者がこのフィールドに詳細を入
力しない場合、プロシージャ・ステップ・ソース・ファイル名が省略時解釈となります。

NOTE
注： このフィールドの内容は、変更した後でも <DEFAULT> に戻すことができます。その場合は、名前をブラ
ンクにして、ダイアログ・ボックスを終了し、再びダイアログ・ボックスを開きます。

SERVICESセクション内のTuxedoコンフィギュレーション・ファイル（ubbconfig）内に、開発者はTuxedoサービス名を
指定しなければなりません。

「2段階で作成」のラジオ・ボタン
このラジオ・ボタンでは、ユーザが更新コマンドを出したときに、作成（CREATE）のエンティティ・アクションを2段
階で実行するように指定します。各段階は下記のとおりです。

• ユーザがコマンドを実行して、検証をすると、システムがアクションの確認を要求します。
• ユーザがアクションを確認すると、システムはそのアクションを実行します。

「2段階で削除」のラジオ・ボタン
このラジオ・ボタンでは、ユーザが更新コマンドを出したときに、削除（DELETE）のエンティティ・アクションを2段
階で実行するように指定します。各段階は下記のとおりです。

• ユーザがコマンドを実行して、検証をすると、システムがアクションの確認を要求します。
• ユーザがアクションを確認すると、システムはそのアクションを実行します。

「2段階で更新」のラジオ・ボタン
このラジオ・ボタンでは、ユーザが更新コマンドを出したときに、更新（UPDATE）のエンティティ・アクションを2段
階で実行するように指定します。各段階は下記のとおりです。

• ユーザがコマンドを実行して、検証をすると、システムがアクションの確認を要求します。
• ユーザがアクションを確認すると、システムはそのアクションを実行します。
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［タイプ・マップ・リスト］ダイアログ・ボックス
［タイプ・マップ・ジェネレータ］プロセスで最初に表示される［タイプ・マップ・リスト］ダイアログ・ボックスで
は、タイプ・マップおよびオプションの「マッパー」アクション・ブロックを作成できます。１つのタイプ・マップは、
１つ以上のエンティティ・タイプのソース属性から、１つ以上のエンティティ・タイプの目標属性への、マッピング定義
を持っています。

マッピング用アクション・ブロックには、タイプ・マップで定義されたビューがあります。フォワード・マッピング
用アクション・ブロックには、ソース属性の値を目標属性の値に設定するSETステートメントがあります。バックワー
ド・マッピング用アクション・ブロックには、目標属性の値をソース属性の値に設定するSETステートメントがありま
す。SETステートメントには、それがタイプ・マップ・ジェネレータによって作成されたことを示すコメント（NOTEス
テートメント）が付いています。

このダイアログ・ボックスを表示するには、「タイプマップ ジェネレータへのアクセス」を参照してください。

このダイアログ・ボックスのフィールドは以下のとおりです。

• 名前
タイプ・マップ名

• フォワード・マッピング用アクション・ブロック
タイプ・マップに関連づけられたフォワード・マッピング用アクション・ブロックの名前

• バックワード・マッピング用アクション・ブロック
タイプマップに関連付けられたバックワード・マッピング用アクション・ブロックの名前

• Open
既存のタイプ・マップを編集する［対応づけ］ダイアログ・ボックスを表示します。ビューからSETステートメント
と属性を、追加または削除できます。このボタンは、タイプ・マップ名を選択すると活性化されます。

• 新規
タイプ・マップを作成する［タイプ・マップ特性］ダイアログ・ボックスを表示します。このボタンは常に活性化さ
れています。

• 削除
選択したタイプ・マップ・オブジェクトを削除します。関連づけられたマッピング用アクション・ブロック自体を削
除するわけではありません。マッピング用アクション・ブロックとの関連づけを解消するだけです。削除してよい
かを確認する警告メッセージが表示されます。このボタンは、タイプ・マップ名を選択したときにのみ活性化されま
す。

• 特性
既存のタイプ・マップを編集する［タイプ・マップ特性］ダイアログ・ボックスを表示します。タイプ・マップ名が
タイトル（"TYPEMAP_NAME Properties"）に表示されます。このボタンは、タイプ・マップ名を選択したときにの
み活性化されます。

• クローズ
CA Gen モデル・ウィンドウに戻ります。このボタンは常に活性化されています。変更を加えずにダイアログをク
ローズします。

「タイプ・マップ特性」ダイアログ・ボックス
［タイプ・マップ特性］ダイアログ・ボックスでは、タイプ・マップ・オブジェクトの作成、または既存のタイプ・マッ
プ・オブジェクトの更新が実行できます。フォワード・マッピング用アクション・ブロックとバックワード・マッピン
グ用アクション・ブロックの各フィールドが、いずれも空欄でない場合は、CA Gen によってこの 2 つのアクション・ブ
ロックが関連付けられます。フォワード・マッピング用アクション・ブロックとバックワード・マッピング用アクショ
ン・ブロックが、いずれも空欄の場合、以前の関連づけ（あれば）が削除されます。タイプ・マップ名は、新しい名前を
上書き入力することで変更できます。

［タイプ・マップ特性］ダイアログ・ボックスを表示するには、［タイプ・マップ・リスト］ダイアログ・ボックスで
［新規作成］ボタンまたは［特性］ボタンをクリックします。

このダイアログ・ボックスのフィールドは以下のとおりです。
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• 名前
タイプ・マップ・オブジェクト名（一意で32バイト以内）

• 説明
タイプ・マップ・オブジェクトについての説明文（1000バイト以内）

• フォワード・マッピング用アクション・ブロック
タイプ・マップに関連づけられたフォワード・マッピング用アクション・ブロックの名前（一意で32バイト以内）

• バックワード・マッピング用アクション・ブロック
タイプ・マップに関連づけられたバックワード・マッピング用アクション・ブロックの名前（一意で32バイト以内）

• 了解
このダイアログが［タイプ・マップ・リスト］ダイアログ・ボックスの［新規作成］ボタンから開始された場合は、
タイプ・マップを作成します。フォワード・マッピング用アクション・ブロックとバックワード・マッピング用ア
クション・ブロックが、いずれも空欄でない場合は、この２つのアクション・ブロックを関連づけます。このダイ
アログが［タイプ・マップ・リスト］ダイアログ・ボックスの［特性］ボタンから開始された場合は、タイプ・マッ
プ・オブジェクトを更新します。フォワード・マッピング用アクション・ブロックとバックワード・マッピング用ア
クション・ブロックが、いずれも空欄でない場合は、この２つのアクション・ブロックを関連づけます。すでに関連
づけられている場合は、新たに関連づける前に、既存の関連づけを解消します。フォワード・マッピング用アクショ
ン・ブロックとバックワード・マッピング用アクション・ブロックが、いずれも空欄か未入力の場合は、以前の関
連づけ（あれば）を解消します。タイプ・マップ名を上書きすることが可能です。名前変更の前に確認が表示されま
す。

• 取消
変更を加えずにダイアログをクローズします。

導入タイプ
「導入タイプ」ドロップ・ダウン・リストにて、ローカル導入またはリモート導入を選択します。

ローカル導入は、ソース・コードとDDLの、生成場所となったシステムに対して行なう導入です。アプリケーションの初
期テストによく使われます。

リモート導入は、ソース・コードとDDLの生成場所としたシステムとは異なるシステムに対して行なう導入です。

この省略時解釈は、下記の生成アクションに影響します。

• 全コードの生成
• 全コードの生成と導入
• 選択したコードの生成または導入（導入を選択した場合）
• 全 DDL の生成
• 全 DDL の生成と導入
• 選択したDDLの生成（導入を選択した場合）
• 変更箇所の生成と導入

単項マイナス
単項マイナスは、数値属性、リテラル、関数、その他の数値式を含む式における負の値を示します。下記は、SETステー
トメントでの単項マイナスの使用例です。

SET export order delay_count TO -days(CURRENT_DATE)

単項マイナス式
単項マイナス式は、あとに続く式を否定します。詳しくは該当する関数を選択してヘルプを参照してください。
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• 数値関数
• LAST
• 左かっこ '('
• MAX
• 数値ビュー
• 添字

節の分離レベルを非コミット/ブラウズに設定
選択すると、カーソルの分離レベル節が非コミット読み取り/ブラウズ・アクセスに設定されます。

DB2 の場合、「WITH UR」節が生成されます。

SQL/MP および SQL/MX では、「FOR BROWSE ACCESS」節が生成されます。

NOTE
注： 非コミット/ブラウズとしてマークされたカーソルは、以降の更新に使用できません。この状態が検出され
た場合、ジェネレータはエラー・メッセージを出力して停止します。

［取り消し］プッシュ・ボタン
このプッシュ・ボタンを使うと、アクションが取り消され、直前に表示されたオプションに戻ります。

UNFILTER
反復グループ・ビュー内の隠ぺい状態にある行を、隠ぺいでない状態にします。通常、FILTER 文の機能を無効化するた
めに使用します。

UNFILTER文の形式は下記のとおりです。

UNFILTER [反復グループ・ビュー]

この反復グループ・ビューは、エクスポート・反復グループ・ビューです。

例

下記の例では、UNFILTERをFILTERの前で行っています。FILTERする前に、どの行も隠ぺいされていない状態にしたい
からです。

 --EVENT ACTION changed_filter

| UNFILTER export_supplier_group

+- CASE OF import_FILTER_filter work_fields type

| CASE "ALL"

| CASE "TRANSAXLE"

| FILTER export_supplier_group BY "5 > S AND 5 < U"
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グループ解除
個別のオブジェクトと同様に作業できるように、グループ解除はグループ化されたオブジェクトを分離します。

UNHIGHLIGHT
UNHIGHLIGHTはリスト・ボックス上の、行の強調表示をやめます。

この文は、明示的添字付けをした反復グループ・ビューと、暗黙的添字付けをした反復グループ・ビューの、どちらにも
有効です。多重反復グループ・ビューは、サポートされていません。

UNHIGHLIGHT export_implicitly_indexed_repeating_group_view

この、export_implicitly_indexed_repeating_group_view節は、暗黙的添字づけをしたエクスポート反復グループ・ビュー
でなければなりません。

UNHIGHLIGHT export_explicitly_indexed_repeating_group_view

AT index_expression

この、export_explicitly_indexed_repeating_group_view節は、明示的添字づけをしたエクスポート反復グループ・ビュー
でなければなりません。

index_expression節は、数値属性ビュー、または反復グループ・ビュー内の行番号に分割可能な添字値です。

［未インプリメント属性］ダイアログ
［未インプリメント属性］ダイアログ・ボックスには、選択した索引にまだ関連付けられていない列が表示されます。

索引に関連づけたい属性を選択してください。

索引から属性を削除するには、［属性のインプリメント］ダイアログ・ボックスをクローズします。カラムを強調表示さ
せて指定し、「データ構造」ウィンドウから「編集」を選択し、次に「削除」を選択してください。

ある索引に関連づけたカラムと外部キー・カラムをすべて一覧表示するには、［属性のインプリメント］ダイアログを
クローズしてください。データ構造リストのウィンドウにてその索引を強調表示し「詳細」を選択し、「特性」を選択し
てください。そのインプリメントされていない属性のダイアログにて、そのカラムのプッシュ・ボタンを選択してくださ
い。するとこのテーブルに関連づけられたカラムがすべて表示されます。各索引には最低１つのカラムを関連づけなけれ
ばなりません。

このダイアログ・ボックスには、以下のフィールド情報が含まれます。

非インプリメント・カラムの選択リスト

この選択リストには、選択した索引にまだ関連付けられていないカラムが表示されます。このリストには、索引に関連付
けられているカラムは含まれません。

その索引に関連づけたいカラム（複数可）を選択してください。

詳細情報：

How to in Data Structure List
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非インプリメントのエンティティ・タイプとサブタイプの選択リスト
この選択リストでは、データ構造リストに追加できるすべての非インプリメントのエンティティ・タイプとサブタイプを
指定します。

NOTE
注： エンティティ・タイプがリストに表示されていない場合は、そのエンティティ・タイプが、テーブルに変
換されていないかどうかを確認するか、または分析段階に戻って、そのエンティティ・タイプをエンティティ
関係図に追加します。

「マップ解消」プッシュ・ボタン
「マップ解消」プッシュ・ボタンでは、上の選択リストから選択したビューのマッピングが解除されます。選択した
ビューがエンティティ･ビューの場合、それに属するすべての属性ビューのマッピングが解除されます。選択したビュー
が属性ビューの場合は、その属性ビューのみのマッピングが解除されます。

UNMARK コマンド
UNMARK は、特定のコマンドを参照するメニュー項目からチェック・マークを削除します。

UNMARK は、現在のプロシージャ・ステップのウィンドウ上に配置されているメニュー項目に対してのみ機能しま
す。UNMARK の形式は下記のとおりです。

構文は下記のとおりです。

UNMARK command

ここで、「コマンド」は、マークが外されるメニュー項目またはプッシュ・ボタンに関連付けられているコマンドです。

対話フロー・ブラウザの［マッチ解消］メニュー項目/プッシュ・ボタン
１つのリスト・ボックス内のプロシージャまたはプロシージャ・ステップ内のビューと、別のリスト・ボックス内のプロ
シージャまたはプロシージャ・ステップ内のビューとをマッチ解消したいとき選択してください。

［マッチ解消］プッシュ・ボタン
このプッシュ・ボタンでは、「インポート/エクスポート・ビューの選択リスト」に表示されたマッチ済みビューのマッ
チを解消します。マッチを解除しても、供給側ビューも受け取り側ビューも削除されません。［ビューのマッチと複写］
ダイアログを使ってビューを作成し［マッチ解消］を選択した場合、作成されたビューは削除されません。

［パッケージングされていないプロシージャ・ステップ］ダイアログ
［パッケージされていないプロシージャ・ステップ］ダイアログ・ボックスには、パッケージングされていないすべての
プロシージャ・ステップが一覧表示されます。プロシージャ･ステップには、ロード･モジュールは関連づけられていませ
ん。

選択リストは、プロシージャの直後に、プロシージャ･ステップを表示します。１プロシージャ・ステップと１プロシー
ジャとが関連づけられている場合、プロシージャ名とプロシージャ・ステップ名は同じです。

NOTE
注： クライアント/サーバのサーバ・アプリケーションをパッケージングすると、このダイアログ・ボックスの
タイトルは［パッケージされていない非画面プロシージャ・ステップ］となります。サーバ・アプリケーショ
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ンにパッケージングできるのは画面なしのプロシージャ・ステップだけです。対話設計図ツールで、プロシー
ジャ・ステップに画面（スクリーン）を持たせるかどうかを指定します。

詳細は、個々のコントロールのヘルプを参照してください。

オンライン・ロード・モジュール・パッケージング規則

オンライン・ロード・モジュールのパッケージングには下記の規則があります。

• １つのプロシージャ・ステップは、最大３つのパッケージング・コンビネーションにパッケージングできます。３つ
のパッケージング･コンビネーションとは、オンライン/バッチ、ウィンドウ（GUI）、クライアント/サーバ（協調処
理の）です。

• １つのプロシージャ･ステップは、各パッケージング･コンビネーションごとに、１つのロード･モジュールにのみ含め
ることができます。

• プロシージャ･ステップごとに、トランザクション･コードが最低１つ必要です。そのトランザクション･コードは、プ
ロシージャ･ステップに応じて、クリア･スクリーン･トランザクション･コードか対話フローのトランザクション･コー
ドにすることができます。

• 先頭プロシージャ・ステップにはそれぞれ、一意なクリア・スクリーン・トランザクション・コードがなければなり
ません。クリア・スクリーン・トランザクション・コードを持てるのは、先頭プロシージャ・ステップだけです。先
頭プロシージャ・ステップがほかのプロシージャ・ステップとの間に対話フローを持つ場合、先頭プロシージャ・ス
テップには対話フロー・トランザクション・コードも必要です。

• 非先頭プロシージャ・ステップの場合、そのプロシージャ・ステップには、対話フロー・トランザクション・コード
が必要です。クリア・スクリーン・トランザクション・コードを含めることはできません。

• トランザクション・コード（クリア・スクリーン・トランザクション・コードまたは対話フロー・トランザクショ
ン・コード）は、１つのロード・モジュールにのみ関連づけられます。

• 各クリア・スクリーン・トランザクション・コードは、１つのプロシージャ・ステップにのみ関連づけられます。

バッチ・ロード・モジュール・パッケージング規則

バッチ・ロード・モジュールのパッケージングには下記の規則があります。

• プロシージャ内のすべてのプロシージャ･ステップを、同じロード･モジュール（バッチ･ジョブ）にパッケージングし
ておく必要があります。これは、パッケージング・ツールで行ないます。

• プロシージャ・ステップ（ジョブ・ステップ）についている名前は、ロード・モジュール（バッチ・ジョブ）内で一
意でなければなりません。

• ロード・モジュール名とプロシージャ・ステップ名は、モデル内で一意でなければなりません。
• 異なるプロシージャのプロシージャ・ステップを、同じロード・モジュールにパッケージングすることはできませ
ん。

GUIロード・モジュール・パッケージング規則

GUIロード・モジュールをパッケージングする際は下記の規則があります。

• １つのプロシージャ・ステップは、最大３つのパッケージング・コンビネーションにパッケージングできます。３つ
のパッケージング･コンビネーションとは、オンライン/バッチ、ウィンドウ（GUI）、クライアント/サーバ（協調処
理の）です。

• １つのプロシージャ･ステップは、各パッケージング･コンビネーションごとに、１つのロード･モジュールにのみ含め
ることができます。

• プロシージャ･ステップごとに、トランザクション･コードが最低１つ必要です。そのトランザクション･コードは、
プロシージャ･ステップに応じてクリア･スクリーン･トランザクション･コードまたは対話フロー･トランザクション･
コードにすることができます。先頭プロシージャ・ステップからほかのプロシージャ・ステップへフローする場合、
その先頭プロシージャ・ステップには、対話フロー・トランザクション・コードが１つなければなりません。対話フ
ロー・トランザクション・コードを指定しなくてもかまいません。指定した場合、それらをコード生成機能がアプリ
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ケーションに組み込みます。しかしウィンドウ・マネージャは、クリア・スクリーン・トランザクション・コードに
よってのみ対話フローを特定できます。

• トランザクション・コード（対話フロー・トランザクション・コードかクリア・スクリーン・トランザクション・
コードのいずれか）は、ロード・モジュール内で一意でなければなりません。

• 各クリア・スクリーン・トランザクション・コードは、１つのプロシージャ・ステップにのみ関連づけられます。

クライアント/サーバ（協調）ロード･モジュール･パッケージング規則

サーバ構成要素のパッケージング規則

• １つのプロシージャ・ステップは、最大３つのパッケージング・コンビネーションにパッケージングできます。3 つ
のパッケージング･コンビネーションとは、オンライン/バッチ、ウィンドウ（GUI）、クライアント/サーバです。

• １つのプロシージャ･ステップは、各パッケージング･コンビネーションごとに、１つのロード･モジュールにのみ含め
ることができます。

• プロシージャ･ステップごとに、トランザクション･コードが最低１つ必要です。そのトランザクション･コードは、プ
ロシージャ･ステップに応じて、クリア･スクリーン･トランザクション･コードか対話フローのトランザクション･コー
ドにすることができます。

• 先頭プロシージャ・ステップにはそれぞれ、一意なクリア・スクリーン・トランザクション・コードがなければなり
ません。クリア・スクリーン・トランザクション・コードを持てるのは、先頭プロシージャ・ステップだけです。先
頭プロシージャ・ステップがほかのプロシージャ・ステップとの間に対話フローを持つ場合、先頭プロシージャ・ス
テップには対話フロー・トランザクション・コードも必要です。

• 非先頭プロシージャ・ステップの場合、そのプロシージャ・ステップには、対話フロー・トランザクション・コード
が必要です。クリア・スクリーン・トランザクション・コードを含めることはできません。

• トランザクション・コード（クリア・スクリーン・トランザクション・コードまたは対話フロー・トランザクショ
ン・コード）は、１つのロード・モジュールにのみ関連づけられます。

• 各クリア・スクリーン・トランザクション・コードは、１つのプロシージャ・ステップにのみ関連づけられます。

上記と同じ規則がクライアント構成要素にもあてはまりますが、対話フロー・トランザクション・コードは指定しなく
てもかまいません。指定した場合、それらをコード生成機能がアプリケーションに組み込みます。しかしウィンドウ・マ
ネージャは、クリア・スクリーン・トランザクション・コードによってのみ対話フローを特定できます。

隠す
選択したオブジェクトをダイアグラム上で隠ぺいするには、「隠す」を選択してください。そのオブジェクトを再表示す
るときは、「配置されていないボックスの配置」を選択してください。この操作は選択するとただちに実行されます。

たとえば、大きいダイアグラムのうち、特定の時点におけるオブジェクトだけを表示させたいとき、［隠す］を使うと便
利です。たとえば、あるユーザとミーティングしている場合、混乱を防ぐため特定のオブジェクトだけを表示させたいこ
とがあります。そのとき「隠す」を利用すれば、現在必要ないオブジェクトをダイアグラムから削除することなく隠ぺい
できます。

エンティティ・タイプを部分タイプ・モデル図内で非表示にするには
選択したエンティティ・タイプをモデル図に表示しないようにするには、「エンティティ・タイプを表示しない」を選択
してください。現行のモデル図からのみ削除されます。

未配置フィールド
配置が済んでいない画面にフィールドを追加するには、「未配置フィールド」を選択してください。

WARNING
重要： このアクションを［フィールドの追加］の代わりに使用することはできません。

「未配置フィールド」では下記の作業ができます。
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• 隠ぺいフィールドとして定義したフィールドを配置します。
• 画面に配置済みの反復グルーへの追加をします。

このアクションでは、［フィールド・ビュー］ダイアログ・ボックスが表示され、属性を選択して画面に配置できます。

［不使用プロンプト・リストのすべて］プッシュ・ボタン
［不使用プロンプト・リストのすべて］プッシュ・ボタンを選択すると、選択リスト内のすべてのプロンプトが選択され
ます。

［不使用プロンプト・リストの削除］プッシュ・ボタン
［不使用プロンプト・リストの削除］プッシュ・ボタンを選択すると、選択したプロンプトがリストから削除されます。
するとそのプロンプトは、コントロールによるインプリメンテーションには使えなくなります。

［不使用プロンプトのリスト］ダイアログ
［不使用プロンプトのリスト］ダイアログ・ボックスには、モデル内の属性プロンプトのうち、インプリメントされてい
ないものが表示されます。そのプロシージャ・ステップの、すべての属性ビューに関する不使用プロンプトが表示されま
す。

［削除］プッシュ・ボタンは、プロンプトを最低１つ選択するまでは非活動状態です。削除すると、コントロールによる
インプリメンテーションには使えなくなります。

詳細は、個々のコントロールのヘルプを参照してください。

詳細情報：

How to in Navigation Diagram

画面設計における［不使用プロンプトのリスト］ダイアログ

［不使用プロンプトのリスト］ダイアログでは、モデルのサイズとそのモデルが管理しなければならないオブジェクトの
数を減らすために、不使用プロンプトを除去できます。

［不使用プロンプト］選択リスト

この選択リストを使うと、選択された画面では使われないプロンプトを削除できます。未使用プロンプトでは、モデルの
サイズとモデルが管理するオブジェクトの数を増やせます。オーバーヘッドを減らすため、すべての未使用プロンプトを
削除してください。

詳細情報：

How to in Screen Design

［Delete Unused Prompts （不使用プロンプトの削除）］ダイアログ・ボックス
［不使用プロンプトのリスト］ダイアログでは、モデルのサイズとそのモデルが管理しなければならないオブジェクトの
数を減らすために、不使用プロンプトを除去できます。

• ［不使用プロンプト］選択リスト
この選択リストを使うと、選択された画面では使われないプロンプトを削除できます。未使用プロンプトでは、モデ
ルのサイズとモデルが管理するオブジェクトの数を増やせます。オーバーヘッドを減らすため、すべての未使用プロ
ンプトを削除してください。
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［不使用プロンプト］選択リスト
［不使用プロンプト］選択リストには、選択したウィンドウまたはダイアログ・ボックスについて、インプリメントされ
ていない属性プロンプトが表示されます。そのプロシージャ・ステップの、すべての属性ビューに関する不使用プロンプ
トが表示されます。プロンプトは、エンティティ･タイプ別に表示されます。

プロンプトは、下記のような複数の方法で選択できます。

• ［すべて］プッシュ・ボタンを選択します。するとリスト内のすべてのプロンプトが選択されます。
• エンティティ名または属性名を選択します。すると、そのエンティティまたは属性の、すべてのプロンプトが選択さ
れます。

• プロンプトを個別に選択します。

未使用ビュー・リスト
この「インポート・ビュー」リスト（Import Views）は、モデル内のすべての未使用ビューを表示します。ビューを強調
表示し「削除」ボタン（Delete）をクリックすることにより、１つまたは複数のビューを選択してください。このリスト
は、作成したビューがすべて使われていることを確認するための手段にもなります。プロジェクトの終了時には、このリ
ストは空になります。

UPDATE
UPDATEは、下記の作業からなります。

• READまたはCREATEエンティティ
• UPDATEの例外条件の追加

UPDATEエンティティ・アクションは、エンティティの属性値を変更します。また、エンティティの関係も変更できま
す。

NOTE
注： エンティティ・アクション・ステートメントから例外ステートメントを削除しても、ステートメントの一
覧にて［例外］を選択すれば、ステートメントに条件を再び追加できます。

エンティティ・アクション・ステートメントの最終行を強調表示してください。次に、「編集」→「ステートメントの追
加」→「例外」の順に選択します。

モデルの更新とチェックイン
「モデルの更新とチェックイン」を使用して、ワークステーションのモデルまたはサブセットをエンサイクロペディアに
アップロード（複写）します。モデルをアップロードし、チェックインするには、エンサイクロペディア内部でプロジェ
クト・コーディネータかエンサイクロペディア管理者の権限を付与されている必要があります。エンサイクロペディアに
チェックイン（アップロード）されると、モデルはアクティブ・コピーになります。

最初のチェックインでは、モデル全体がエンサイクロペディアに送られます。「新規モデル生成」を指定しないかぎり、
その後の更新で送られるのは変更部分だけになります。

チェックインで更新後、モデルはワークステーション上で読取専用に設定され、変更内容は保存できません。更新が不成
功に終わったら、「前回の更新の再送」を実行してください。

下記の場合にチェックインの競合が発生します。

• エンサイクロペディアのモデル内の既存のオブジェクトと同名の新規オブジェクトを追加する場合
• エンサイクロペディアで新規オブジェクト名を変更する場合

たとえば、モデルを更新、チェックアウトすると、サブセット内の「顧客」のオブジェクト識別番号は、エンサイクロペ
ディア内で「顧客 - 12345」に名前が変更されます。
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モデルの更新とチェックインの概念

モデルのチェックイン（アップロード）処理中には、CA Gen によって以下の処理が実行されます。

• TSOコマンド（%IEFUP）を実行して、ホスト・エンサイクロペディアの更新を初期化します
• ワークステーション上でトランザクション・ファイル（UPDATE.TRN）を作成します
• トランザクション・ファイル（IEF.TRN）をメインフレームに転送します
• 更新検証レポート（VERIFY.TRN）をワークステーションに転送します

Workstation ! Mainframe

-----------------!-------------------------------------

UPDATE.TRN ----->! -> IEF.TRN -> Model History -> ENCYCLOPEDIA

IEF0000.DAT ! (%IEFUP) !

IEF2501.DAT ! !

VERIFY.TRN <----! <- IEF.MSGS <------------------------+

V

xxxxxx.DNX

Display Report

チェックインせずに更新
［チェックインせずに更新］では、ワークステーションからエンサイクロペディアにモデルがアップロード（複写）され
ますが、モデルのチェックインは行なわれません。アクティブ・コピーのチェックアウト先はユーザで、エンサイクロペ
ディアではありません。

たとえば、モデルを更新すると、サブセット内の顧客のオブジェクト識別番号は、エンサイクロペディア内で「顧客 -
12345」に名前が変更されます。

［エンティティ・タイプの更新］ダイアログ
［エンティティ・タイプの更新］ダイアログ・ボックスでは、生成したプロセス・アクション図のロジックの、関係す
るエンティティ・タイプに対して実行するアクションを選択できます。このダイアログが表示されるのは、［プロセス合
成］または［アクション・ブロック合成］のダイアログにて、［モード更新］または［候補プロセスの更新］と［省略時
アクションのレビュー］を選択した場合だけです。作成中のエンティティ・タイプの名前は、タイトルに表示されます。
サブジェクト・エンティティ・タイプと必須関係で結ばれている全エンティティ・タイプが、先頭に一覧表示されます。
サブジェクト・エンティティ・タイプと任意関係で結ばれている全エンティティ・タイプが、その後ろに表示されます。
各直結エンティティ・タイプの、関連づけ、解消、転送に対する、システムの省略時解釈（「はい」または「いいえ」）
は、このリストの左側に表示されます。省略時解釈の隣にあるアスタリスク"*"は、その値が変更不可能であることを意
味します。（詳細は「規則」のハイパーリンクを選択してください）。

省略時解釈を変更するときは、選択リストで関係するエンティティ・タイプの名前を選択します。その後、適切なプッ
シュ・ボタンを選択します。

更新のプロセス/アクション・ブロック合成規則
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CA Gen には、［更新］ダイアログ・ボックス上で、省略値（［はい］と［いいえ］）を割り当てるための、いくつかの
規則があります。ダイアログでの選択と省略時解釈は、そのエンティティ・アクション・タイプと関係によって異なりま
す。

下記の規則では、関係はデータ・モデル上のすべての直結エンティティ・タイプの、つねに左側に、サブジェクト・エン
ティティ・タイプとともに表示されるものとして定義されます。この規則は、サブジェクト・エンティティ・タイプの単
一オカレンスの作成に適用されます。

必須の１から任意の多への関係は、サブジェクト・エンティティ・タイプが１つ以上の関連エンティティ・タイプを持
ち、他方、直結エンティティ・タイプはつねに１つのサブジェクト・エンティティ・タイプを持つ、ということを示しま
す。ソース関係特性では必須の１であり、宛て先関係特性は任意の多です。

1. TRANSFER のみが許可されます。関連づけと解消は使えません。
2. 必須の 1 → 必須の 1
3. 必須の 1 → 必須の多
4. 必須の多 → 必須の 1
5. 任意の 1 → 必須の 1
6. 任意の多 → 必須の 1
7. ASSOCIATE の省略時解釈は［いいえ］です。DISASSOCIATE は許可されませんが、TRANSFER は許可されます。
8. 必須の多 → 必須の多
9. 任意の 1 → 必須の多
10.任意の多 → 必須の多
11. TRANSFER は許可されますが、ASSOCIATE は許可されません。DISASSOCIATE の省略時解釈は［いいえ］です。
12.必須の 1 → 任意の 1
13.必須の 1 → 任意の多
14.省略時解釈が、関連づけと解消に対して「いいえ」であり、転送が許可されている場合
15.必須の多 → 任意の 1
16.必須の多 → 任意の多
17.任意の 1 → 任意の 1
18.任意の 1 → 任意の多
19.任意の多 → 任意の 1

NOTE
注： ASSOCIATE アクションでは、目標エンティティ・タイプのオカレンスがすでに存在している必要があ
ります。したがって識別子は、関連づけステートメントの前の読取ステートメントに含まれます。ただし、解
消と転送の各アクションでは、サブジェクト・エンティティ・タイプのオカレンスを、事前に関連づけておく
必要があります。これらのアクションでは、READ ステートメントは、識別子ではなく「サブジェクト・エン
ティティ・タイプとの関係」で修飾する必要があります。DISASSOCIATE ステートメントでは、関係が任意 --
> 任意の多の場合に、READ EACH が作成されます。転送アクションは、サブジェクト・エンティティ・タイ
プと直結エンティティ・タイプとの間の関係特性が、転送可能と定義されている場合にのみ許可されます。

入力フィールドの［大文字］
［大文字］は、入力フィールドのすべての小文字が大文字に変換されるよう指定します。この変換は、実行時に文字が入
力されると行なわれます。

［大文字］プッシュ・ボタンを活性化するには、「大・小文字の識別」属性をマークしておかなければなりません。この
属性は、属性用の特性ダイアログでマークしてください。たとえば、「データ・モデル・リスト」で、属性を選択してか
ら、「詳細」→「特性」の順に選択してください。
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リスト・オカレンス入力フィールドの「大文字」
「大文字」を選択すると、リスト・オカレンス複数行入力フィールドのすべての小文字が大文字に変換されます。この変
換は、実行時に文字が入力されると行なわれます。

［大文字］プッシュ・ボタンを活性化するには、「大・小文字の識別」属性をマークしておかなければなりません。この
属性は、属性用の特性ダイアログでマークしてください。たとえば、「データ・モデル・リスト」で、属性を選択してか
ら、「詳細」→「特性」の順に選択してください。

リスト・オカレンス複数行入力フィールドの「大文字」
「大文字」を選択すると、リスト・オカレンス複数行入力フィールドのすべての小文字が大文字に変換されます。この変
換は、実行時に文字が入力されると行なわれます。

［大文字］プッシュ・ボタンを活性化するには、「大・小文字の識別」属性をマークしておかなければなりません。この
属性は、属性用の特性ダイアログでマークしてください。たとえば、「データ・モデル・リスト」で、属性を選択してか
ら、「詳細」→「特性」の順に選択してください。

［用途特性］ダイアログ
［用途特性］ダイアログ・ボックスでは、プロセスのオカレンスの予想頻度と予想成長率を指定します。また、プロセス
名を変更したり、［記述］ダイアログにアクセスすることもできます。

このダイアログ・ボックスのフィールドは以下のとおりです。

• プロセス名
プロセス名で、おもにどのエンティティ・タイプ（または属性）に対し何をするか、を表わしてください。既存のプ
ロセス名を変更するには、カーソルを「名前」フィールドの先頭に置いてから新しい名前を入力してください。
プロセスの命名
プロセスの名前によって、個々のプロセスを区別します。名前は以下のようにします。
– 動詞と名詞（エンティティ・タイプ名または属性名）で表わす。
– ビジネス内でユニークにする。
– 最大 32 文字の英数字を使用可
– 特殊文字は使用不可
– 2 つの異なるプロセスに同じ名前を付けることはできません。
プロセス名の例
– 配達物を受け取る
– 在庫要求を受け取る
– 注文を作成する
– 製品を追加する
– 顧客を更新する
– 勘定残高を計算する

NOTE
注： 2 つの異なるプロセスに対して同じ名前を使用することはできませんが、階層内で 1 つのプロセスを再
使用することはできます。

• 予想オカレンス数
予想オカレンス数とは、ビジネスにおいて所定の期間内における、プロセスの実行回数の予想値です。これらの数値
は、過去の記録やビジネス予想をもとに導き出せます。
最小値、最高値、平均値を指定してください。最小値より小さい最高値を指定したり、最高値より大きい平均値を指
定することはできません。
省略時の期間は年ですが、ドロップダウン・リストから日、週、月を選択することもできます。
ダウンストリーム効果
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実行頻度によって、設計段階で決定する設計内容が変わってきます。データベース設計者は、コンピュータ化による
費用対利益が最大になるデータセット・サイズを、予想頻度に基づいて算出します。

• 予想成長率
予想成長率とは、所定期間におけるプロセスの実行回数の、予想増加率（または減少率）をいいます。日、週、月、
または年ごとのパーセントで表わしてください。省略時は年です。
ダウンストリーム効果
予想成長率によって、設計段階で決定する設計内容が変わってきます。データベース設計者は、コンピュータ化によ
る費用対利益が最大になるデータセット・サイズを、予想頻度に基づいて算出します。

• 説明
プロセスの特性を説明します。

アクティビティ階層/アクティビティ依存関係における［用途特性］
［用途特性］は、プロセスの予想成長率とそのオカレンス頻度です。

［用途特性］は、プロセスを選択すると活動状態になります。

USE
USEでは、共通アクション・ブロックとアルゴリズムのロジックを参照します。そのロジックは、ほかのプロセス、プ
ロシージャ、アクション・ブロック（外部アクション・ブロックを含む）でも使用できる共通したものです。

下記の例は、「注文の作成」というアクション・ブロックを参照するUSEステートメントです。ビュー・マッチングが
実行されました。

 -- USE create_order

| WHICH IMPORTS: Group View group_import TO Group View group_import

| Entity View import customer TO Entity View import customer

| <none> TO Entity View import order

| WHICH EXPORTS: Group View group_export FROM Group View

| group_export

| Entity View export customer FROM export customer

| <none> FROM Entity View customer_order

 ---

この例では、番号の生成プログラムというアルゴリズムを使って 従業員番号の値を設定するUSEステートメントの形式
を示します。

SET employee number USING number_generator
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NOTE
注： SET...USING 構造に使用されるアクション・ブロック（番号生成プログラムなど）には、エンティティ
ビューが 1 つのみ含まれているエクスポート・ビューが必要です。エンティティ・ビューには属性ビューが１
つ必要で、そのドメインは設定する属性のドメインと一致していなければなりません。

使用するアクション・ブロックを選択したら、次にインポート・ビュー、エクスポート・ビュー、ローカル・ビュー、
エンティティ・アクション・ビューを一致させます。また、ビューを <none> と一致させることもできます。たとえば、
現在INPUT_EMPLOYEEと一致するビューがないなら、ビューを不一致のままにしておき、あとでChange関数を使って
ビューを一致させることができます。

アルゴリズムを選択したら、次にそのアルゴリズムのインポート・ビューを、プロセスから提供されたビューと
一致させます。USEステートメントの"ing"形は、アルゴリズムを使用（USE）していることを示します。たとえ
ば、bonus_value_calculationを使って（USING）ボーナス値を設定（SET）します。

「読取専用として使用」のラジオボタン
このラジオボタンはユーザが行なった更新の結果をモデルに保管できなくします。ただしほかの作業はすべてできます
（新しいオブジェクトの追加、レポート作成、コード生成、など）。

モデルを物理ストレージに保存できないため、CA Gen を終了するとモデルに加えた変更はすべて失われます。

DISTINCT の要否を省略時解釈アルゴリズムで決定
このコントロールを選択すると、DISTINCT節が必要かどうかを、コード生成プログラムが判断します。コード生成プ
ログラムは、READ EACHステートメントをインプリメントするSELECTステートメントが、READ対象となるエンティ
ティ・ビューをインプリメントしていないテーブルにアクセスしているかどうかを計算して判別します。

たとえば、CUSTOMERが１つ以上のORDERSを出す場合、下記のREAD EACH文が作成されます。

 --READ EACH order

| WHERE DESIRED order is_placed_by SOME customer AND THAT

| customer zipcode IS EQUAL TO 75023

 ---

この文は１つのエンティティ・タイプORDERを示していますが、それはエンティティ・タイプCUSTOMERとjoinされな
ければならないので、DISTINCT節が生成されます。この場合、関係が１つ必要です。これは、Zipcode が CUSTOMER
の識別子ではないためです。もし識別子ならば、関係は不要です。ORDER内にすでにあるからです（外部キーとし
て）。

このアルゴリズムはときとして不要なDISTINCT節を生成しますが、そのアルゴリズムによる精一杯の要否判定の結果で
す。DISTINCT節をつねに生成すれば統合性は確実に保たれる、ということをここで強調しておきます。

 

［省略時解釈値］ラジオ・ボタンの使用
これらのラジオ・ボタンによって、DDL生成時に省略時解釈を、記憶特性とデータ・セット値のために設定および使用す
るかどうかを決めます。

開発者が［テーブルスペース特性］ダイアログ・ボックスと［索引スペース特性］ダイアログ・ボックスで設定する特性
は、個々に指定できますが、すべての区分に共通に適用することもできます。
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同様に、その区分の索引スペースとテーブルスペースの特性も、個々にも指定できますが、すべての区分に共通に使うこ
ともできます。

［テーブルスペース特性］ダイアログ・ボックス

テーブルスペース特性を、選択した１つのテーブルスペース区分だけに適用したい場合は、［値を省略時解釈として使わ
ない］ラジオ・ボタンを選択してください。

テーブルスペース特性を、１つまたは複数のテーブルスペース区分に適用したい場合は、区分に［省略時解釈として次の
値を使用］ラジオ・ボタンを選択してください。

［索引スペース特性］ダイアログ・ボックス

索引スペース特性を、選択した１つの索引スペース区分だけに適用したい場合は、「値を省略時解釈として使わない」の
ラジオ・ボタンを選択してください。

索引スペース特性を、１つまたは複数の索引スペース区分に適用したい場合は、区分に「省略時解釈として次の値を使
用」のラジオ・ボタンを選択してください。

［区分テーブルスペース特性］ダイアログ・ボックス

省略時解釈のテーブルスペース区分値を採用したい場合、区分に「省略時解釈として次の値を使用」のラジオ・ボタンを
選択してください。

NOTE
注： 区分にテーブルスペースの省略値を使用する場合、［テーブルスペース特性］ダイアログ・ボックスにて
［区分に省略時解釈値として次の値を使用］ラジオ・ボタンを 選択する必要があります。

区分に個々のテーブルスペース値を使いたい場合、区分に「省略時解釈として次の値を使用」のラジオ・ボタンを選択し
てください。

「区分索引スペース特性」ダイアログ・ボックス

省略時の索引スペース区分値を採用する場合、区分に「省略時解釈として次の値を使用」のラジオ・ボタンを選択してく
ださい。

NOTE
注： 区分に省略時解釈の索引スペース値を使用する場合、［索引スペースの特性］ダイアログ・ボックスにて
［区分に省略時解釈値として次の値を使用］ラジオ・ボタンを 選択する必要があります。

区分に個々の索引スペース値を使わせたい場合、「区分に次の値を使用」のラジオ・ボタンを選択してください。

［省略時解釈使用］プッシュ・ボタン
このプッシュ・ボタンでは、画面設計でローカルに指定する表示特性のフィールド定義値を、ビジネス・システム省略時
解釈で設定する省略時解釈と置換します。

NOTE
注： ［デフォルトの使用］を選択しても、［了解］を選択するまで、変更内容は有効になりません。

Enterコマンドを使って表示
このチェック・ボックスでは、画面識別子フィールド内のデータを変更してからEnterキーを押したときに、生成ソフト
ウェアで新しいテーブルを表示するよう指定します。このアクションは、入力（enter)のコマンドがEnterキーに割り当て
られていることを前提としています。

ユーザは、対話設計図ツールの「ビジネス・システムの省略時解釈値」を使って、コマンドを割り当ててください。
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Enterコマンドを使って更新
このチェック・ボックスでは、フィールド（画面識別子フィールド以外）内のデータを変更してからEnterキーを押した
ときに、生成ソフトウェアで更新ロジックを実行するように指定します。このアクションは、入力（enter)のコマンドが
Enterキーに割り当てられていることを前提としています。

対話フロー図の［ビジネス・システム省略時解釈］を使用して、コマンドを割り当てます。

TARGETING値を使用
このコントロールは、TARGETING節のあるREAD EACH文に対して選択してください。この場合、省略時解釈の節は
OPTIMIZE FOR max ROWSです。ただしmaxは、target対象のグループ・ビューの最大カージナリティです。

移送先となるビューがない場合、TARGETING節は省略されます。

指定された場合に TARGETING 値を使用する - LIMIT TO 節
「指定された場合にTARGETING値を使用する。」は、LIMIT TO節を生成する場合と、グループ・ビューを対象にしたい
場合に選択してください。

指定された場合に TARGETING 値を使用する - OPTIMIZE FOR 節
グループ・ビューが対象であるときに、OPTIMIZE FOR 節を生成する場合、［指定された場合にTARGETING値を使用
する］を選択します。

Use Targeting Value When Present For Multiple Row Fetch （複数行フェッチで指定された場合に
TARGETING 値を使用する）
複数行フェッチのコードを生成するときに、グループ・ビューを対象とする場合は、このコントロールを選択します。グ
ループ・ビューが複数存在する場合、最も大きな反復グループ・ビューのサイズが使用されます。

値を使用
返される行数を制限する場合に選択します。入力可能値は１から2,147,483,647までです（入力フィールド内に）。

Use the Value for Multiple Row Fetch （複数行フェッチの値を使用する）
複数行フェッチのオペレーション時に、複数行フェッチのコードを生成し、返される行数を指定する場合に、このコント
ロールを選択します。入力可能値は 2 ～ 32,767 までです。

 

使われる画面
「使われる画面」では、選択されたテンプレートが使われる画面を表示します。

使われる画面の選択リスト
この選択リストでは、選択したテンプレートを使う画面を表示します。
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マトリックスにおける「ユーザ定義」
カスタム・マトリックスを作成するときは、「ユーザ定義」を選択してください。「ユーザ定義」を使うと、下記の作業
ができます。

アクション 説明
ユーザ定義マトリックス カスタム・マトリックスの名前と軸をリスト表示します。
ユーザ定義オブジェクト カスタム・オブジェクトに名前を指定します。

マトリックスにおけるユーザ定義マトリックス
カスタム・マトリックスを定義するときは、下記を指定してください。

• マトリックス名
• マトリックスの軸

マトリックスにおけるユーザ定義オブジェクト
カスタム・オブジェクトを定義するときは、下記を指定してください。

• オブジェクト名
• オブジェクトの記述

ユーザ ID
ユーザIDは、USER_ID特殊属性をアクション図のロジックに書き加えます。ユーザIDのドメインはテキストです。テレ
プロセッシング・モニタで端末オペレータを識別するのに使います。この値は変更できません。

下記は、テキスト属性ビューとの比較例です。リテラルとの比較もできます。

 -- IF USER ID IS EQUAL TO "DAACXEB"

| EXIT STATE IS call_security

 ---

ユーザIDは、テキスト属性ビューを目標とするSETステートメントのソースとしても指定できます。

ユーザ定義イベントおよび TIREVENT
ユーザ定義イベントは、プロシージャ・アクション図（PAD）ロジックの実行によってトリガされます。ユーザ定義イ
ベント・タイプは、ナビゲーション図の［イベント処理］ダイアログで作成してください。ユーザ定義イベントには、長
さが32文字までの名前があります。新規のユーザ定義イベントを定義するには、［イベント・タイプ］フィールドに新
しいイベント・タイプを入力し、新しいアクション名を入力してから、［追加］を選択します。

ユーザ定義イベントは、現在のプロシージャ・ステップのウィンドウ、ダイアログ・ボックス、またはコントロールと関
連づけることができます。ユーザ定義イベントは、コントロールとではなく、プロシージャ・ステップの主ウィンドウと
関連づけなければなりません。この方が、ユーザ定義イベントの検索と追跡がしやすくなります。

プロシージャ・アクション図の特殊外部アクション・ブロックを使うと、ユーザ定義イベントがトリガされます。Open
やCloseなどのほかのイベント・タイプがトリガされるのは、ウィンドウまたはコントロールでなんらかのアクティビ
ティが発生したときです。このユーザ定義イベントは、こうしたほかのイベント・タイプと異なります。
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ユーザ定義イベントを使えば、開発者が直接アクションしなくても、処理を実行できます。たとえば、ユーザ定義イベン
トが、あるウィンドウに関連づけられているとします。そのウィンドウをオープンすると、イベントは自動的に実行され
ます。

TIREVENTによるユーザ定義イベントの使用

ユーザ定義イベントでは、特殊外部アクション・ブロックTIREVENTを定義して使わなければなりません。

NOTE
注： TIREVENT は、CA Gen の実行時コンポーネントに合わせて事前定義される、特殊外部アクション・ブ
ロックです。開発者が、TIREVENT を CA Gen 以外でコンパイルしたり、ほかにコードを書き込んだりする必
要はありません。

TIREVENT は、以下のようにプロシージャ・アクション図内に定義する必要があります。

| IMPORTS:

| Work View IEF supplied (transient, optional, import only)

| command (required)

| EXPORTS:

| LOCALS:

| ENTITY ACTIONS:

|

| EXTERNAL

 -------

TIREVENTは、プロシージャ・アクション図で、下記のように使わなければなりません。

SET local IEF supplied command TO <your_event_type>

USE tirevent

WHICH IMPORTS: local IEF supplied command

TIREVENT外部アクション・ブロック（<your_event_type>）には、「イベント・タイプ」フィールドに入力した名前が
渡されます。渡されるのは、「アクション名」フィールドに入力したアクション名ではありません。「イベント・タイ
プ」に対して一意な名前を作成してください。

TIREVENTを呼び出すと、要求が待ち行列に入ります。このため、TIREVENTが戻っても、関連イベント・アクションは
まだ実行されません。プロシージャ・ステップの現在の実行が対話マネージャに戻ると、そのあと、TIREVENTが実行さ
れます。複数のユーザ定義イベントが待ち行列に入ると、こうしたイベントは、順番に実行されます。

IREVENTの使用方法の要約

1. インポート ビュー「Work View IEF supplied (transient, optional, import only)」をコマンド属性で作成します。
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2. TIREVENTを外部アクション・ブロックとして定義してください。
3. ［イベント処理］ダイアログで一意なイベント タイプを定義してください。
4. このイベント・タイプのアクション名を定義してください。
5. アクション図ツールのイベント・アクションを開始して、ステップ３で定義した一意なイベント・タイプに、ローカ
ル提供コマンドを設定してください。

6. TIREVENTのUSEステートメントを作成して、ローカル提供コマンドをインポートしてください。

ユーザ拡張IDLファイル
「ユーザ拡張IDLファイル」フィールドで、IDLデータをインターフェース定義内に追加できます。このフィールドに開
発者が値を指定しない場合、追加されるデータはありません。ファイル名を指定した場合、指定したファイルの内容がイ
ンターフェース定義内に追加されます。

省略時解釈を変更してある場合、それを「なし」（NONE）に戻すには、そのフィールドをブランクにしダイアログ・
ボックスを終了し再びそのダイアログ・ボックスに戻ってください。

用途
「テンプレートの使用」では、選択画面内にテンプレートをインプリメントします。１つの画面で複数のテンプレートを
使うこともできます。ただしその場合には、それらのテンプレート上のリテラルまたは特殊フィールドが同じスペースを
使えません。「テンプレートの使用」では、現行画面で使われるテンプレート（１つまたは複数）の指定も行ないます。

フィールドがオーバーラップしないようにするには、テンプレートを画面に組み込んでからフィールドの追加をしてくだ
さい。

１つまたは複数のリテラルまたは特殊フィールドをテンプレートから削除するときは、「編集」→「フィールドの削除」
の順に選択してください。

テンプレート内に、既存の画面フィールドとオーバーラップするオブジェクトがある場合は、選択されたテンプレートを
画面に組み込めません。

テンプレートの使用の選択リスト
この選択リストを使うと、選択画面に含むテンプレートを選択できます。テンプレートを画面で使う場合は、「はい」が
「使用」の欄に表示されます。使わない場合は、「いいえ」が表示されます。

UUID
「UUID」フィールドで、当インターフェース定義を、全アプリケーションと全ネットワークにわたって、一意に識別し
ます。

新規UUIDを選択した場合、フィールドが自動的に新しい値に変わります。

UUID は最大 48 文字であり、任意の英数字を使用できます（例外は / : * ? " < > |）。

ジェネレータにとって、すべてのプロシージャ・ステップにとってのUUIDが妥当である必要があります。

WARNING
重要： UUID は、クライアント・モジュールとサーバ・モジュールとの間のコミュニケーションに使われるの
で、サーバの UUID を（［新規 UUID］を押すことにより）変更すると、既存のクライアントと新しいサーバと
の間のコミュニケーションが壊れます。これを修復するべく、開発者は、そのサーバを使うすべてのクライア
ントを再生成および再配布することにより、コミュニケーションを再確立しなければなりません。
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Validate Memory Pages
このアクションを使用できるのは、弊社の社員のみです。お客さまは、弊社のテクニカル・サポートからの指示のもとで
のみ使用してください。

値
「値」で、選択カラムの最高範囲を指定します。「値」を合計キーの一部として使って、テーブルをグループ化します。
その値は、カラムに指定のタイプ、長さ、小数点以下桁数に合う値でなければなりません。フィールド値を設定しない場
合、省略時解釈が最高値となります。

選択タイプ、長さ、および小数点以下桁数を決定するには、［データ構造リスト］を使用して、索引列を詳細化します。

［値］ダイアログ・ボックス
このダイアログ・ボックスでは、選択した属性と等しいかどうかが比較される値を入力できます。

値入力フィールド
選択した属性と比較する値を入力します。

変数文字の変換
［はい］を選択すると、すべての CHAR（データ構造リスト内の TEXT フィールド）が VARCHAR に変換されます。こ
のオプションは、テクニカル設計としてOracleを選択した場合のみ有効です。

ケース・バイ・ケースで変換する場合、データ・オブジェクトを強調表示し、「詳細」→「特性」→「Varchar」の順に選
択してください。

NOTE
注： Oracle 6 データベースから Oracle 7 データベースへ移行する場合、主要なデータベースを再編成しないよ
う、フィールド変換によってバッチまたはフィールドを選択する必要があります。

バリエーション
バリアント型は、アクション・ブロックから渡されるビューまたはリテラルです。アクション図でステートメントを設計
する際に設計者がこのデータ・タイプを設定します。

バリアント型データ値は、送信ロケーション受信ロケーションを厳密に入力せずに渡せます。これは、テキスト値が数値
ロケーションに送信されると、適切なフォーマットへと強制的に変換されてから新しいロケーションに保管されるという
ことです。

データ・タイプによってはほかのタイプに強制的に変換できない場合があります。強制が不成功の場合、システムは代わ
りにデフォルト値を渡します。デフォルト値は、受信ロケーションのデータ・タイプに依存します。

受信データ・タイプ デフォルト値
テキスト スペース
番号 ゼロ
日付 01-01-01の値
時間 00:00:00の値
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VCAT
VCATフィールドでは、データベース・オブジェクト（テーブルスペース、索引スペース、またはストレージ・グルー
プ）のボリューム・カタログの名前を指定します。

VCATカタログの名前には、DBMSデータ・セット命名規則にしたがったテーブルスペースの最初のデータ・セットの入
力が含まれていなければなりません。VCAT名の長さは、８文字以内でなければなりません。

［VCAT］ラジオ・ボタン
このラジオ・ボタンで、データベース・オブジェクト（テーブルスペース、索引スペース、またはストレージ・グルー
プ）のボリューム・カタログを活動化します。

前回の更新の検証
「前回の更新の検証」は、最新のモデルまたはサブセットの更新が成功したかどうかをチェックします。

バージョン・ナンバ
バージョン・ナンバは、バージョン・ナンバとリリース・ナンバからなります（形式はx.y.）。これらのフィールドと
UUIDとの組み合わせで、サーバを特定します。

リスト・オカレンス複数行入力フィールドの「垂直スクロール」
「垂直スクロール」チェック・ボックスは、複数行入力フィールドにスクロール・バーを表示し、上下にスクロールでき
るようにします。スクロールバーは、フィールドの右端に表示されます。

このチェック・ボックスの省略時解釈は「はい」です。

ナビゲーション図における表示特性
ナビゲーション図の［表示特性］ダイアログ・ボックスでは、特定のウィンドウおよびコントロールの全般的な表示特性
を指定できます。この全般的な表示特性の設定は、［ビジネス・システム省略時解釈］の選択内容を指定変更します。ま
た、Java Web 生成アプリケーションの特定のウィンドウおよびコントロールに、カスタム表示特性を設定できます。リ
ストボックスまたはテーブルの特定のインスタンスに対して、行および列のカスタム表示特性を選択し、ビジネス・シス
テム省略時解釈の行および列のスタイルを置換することもできます。

ナビゲーション図の［表示特性］は、以下のパネルから構成されるツリーベースのダイアログ・ボックスです。

• 共通
［共通］ノードでは、特定のウィンドウまたはコントロールの［前景色］、［背景色］、および［フォント］などの
一般的な表示特性を設定できます。

• Java Web 生成
［Java Web 生成］ノードでは、Java Web 生成アプリケーションの特定のウィンドウおよびコントロールに適用する
必要があるカスタム表示特性を指定します。

• リスト・ボックス/テーブル
［リスト・ボックス/テーブル］ノードでは、行スタイル・スキーマによって、Java Web 生成アプリケーションの特
定のリストボックスまたはテーブルの列スタイル・スキーマを指定変更するかどうかを指定します。

• 行
［行］ノードでは、特定のリストボックスまたはテーブルの省略時の行スタイル・スキーマを置換するカスタム表示
特性を設定できます。

• カラム

 866



 CA Gen - 86JP - Japanese - Japan

［列］ノードでは、特定のリストボックスまたはテーブルの省略時の列スタイル・スキーマを置換するカスタム表示
特性を設定できます。このノードでは、特定のリスト・ボックスまたはテーブルに対して、自動、代替、または列固
有の各スタイル・スキーマを選択することもできます。

表示特性の［エラーの色］
「エラー表示特性」では、エラーがあるフィールドが簡単に見つかるよう特性を設定できます。輝度、色、強調表示の
フィールド特性の場合と同様に、各エラー・オプションを選択してください。

「エラーの色」では、エラーが検出されたフィールドの文字の色を決めます。エラーの色を指定できるのは、拡張色と強
調表示機能がある端末だけです。端末でサポートしている任意の色を設定してください。

表示特性の［エラーの強調表示］
「エラー表示特性」では、エラーがあるフィールドが簡単に見つかるよう特性を設定できます。輝度、色、強調表示の
フィールド特性の場合と同様に、各エラー・オプションを選択してください。

「エラー強調表示」では、エラーがあるフィールド内の文字をどのように強調するかを決めます。エラー強調表示を指定
できるのは、拡張色と強調表示機能がある端末だけです。端末でサポートしている任意の色を設定してください。

表示特性の［エラーの輝度］
「エラー表示特性」では、エラーがあるフィールドが簡単に見つかるよう特性を設定できます。輝度、色、強調表示の
フィールド特性の場合と同様に、各エラー・オプションを選択してください。

「エラー輝度」では、エラ－があるフィールド内の文字の明るさを決めます。画面の明暗のコントラストを、「エラー輝
度」でカスタマイズしてください。

表示特性の［エラーの行末揃え］
「エラー表示特性」では、エラーがあるフィールドが簡単に見つかるよう特性を設定できます。輝度、色、強調表示の
フィールド特性の場合と同様に、各エラー・オプションを選択してください。

「エラーの行末揃え」では、エラー内でデータをどのように位置づけるかを指定します。省略時解釈値では、アルファ
ベットは左詰め、数字は右詰めになります。

表示特性の［エラーの保護］
「エラー表示特性」では、エラーがあるフィールドが簡単に見つかるよう特性を設定できます。輝度、色、強調表示の
フィールド特性の場合と同様に、各エラー・オプションを選択してください。

「エラーの保護」では、エラー内のデータ・エントリを保護するかどうかを指定します。

表示特性の［エラーのカーソル位置］
「エラー表示特性」では、エラーがあるフィールドが簡単に見つかるよう特性を設定できます。輝度、色、強調表示の
フィールド特性の場合と同様に、各エラー・オプションを選択してください。

「エラーのカーソル位置」では、エラー上にカーソルを位置づけるかどうかを指定します。

表示特性の［ゼロまたはヌルのとき空白］
「フィールド表示特性」では、フィールドをほかのタイプの画面オブジェクトと区別できます。
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「ゼロまたはヌルのとき空白」では、数値フィールドとテキスト・フィールドにおいて、ゼロまたはヌルをブランクに置
換するかどうかを指定します。

「ゼロまたはヌルのブランク」は、下記のように使います。

選択 結果
ブランク状態でデータが存在しない場合 ブランクの数値フィールドにはアスタリスク (*) が充填され、ブ

ランクのテキスト・フィールドには下線 (_) が充填されます。
ブランク状態でデータが存在する場合 インポート・ビューの、数値フィールドには０、テキスト・フィ

ールドにはスペース、日付フィールドと時刻フィールドには０、
コマンドにはスペースが表示されます。

X ブランクまたはゼロがある場合は、スペースが表示されます。

表示特性の［フィールドの色］
「フィールド表示特性」では、フィールドをほかのタイプの画面オブジェクトと区別できます。

「フィールドの色」では、フィールドのなかの文字の色を決めます。フィールドの色を指定できるのは、拡張色と強調表
示機能がある端末だけです。端末でサポートしている任意の色を設定してください。

表示特性の［フィールド充填文字］チェック・ボックス
「フィールド表示特性」では、フィールドをほかのタイプの画面オブジェクトと区別できます。

「フィールドの充填文字」チェックボックスでは、定義したフィールド長より短いフィールドに文字を入力するかどうか
を指定します。オンならば「yes」を示します。

表示特性の［フィールド強調表示］
「フィールド表示特性」では、フィールドをほかのタイプの画面オブジェクトと区別できます。

「フィールド強調表示」では、フィールド内の文字をどのように強調するかを決めます。「フィールド強調表示」を指定
できるのは、拡張色と強調表示機能がある端末だけです。端末でサポートしている任意の色を設定してください。

表示特性の［フィールド輝度］
「フィールド表示特性」では、フィールドをほかのタイプの画面オブジェクトと区別できます。

「フィールド輝度」では、フィールドの明るさを決めます。画面色の明暗のコントラストを、「フィールド輝度」でカス
タマイズしてください。非表示プロンプトやリテラルの輝度は弱めてください。

表示特性の［フィールド行末揃え］
「フィールド表示特性」では、フィールドをほかのタイプの画面オブジェクトと区別できます。

「フィールド行末揃え」では、生成システムのフィールド内でデータをどのように位置揃えするかを指定します。省略時
解釈値では、アルファベットは左詰め、数字は右詰めになります。

表示特性の［フィールドの保護］
「フィールド表示特性」では、フィールドをほかのタイプの画面オブジェクトと区別できます。

「フィールドの保護」では、フィールド内のデータ・エントリを保護するかどうかを指定します。
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表示特性の［フィールドのカーソル位置］
「フィールド表示特性」では、フィールドをほかのタイプの画面オブジェクトと区別できます。

「フィールドのカーソル位置」では、フィールドにカーソルを位置づけるかどうかを指定します。

表示特性の［プロンプトの色］
「プロンプト表示特性」では、生成システムでどのようにプロンプトを表示するかを設定して、プロンプトとフィールド
とを区別できるようにします。

「プロンプトの色」では、フィールドのラベル（プロンプト）内の文字の色を決めます。プロンプトの色を指定できるの
は、拡張色と強調表示機能がある端末だけです。端末でサポートしている任意の色を設定してください。

表示特性の［プロンプト強調表示］
「プロンプト表示特性」では、生成システムでどのようにプロンプトを表示するかを設定して、プロンプトとフィールド
とを区別できるようにします。

「プロンプト強調表示」では、フィールドのラベルの文字をどのように強調するかを決めます。プロンプトの強調表示を
指定できるのは、拡張色と強調表示機能がある端末だけです。端末でサポートしている任意の色を設定してください。

表示特性の［プロンプト輝度］
「プロンプト表示特性」では、生成システムでどのようにプロンプトを表示するかを設定して、プロンプトとフィールド
とを区別できるようにします。

「プロンプト輝度」では、フィールドのラベルの明るさを決めます。画面色の明暗のコントラストを、「プロンプト輝
度」でカスタマイズしてください。非表示プロンプトやリテラルの輝度は弱めてください。

表示特性の［プロンプトの行末揃え］
「プロンプト表示特性」では、生成システムでどのようにプロンプトを表示するかを設定して、プロンプトとフィールド
とを区別できるようにします。

「プロンプトの行末揃え」では、プロンプト内でデータをどのように位置揃えするかを指定します。省略時解釈値では、
アルファベットは左詰め、数字は右詰めになります。

VIEW
［画面設定］によって、［データ構造リスト］の表示方法が制御されます。［画面設定］のアクションは下記のとおりで
す。

アクション 説明
ホーム カーソルを先頭のテーブルに配置します。
検索 ［検索］ダイアログを表示します。
展開 選択したテーブルのすべてのオブジェクト（カラム、外部キー、

索引、強制）を表示します。
圧縮 選択したオブジェクトに従属している表示オブジェクトをすべて

非表示にします。
ダイアグラムの展開 全テーブル内にある、非表示の従属オブジェクトをすべて表示し

ます。
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ダイアグラムの圧縮 全テーブル内にある従属オブジェクトを、すべて非表示にします
。

すべての選択解除 選択したオブジェクトすべての強調表示を解除します。

ナビゲーション図における「ビュー」（メニュー）
「ビュー」メニュー（View）では下記のオプションが使えます。

アクション 説明
ホーム ネットワーク・ペインをセンタリングし、省略時のズーム・レベ

ルとフォントで表示します。
検索 CA Gen 標準の［検索］ダイアログ・ボックスをオープンします

。
展開 ネットワーク・ペインまたは階層ペインにて選択したオブジェク

トに従属するオブジェクトを展開します。
圧縮 ネットワーク・ペーンまたは階層ペーンにて選択したオブジェク

トに従属するオブジェクトを圧縮します。
ズーム・イン ネットワーク・ペイン内のオブジェクトを拡大します。
ズーム アウト ネットワーク・ペイン内のオブジェクトを縮小します。
フレーム ネットワーク・ペインのフレームにちょうど収まるよう、ネット

ワーク・ペイン全体の表示を拡大しセンタリングします。１つの
オブジェクトを選択してから「フレーム」（Frame）を選択する
と、「ナビゲーション図」は、ネットワーク・ペイン表示エリア
いっぱいにそのオブジェクトを表示します。

子の表示 選択したオブジェクトによって呼び出されるすべてのオブジェク
トを表示します。

親の表示 選択したオブジェクトを呼び出すすべてのオブジェクトを表示し
ます。

親と子の表示 選択したオブジェクトを呼び出したり、選択したオブジェクトに
よって呼び出されるすべてのオブジェクトを表示します。

プロシージャ・ステップ名の表示 階層ペイン内のプロシージャ・ステップ名を表示します。
すべての選択解除 すべてのペイン内のすべてのオブジェクトについて強調表示を除

去します。

属性における画面設定
属性のリストにて「画面設定」を選択すると、下記を行なえます。

アクション 説明
ホーム ウィンドウ表示を、クライアント・エリアの左上にスクロールし

ます。
検索 文字列を見つけます。
すべての選択解除 選択したオブジェクトすべての強調表示を解除します。
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［ビジネス・システムの省略時解釈］における［画面設定］
設計段階において「画面設定」を選択すると、下記を行なえます。

アクション 説明
ホーム ウィンドウ表示を、画面の左上にスクロールします。
検索 文字列を見つけます。
すべての選択解除 選択したオブジェクトすべての強調表示を解除します。

「クリア・スクリーン入力」における「画面設定」
「クリア・スクリーン入力」にて「画面設定」を選択すると下記のことを行なえます。

アクション 説明
ホーム ウィンドウ表示を、画面の左上にスクロールします。
検索 文字列を見つけます。
すべての選択解除 選択したオブジェクトすべての強調表示を解除します。

データ・モデルにおける「画面設定」
これによって、画面項目の表示方法を指定する多数の機能を利用できます。以下のような機能があります。

アクション 説明
ホーム ウィンドウ表示をクライアント・エリアの左上にスクロールしま

す。
検索 横軸または縦軸に沿って項目を検索します。
ナビゲート １つの関係のメンバ間で表示を移送します。
展開 選択したオブジェクトに従属する非表示オブジェクトを、１回に

１レベルづつ表示します。
すべての展開 選択したオブジェクトに従属する非表示オブジェクトをすべて表

示します。
ダイアグラムの展開 ダイアグラム全体の隠ぺいオブジェクトをすべて表示します。
圧縮 選択したオブジェクトに従属するオブジェクトを非表示にします

。
隠す 選択したオブジェクトをダイアグラム上で隠ぺいします（SDM

上では「エンティティ・タイプを表示しない」（Unplace Entity
Type）というラベル付き）。

配置されていないボックスの配置 ダイアグラム上で選択したオブジェクトの子を配置します。
すべて配置 すべての子、孫、ひ孫を選択したオブジェクトに割り当てます。
サイズ変更 選択したオブジェクトのサイズを操作します。
ラインの再作図 ダイアグラム上で指定した線を再配置します。
ダイアグラムの再作図 ダイアグラムのすべてのオブジェクトを再配置します。
全ラインの再作図 ダイアグラムのすべての線を再配置します。
ズーム・イン クライアント・エリア内でオブジェクトのサイズを拡大します。
ズーム アウト クライアント・エリア内でオブジェクトのサイズを縮小します。
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フレーム 選択したオブジェクトのサイズを拡大または縮小して、クライア
ント・エリアに合わせます。

すべての選択解除 ダイアグラム上のすべてのオブジェクトの強調表示をやめます。

データ・モデル・ブラウザの「画面設定」
データ・モデル・ブラウザの「画面設定」を選択すると、下記ができます。

アクション 説明
展開 選択したオブジェクトに従属する隠ぺいオブジェクトを表示しま

す。
圧縮 選択したオブジェクトに従属するオブジェクトを隠ぺいします。

 

 

データ・モデル・リストにおける「画面設定」
データ・モデル・リストにおいて「画面設定」を選択すると、下記を行なえます。

アクション 説明
ホーム ウィンドウ表示を、画面の左上にスクロールします。
検索 文字列を見つけます。
展開 選択したオブジェクトに従属する隠ぺいオブジェクトを表示しま

す。
すべての展開 従属するすべての非表示オブジェクトを表示します。
ダイアグラムの展開 隠ぺいされた従属オブジェクトを表示します。
圧縮 選択したオブジェクトに従属するオブジェクトを隠ぺいします。
ダイアグラムの圧縮 ビューをエンティティ・タイプだけに制限します。
すべての選択解除 選択したオブジェクトすべての強調表示を解除します。

データ・ストア・リストにおける「画面設定」
データ・ストア・リスト・ツールにて「画面設定」を選択すると、下記を行なえます。

アクション 説明
ホーム ウィンドウ表示を、クライアント・エリアの左上にスクロールし

ます。
検索 文字列を見つけます。
展開 選択オブジェクトに従属しているすべての非表示オブジェクトを

表示します。
圧縮 選択したオブジェクトに従属している表示オブジェクトをすべて

非表示にします。
ダイアグラムの展開 表示されていないすべての従属オブジェクトを表示します。
ダイアグラムの圧縮 表示状態のすべての従属オブジェクトを非表示にします。
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すべての選択解除 クライアント・エリアにあるすべての選択オブジェクトの強調表
示を解除します。

対話フロー・ブラウザの「画面設定」
対話フロー・ブラウザ・ツールにて「画面設定」を選択すると、下記を行なえます。

アクション 説明
展開 選択したオブジェクトに従属しているオブジェクトを表示します

。
圧縮 選択したオブジェクトに従属しているオブジェクトを非表示にし

ます。

対話フロー図における［画面設定］
対話フロー図にて［画面設定］を選択すると、オブジェクトを画面に表示できます。「画面設定」には、下記の操作があ
ります。

アクション 説明
ホーム ウィンドウ表示を、クライアント・エリアの左上にスクロールし

ます。
検索 文字列を見つけます。
ナビゲート 対話フローの他端にある画面に移動します。
展開 選択したオブジェクトに従属しているオブジェクトを表示します

。
圧縮 選択したオブジェクトに従属しているオブジェクトを非表示にし

ます。
隣接物 選択したオブジェクトに間接的に関連のあるオブジェクトを表示

します。
すべての表示 ダイアグラムに定義したすべてのオブジェクトを表示します。
ズーム・イン ダイアグラム内のオブジェクトのサイズを大きくします。
ズーム アウト ダイアグラム内のオブジェクトのサイズを小さくします。
フレーム 完全展開したウィンドウに基づいて、クライアント・エリア内に

入る大きさまで、選択したオブジェクトを拡大または縮小します
。

すべての選択解除 選択したオブジェクトすべての強調表示を解除します。

環境ツールにおける画面設定
環境ツールにて「画面設定」を選択すると、下記を行なえます。

アクション 説明
すべての選択解除 選択したオブジェクトすべての強調表示を解除します。
ホーム ウィンドウ表示を、クライアント・エリアの左上にスクロールし

ます。
検索 文字列を見つけます。
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フローの保守におけるビュー
「フローの保守におけるビュー」を選択すると、下記の操作を行なえます。

アクション 説明
ホーム ウィンドウ表示を、画面の左上にスクロールします。
検索 文字列を見つけます。
すべての選択解除 選択したオブジェクトすべての強調表示を解除します。

生成における「画面設定」
生成ツールから「画面設定」を選択すると下記を行なえます。

アクション 説明
圧縮 選択したオブジェクトに従属するオブジェクトを非表示にします

。
すべての選択解除 選択したオブジェクトすべての強調表示を解除します。
展開 選択したオブジェクトに従属するオブジェクトを１回に１レベル

ずつ表示します。
すべての展開 選択したオブジェクトに従属する全レベルのオブジェクトを表示

します。
ホーム ウィンドウ表示を、クライアント・エリアの左上にスクロールし

ます。
検索 文字列を捜します。

マトリックスにおける「画面設定」
マトリックスから「画面設定」を選択すると、下記のオプションを使えます。

アクション 説明
ホーム ウィンドウ表示をクライアント・エリアの左上にスクロールしま

す。
検索 横軸または縦軸に沿って項目を検索します。
［Highlight（強調表示）］ １ブロックのオブジェクトを別の色によって目立たせます。
回転 項目を横軸に対して垂直方向に、縦軸に対して水平方向に回転さ

せます。
非表示 セル値のすべてのオカレンスを非表示状態にします。
分類（昇順） マトリックス内にあるオブジェクトを昇順ソートします。
分類（降順） マトリックス内にあるオブジェクトを降順ソートします。
階層のソート 適切な親のもとで、組織またはﾌｧﾝｸｼｮﾝの、従属物をグループ分

けします。
ルーズ・アクティビティの指定 複数の作用クラスタに「ルーズに」関連しているアクティビティ

を指定します。
ルーズ強調表示の解除 ルーズ・アクティビティの強調表示をやめます。
無作用の指定 作成も更新も削除もされないオブジェクトを指定します。
無作用の指定解除 無作用の強調表示をやめます。
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すべての選択解除 クライアント・エリアの選択した全オブジェクトの強調表示をや
めます。

組織階層図における［画面設定］
組織階層図にて［ビュー］を選択すると、以下のアクションが利用できるようになります。

アクション 説明
ホーム ウィンドウ表示を、画面の左上にスクロールします。
検索 文字列を見つけます。
展開 選択したオブジェクトに従属する隠ぺいオブジェクトを表示しま

す。
すべての展開 選択したオブジェクトの持つ非表示のオブジェクトすべてを表示

します。
圧縮 選択したオブジェクトに従属するオブジェクトを隠ぺいします。
再描画 ダイアグラムのレイアウトの変更方法を指定します。
ズーム・イン クライアント・エリア内でオブジェクトのサイズを拡大します。
ズーム アウト クライアント・エリア内でオブジェクトのサイズを縮小します。
フレーム 選択したオブジェクトすべての強調表示を解除します。
すべての選択解除 選択したオブジェクトすべての強調表示を解除します。

パッケージングにおける「表示」
パッケージング・ツールから「表示」を選択すると、下記を行なえます。

アクション 説明
ホーム ウィンドウ表示を、クライアント・エリアの左上にスクロールし

ます。
検索 文字列を見つけます。
展開 選択したオブジェクトに従属するオブジェクトを１回に１レベル

ずつ表示します。
すべての展開 選択したオブジェクトに従属する全レベルのオブジェクトを表示

します。
圧縮 選択したオブジェクトに従属するオブジェクトを非表示にします

。
すべての選択解除 選択したオブジェクトすべての強調表示を解除します。

画面設計における画面設定
［ビュー］にて［画面設計］を選択すると、以下のアクションが利用できるようになります。

アクション 説明
3279の表示 エンド・ユーザが見る画面状態を表示するには、3279モードでサ

ンプルの画面 ［フィールド定義］の［表示特性］ダイアログに定
義されている色、輝度、強調表示を使って、3279モード画面での
適切な表示状態にしてください。
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3278の表示 エンド・ユーザが見る画面状態を表示するには、3278モードでサ
ンプルの画面 ［フィールド定義］の［表示特性］ダイアログに定
義されている色、輝度、強調表示を使って、3278モード画面での
適切な表示状態にしてください。

3270の表示 エンド・ユーザが見る画面状態を表示するには、3270モードでサ
ンプルの画面 ［フィールド定義］の［表示特性］ダイアログに定
義されている色、輝度、強調表示を使って、3270モード画面での
適切な表示状態にしてください。

すべての選択解除 選択されたすべてのオブジェクトの強調表示を取り消します。

NOTE
注： 画面またはテンプレートを確認するために［表示］を選択する場合、その選択に対応する特定のハード
ウェアでアプリケーションをインプリメントする必要があるわけではありません。上記の［表示］オプション
は、画面をインプリメントしたときの表示状態を示す場合にのみ使います。

ビュー保守における「画面設定」
ビユー保守にて「画面設定」を選択すると、下記を行なえます。

アクション 説明
ホーム ウィンドウ表示を、クライアント・エリアの左上にスクロールし

ます。
検索 文字列を見つけます。
インポート・ビューへ インポート・ビューの定義箇所までスクロールします。
エクスポート・ビューへ エクスポート・ビューの定義箇所までスクロールします。
ローカル・ビューへ ローカル・ビューの定義箇所までスクロールします。
エンティティ・アクションへ エンティティ・アクションの定義箇所までスクロールします。
すべての選択解除 クライアント・エリアにあるすべての選択オブジェクトの強調表

示を解除します。

ワーク・セット・リストにおける「画面設定」
ワーク・セット・リストにて「画面設定」を選択すると、下記を行なえます。

アクション 説明
ホーム ウィンドウ表示を、画面の左上にスクロールします。
検索 文字列を見つけます。
すべての選択解除 選択したオブジェクトすべての強調表示を解除します。

ビュー保守の編集
［編集］を選択すると、以下のアクションが実行できます。

アクション 説明
グループ・ビューの追加 エンティティ・ビュー、ワーク・ビュー、またはそれら両方の集

まりの名前とカージナリティを指定します。
エンティティ・ビューの追加 １つのエンティティ・タイプに関するビューを追加します。
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サブタイプ・ビューの追加 エンティティ・タイプのサブタイプに関するビューを追加します
。

ワーク・ビューの追加 カウンタ、合計、永続的には格納されないその他のデータが入っ
ているワーク・セットを追加します。

属性ビューの追加 エンティティ・タイプのサブタイプに関するビューを追加します
。

削除 ビュー・リストからビューを削除します。
移動 ビュー・リストの別の場所にビューを移動します。属性がSORT

またはFILTERステートメントに属している場合、エクスポート・
ビューの属性を移動しないでください。

親の変更 ビューの新しい親を指定します。
コピー ビュー・サブセット内部でのビューのコピー、サブセット間での

ビューのコピーを行います。

フィールド設計特性からの［ビュー保守］
［ビュー保守］は、［ビュー保守］ウィンドウを表示します。このウィンドウでは、現行プロシージャ・ステップの
ビューの表示、追加、変更、削除ができます。

［ビュー保守］プッシュ・ボタン
このプッシュ・ボタンでは、ユーザが下記の種類のビューを追加、削除、操作する、２次ウィンドウを表示します。

• グループ
• エンティティ
• サブタイプ
• 属性
• ワーク・タイプ

［ビュー･マッピングの圧縮］プッシュ・ボタン
［ビュー･マッピングの圧縮］プッシュ・ボタンを選択すると、選択したエンティティ･ビューのすべての属性が上の選択
リストに表示されなくなります。

［ビュー･マッピングの詳細］プッシュ・ボタン
［ビュー･マッピングの詳細］プッシュ・ボタンでは、選択したビューまたはエンティティ･タイプの特性を上の選択リス
トで指定します。

［ビュー・マッピング］ダイアログ
［ビュー・マッピング］ダイアログ・ボックスでは、プロシージャ・ステップに関して、エンティティ・インポート・
ビューをエンティティ・エクスポート・ビューに割り当てます。これらのエンティティ･ビューには属性ビューが収めら
れています。

以下の例では、Client Detail Department という名前のプロシージャ ステップ用のマッピングを示します。エンティ
ティ・ビュー Export Employee を展開して、属性を表示します。上の選択リストの右側のカラムがブランクになってい
ることでわかるように、［番号］と［名前］の属性はマップされていません。
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ナビゲーション図に、属性ビューをフィールド、リスト、およびリスト・オカレンスとしてインプリメントします。マッ
プされていないフィールド、リスト、またはリスト・オカレンスがあった場合、一貫性検査機能が重大エラーを出しま
す。

１つのプロシージャ･ステップが複数のウィンドウとダイアログ･ボックスを持つ場合があります。その場合、そのウィン
ドウと、関連するダイアログ・ボックスのフィールド、リスト、リスト・オカレンスは、そのプロシージャ・ステップの
同一のビュー・セットを共有します。マップすると、フィールド、リスト、リスト・オカレンスの個々についてでなく、
グローバルに、属性ビューの割り当てと変更ができます。

［展開］および［圧縮］プッシュ・ボタンを使うと、選択したエンティティの属性を上の選択リストで表示または非表
示にできます。［詳細］プッシュ・ボタンでは、選択したビューまたはエンティティ･タイプに関する特性を指定できま
す。これら３つのプッシュ・ボタンは、上の選択リスト内で選択した項目のみに適用されます。

ビュー・マッピングの概念

ナビゲーション図には、ビューのマッピングが可能な場合に関する一定の規則があります。この規則を満たすビューは有
効な選択肢であり、「マップ」プッシュ・ボタンが活動状態になります。

グループ・ビューに関するマッピング規則

• マッピング後のグループ･ビューには、エンティティ･ビューの構造とカージナリティとに、互換性がなければなりま
せん。つまり、所属する属性ビューの顔ぶれを除き、２つのグループ・ビューがまったく同一に表示されなければな
りません。２つのグループ・ビュー間に互換性があるのは、下記の場合です。

• マッピング対象の各グループ・ビューを構成している、エンティティ・ビューとグループ・ビューが、意味と位置関
係の点で正確に一致している場合

• エクスポート・ビューの最大カージナリティが、インポート・ビューの最大カージナリティと等しい場合。等しくな
いと、情報が失われます。

• 構成要素である各グループ・ビューが、対応するグループ・ビューと同等である場合
• 反復グループ･ビューの単一オカレンスは、同等の構造を持つ反復以外のグループ･ビューにマップできます。
• 使用済みのアクション･ブロックの反復グループ･ビューでは、インポートまたはエクスポート･ビューのマッピングは
できません。

• 対話フローの反復グループ･ビューでは、ビューのマッピングはできません。

エンティティ・ビューに関するマッピング規則

• 同じエンティティ・タイプの 2 つのエンティティ・ビューはマッピングできます。（この規則はワーク・ビューにも
適用されます。）

• マッピング後のエンティティ･ビューには、共通の属性が最低１つなければなりません。
• ビューをマップすると、エクスポート・ビューの属性ビューの値が、インポート・ビュー内の一致する属性ビューに
複写されます。属性ビューは、同じ属性をインプリメントすれば対応します。

ビューのマッピング

ビューをマップするには、下記の手順に従います。

1. 上の選択リストでエンティティ･ビューを選択してください。（下の選択リストに情報が表示されるものを選択して
ください）。
有効な提供インポート・エンティティ・ビューが、下の選択リストに表示されます。

2. ［展開］プッシュ・ボタンを選択して、選択したエンティティ・ビューの属性を表示します。
上の選択リストの右側のカラム「提供インポート・ビュー」（Supplying Import Views）に、ビューがマップされて
いるかどうかが表示されます。このカラムがブランクの場合、そのビューはマップされていません。

3. 左側のカラム「エクスポート・ビュー」から、対応するビューが右側のカラムに表示されていない属性を選択してく
ださい。
必要なら、マップされていないすべてのビューを一度にマップできます。その場合、上の選択リストと下の選択リス
トからエンティティ・ビューを１つずつ選択してください。［マップ］プッシュ・ボタンが活動状態になったら、そ
のマッピングは有効な組み合わせです。［マップ］プッシュ・ボタンを選択します。

4. ［マップ］プッシュ・ボタンが活動状態になるまで、下の選択リストから属性を選択します。
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［マップ］プッシュ・ボタンが活性化されるのは、下の選択リストから選択したビューを、上の選択リストから選択
したビューにマップできる場合のみです。

5. ［マップ］プッシュ・ボタンを選択します。
下の選択リスト内の属性名が、上の選択リストの右側のカラムに表示されます。
これで、属性がマップされました。

 

［ビュー･マッピングの展開］プッシュ・ボタン
［ビュー･マッピングの展開］プッシュ・ボタンを選択すると、選択したエンティティ・ビューのすべての属性が上の選
択リストに表示されます。

［ビュー・マッピング・レポート種別］オプション
このレポート・オプションを選択することにより、当該ビジネス・システムの全ウィンドウ（またはオープンされている
ウィンドウのみ）のインポート・ビューとエクスポート・ビューが表示されます。

ビュー・マッピング・レポートの内容は以下のとおりです。

• モデル名とサブセット範囲
• 上記が持つインポート・ビューとエクスポート・ビューの一覧
• レポートの日時

いったん選択すると当該セッション中は継続しますが、モデルと一緒には保存されません。

情報がないレポート内容オプションを選択した場合、そのオプションに［なし］が表示されます。

［ビューのマッチと複写］ダイアログ
［ビューのマッチと複写］ダイアログ・ボックスを使用すると、以下の場合に、ビュー・マッチングに進むことができま
す。

• アクション図において、呼び出し元のアクション図またはアクション・ブロックが、呼び出されたアクション・ブ
ロック内のビューに対応する、供給側ビューまたは受け取り側ビューを持たない場合。つまり［インポート/エク
スポート・ビューのマッチング］ダイアログにおいて、最上部の選択リストからビューを選択したのちに、供給側
ビューが最下部の選択リストに表示されない場合です。

• 対話フロー設計において、ソース・プロシージャ・ブテップが、宛て先プロシージャ・ステップ内のビューに対応す
る供給側ビューまたは受け取り側ビューを持たない場合。

アクション図と対話フロー図のいずれにおいても、ビュー（インポート、エクスポート、ローカル、またはエンティ
ティ・アクション）をコピーするために、供給側のビュー・セットを選んでから、［コピー］プッシュ・ボタンを選択す
ると、［エンティティ・ビューのコピー］ダイアログが表示され、エンティティ・ビューの新しい名前を入力できます。

このダイアログ・ボックスには、以下のフィールド情報が含まれます。

［ビューのマッチ/コピー］ラジオ・ボタン

これらのラジオ・ボタンを使うと、ビューのコピー先となるビュー・サブセット（宛て先）を選択できます。たとえば、
インポート・ビューを選択すると、ビューは、呼び出し元のアクション図またはアクション・ブロックのインポート・
ビュー・サブセットにコピーされます。そして、このビューは、ビュー・マッチングに使えます。

ビュー・マッチングの規則は、どのビューのサブセット・ラジオ・ボタンを活動状態にするかを定めるものです。
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SET...USINGステートメントでのビュー・マッチング
アクション図ツールのSET...USINGアクションを使うと、属性値を設定するためのアルゴリズムを使うことができます。
このアルゴリズムは、アクション・ブロック内に定義されます。使用されたアクション・ブロックは、任意の数のイン
ポート・ビュー、ローカル・ビュー、またはエンティティ・アクション・ビューを持つことができますが、エクスポート
属性ビューは、１つしか持てません。このエクスポート属性ビューは、使用しているアクション・ブロックに設定されて
いる属性と同じドメインにあるビューでなければなりません。

たとえば、「Create Customer」というアクション・ブロックに、以下の SET...USING ステートメントが含まれていると
します。

SET customer number USING customer_number_calculation

この場合、「顧客数の計算」というアクション・ブロックには、エクスポート属性ビューが１つだけ含まれている必要が
あります。その属性ビューは、エクスポート属性ビューと同じドメインにある顧客のビューでなければなりません。

SET...USINGアクションを呼び出すときは、呼び出された（使用された）アクション・ブロックのインポート・ビュー
を、呼び出し元のアクション図またはアクション・ブロックからの供給側ビューと、マッチさせる必要があります。呼
び出されるアクション・ブロックのエクスポート・ビューは、設定したい属性値です。アクション・ブロックのインポー
ト・ビューをマッチさせれば、SET...USINGステートメントは完了します。

NOTE
注： 省略時アルゴリズムは、SET USING の一種です。データ・モデリングでは、実行するべき属性が属する
エンティティのタイプがCREATEDであるときに、その属性に対して省略時アルゴリズムを指定できます。ただ
し、「作成」内のSET USINGには、必ず省略時アルゴリズムが示されるようにする必要があります。

詳細情報：

ビュー・マッチングの規則

ビュー・マッチングの規則
ビュー・マッチング実行中は、多くの規則が実施されます。この実施は、開発者が以前に定義したビューの特性に基づく
ものです。マッチング実行中に候補として表示されるビューは、下記の規則に従った、有効な選択項目です。この表は、
グループ・ビューに関する規則とエンティティ・ビューに関する規則に分かれています。エンティティ・ビューの引き渡
しに関する規則も示されています。

グループ・ビューの規則

• マッチングするグループ・ビューのエンティティ・ビューの構造とカージナリティには、互換性がなければなりませ
ん。つまり、所属する属性ビューの顔ぶれを除いては、２つのグループ・ビューがまったく同形でなければなりませ
ん。２つのグループ・ビューの構造は、下記の場合に互換性を持ちます。
– マッチングする各グループ・ビューを構成する、エンティティ・ビューとグループ・ビューの、意味と相対位置
が、正確に対応する。

– 受け取り側ビューの最大カージナリティが、送り出し側ビューの最大カージナリティ以上である。そうでないと、
情報が失われてしまいます。

– 構成要素である各ビューが、対応するグループ･ビューと比較可能である。
• アクション図内の、USE、SET USING、USE ASYNC、GET ASYNC RESPONSEの各ステートメントにおいては、
反復グループ・ビューの１オカレンスを、等しい構造の非反復グループ・ビューにマッチングできます。

• 呼び出されるアクション・ブロック内の反復グループ・ビューのもとでは、どのインポート・ビューもエクスポー
ト・ビューもマッチングできません。

• 対話フローにおいては反復グループ・ビューのもとでのビュー・マッチングはできません。

エンティティ・ビューの規則
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• 同じエンティティ・タイプの 2 つのエンティティ・ビューはマッチングできます。（これはワーク・ビューにも適用
されます。）

• マッチさせたエンティティ・ビューは、少なくとも１つの共通の属性がなければなりません。
• ビュー・マッチングをすると、呼び出し元のビュー内の属性ビューの値が、呼び出されたビュー内の対応する属性
ビューにコピーされます。属性ビューは、同じ属性をインプリメントすれば対応します。

• インポート・ビューは、受け取り側アクション・ブロックで必要とするすべての属性ビューを持っていなければなり
ません。

• アクション・ブロックによってマッチしたインポート・ビューは、カージナリティが同じでなければなりません。
• アクション・ブロックにマッチさせたエクスポート・ビューは、同じカージナリティを持っていなければなりませ
ん。

• 対話フローにマッチさせたビューは、同じカージナリティを持っていなければなりません。

エンティティ・ビューの受け渡しの規則

• 使用されたアクション・ブロック内の変更可能な非常駐ビューは、呼び出し元のアクション・ブロック内にあるエク
スポートされた非常駐インポート・ビュー、非常駐エクスポート・ビュー、またはローカル・ビューにのみマッチさ
せることができます。

• 使用されたアクション・ブロック内にあるインポートのみの常駐ビューは、呼び出し元のアクション・ブロック内の
非常駐ビュー、またはエンティティ・アクション・ビューにのみマッチさせることができます。

• 使用されたアクション・ブロック内にある変更可能な常駐ビューは、呼び出し元のアクション・ブロック内にあるエ
クスポートされた常駐インポート・ビュー、常駐エクスポート・ビュー、またはエンティティ・アクション・ビュー
にのみマッチさせることができます。

• 使用されたアクション・ブロック内にあるインポートのみの常駐ビューは、すべての属性を含む、呼び出し元のアク
ション・ブロック内にあるビューにのみマッチさせることができます。

• 使用されたアクション・ブロック内にある変更可能な常駐ビューは、すべての属性を含む、呼び出し元のアクショ
ン・ブロック内にあるビューにのみマッチさせることができます。

非同期処理の規則

下記は、USE ASYNCステートメントとGET ASYNC RESPONSEステートメントに特有の規則です。

• USE ASYNCは、呼び出されるプロシージャ・ステップのインポート・ビューのみとマッチングできます。戻しデー
タは、GET ASYNC RESPONSEで処理されます。

• GET ASYNC RESPONSEは、呼び出されるプロシージャ・ステップのエクスポート・ビューのみとマッチングでき
ます。渡しデータは、USE ASYNCに指定します。

• ASYNC_REQUEST IDにより、呼び出されるプロシージャ・ステップの、対応するエクスポート・データが戻
されます。対応する、USE ASYNCステートメントとGET ASYNC RESPONSEステートメントとで、必ず同じ
ASYNC_REQUESTビューを使ってください。

WARNING
重要： USE ASYNC ステートメントと GET ASYNC RESPONSE ステートメントとのペア間で、同じ
ASYNC_REQUEST ビューを再利用（兼用）することは、なるべく避けてください。

ダイアグラム・ウィンドウの［表示］メニュー
［表示］メニューのオプションはダイアグラム・ウィンドウによって異なります。各オプションのヘルプを見るには、そ
のオプションを強調表示しF1を押してください。

Visible特性

使用法 Visible (String)
説明 表示状態を設定、または検索します。
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引数 オブジェクトの表示状態を示す文字列値。プロンプト付きのオブ
ジェクトでは、プロンプトとオブジェクトの表示状態は同じです
。「真」は、オブジェクトが表示されることを意味します。

戻り値 この特性が戻す文字列値は、オブジェクトの表示状態を示します
。たとえば、「真」の値は、オブジェクトが表示されることを意
味します。

備考 この特性は、Application、Button、CheckBox、Drop
DownList、EnterableDropDownList、EnterableListB
ox、Field、GroupBox、ListBox、ListColumnItem、
ListItem、ListPermittedValue、ListRowItem、Literal
、Menu、OLEArea、OLEControl、Picture、RadioButton、Status
Bar、ToolBar、および Window に対して使用できます。

ボリュームの「記述」
「記述」では、選択したデータベース・オブジェクト（テーブルスペース、索引スペース、またはストレージ・グルー
プ）に関する説明文を入力および格納できます。

待ちモード・タイムアウト時間
待ちモード・タイムアウト時間は、９未満でなければなりません。Enterを押し、正しい待ちモード・タイムアウト値を
入力してください。

最小待ちモード・タイムアウト
待ちモード・タイムアウト最小は、少なくとも 1 である必要があります。Enterを押し、正しい待ちモード・タイムアウ
ト値を入力してください。

待ちモード・タイムアウト（分）
待ちモード・タイムアウト（分）は、546未満でなければなりません。Enterを押し、正しい待ちモード・タイムアウト
値を入力してください。

待ちモード・タイムアウト（秒）
待ちモード・タイムアウト（秒）は、32,767未満でなければなりません。Enterを押し、正しい待ちモード・タイムアウ
ト値を入力してください。

警告メッセージ
置換属性のドメインは、元の属性のドメインを異なります。複写作業を続行することはできますが、置換の選択が正しい
かどうか確認してください。

異なるドメインの置換属性に元の属性を複写すると、難しいダウンストリームが発生することがあります。たとえば、数
値属性をテキスト属性に複写すると、アクション図は、テキスト上で数値演算を実行するロジックを含んでしまう可能性
があります。

［Webコントロール特性］ダイアログ
このダイアログ・ボックスを使用して、Webコントロールの特性を選択し、指定します。特性は、コントロールによっ
て異なります。
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メニュー・バー上のボタンによって特性リストが編成されます。［分類］ボタンを選択すると、適用可能な分類ごとに
編成されます。［アルファベット順］ボタンを選択すると、特性名の先頭文字に基づいてアルファベット順に編成されま
す。

特性の名前は、短い説明と共にダイアログ・ボックスの下部の領域に表示されます。

特性を編集するには、右の列内の該当するセルを選択します。ドロップダウン矢印が表示される場合は、その矢印をク
リックし、表示されている選択肢から選択します。セルに数値が含まれている場合は、その数値を選択し、編集すること
ができます。テキスト特性に対応しているセルをクリックすると、テキスト文字列を入力できます。選択項目が［真］
または［偽］の2つしかないドロップダウン リストを含んでいるセルでは、特性を適用するかどうかを選択できます。
［真］は「適用」に相当し、［偽］は「適用しない」に相当します。

左側の列の左で、特性に「+」が表示されている場合は、その記号をクリックして、従属特性を表示します。従属特性を
隠ぺいするには、左側の列の左にある「-」をクリックします。

［Webコントロール・ツールボックス］ダイアログ
このダイアログには、ウィンドウまたはダイアログに追加可能なASP.NET Webコントロールが、一覧表示されます。コ
ントロールをウィンドウまたはダイアログに追加するには、ウィンドウまたはダイアログに配置するコントロールを選択
してから、［配置］を選択します。

リストへのASP.NET Webコントロールの追加方法については、ここをクリックしてください。

Web生成ジェネレータ
Web 生成ジェネレータ ING.EXE は、2 つのモードで起動できます。１つめのモードはデプロイ用の生成に使用され、２
つめのモードはプロトタイピング用の生成に使用されます。ジェネレータが出力する内容は、起動モードによって異なり
ます。生成されたファイル群の一部に共通の名前が付いている場合でも、内容は大抵異なります。

デプロイ・モード

このモードでは、ウィンドウ・マネージャのレベルで「構築」→「ウィンドウ・コード生成」の順に選択することによ
り、ing.exeジェネレータを起動してください。この場合、ウィンドウ・マネージャ・ロード・モジュール内のウィンド
ウごとに、下記のファイル・セットが生成されます。

• window_name.html： 内容は、生成するウィンドウに使用可能なコントロールを表示するための HTML タグです。
• window_name.js： 内容は、上記のコントロールを操作し、可能な場合にリストボックスやメニューを描画する

JavaScript コードです。
• window_name_menu.js（ウィンドウにメニューがある場合）： 内容は、メニューの設定を示すために必要な

JavaScript コードです。

プロトタイプ･モード

このモードでは、ナビゲーション図にて「モデル」→「プロトタイプ」→「ブラウザ」の順に選択
することにより、ing.exeジェネレータを起動してください。プロトタイプ・モードでは、前述の
window_name.html、window_name.js、window_name_menu.jsファイルに加え、下記の２つのファイルがウィンドウご
とに生成されます。

• prototype_window_name.html： この HTML ファイルの内容は、window_name.html の src 属性を持つ、
「AppWindow」という名前の FRAME です。Headセクションには、window_name.jsのsrc属性を持つスクリプト・タ
グがあります。prototype_window_name.htmlをブラウザに描画すると、window_name.jsファイルに定義されている情
報（リストボックスの定義、フィールド検証、イベント・ハンドラの定義）が有効になります。

• window_name.rme： このファイルには、関連するウィンドウに定義されているコントロールのイベント ハンドラが
記載されます。インポートしたHTMLファイルに定義されているイベント・ハンドラは、いずれも、モデルに定義さ
れかつwindow_name.jsファイルに生成されたイベント・ハンドラを上書きする可能性があるため、設計者はイベン
ト・ハンドラをHTMLファイルに追加する前に、このrmeファイルを参照できます。
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デプロイ・モードとプロトタイプ・モードの両方で生成されるwindow_name.htmlは同じです。しかしwindow_name.js
ファイルは異なります。おもな違いは、参照されるランタイムJavaScriptファイルとリストボックス・イメージ・ファイ
ルに指定される場所です。

ウィンドウまたはダイアログ・ボックスをいったん生成したら、好みのツールを使って、生成されたwindow_name.html
ファイルのオープンや変更ができます。ドロップダウン・メニューとリストボックスは、JavaScriptによって組み込ま
れるため、生成されたwindow_name.htmlをDreamweaverのデザイン・ビューやFrontPageの標準ビューでオープンして
も、表示されません。それらは、それぞれのオーサリング・ツールのプレビュー・モードでのみ表示されます。

リストボックスまたはドロップダウン・メニューに使用されている領域は、変更するべきではありません。空のボックス
はリストボックスの座標を示しているため、ページ内でのボックスの位置を知るのに役立ちます。メニューの場合は、
生成されたwindow_name_menu.jsファイルとief_MenuDOM.jsファイルによって、メニュー項目がメニュー用の領域に
動的に作成されます。そのため、空のボックスなどのフォームは、Dreamweaverのデザイン・ビューやFrontPageの標準
ビューには表示されません。描画されたメニューとリストボックスを表示する必要がある場合は、常に、それぞれのオー
サリング・ツールのプレビュー・モードを参照してください。

これらのモードを使用してウィンドウを作成または更新すると、そのことを示すフラグがツールセットによってモデル
内に設定されます。ジェネレータは、該当するフラグがモデル内に設定されているかどうかを調べ、フラグが見つかっ
た場合は、window_name.htmlの生成を中止します。このファイルは CA Gen の外部で保持する必要があります。ただ
し、Window_name.html は、ビルド・ツールによって引き続きパッケージングおよびデプロイされます。

［Web 特性］ノード
［Web 特性］ノードでは、ビジネス・システムのウィンドウおよびダイアログ・ボックスの特定のブラウザ機能を設定
できます。以下の方法でブラウザ機能を指定できます。

• ［水平メニュー］を選択すると、ナビゲーション図で設計されたメニューをブラウザ・フレーム・スペースの上部に
水平に配置するように指定できます。このように指定しない場合、メニュー・バーはブラウザ・フレーム・スペース
の左上隅から左端に沿って垂直に配置されます。

• また、すべての［ヘルプ］ボタンに使用するイメージと、すべての［クローズ］ボタンに使用するイメージを 1 つず
つ指定し、ビジネス・システムのすべてのウィンドウおよびダイアログ・ボックスに表示することもできます。Web
ページから［ヘルプ］ボタンまたは［クローズ］ボタンを除去するかどうかを選択することもできます。
［ヘルプ］のイメージを指定しない場合、デフォルトで［?］が表示されます。［クローズ］のイメージを指定しない
場合、デフォルトで［X］が表示されます。［ヘルプ］オプションを除外する場合、デフォルトの［?］もカスタムの
［ヘルプ］イメージも表示されません。［クローズ］オプションを除外する場合、デフォルトの［X］もカスタムの
［クローズ］イメージも表示されません。指定したイメージは実行時には表示されますが、設計時には表示されませ
ん。

NOTE
注： Web 特性ノード上のオプションは、Java Web 生成アプリケーションおよび C# ASP.NET Web クライア
ント・アプリケーションの両方に適用されますが、Java Web ビュー・アプリケーションには適用されません。

What files are open?
このアクションを使用できるのは、弊社の社員のみです。お客さまは、弊社のテクニカル サポートからの指示のもとで
のみ使用してください。

ロケーションの設定
このドロップダウン・リストでは、場所の種類（倉庫や販売事務所など）と地理的な場所（特定の１箇所）との区別を指
定します。省略時解釈は、地理的な場所を示す特定地です。
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Which Is Current or Planned （稼働中または開発中の指定）
このドロップダウン・リストでは、現行システムが稼働中であるか開発予定であるかを指定します。

WHILE
WHILE反復条件は、条件が真である間、アクション・グループを反復実行します。最初に条件を設定し、次に、実行す
るアクションを指定してください。条件のテストが最初に行なわれます。条件が満たされない場合は、反復は行なわれま
せん。

WHILEステートメントには、暗黙の反復グループ・ビューを対象とする複数のTARGETINGステートメントを指定できま
す。

WHILEステートメントのフォーマットを下記に示します。

WHILE condition-1

[TARGETING repeating-group-view-1 [FROM THE BEGINNING]

[UNTIL FULL]] 

[AND TARGETING repeating-group-view-1 [FROM THE BEGINNING]

[UNTIL FULL]] 

action-statement-list

たとえば、以下の WHILE ステートメントでは、製品コードの条件が設定され、check_against_order というアクション
ブロックが使用（USE）されます。

--

+- WHILE received product code IS EQUAL TO "WI"

| USE check against order

| WHICH IMPORTS: Entity View received product

| WHICH EXPORTS: Entity View received product

--

NULL 可能なビューは、NULL であるか NOT NULL であるかを判定できます。また、このようなビューは、関係演算子
IS EQUIVALENT TOまたはIS NOT EQUIVALENT TOを使用して、等しいかどうかを検査できます。詳細については、
「NULL 特性」を参照してください。

白色背景 - グローバル
このオプションは、すべてのグラフィカルなダイアグラムの背景色を白にグローバルに変更します。
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白を省略時背景色とする
このオプションは、当ダイアグラムの背景色を白にします。

White Background Color - Toggle （白を省略時背景色とする - 切り換え）
このオプションは、全ダイアグラムの背景色を、黒から白へ切り換えます。

NOTE
注： この変更はグローバルです。１つのダイアグラムつまりローカルに書体を変更する場合は、変更するダイ
アグラムを開き、「オプション」プルダウン・メニューにアクセスしてください。

Width特性

使用法 Width ()
説明 オブジェクトの幅を設定、または検索します。
引数 None
戻り値 この特性が戻す数値は、オブジェクトの現在の幅です。
備考 この特性は、Application、Button、CheckBox、Drop

DownList、EnterableDropDownList、EnterableListB
ox、Field、GroupBox、ListBox、ListColumnItem、
ListItem、ListPermittedValue、ListRowItem、Literal
、Menu、OLEArea、OLEControl、Picture、RadioButton、RadioButtonGroup、
および Window に対して使用できます。

ウィンドウ
グレーと青色の帯のある青いボックスは、ウィンドウを表します。ボックス内のテキストはウィンドウ・タイトルです。
ウィンドウにタイトルがない場合は、ウィンドウ名です。

ウィンドウ・アクセス・エラー
リストされているファイルにアクセスできません。

ウィンドウ複写 - 宛て先
複写処理を活性化するには、複写先の指定が必要です。ウィンドウは、「複写先」のロケーションを必要とします。複写
されたコントロールは、宛て先のウィンドウの既存のコントロールに追加されます。

複写先は、同じプロシージャ・ステップ、または別のプロシージャ・ステップのウィンドウにできます。プロシージャ・
ステップは、同じ、または別のビジネス・システムに含まれることができます。
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このダイアログ・ボックスのフィールドは以下のとおりです。

• ビジネス・システム
利用可能なビジネス・システムをデスティネーション、つまり複写先選択肢として表示します。ビジネス・システム
はモデル全体について定義され、アルファベット順にソートされています。現在のビジネス・システムは最初から選
択されています。
プロシージャ・ステップは、作成元のビジネス・システムと関連があります。つまり、ビジネス・システムを選択す
るとプロシージャ・ステップのリストも変更されます

• エンティティ・リスト
利用可能なプロシージャ・ステップをデスティネーション、つまりコピー先選択肢として表示します。
プロシージャ・ステップは、現在のビジネス・システムにあるプロシージャ・ステップです。プロシージャ・ステッ
プは、作成元のビジネス・システムと関連があります。つまり、別のビジネス・システムを選択するとこのリストも
変更されます。

• Add
デスティネーションとしてダイアログ・ボックスを作成できるダイアログ・ボックスを開きます。新規ダイアログ・
ボックスは、現在のプロシージャ・ステップに含まれています。作成の終了後、このダイアログ・ボックスが複写の
デスティネーションとして自動的に選択されます。
このボタンは、既存のウィンドウを選択したあとに有効化されます。

• 新規
ウィンドウおよび新規プロシージャ・ステップをデスティネーションとして作成できるダイアログ・ボックスを開き
ます。新しいウィンドウおよびプロシージャ・ステップは、選択されているビジネス・システムに追加されます。作
成の終了後、このダイアログ・ボックスが複写の宛て先として自動的に選択されます。
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［ウィンドウ複写］プッシュ・ボタン
［ウィンドウ複写］プッシュ・ボタンを選択すると、リストから選択したウィンドウまたはダイアログ・ボックスが受け
取られ、コントロールとマップされたビューが、活動状態のウィンドウまたはダイアログ・ボックスに複写されます（こ
こで言う「活動状態」とは、作成中または編集中であることを指します）。また、ウィンドウ全体を複写することもでき
ます。（活動状態のウィンドウまたはダイアログ・ボックスとは、作成中または編集中のものをいいます）。

確認ボックスが表示されます。複写を完了するには、「はい」を指定する必要があります。

NOTE
注： 複数の言語が定義されている場合、ある言語のウィンドウまたはダイアログ・ボックスのコントロール
を、別の言語のウィンドウまたはダイアログ・ボックスに複写できます。

「ウィンドウ複写選択」リスト
「ウィンドウ複写選択」リストで、活動状態のウィンドウまたはダイアログ・ボックスに複写できるウィンドウおよびダ
イアログ・ボックスを指定します。（活動状態のウィンドウまたはダイアログ・ボックスとは、作成中または編集中のも
のをいいます）。

このリストにて１回に選択できるのは１項目だけです。

ウィンドウ複写/置き換えつつ複写
ウィンドウの複写は、レイアウトを再利用する必要がある場合に最も一般的に実行されます。ウィンドウ全体（すべての
コントロール）を複写したり、コントロールを選択して複写できます。複写は、既存のウィンドウに対しても新しいウィ
ンドウに対しても実行できます。

以下は、ウィンドウを複写する 2 つの方法を示しています。

• ［複写］。ウィンドウに関連づけられたウィンドウのコントロール、属性が配置されたビュー、イベント、イベン
ト・ステートメント（対応するビューを含む）を複製します。

• ［置き換えつつ複写］ -- 「コピー」と同様に実行され、既存のエンティティ・タイプを指定されたエンティティ・タ
イプに置き換えます。置き換えは、ビュー、コントロールおよびイベントのステートメントで実行されます。

NOTE
注： ［複写］ボタンは、複写先を選択すると有効になります。

他のオブジェクトの複写中に 3 つの場所からのウィンドウを複写またはインクルードできます。

• ナビゲーション図
• アクション図
• 対話設計図

ナビゲーション図では、複写する個々のコントロールを指定して、既存ウィンドウへ複写することができます。その他の
２つのツールでは、ウィンドウのコントロールはすべて新しい宛て先に複写されます。
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複写されるもの

複写の対象はウィンドウに関連した下記の各項目です。

• マップされたビュー
• コントロール（すべてまたは特定のコントロール）
• イベント ハンドラによって参照されるビジネス システム コマンド（このコマンドが複写先のビジネス システムには
ない場合）

NOTE
オプション・ボタンに関する注記

• オプション・ボタンは、グループとして複写されます。個々のオプション・ボタンは複写できません。
• オプション・ボタン・グループは、各オプション・ボタンに対して十分な許容値を持つ属性に対応している必要があ
ります。これ以外の場合、必要に応じた数のオプションが複写されません。マッチされた属性が許容値を持たない場
合、オプション・ボタンは複写されません（空のボタン・グループ）。

NOTE
ステータス・バー、ツールバー、グループ・ボックスに関する注：

これらのうちどれかを選択すると、その子コントロールも新しいウィンドウに複写されます。

置換されるもの

マッチングされたエンティティ・タイプとこれに関連したマッチングされた属性と関係が、アクション・ステートメント
とマッピングされたビューに置き換えられます。
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制限事項

ナビゲーション図ツールで、ソース・ウィンドウが開いている必要があります。宛て先のウィンドウの属性（モデル、基
本など）は変化しません。デスティネーションとして新しいウィンドウを作成した場合、ソース・ウィンドウのプロシー
ジャ・ステップに関連付けられていたダイアログ・フローはデスティネーション・ウィンドウの新しいプロシージャ・ス
テップには関連付けされません。ウィンドウをダイアログ・ボックスにコピーする場合、メニュー・バーの項目、ツール
バー、ステータス・バーは含まれません。

ウィンドウをそれ自身にコピーすることはできません。ソースとデスティネーションが別である必要があります。マッ
チングされていない属性や関係は、「置き換えつつ複写」には含まれません。イベント・アクション・ステートメントが
マッチングされていない属性や関係を参照する場合、これは複写されません。

メッセージ

複写が問題なく終了した場合の確認メッセージは、"Copy request completed successfully"です。

［ウィンドウ複写］ダイアログ・ボックス

以下は、［複写］ダイアログ・ボックスのフィールドを示しています。

• コントロール
複写に選択されたコントロールを表示します。ウィンドウ全体が選択された場合には、そのウィンドウのコントロー
ルが全て含まれているため、All が表示されます。1 個またはそれ以上のコントロールを選択した場合には、［複写用
に現在選択済み. . . ］が表示されます。
ドロップダウン・リストを使って、選択したコントロールを表示できます。リストには、コントロールのタイプに続
いて、エクスポート・ビューの名前、エンティティ・タイプ、属性が表示されます。これらの名前は、このコント
ロールに対する属性の対話で指定されます。たとえば、ある入力フィールドには「Entry field: OUTPUT EMPLOYEE
CITY」と表示されます。
ステータス・バー、ツールバー、およびグループ・ボックスでは、子コントロールも新しいウィンドウに複写されま
す。リストには、これらのコントロールも表示されます。

• 複写中にエンティティ・タイプを置換
コピー処理の際に、エンティティ・タイプおよび関連づけされた属性と関係の置き換えを指定します。たとえば、エ
ンティティ　タイプ「顧客」を「EMPLOYEE」と置換したいことがあります。「顧客」がビューとステートメントな
どで参照されると、つねに置換が発生します。
このオプションは［置き換え］ボタンを有効にします。
置き換え選択を実行し、［了解］をクリックすると、以下を実行できます。
– 選択内容を失わずにオプションを選択およびクリアできます。
– 置き換えダイアログ・ボックスを呼び出して、選択内容を確認し、選択内容を失わずにキャンセルできます。
– 置き換えダイアログを呼び出して、何も選択せずにキャンセルした場合、オプションは選択されません。

• 置き換え
置き換えつつ複写

• 複写先
 複写先

• コピー
コピー・プロセスを呼び出します。

• クローズ
変更を加えずにダイアログをクローズします。

詳細情報：

ウィンドウ複写と、置き換えつつ複写

［ウィンドウ定義レポート］ダイアログ
ウィンドウ定義レポートのレポート・オプションを指定することにより、レポートに含めたい情報の種類や特定項目を選
択できます。
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レポート・オプションのレポート種別は３種類あります（特性、ビュー・マッピング、両方）。

特性として、個々の項目を選択できます。コーディネート、定義イベント、ヘルプ、メニュー設計、順序づけ、ステータ
ス・バー、ツールバー、表示特性情報です。

特性レポートに記載する項目は、いくつでも選択できます。いったん選択すると当該セッション中は継続しますが、モデ
ルと一緒には保存されません。

表示情報のないレポートに、レポート内容オプションを選択する場合、オプションには「なし」と表示されます。

ダイアログ・ボックスのオプションは以下のとおりです。

• 特性
このレポート・オプションを選択することにより、選択した、ウィンドウまたはダイアログ・ボックスの特性を追加
できます。
［レポート内容］ウィンドウの選択内容から他の情報を追加することでレポートを拡張できます。

• ビュー・マッピング
［ビュー・マッピング］レポート・タイプを選択して、選択したウィンドウおよびダイアログ・ボックスに対するイ
ンポート・ビューとエクスポート・ビューを確認します。
［ビュー・マッピング］を選択すると、レポート内容オプションが無効になります。レポート内容オプションを
ビューつきで見たい場合は、［両方］を選択してください。

• 両方
選択したウィンドウ類の、特性とビュー・マッピングの両方をみるには、［両方］レポート種別を選択してくださ
い。

• 座標
このレポート内容オプションを選択して、ウィンドウまたはダイアログ・コントロールの座標に関する情報をレポー
トの［特性］部分に追加します。この情報にはリテラルの位置やプッシュ・ボタンなどの情報が含まれます。

• 定義されたイベント
このレポート内容オプションを選択すると、レポートに、イベント処理に関する情報が加わります。

• ヘルプ
このレポート内容オプションを選択すると、該当するレポートに、ヘルプIDと、ヘルプの記述、に関する情報が加わ
ります。

• メニュー設計
このレポート内容オプションを選択すると、レポートに、既存のメニュー設計に関する情報が加わります。

• 順序づけ
このレポート内容オプションを選択すると、レポートに、ウィンドウ・コントロールの順序の説明に関する情報が加
わります。ほかのウィンドウ・コントロールに移るために開発者がタブ・キーを押したときにどのコントロールに
フォーカスが置かれるかが決まります。

• ステータス バー
このレポート内容オプションを選択して、レポートにステータス・バーに関する情報を追加します。この情報には、
マージン、デフォルト・スペース、セパレータ、およびコントロール情報が含まれます。

• ツールバー
このレポート内容オプションを選択して、ツールバーに関する情報をレポートに追加します。この情報には、マージ
ン、デフォルト・スペース、およびセパレータ情報が含まれます。

• 表示特性
このレポート内容オプションを選択して、レポートに表示特性に関する情報を追加します。表示特性として、前景
色、背景色、フォント情報、などがあります。

• プロシージャ ステップ
このリスト・ボックスに表示されるのは、このレポートに記載できるすべてのウィンドウ類です。
– リスト内のすべてのウィンドウおよびダイアログ・ボックスを選択するには、［選択］を選択します。All：
– リスト内のすべてのウィンドウおよびダイアログ・ボックスをクリアするには、［選択解除］を選択します。All：
– １プロシージャ（またはプロシージャ・ステップ）の全ウィンドウ類を選択するには、そのプロシージャ・ステッ
プを選択してください。
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あるいは、レポートに記載したい、プロシージャ、ウィンドウ、ダイアログ・ボックスを、個々に選択し「了解」を
選択してください。

• 了解
［了解］プッシュ・ボタンをクリックすると、CA Gen によって新規または変更した情報がインプリメントされ、
ウィンドウが閉じます。

• 取消
このボタンを使用すると、変更を実装せずにダイアログ・ボックスが終了します。

• 検索
このボタンは、［検索文字列の入力］フィールドにある文字列の検索を開始します。

• すべて選択
このボタンを使用すると、選択リスト内のすべての項目を同時に選択できます。

• すべての選択解除
このボタンを使用すると、選択されているすべてのオブジェクトの強調表示が解除されます。

［ウィンドウ定義］レポート・オプション
［レポート・オプション］ダイアログ・ボックスにて、レポートに記載する、情報の種類と特定の諸項目を選択できま
す。レポートに、当該ビジネス・システム内の全ウィンドウの情報を記載するか、または現在オープンされているウィン
ドウだけの情報を記載するかを選択できます。それらのウィンドウの、特性の情報、ビューの情報、その両方、のいずれ
をレポートに記載するかも選択できます。

「ウィンドウ設計」からアクセスした「レポート・オプション」ダイアログ・ボックスにて選択できる項目は、「モデ
ル」ドロップダウン・メニューの「レポート」からアクセスした場合より少ないです。前者の場合のダイアログ・ボック
スにおいては、プロシージャ・ステップやウィンドウ内の特性を限定できません。

プロシージャ・ステップやウィンドウ内の特性を限定するには、モデル・ウィンドウの「モデル」ドロップダウンにて、
「レポート」を選択してください。次に「レポート」ドロップダウンにて「ウィンドウ設計」を選択してください。こう
して現れた「レポート・オプション」ダイアログ・ボックスには、上記の観点から記載範囲を限定するオプションがあり
ます。

いったん選択すると当該セッション中は継続しますが、モデルと一緒には保存されません。

情報がないレポート内容オプションを選択した場合、そのオプションに［なし］が表示されます。

［ウィンドウ設計］レポート・オプション
このレポート・オプションにより、レポートに記載したい情報の種類と特定項目を選択してください。

以下は、レポート・オプションを示しています。

• 3 つのレポート・タイプ（特性、ビュー・マッピング、またはその両方）
• 8 つのレポート内容オプション（コーディネイト、定義イベント、ヘルプ、メニュー設計、順序づけ、ステータス・
バー、ツールバー、および表示特性）

レポート内容オプションはいくつでも選択できます。

いったん選択すると当該セッション中は継続しますが、モデルと一緒には保存されません。

モデル・ウィンドウにて「モデル」→「レポート」の順に選択することにより、プロシージャ・ステップを含む、より詳
細なレポートを得ることができます。レポート・ウィンドウにて、「レポート」→「ウィンドウ定義」の順に選択してく
ださい。

ダイアログ・ボックスのオプションは以下のとおりです。

• 特性
このレポート・オプションを選択することにより、選択した、ウィンドウまたはダイアログ・ボックスの特性を追加
できます。
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［レポート内容］ウィンドウの選択内容から他の情報を追加することでレポートを拡張できます。
• ビュー・マッピング
［ビュー・マッピング］レポート・タイプを選択して、選択したウィンドウおよびダイアログ・ボックスに対するイ
ンポート・ビューとエクスポート・ビューを確認します。
［ビュー・マッピング］を選択すると、レポート内容オプションが無効になります。レポート内容オプションを
ビューつきで見たい場合は、［両方］を選択してください。

• 両方
選択したウィンドウ類の、特性とビュー・マッピングの両方をみるには、［両方］レポート種別を選択してくださ
い。

• 座標
このレポート内容オプションを選択して、ウィンドウまたはダイアログ・コントロールの座標に関する情報をレポー
トの［特性］部分に追加します。この情報にはリテラルの位置やプッシュ・ボタンなどの情報が含まれます。

• 定義されたイベント
このレポート内容オプションを選択すると、レポートに、イベント処理に関する情報が加わります。

• ヘルプ
このレポート内容オプションを選択すると、該当するレポートに、ヘルプIDと、ヘルプの記述、に関する情報が加わ
ります。

• メニュー設計
このレポート内容オプションを選択すると、レポートに、既存のメニュー設計に関する情報が加わります。

• 順序づけ
このレポート内容オプションを選択すると、レポートに、ウィンドウ・コントロールの順序の説明に関する情報が加
わります。ほかのウィンドウ・コントロールに移るために開発者がタブ・キーを押したときにどのコントロールに
フォーカスが置かれるかが決まります。

• ステータス バー
このレポート内容オプションを選択して、レポートにステータス・バーに関する情報を追加します。この情報には、
マージン、デフォルト・スペース、セパレータ、およびコントロール情報が含まれます。

• ツールバー
このレポート内容オプションを選択して、ツールバーに関する情報をレポートに追加します。この情報には、マージ
ン、デフォルト・スペース、およびセパレータ情報が含まれます。

• 表示特性
このレポート内容オプションを選択して、レポートに表示特性に関する情報を追加します。表示特性として、前景
色、背景色、フォント情報、などがあります。

• プロシージャ ステップ
このリスト・ボックスに表示されるのは、このレポートに記載できるすべてのウィンドウ類です。
– リスト内のすべてのウィンドウおよびダイアログ・ボックスを選択するには、［選択］を選択します。All：
– リスト内のすべてのウィンドウおよびダイアログ・ボックスをクリアするには、［選択解除］を選択します。All：
– １プロシージャ（またはプロシージャ・ステップ）の全ウィンドウ類を選択するには、そのプロシージャ・ステッ
プを選択してください。

あるいは、レポートに記載したい、プロシージャ、ウィンドウ、ダイアログ・ボックスを、個々に選択し「了解」を
選択してください。

• 了解
［了解］プッシュ・ボタンをクリックすると、CA Gen によって新規または変更した情報がインプリメントされ、
ウィンドウが閉じます。

• 取消
このボタンを使用すると、変更を実装せずにダイアログ・ボックスが終了します。

• 検索
このボタンは、［検索文字列の入力］フィールドにある文字列の検索を開始します。

• すべて選択
このボタンを使用すると、選択リスト内のすべての項目を同時に選択できます。

• すべての選択解除
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このボタンを使用すると、選択されているすべてのオブジェクトの強調表示が解除されます。

［ウィンドウ］ダイアログ・ボックス - Close ステートメント
赤い矢印は、起動元のウィンドウやダイアログ・ボックスにおいて、関連するアクション図内または宛て先ダイアロ
グ・ボックスを閉じるイベント・ロジック内に CLOSE ステートメントがあることを示します。線をダブルクリックする
と、CLOSE ステートメントまでスクロールされたアクション図が表示されます。

［ウィンドウ］ダイアログ・ボックス - Open ステートメント
緑色の矢印は、起動元のウィンドウやダイアログ・ボックスにおいて、関連するアクション図内または宛て先ダイアロ
グ・ボックスを開くイベント・ロジック内に OPEN ステートメントがあることを示します。線をダブルクリックする
と、OPEN ステートメントまでスクロールされたアクション図が表示されます。

ウィンドウ・ダイアログ・ボックスまたはウィンドウ・ダイアログ・ボックス
黒い矢印は、起動元のウィンドウやダイアログ・ボックスに、宛て先ダイアログ・ボックスを起動するためのボタンまた
はメニュー項目があることを示します。線をダブルクリックすると、起動ボタンまたはメニュー項目の特性が表示されま
す。

注： ナビゲーション図を表示する際に黒色背景を選択すると、この矢印は白で表示されます。これ以外の矢印の色は、
黒色背景の選択時にも変更されません。

データ・モデル・ブラウザの「ウィンドウ」
データ・モデル・ブラウザの［ウィンドウ］を選択すると、オープン・ウィンドウのタイトルが一覧表示され、前景に表
示したいウィンドウとクローズしたいウィンドウを選択できます。

メイン・ツールセットのウィンドウ
ウィンドウを選択すると、画面上のウィンドウのサイズと配列を制御するアクションを実行できます。

アクション 説明
リスト オープン・ウィンドウのタイトルが一覧表示され、前景に表示し

たいウィンドウとクローズしたいウィンドウを選択できます。
幅の最大化 現在のウィンドウ幅を増やします。
高さの最大化 現在のウィンドウの高さを増やします。
カスケード ジグザグ配列でウィンドウを表示します。
タイル ウィンドウを並べて表示します。
ウィンドウのサイズと位置の保存 画面上のウィンドウのサイズと位置を、新しい省略時解釈として

保存します。
ウィンドウのサイズおよび位置のクリア 画面上のウィンドウのサイズおよび位置を、保存前のサイズと位

置に戻します。
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Window インターフェース・オブジェクト
ListBoxNameRedraw*

メソッド 特性
ボタン アプリケーション
ボタン BackgroundColor*
CheckBox BitmapBackground
CheckBoxes BitmapDisplayMode
クローズ Caption*
DropDownList Enabled*
DropDownLists Focus*
EnterableDropDownList* FontSize*
EnterableDropDownLists* FontStyle*
EnterableListBox* FontType*
EnterableListBoxes* ForegroundColor*
フィールド Handle*
フィールド Height*
GroupBox Left*
GroupBoxes Maximized*
Minimized*
ListBoxes
リテラル ObjectType

リテラル 親（Parent）
Menu Visible*
メニュー Width*
OLEArea* CssClass
OLEAreas*  
OLEControl*  
OleControls*  
ピクチャ  
ピクチャ  
RadioButtonGroup  
RadioButtonGroups  
 
SetBitmapBackground*  

StatusBar  
ToolBar  

NOTE
注： アスタリスク「*」は、Web 生成アプリケーションでサポートされていない関数を示します。これらの関
数は「グレー表示」されませんが、一貫性検査が使用される場合は、その際に選択されます。また、Web生成
アプリケーションに対し作成されるモデルにこれらの関数が存在する場合は、無視されます。
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［ウィンドウ・リスト］ダイアログ・ボックス
［オープン・ウィンドウ・リスト］ダイアログ・ボックスには、CA Gen で現在開いているすべてのウィンドウのリスト
が表示されます。

NOTE
注： ［導入モニタ］、［トレース機能］、および［クライアント・エンサイクロペディア］の各ウィンドウ
は、［オープン・ウィンドウ・リスト］に表示されません。

このダイアログ・ボックスのフィールドは以下のとおりです。

• ウィンドウ・リスト
開いているウィンドウのリストを表示します。

• Activate
前景に表示するウィンドウを選択するには、ダブルクリックするか、強調表示して［アクティブ化する］をクリック
します。

• ウィンドウを閉じる
1 つ以上のウィンドウを閉じるには、ウィンドウを強調表示して［ウィンドウを閉じる］を選択します。

ウィンドウ・マネージャ特性
［特性］では、選択したオブジェクトの特性を指定します。ほとんどの場合、オブジェクトが追加（作成）されたあとで
一部のまたはすべての特性が指定されます。［特性］アクションを使うと、オブジェクトを追加したあとでこの性質を変
更できます。

たとえば、LODMOD1という名前のロード･モジュールを追加するとします。その後、その名前を変更したい場合があり
ます。特性アクションを使用して、ロード・モジュールの新しい名前を指定します。すると、そのロード・モジュールの
名前は、「特性」を使って変更できるロード・モジュールの特性の１つとなります。この性質は、オブジェクトによって
異なります。

［ロード・モジュールの特性］ダイアログ・ボックスのプッシュ・ボタンの説明は、以下のとおりです。

プッシュ ボタン 説明
了解 CA Gen は、新しい情報または変更された情報をインプリメント

して、ウィンドウをクローズします。
トランコード... このロード・モジュールで使用する一連のトランザクション・コ

ードを定義します。
新規GUID ロード・モジュールを一意に識別するための新しい GUID を作成

します。
取消 変更を加えずにダイアログをクローズします。
ヘルプ ［ロード・モジュールの特性］ウィンドウのヘルプを表示します

。

ビジネス・システム省略時解釈のウィンドウ表示特性における［ウィンドウ］ノード
［ウィンドウ］ノードを使用して、このビジネス・システム内にあるすべてのウィンドウまたはダイアログ・ボックス
のオブジェクトの色やフォントの特性を指定します。［ウィンドウ］ノードでは、ダイアログ・ボックス、入力フィール
ド、グループ・ボックス、ハイパーテキスト・リンク、リストボックス、リテラル、メニュー・バー、プロンプト、プッ
シュ・ボタン、ステータス・バー、ツールバー、およびウィンドウの省略時の外観を変更できます。［ウィンドウ］ノー
ド内に定義された表示特性は、<Business_System_Name>.css ファイル内に省略時の CSS クラスを生成する際にも利用
されます。

選択内容は、ウィンドウまたはダイアログ・ボックス上の新しいオブジェクトすべてに適用されます。また、選択内容
は、ナビゲーション図ツールから表示特性を割り当てていない既存のオブジェクトすべてにフローを結びます。
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ウィンドウのフォントを変更すると、そのウィンドウのすべてのコントロールにそのフォントが継承されます。

ウィンドウの色を変更すると、以下のコントロールに新しい色が継承されます。

• リテラル
• グループ・ボックス
• プロンプト
• ラジオ・ボタン
• チェック・ボックス

注： コントロールにフォントまたは色を指定して、選択内容を強制変更できます。

ツールバーとステータス・バーには、ウィンドウの色が継承されません。ただし、ステータス・バーまたはツールバーの
背景色を個別に指定できます。フォントと色は、Windows を対象としたアプリケーションのメニュー・バーでは利用で
きません。ただし、プッシュ・ボタンのフォントは変更できます。

NOTE
注： 背景色または前景色を選択する場合、各背景色が、選択した各前景色と十分なコントラストを持つように
してください。たとえば、前景色に白色を選択した場合は背景色に白色を選択しない、などです。

［表示特性］では、生成したアプリケーションのユーザに対する表示方法を決定します。「表示特性」は、表示するダイ
アグラムのフォントまたはリスト・ボックスのフォントには影響しません。

生成したアプリケーションのフォントと色

選択したフォントが、生成したアプリケーションを実行するコンピュータで使えない場合、フォントの省略時解釈は、
オペレーティング・システムの選択内容になります。選択した色が使えない場合、色の省略時解釈は［最適化］になりま
す。アプリケーションは、選択した内容にほとんど一致している色で表示されます。

注： 色およびフォントの変更は慎重に実行する必要があります。強調したい場合にのみ、フォントと色を変更するよう
にしてください。

前景、背景、またはフォントの活動化

前景、背景、またはフォント・オプションは、［デフォルトの外観の変更］に表示されるオブジェクトを選択するまで、
グレーアウトされて無効になっています。

フォントと色のリセットの活動化

［フォントと色のリセット］オプションは、［デフォルトの外観の変更］に表示される修正されたオブジェクトを選択す
るまで、グレーアウトされて無効になっています。

ウィンドウの向き
ウィンドウの向きを変更すると、タイトルとメニューだけが向きを変えることに注意してください。

特定のコントロールの向きを変えるには、それぞれのコントロールを別々に変更しなければなりません。

リスト・ボックスの向きを変えるには、「リスト・ボックスの特性」の中の「水平スクロール」を選択してから、リス
ト・ボックスの向きを変更してください。

［ウィンドウ選択肢追加］プッシュ・ボタン
［ウィンドウ選択肢追加］プッシュ・ボタンは、プロシージャ・ステップ用のウィンドウまたはダイアログ・ボックスを
作成します。

NOTE
注： 省略時言語以外の言語でウィンドウまたはダイアログ・ボックスを追加する場合は、［ウィンドウ/ダイア
ログ・ボックスの特性］ダイアログ・ボックスで次の作業を行ないます。
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• ［言語］ドロップダウン・ウィンドウで新規言語を選択します。
• 省略時ウィンドウを複写し、これを使って、追加するウィンドウまたはダイアログ・ボックスを決めてください。オ
プションですが、既存のウィンドウを複写した方が、毎回新たに作成するよりも簡単です。ウィンドウを複写するに
は、「作成時に省略時ウィンドウを複写」というチェック・ボックスをチェックしてください。

NOTE
注： 省略時言語ウィンドウが存在しない場合、［作成時に省略時ウィンドウを複写］チェック・ボックスは活
性状態になりません。

［ウィンドウ選択］ダイアログ
［ウィンドウの選択］ダイアログ・ボックスには、ナビゲーション図で使用可能なプロシージャ・ステップが表示されま
す。ウィンドウまたはダイアログ・ボックスが［設計］-［オプション］下の［言語の範囲］のデフォルト以外の言語で
定義されている場合、これらの言語も表示され、選択可能です。このダイアログは、下記のアクションのいずれかを実行
すると表示されます。

• まず、モデル・ウィンドウでナビゲーション図ツールを開きます。
• ［ダイアグラム］プルダウンから［オープン］を選択します。
• ウィンドウを別のウィンドウにコピーします。

以下の方法を使用して、希望の言語のプロシージャ・ステップに対してウィンドウおよびダイアログ・ボックスを作成で
きます。

• ［選択］プッシュ・ボタンによってプロシージャ・ステップを選択してください。そのプロシージャ・ステップに、
ウィンドウもダイアログ・ボックスもない場合は、「選択」プッシュ・ボタンを押すと主ウィンドウが作成されま
す。このウィンドウにコントロールはありません。ウィンドウにはプロシージャ・ステップと同じ名前が付きます。
ウィンドウ名では、各単語の最初の文字が大文字になります。

• プロシージャ・ステップを選択し、［トランスフォーム］プッシュ・ボタンによってダイアログ・ボックスまたは
ウィンドウに変換してください。［トランスフォーム］では、プロシージャ・ステップの画面定義またはビューを
使ってコントロールが作成されます。希望するトランスフォーメーションの種類を指定してください。すべてのプロ
シージャ・ステップがウィンドウまたはダイアログ・ボックスを持つまで、［トランスフォーム］プッシュ・ボタン
は活動状態になっています。

• プロシージャ・ステップを選択し、［追加］プッシュ・ボタンによってウィンドウまたはダイアログ・ボックスを追
加してください。そのプロシージャ・ステップに、すでにウィンドウまたはダイアログ・ボックスが関連づけられて
いる場合は、［追加］プッシュ・ボタンを押すと、ダイアログ・ボックスが追加作成されます。アプリケーションを
設計する上で必要な個数のダイアログ・ボックスを作成できます。

［削除］プッシュ・ボタンを使うと、ウィンドウまたはダイアログ・ボックスを選択リストから除去できます。

注： ［ウィンドウの選択］リストにあるプロシージャ・ステップに対してリストされた任意の言語で、［選択］または
［削除］を実行できます。デフォルト言語のウィンドウを削除し、このウィンドウと関連付けられた他の言語のウィンド
ウまたはダイアログ・ボックスがある場合、すべての子ウィンドウおよびダイアログ・ボックスも削除されます。

• ［インポートした HTML タイプ］列は、そのウィンドウがインポートした HTML ファイルのものかどうかを示しま
す。

• 値が［Y］ならば、インポートされています。
• 値がブランクの場合は、インポートしたものでありません。
重要： インポートされたウィンドウに対しては、生成が選択された場合に HTML は生成されません。

• ［ビュー］を選択して、このダイアログにアクセスし、インポートした HTML ファイルから MAP を作成します。
• この機能はサポートされなくなりました。ただし、列は既存のモデルとの互換性のために維持されます。

このダイアログ・ボックスには、以下のフィールド情報が含まれます。

ウィンドウ選択リスト

「ウィンドウ」選択リストには、ナビゲーション図ツールで使用可能なプロシージャ・ステップが表示されます。
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「タイプ」と「タイトル」の列に情報が表示されるのは、プロシージャ・ステップに、ウィンドウまたはダイアログ・
ボックスがある場合だけです。「タイプ」列には、ナビゲーション図ツールでそのプロシージャ・ステップが、ウィンド
ウまたはダイアログ・ボックスのいずれとしてインプリメントされているかが表示されます。「タイトル」列には、ウィ
ンドウまたはダイアログ・ボックスの名前が表示されます。

この選択リストに表示されるプロシージャ・ステップ用の、ウィンドウまたはダイアログ・ボックスには、いくつかの作
成方法があります。

［選択］プッシュ・ボタンによってプロシージャ・ステップを選択してください。そのプロシージャ・ステップに、ウィ
ンドウもダイアログ・ボックスもない場合は、「選択」プッシュ・ボタンを押すと主ウィンドウが作成されます。この
ウィンドウにコントロールはありません。ウィンドウにはプロシージャ・ステップと同じ名前が付きます。ウィンドウ名
では、各単語の最初の文字が大文字になります。

プロシージャ・ステップを選択し、［トランスフォーム］プッシュ・ボタンによってダイアログ・ボックスまたはウィン
ドウに変換してください。［トランスフォーム］では、プロシージャ・ステップの画面定義またはビューを使ってコント
ロールが作成されます。希望するトランスフォーメーションの種類を指定してください。すべてのプロシージャ・ステッ
プがウィンドウまたはダイアログ・ボックスを持つまで、［トランスフォーム］プッシュ・ボタンは活動状態になってい
ます。

プロシージャ・ステップを選択し、［追加］プッシュ・ボタンでウィンドウまたはダイアログ・ボックスを追加してく
ださい。そのプロシージャ・ステップに、すでにウィンドウまたはダイアログ・ボックスが関連づけられている場合は、
［追加］プッシュ・ボタンを押すと、ダイアログ・ボックスが追加作成されます。アプリケーションを設計する上で必要
な個数のダイアログ・ボックスを作成できます。

NOTE
注： 省略時言語以外の言語でウィンドウまたはダイアログ・ボックスを追加する場合は、［ウィンドウ/ダイア
ログ・ボックスの特性］ダイアログ・ボックスで次の作業を行ないます。

1. 「言語」ドロップダウン・ウィンドウで言語を選択してください。
2. 省略時ウィンドウを複写し、これを使って、追加するウィンドウまたはダイアログ・ボックスを決めてください。オ
プションですが、既存のウィンドウを複写した方が、毎回新たに作成するよりも簡単です。ウィンドウを複写するに
は、「作成時に省略時ウィンドウを複写」というチェック・ボックスをチェックしてください。

注： 省略時言語ウィンドウが存在しない場合、［作成時に省略時ウィンドウを複写］チェック・ボックスは活性状態に
なりません。

オープン/クローズ用ウィンドウ選択のダイアログ・ボックス
［ウィンドウの選択］ダイアログ・ボックスには、プロシージャ・ステップに定義されているウィンドウとダイアログ・
ボックスが表示されます。このダイアログは、GUIスートメントのリストからOPENまたはCLOSEを選択すると表示され
ます。

オープンまたはクローズしたい場合は、ウィンドウまたはダイアログ・ボックスを選択してください。

オープン/クローズ用［ウィンドウ選択］ダイアログ・ボックス
この選択リストでは、現在のプロシージャ・ステップで定義したウィンドウまたはダイアログ・ボックスを表示します。

「ウィンドウ選択肢選択」プッシュ・ボタン
「ウィンドウ選択肢選択」プッシュ・ボタンで、ナビゲーション図ツールに表示したいウィンドウまたはダイアログ・
ボックスを指定します。

そのプロシージャ・ステップに、ウィンドウもダイアログ・ボックスもない場合は、「選択」プッシュ・ボタンを押すと
主ウィンドウが作成されます。このウィンドウにコントロールはありません。ウィンドウにはプロシージャ・ステップと
同じ名前が付きます。ウィンドウ名では、各単語の最初の文字が大文字になります。
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ウィンドウ・サーバ
水色の矢印は、起動元ダイアログ・ボックスのプロシージャ・ステップ、プロシージャ・ステップ、または指定サーバを
使用するサーバに存在する USE ステートメントを示します。線をダブルクリックすると、USE ステートメントまでスク
ロールされたアクション図が表示されます。

ビジネス・システム省略時解釈のウィンドウ表示特性
「ウィンドウ表示特性」を使って、このビジネス・システム内にあるすべてのウィンドウまたはダイアログ・ボックス上
のオブジェクトの、色やフォントを指定します。

選択内容は、ウィンドウまたはダイアログ・ボックス上の新しいオブジェクトすべてに適用されます。また、選択内容
は、ナビゲーション図ツールから表示特性を割り当てていない既存のオブジェクトすべてにフローを結びます。

［ウィンドウ］ウィンドウ - 青色矢印
太い青色矢印は、2つのオブジェクト間に複数のフローがあることを示します。線をダブルクリックすると、フローの追
加情報が表示されます。

［ウィンドウ］ウィンドウ - 赤紫色の矢印
点線の赤紫色の矢印は、起動元オブジェクトに関連するプロシージャ・ステップと宛て先オブジェクトに関連するプロ
シージャ・ステップとの間の対話フローを示します。点線は、起動元のプロシージャ・ステップに、フローを起動する
EXIT STATE ISステートメントがないことを示しています。線をダブルクリックすると、ダイアログ・フロー・データが
表示されます。

［ウィンドウ］ウィンドウ - 実線の赤紫色の矢印
実線の赤紫色の矢印は、起動元オブジェクトに関連するプロシージャ・ステップと宛て先オブジェクトに関連するプロ
シージャ・ステップとの間の対話フローを示します。線をダブルクリックすると、ダイアログ・フロー・データが表示さ
れます。

［ウィンドウ/ダイアログ・ボックスの特性］ダイアログ
［ウィンドウ/ダイアログ・ボックスの特性］ダイアログ・ボックスでは、選択したプロシージャ・ステップに関連付け
られたウィンドウまたはダイアログ・ボックスを作成または修正します。このウィンドウまたはダイアログ･ボックスで
は、そのプロシージャ･ステップのすべてのビュー･セットだけでなく、そのプロシージャ･ステップ用に定義された任意
のロジックにアクセスできます。

プロシージャ・ステップは、主ウィンドウか主ダイアログ・ボックス１つと、アプリケーション設計上必要な任意個数の
ダイアログ・ボックスを持てます。

フィールドのヘルプ

タイプ 主ウィンドウ
 主ダイアログ･ボックス
 ダイアログ・ボックス
 ヘルプ・バージョン情報ボックス
初期位置 設計位置
 マウスの位置
 システムによる位置
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スタイル システム・メニュー
 最小化ボタン
 最大化ボタン
 ダイアログ・ボーダ
モーダリティ アプリケーション･モーダル
 モードレス、単一インスタンス
 モードレス、複数インスタンス
背景 タイル表示
 拡大縮小
 Centered
 ビットマップ･フィールド
 HTML画像拡張子フィールド
その他のフィールド タイトル・フィールド
 アイコン・ファイル・フィールド
 名前フィールド
 言語フィールド
 作成時に省略時ウィンドウを複写

プッシュ・ボタンのヘルプ

プッシュ ボタン 説明
了解 CA Gen は、新しい情報または変更された情報をインプリメント

して、ウィンドウをクローズします。
ビットマップ ［特性］から［ビットマップ管理］ダイアログを表示します。導

入済みビットマップのプレビューと、開始する［特性］ダイアロ
グに戻すビットマップの選択ができます。
この経路によるビットマップの選択は、［ビットマップ］ドロッ
プダウン・リストからのビットマップの選択（プレビューできな
い）に代わるものです。
ナビゲーション図ツールでウィンドウ設計中に使うビットマップ
を保守するためにこのプッシュ・ボタンを選択することもできま
す。

説明 ［記述］ダイアログ・ボックスを開き、ダイアグラムに含まれる
オブジェクトの説明文を記述します。記述は簡潔にし、関連する
と考えられる情報をすべて記載してください。

取消 変更を加えずにダイアログをクローズします。
ヘルプ このパネル、［ウィンドウ/ダイアログ・ボックス特性]ダイアロ

グを表示します。

ナビゲーション図における［ウィンドウ］リスト
［ウィンドウ］リストには、［プロシージャ・ステップ］フィールド内に表示されている現行プロシージャ・ステップ内
の、すべてのウィンドウとダイアログ・ボックスが表示されます。このフィールド内に表示されているプロシージャ・ス
テップを変更するには、ドロップダウン・リスト・アイコンを選択し、「ナビゲーション図」にウィンドウを含めたいプ
ロシージャ・ステップを選択してください。

このドロップダウン内のプロシージャ・ステップのリストは、「ビジネス・システム」フィールド（Business
Systems）内に表示されている現行ビジネス・システムの一部です。現行ビジネス・システムを変更するには、ドロップ
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ダウン・アイコンを選択してください。これにより、現行モデル内のすべてのビジネス・システムが表示されます。必要
なプロシージャ・ステップを含むビジネス・システムを選択してください。

［ウィンドウ選択削除］プッシュ・ボタン
［ウィンドウ選択削除］プッシュ・ボタンでは、ウィンドウまたはダイアログ・ボックスを、物理記憶装置から削除しま
す。ただし削除できるのは、関連づけられたウィンドウまたはダイアログ・ボックスのみであり、プロシージャ・ステッ
プ自体は削除できません。選択した削除する項目に従属するウィンドウまたはダイアログ・ボックスがあれば、それらも
削除されます。

ナビゲーション図における［ウィンドウ］タブ
現行モデル内のすべてのウィンドウとダイアログ・ボックスから選択するには、［ウィンドウ］タブを使用します。

以下は、［ウィンドウ］タブのフィールドを示しています。

• ビジネス・システム
現行モデルのビジネス・システムを一覧表示します。［ナビゲーション図］内に表示するために選択したウィンド
ウ、ダイアログ・ボックス、およびサーバは、このビジネス・システム内に置かれます。
［プロシージャ・ステップ］リスト内に一覧表示されているプロシージャ・ステップも、このビジネス・システム内
に置かれます。
このフィールドのデフォルト値は、ビジネス・システム・ツールで選択された現行のビジネス・システムです。

NOTE
注： 異なるビジネス・システムのオブジェクトが、同時に［ナビゲーション図］内に表示されることもあり
ます。

• プロシージャ ステップ
現在のビジネス・システム内のプロシージャ・ステップをすべてリスト表示します。このリストを使うことにより、
プロシージャ・ステップを選択してください。［ナビゲーション図］内に表示するために選択したウィンドウとダイ
アログ・ボックスは、このプロシージャ・ステップ内に置かれます。
「プロシージャ・ステップ」リスト（Procedure Step）内に一覧表示されているプロシージャ・ステップは、「ビジ
ネス・システム」フィールド（Business Systems）内に表示されるビジネス・システムに属すものです。新規ビジ
ネス・システムを選択すると、「プロシージャ・ステップ」リスト（Procedure Step）内に一覧表示されているプロ
シージャ・ステップは、新規ビジネス・システムのプロシージャ・ステップを表示するように変更されます。

• Windows
［ウィンドウ］リストには、［プロシージャ・ステップ］フィールド内に表示されている現行プロシージャ・ステッ
プ内の、すべてのウィンドウとダイアログ・ボックスが表示されます。このフィールド内に表示されているプロシー
ジャ・ステップを変更するには、ドロップダウン・リスト・アイコンを選択し、「ナビゲーション図」にウィンドウ
を含めたいプロシージャ・ステップを選択してください。
このドロップダウン内のプロシージャ・ステップのリストは、「ビジネス・システム」フィールド（Business
Systems）内に表示されている現行ビジネス・システムの一部です。現行ビジネス・システムを変更するには、ド
ロップダウン・アイコンを選択してください。これにより、現行モデル内のすべてのビジネス・システムが表示され
ます。必要なプロシージャ・ステップを含むビジネス・システムを選択してください。

• 含める
選択したオブジェクトを「含まれるオブジェクト」リストに入れるには、「含める」プッシュ・ボタン（Include）を
使ってください。オブジェクトをダブルクリックして、リストにオブジェクトを含めることもできます。

• 削除
オブジェクトを選択し［除去］プッシュ・ボタン（Remove）を選択するか、［含まれるオブジェクト］リスト内の
オブジェクトをダブルクリックすることにより、［除去］プッシュ・ボタン（Remove）で［含まれるオブジェク
ト］リストからオブジェクトを除去します。

• 含まれるオブジェクト
「含まれるオブジェクト」リスト・ボックスは、ナビゲーション図に含めるように指定したすべてのオブジェクト
（スコーピング・オブジェクトとも呼ばれる）を表示します。オブジェクトをダブルクリックするか、オブジェクト
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を選択してから［含める］プッシュ・ボタンをクリックすと、表示するオブジェクトを含めることができます。［ダ
イアグラム］タブ、［ウィンドウ］タブ、［サーバ］タブ、［分類］タブのオプションを使用して、オブジェクトを
選択できます。
［分類］タブでは、設定した基準に合ったすべてのオブジェクトが一覧表示されます。これらの基準は、「すべての
ウィンドウの選択」（Select All Windows）のラジオボタンの１つを選択してから、［含める］プッシュ・ボタンを選
択することにより確立できます。
注： CA Gen では、別のタブに移動すると、前のタブで選択した内容が保持されます。「オープン」ボタン（Open）
を選択することにより、選択した内容を持つ「ナビゲーション図」を表示してください。
「ナビゲーション図」に含めるオブジェクトを選択する場合、選択したオブジェクト（スコーピング・オブジェク
ト）を下記の３つのうちいずれかの方法で表示できます。

• すべてのスコーピング・オブジェクトと、それらの子（スコーピング・オブジェクトからのフローを持つオブジェク
ト）を表示する。(これは省略時解釈です）。
– すべてのスコーピング・オブジェクトと、それらの親（スコーピング・オブジェクトへのフローを持つオブジェク
ト）を表示する。

– 親と子の両方とともにスコーピング・オブジェクトを表示する。
これらのオプションは、「ビュー」メニュー（View）上の選択に対応します。

• Open
［ナビゲーション・オブジェクトをオープン］ダイアログ・ボックス内のタブのすべての設定を使用してナビゲー
ション図を表示します。

WinMove イベント
WinMove イベントは、ウィンドウの動きが検知されると常に起動します。新しいウィンドウの座標は「イベント・アク
ション」に渡されます。

パラメータは以下の形式を使用します。

Xcoord Ycoord Ctrl+ Alt+ Shift+

パラメータの詳細を以下に示します。

• ウィンドウの起点は、プラットフォームに関係なく、左上に定義されます。
• すべての座標は画面座標を示します。
• 幅と高さはピクセル単位で測定されます。
• X 座標と Y 座標は、CA Gen のタイプ NUMBER です。
• その他のすべてのパラメータは、CA Gen のタイプ TEXT です。

WinResize イベント
WinResizeイベントは、ウィンドウがサイズ変更されると、必ず起動します。ウィンドウの幅と高さは、ピクセル単位で
あり、「イベント・アクション」に渡されます。

下記はパラメータの書式です。

Width Height Ctrl+ Alt+ Shift+

パラメータの詳細は下記のとおりです。

• ウィンドウの起点は、プラットフォームに関係なく、左上に定義されます。
• すべての座標が画面座標を示します。
• 幅と高さはピクセル単位で測定されます。
• 幅と高さは、CA Gen のタイプ NUMBER です。
• その他のすべてのパラメータは、CA Gen のタイプ TEXT です。
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ナビゲーション オブジェクトのオープン
「ナビゲーション・オブジェクトのオープン」ダイアログ・ボックス（Open Navigation Objects）には、いくつかの
ノートブック・タブが付いています。このタブには、「ナビゲーション図」の特定のレイアウトにおいて表示する内容を
指定するコントロールが付いています。

以下のリンクには、ダイアログ・ボックスの各タブに関する情報が含まれます。

• ［ダイアグラム］タブ
• Windows
• サーバ
• カテゴリ

［マウスの位置］ラジオ・ボタン
「マウスの位置」ラジオ・ボタンは、ダイアログ・ボックスの中心が、マウス・ポインタの位置を中心に表示されるよう
指定します。

このラジオ・ボタンは、主ウィンドウに対しては非活動状態です。主ウィンドウをマウス・ポインタの位置に配置するこ
とはできません。

MouseEnter/Exit イベント
MouseEnter/Exitイベントは、マウス・カーソルがコントロールの境界を出入りすると、必ず起動します。このイベント
は、特定のコントロールに適用されます。このイベントにはパラメータがありません。

MouseMove イベント
MouseMoveイベントは、マウス・カーソルの動きが検知されると、必ず起動します。このイベントは、すべてのコント
ロール、ウィンドウ、またはダイアログ・ボックスに適用されます。また、このイベントは、イベントが定義されている
コントロールの境界が、動きを直接検知すると、必ず起動します。ウィンドウまたはダイアログ・ボックスの場合、コン
トロール以外のウィンドウ・エリアで動きが検知されると、必ずこのイベントが起動します。

パラメータの形式は以下のとおりです。

Xcoord Ycoord Ctrl+ Alt+ Shift+

パラメータの詳細を以下に示します。

• ウィンドウの起点は、プラットフォームに関係なく、左上に定義されます。
• すべての座標が画面座標を示します。
• 幅と高さはピクセル単位でレポートされます。
• X 座標と Y 座標は、CA Gen のタイプ NUMBER です。
• その他のすべてのパラメータは、CA Gen のタイプ TEXT です。

属性の移動
「移動」を使えば、属性を、属性リスト内の新しい位置に物理的に移動できます。
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フィールド設計特性の「移動」
「移動」では、フィールド設計ビュー・リスト内でのフィールド（属性）の位置を変更します。特殊フィールド以外の
フィールドはすべて位置を変更できます。１回に移動できるフィールドは１つだけです。また、フィールドの移動は同じ
ビュー内に限られます。

フィールドを移動するには、リスト内で属性/フィールドの行を選択し、「移動」を選択し、別の属性/フィールドの行を
宛て先として選択（クリック）してください。移動したフィールドは、つねに、選択した宛て先の下に置かれます。

「移動」は、複数のフィールドを配置する場合に便利です。複数のフィールドを配置するには、フィールド設計ビュー・
リストで複数のフィールドを選択してください。ただし、ナビゲーション図ツールでは、ビュー・リストの表示と同じ順
序で複数のフィールドを配置します。リスト内のフィールド位置を変更することにより、希望の順序でフィールドを配置
できます。

NOTE
注： ［移動］では、ビュー・リスト内でのビューの位置も変更できます。使用方法と制限は、フィールドの移
動と同じです。ビューの移動は、リスト内で見やすくするために行ないます。ビューの順序は、フィールドの
配置には影響しません。

「リスト特性」の「移動」
「移動」では、選択リスト内で属性の位置を変更します。

１回に移動できる属性は１つだけです。選択した属性は、ユーザが指定した属性の下に置かれます。

選択リスト内の属性の順序（上から下に）によって、リスト・ボックス内の属性の順序（左から右に）が決まります。

ラジオ・ボタンとドロップダウン・リストの「移動」
「移動」では、選択リスト内での許容値の位置を変更します。

１回に移動できる許容値は１つのみです。選択した値は、移動先として指定した値のすぐ下に置かれます。

選択リスト内での値の順序（上から下）によって、リスト・オカレンス・ラジオ・ボタンの順序またはドロップダウン・
リスト内の項目順序が決まります。

NOTE
注： 1 つまたは複数の値をラジオ・ボタンとして配置すると、［移動］は使用不可になります。配置後にラジ
オ・ボタンを移動するには、移動するラジオ・ボタンを選択してから、「編集」→「移動」の順に選択してくだ
さい。

「水平移動」ドロップダウン・リスト
「水平移動」ドロップダウン・リストでは、ウィンドウまたはダイアログ・ボックス内で、選択オブジェクトの横方向の
移動先となる位置を指定します。

アクティビティ依存関係図における移動
イベント、外部オブジェクト、アクティビティ、線の位置を変更するには、「移動」を選択してください。項目間の関係
は変更されず、その位置だけが変更されます。

「移動」が活動状態になるのは、アクティビティ、イベント、外部オブジェクト、または線を選択したときです。
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マトリックスにおける「移動」
行または列の位置を変えるには「移動」を選択してください。選択した位置の直後に、CA Gen によってオブジェクトが
挿入されます。

軸の第１行（または第１列）にオブジェクトを移動するには、まずそのオブジェクトを第２の位置に移動し、次に現在第
１の位置にあるオブジェクトを第２の位置に移動してください。

オブジェクトを第1行（または第1列）の後ろに移動するには

1. 移動する行（または列）を選択してください。
2. 「編集」を選択してください。
3. 「移動」を選択してください。
4. カーソルで、目標位置の直前の行（または列）を選択してください。すると、選択した位置の直後にそのオブジェク
トが挿入されます。

行または列を第 1 の位置に移動する方法

1. 移動する行（または列）を選択してください。
2. 「編集」を選択してください。
3. 「移動」を選択してください。
4. カーソルで、第１行（または第１列）を選択してください。すると、選択した行または列が第２の位置に移動されま
す。

5. 第1の行（または第1の列）を選択してください。
6. 「編集」を選択してください。
7. 「移動」を選択してください。
8. 第２の行または列の、後ろの位置を選択してください。すると、第１行（または第１列）がほかの位置に移動し、第
２行（または第２列）が第１の位置に移動します。

［メニュー設計］ダイアログの［移動］
［移動］は、メニュー・バー内でのメニュー項目の移動、または下位グループ内での下位メニュー項目の移動をします。
（下位メニュー項目を別の下位グループに移動するには［親の変更］を使用します。）

項目を移動するには、項目 -［移動］プッシュ・ボタン - 項目の移動先の順に選択してください。移動対象のメニュー項
目は、必ず、字下げリスト内で選択した移動先の下に配置されます。

メニュー・バーの項目については、字下げリストの先頭のメニュー項目がメニュー・バーの左端に表示されます。リス
ト内の以下のメニュー・バー項目は、先頭のメニュー項目の右側に表示され、以降も同様に表示されます。（リスト内で
は、メニュー・バーの項目には 2 つのダッシュ「--」が付きます。）メニュー・バーの項目に下位メニュー項目がある場
合、メニュー・バー項目を移動すると、下位メニュー項目もすべて移動されます。

無効な移動先を指定すると、ナビゲーション図ツールがビープ音を鳴らします。移動を完了するには、改めて、メニュー
項目、［移動］プッシュ・ボタン、有効な移動先、の順に選択しなければなりません。

自動レイアウトにおける［移動］プッシュ・ボタン
このプッシュ・ボタンンは、選択したエクスポート・ビューを、指定した新しい位置の直後に置きます。画面に表示され
ている順序にエクスポート・ビューを並べ換えるときは、「移動」を使ってください。

MOVE ステートメント
MOVEでは、１度にエンティティ・ビューのすべての属性ビューを割り当てます。MOVEは、ビューの属性値ごとに使う
必要ありません。
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下記は、MOVEステートメントのフォーマットです。

MOVE entity-view-1 TO entity-view-2

entity-view-1とentity-view-2は、同一エンティティ・タイプのビューです。entity-view-1はそのエンティティ・タイプの任
意のビューです。entity-view-2には、変更可能な非常駐ビューまたは非エンティティ・アクション・ビューを指定できま
す。

インポート・ビューは、通常エクスポート・ビューに移動します。たとえば、オンライン・アプリケーションで、フィー
ルドを画面に表示または再表示させる必要がある場合、プロシージャによる実行終了時のフィールドのビューは、エクス
ポート・ビューにする必要があります。

ヌル可能な属性ビューの処理方法については、「NULL を含む SET 動作と MOVE 動作」を参照してください。

下記の例は、インポート・ビューをエクスポート・ビューに移動するMOVEステートメントです。

 -- DIS_CUSTOMER

| IMPORTS: ...

| EXPORTS: ...

| LOCALS:

| ENTITY ACTIONS: ...

|

|  -- READ customer

| | WHERE DESIRED customer number IS EQUAL TO import customer 

number

| +- WHEN successful

| | MOVE customer TO export customer

| +- WHEN not found

| | EXIT STATE IS cust_not_found

| | MOVE import customer TO export customer

|  ---

 ---
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「垂直移動」ドロップダウン・リスト
「垂直移動」ドロップダウン・リストでは、ウィンドウまたはダイアログ・ボックス内で、選択オブジェクトの縦方向の
移動先となる位置を指定します。

［MQS］ラジオ・ボタン
「MQS」ラジオ・ボタンをオンにすると、生成するクライアントは、ローカル・クライアント・マシン上に、キュー、
チャネル、キュー・マネージャをアタッチしようとします。

MRUの設定
MRU 設定を使用すると、最近使用リストに保存しておく項目の最大数を指定できます。最大値は 16 です。値を 0 に設
定すると、機能が使用できなくなり、最近使用リストにはモデルが保存されません。値を変更した場合、設定を有効にす
るためにツールセットを再起動する必要があります。

［複数行入力フィールドの特性］ダイアログ
［複数行入力フィールドの特性］ダイアログ・ボックスでは、複数行のテキストを入力または表示を許可する入力フィー
ルドの特性を指定します。テキストは4000文字までに限られます。複数行入力フィールドは単一特性のビューです。こ
のコントロールは、グループ・ビューの属性には適用されません。

この特性は、入力フィールドを初めて加えるとき、またはあとでフィールドの特性を詳細に設定するときに指定できま
す。

以下のリスト特性には次のものが含まれます。

• フィールドが入力を受け取るためのビュー
• フィールドが入力を引き渡すためのビュー
• フィールドの説明となるテキスト
• 入力とフィールドの表示方法に関する考慮事項

複数行入力フィールドの省略時条件で、下記を指定します。

• 垂直スクロール・バーが表示されます。
• 折り返しが行なわれます。

以下の条件により、このダイアログ・ボックスのチェック・ボックスが使用可能になります。

チェック・ボックス 活性化条件
水平スクロール 「折り返し」の選択を解除します。
垂直スクロール 「折り返し」を選択します。
大文字 ［属性の特性］ダイアログ・ボックスで［大・小文字の識別］属

性をマークします。

複数行入力フィールドの設計の指針

タブ・キーと改行キー

ユーザは、カーソルが複数行の入力フィールドにある場合、タブ・キーと改行キーの機能を何種類か定義したいことがあ
ります。この場合、下記の方法をお勧めします。
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• ウィンドウにフィールドが１つしかなく、そのフィールドが複数行入力フィールドである場合、タブ・キーで、カー
ソルを次のタブ・ストップに移動させます。

• ダイアログ・ボックスに複数のフィールドがある場合、タブ・キーで、カーソルを次のフィールドに移動させます。
• カーソルが複数行の入力フィールドにある場合、ENTERキーを押すとカーソルが次の行に移動します。
• カーソルが複数行の入力フィールドにない場合、改行キーで、ウィンドウに定義したアクションを実行させます。
カーソルが複数行の入力フィールドにない場合、改行キーで、ウィンドウに定義したアクションを実行させます。

挿入モードと置換モード

ファイルへの情報の入力は、挿入モードまたは置換モードのいずれかで行なえます。挿入モードでは、入力したすべての
文字は、カーソル位置の文字の前に入力されます。新しい文字が挿入されると、それ以降の文字は右に移動します。

置換モードでは、カーソル位置で選択した位置から、新しい文字を追加するにつれて、以前の文字はすべて削除されま
す。アプリケーションでは、置換できる文字と保護されている文字を区別します。

ユーザは、挿入キーを使って、挿入モードと置換モードを切り換えることができます。

選択したテキストの置換

ユーザは、選択した位置で新しいテキストを入力することにより、入力フィールド内の既存のテキストを自動的に削除で
きます。ユーザが最初の文字を入力すると、既存のテキストは自動的に削除されます。しかし、アプリケーションでは、
特定のテキストについて削除できないようにしています。

フィールド・プロンプト

各フィールドには、入力フィールドの目的をユーザに示すプロンプトが付きます。フィールド・プロンプトは、入力
フィールドの左に置かれます。

ウィンドウのタイトルは、ウィンドウに１つのフィールドしかない場合、しばしばフィールド識別子として使われます。

下記の指針は、フィールド・プロンプトの設計時に役立ちます。

• フィールド・プロンプトの直後にはコロンを置くとよいでしょう。
• フィールドの上に置くフィールド・プロンプトは、フィールドの始まりと左端を合わせてください。
• フィールドの左に置くフィールド・プロンプトは、ほかのフィールド・プロンプトと左端を合わせてください。
• フィールド・プロンプトの先頭文字は大文字にします。
• 記述テキストは、フィールド・プロンプトの右に追加できます。このエリアを使って、フィールド・パラメータなど
の情報を入力してください。

• 入力フィールドと選択フィールドを垂直方向と水平方向に合わせ、カーソルがエントリ間で直線的に移動するように
します。

• 制御機能は、ユーザに適した使用順序に配置します。

以下のリストでは、ダイアログ・ボックスのフィールドとその説明を示します。

• インポート ビュー
属性が入力を受け取る先のインポート・エンティティ・ビューを指定します。入力は、キーボードまたは対話フロー
で行なえます。特定の属性を複数行入力フィールドとしてインプリメントしているため、リストには、その属性を
含むエンティティ・ビューのみが表示されます。インポート反復グループ・ビューは表示されません。選択したイン
ポート・ビューは、表示されたエクスポート・ビューにマップされます。「詳細」から「マッピング」を選択するこ
とによっても、プロシージャ・ステップのビューをマップできます。

• エクスポート・ビュー
属性からデータを受け取るエクスポート・エンティティ・ビューを指定します。特定の属性を複数行入力フィールド
としてインプリメントしているため、リストには、その属性を含むエンティティ・ビューのみが表示されます。エ
クスポート反復グループ・ビューは表示されません。選択したエクスポート・ビューは、表示されたインポート・
ビューにマップされます。「詳細」から「マッピング」を選択することによっても、プロシージャ・ステップの
ビューをマップできます。

• プロンプト
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複数行入力フィールドの目的または意味を表わす語句です。プロンプトは、入力するか、またはドロップダウン・リ
ストから選択できます。ドロップダウン・リストには、属性の名前とそのフィールド用に入力したプロンプトが表示
されます。プロンプトには任意の英数字を使えます。一般則として、短い表意名にするのが賢明です。

• 水平スクロール
入力フィールドにスクロール・バーを表示して、左右にスクロールできるようにします。スクロールバーは、フィー
ルドの下端に表示されます。

• 垂直スクロール
入力フィールドにスクロール・バーを表示して、上下にスクロールできるようにします。スクロールバーは、フィー
ルドの右端に表示されます。
デフォルト： Yes

• 書込み禁止
入力フィールドが表示目的のみに制限され、入力を受け付けなくなるように指定します。

• タブ無視
複数行入力フィールド内での Tab キーの有効/無効を切り替えます。このチェック・ボックスを選択した場合、Tab
キーを押すと、ウィンドウまたはダイアログ・ボックス内の次のコントロールにカーソルが移動します。Tab キーを
押すと、複数行入力フィールドの次のタブ・ストップにカーソルが移動します。タブ・ストップは、８文字ごとに設
定されています。このチェック・ボックスは、バック・タブ操作（Shift+Tab）には無効です。バック・タブでは、
ウィンドウまたはダイアログ・ボックス内の直前のコントロールにカーソルが移動します。
デフォルト： No

• 文字折り返し
入力内容が入力フィールドの右端に達した時点で自動的に次行へと改行されます。折り返しは単語単位で行なわれま
す。折り返しが行なわれる位置までの行の長さは、入力フィールドの水平サイズで決まります。行を長くしたい場合
は、フィールドのサイズを大きくしてください。
デフォルト： Yes

• 大文字
複数行入力フィールドのすべての小文字が大文字に変換されます。この変換は、実行時に文字が入力されると行なわ
れます。［大文字］プッシュ・ボタンを活性化するには、「大・小文字の識別」属性をマークしておかなければなり
ません。この属性は、属性用の特性ダイアログでマークしてください。たとえば、「データ・モデル・リスト」で、
属性を選択してから、「詳細」→「特性」の順に選択してください。

詳細情報

How to in Navigation Diagram

連続して追加
［連続して追加］は、アクション図および別のタイプのダイアグラム（アクション図以外）に対して適用されます。ア
クション図では、［連続して追加］を選択すると、現在の追加ステートメントの完了後にメニューが再度表示されます。
アクション図以外では、［連続して追加］を選択すると、ダイアログ・ボックス（ここからオブジェクトを追加する）が
［取消］プッシュ・ボタンをクリックするまで表示されたままになります。これにより、項目を追加するたびにダイアロ
グ・ボックスを起動しなくても、項目を繰り返し追加できます。

モデル・ウィンドウまたはダイアグラム・ウィンドウ（［モデル］-［設定］）で、［連続して追加］または［追加］を
選択すると、その選択内容はディスクに保存され、すべてのツールセット・ダイアグラムの省略時解釈となります。以下
のツールセット・セッションは、最後に選択した省略時解釈で開始します。選択後にオープンしたダイアグラムには、省
略時解釈としての設定が受け継がれます。しかし、省略時解釈を選択したときにオープンするダイアグラムは、影響を受
けないでので、オープン時に活動状態だった値を使います。

複数行入力
「複数行入力」ラジオ・ボタンでは、選択した属性がリスト・オカレンス複数行入力フィールドとしてインプリメントさ
れます。
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複数モジュール
「複数モジュール」ラジオ･ボタンでは、ビジネス･システムのオンライン･プロシージャ･ステップを別々のロード･モ
ジュールにパッケージングするよう指定します。パッケージング･ツールでは、すべての必要な情報を割り当て、パッ
ケージングを完了します（ファイル名、トランザクション･コードなど）。

ダウンストリーム効果

複数のモジュールを選択すると、ビジネス･システムの各プロシージャが、いくつかの独立したロード･モジュールにパッ
ケージングされます。各ロード・モジュールは、生成と導入の実行後に実行可能ファイルになります。アプリケーショ
ン・システムの実行時に、オペレーティング・システムのメモリに実行可能ファイルのロードとアンロードを実行する
必要があります。ロードとアンロードは時間がかかるので、アプリケーション実行やテストの効率が下がることがありま
す。

コンポーネント・パッケージングの場合、仕様サブジェクト・エリア内のオペレーションごとにオペレーション・ライブ
ラリが作成されます。そのサブジェクト・エリアの所有者はインターフェース・タイプです。オペレーション・ライブラ
リの省略時名は、オペレーションの名前から引き出したものです。

パッケージング・ツールによって割り当てられた名前は有効ですが、ユーザの希望する名前とは異なる場合があります。
パッケージング情報のすべてまたは一部を手動で指定することをお勧めします。これをする場合、「編集」と「詳細」の
アクションを組み合わせてください。

乗算の算術演算子
乗算記号は、かけ算を行なう算術演算子です。

値と算術演算子を使って、数値リテラルと数値属性値を結合して算術式を作ります。

排他関係
あるエンティティ・タイプを「排他関係」と定義すると、そのエンティティ・タイプの各エンティティは、同時に複数の
関係においては対を持てなくなります。

エンティティ・タイプは、複数の関係を持っていなければ、「排他関係」とすることはできません。したがって、エン
ティティ・タイプに複数の関係を持たせないと、「排他関係」オプションは選択できません。

［排他関係］ダイアログ
関係同士が排他関係にあることがあります。どのエンティティも、１つの関係において対をなすとほかの関係においては
対をなせない、という場合に、それら関係同士は「排他関係」にあるといいます。

NOTE
注： 関係を作成するまでは、エンティティ・タイプを排他関係に設定できません。

このダイアログ・ボックスのフィールドは以下のとおりです。

• 現在の排他関係
選択したエンティティ・タイプが現在持っている排他関係が、選択リストに表示されます。ボックスが空のときは、
排他関係が定義されていません。

• 排他関係の選択リスト
選択リストには、エンティティ・タイプが持つメンバシップの名前が一覧表示されます。2 つの関係の名前を追加す
るときは、排他関係として選択しなければなりません（互いに排他的であるため）。

• Add
［追加］ボタンをアクティブにするには、「選択リスト」リストから ２ つの関係を選択してください。２ つ目の識
別子を追加する場合は、リストからさらに ２ つの関係を選択しなければなりません。

• 適用
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［適用］ボタンをアクティブにする方法
a. 排他関係としたい２つの関係を「選択リスト」から選択してください。
b. ［Add］をクリックします。
c. その排他関係の、名前と記述を入力してください。
d. ［OK］をクリックします。
e. ダイアログ・ボックスの一番上にある選択リストから、排他関係に追加する別の関係を選択します。
f. 「現在の排他関係」から排他関係を１つ選択してください。
たとえば、「受験者」が受け取るのは「不合格通知」か「合格通知」のいずれかであり、両方を受け取ることはあり
ません。「受験者」が「合格通知」を受け取ると、そのことにより、その受験者は「「受験者」が「不合格通知」を
受け取る」という関係を持つ可能性がなくなります。

• 特性
このボタンをクリックすると、選択したオブジェクトの特性が表示されます。排他関係または関係の特性を変更でき
ます。
排他関係の特性には下記があります。
– 名前
– 説明
関係の特性には下記があります。
– オプショナリティ
– 関係名
– カージナリティ
– 関係名を表示するかどうか
– 関係が転送可能かどうかの区別
– 関連づけを変更または参照するかどうかの区別

• 削除
このボタンをクリックすると、選択した関係が削除されます。

• 検索
このボタンをクリックすると、関係を検索できます。

• クローズ
このボタンをクリックしてダイアログを閉じます。

［MVS 環境パラメータ］ダイアログ・ボックス
［MVS 環境パラメータ］ダイアログ・ボックスは、CA Gen によって生成されたアプリケーションが実行する MVS 環境
用のパラメータを指定します。

［MVS 環境パラメータ］ダイアログ・ボックスでは、以下のパラメータを定義できます。

• 最大セグメント・サイズ（IMS）
装置に転送されるメッセージおよび装置から転送されるメッセージの最大サイズをバイトで指定します。CA Gen に
よって生成された対話マネージャは、この値を使用して、複数のセグメント化されたメッセージを管理します。セ
グメント・サイズは IMS の TP モニタのみに適用されますが、このフィールドは常に入力可能状態です。IMS以外の
TPモニタでアプリケーションのテストをする場合も、このフィールドに値を入力できます。そのため、ロード・モ
ジュールを最大セグメント・サイズに合わせて再生成しなくても、ビジネス・システムのロード・モジュールを後で
導入できます。この最大セグメント・サイズの値は、IMS SYSGEN に入力された値と一致する必要があります。

擬似会話のサポート（CICS）

CICS アプリケーションにおいて、ユーザが画面をクリアできないようにするかどうかを指定します。「擬似会話のサ
ポート」を指定すると、Clear キー、PA1 キー、PA2 キー、PA3 キーで画面の更新のみ実行されます。擬似会話のサ
ポート（CICS）の詳細については、「擬似会話のサポート（CICS）」を参照してください。

• CICSコマンド異常終了の処理（CICS）
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プロシージャ間のフローに使用する CICS コマンドを指定します。フロー先のモジュールが、同じ CICS リージョ
ンにある場合、CA Gen 生成アプリケーションでは EXEC CICS XCTL コマンドを使用します。このチェック・ボッ
クスを選択すると、HANDLE ABENDステートメントとHANDLE CONDITIONステートメントが使われます。これら
CICSコマンドが不成功になった場合、CICSエラー・メッセージでなく実行時エラー・メッセージが現れます。CICS
コマンドの異常終了はどれも、TIRFAILで遮断されます。TIRFAILは、異常終了のリカバリに使われるモジュールで
す。TIRFAILを実行すると、問題のある箇所が記述されたエラー・メッセージが表示されてから、直前の画面が復元
されます。エラー回復の終了（TIRTERM）を入力すると、コマンドの異常終了も終了します。エラー回復終了コマ
ンドを使用する場合、異常終了の CICS ダンプは取得しません。［擬似会話のサポート］チェック・ボックスをオン
にする場合は、［CICS コマンド異常終了の処理］チェック・ボックスをオンにする方が好まれることがあります。
「擬似会話のサポート」チェック・ボックスでは、クリア・スクリーンにアクセスできません。ただし、各オプショ
ンは個別に選択できます。「CICSコマンド異常終了の処理」を選択しない場合は、CICSエラー・メッセージが表示
されます。そのあとで画面を消去すれば、再開可能な状態になります。このチェック・ボックスは、CICSのTPモニ
タにだけ適用されますが、つねに活動状態です。CICS以外のTPモニタでアプリケーションをテストするときも、こ
のチェック・ボックスを選択できます。そのため、CICSコマンドの異常終了を処理するためにロード・モジュールを
再生成しなくても、ビジネス・システムのロード・モジュールをあとで導入できます。

ダイナミック リンク

プロシージャ・ステップ、画面、またはアクション・ブロック・モジュールを、ダイナミックに呼び出せるため、これら
のモジュールを使ってあらゆるロード・モジュールを再リンクしなくても、アプリケーションの変更が有効になります。
ダイナミック・リンクは、記憶スペースを節約する目的でも使えます。

NOTE
注： SQL を使用するモジュールを変更する場合、そのモジュールを含むロード・モジュールに対応する DB2
PLAN を再度バインドする必要があります。

以下の MVS 固有ビジネス・システム・デフォルト属性により、ビジネス・システム・レベルでダイナミック・リンク設
定が定義されます。

プロシージャ ステップ

ターゲットが z/OS の場合に、プロシージャ・ステップのダイナミック・リンクに設定するビジネス・システムのデフォ
ルトを指定します。プロシージャ・ステップのダイナミック・リンクのデフォルトは、プルダウン・メニューから以下の
任意のオプションに設定できます。

• Yes
プロシージャ・ステップが実行時に動的に呼び出され、DLL 内に常駐するように指定します。

• No
プロシージャ・ステップが実行時に動的には呼び出されないように指定します。プロシージャ・ステップは静的に呼
び出され、プロシージャ・ステップがパッケージングされたロード・モジュール用に作成された DLL に常駐します。

• 互換性
プロシージャ・ステップが実行時に動的に呼び出され、非 DLL モジュール内に常駐するように指定します。

アクション・ブロック

ターゲットが z/OS の場合に、アクション・ブロックのダイナミック・リンクに設定するビジネス・システムのデフォル
トを指定します。アクション・ブロックのダイナミック・リンクのデフォルトは、プルダウン・メニューから以下の任意
のオプションに設定できます。

• Yes
アクション・ブロックが実行時に動的に呼び出され、DLL 内に常駐するように指定します。

• No
アクション・ブロックが実行時に動的には呼び出されないように指定します。アクション・ブロックは静的に呼び出
され、そのアクション・ブロックがパッケージングされているアプリケーションにリンクされます。互換性の対象に
選ばれるモジュールから静的に呼び出されるアクション・ブロックには、特別な処理がされます。この処理は、［互
換性の対象に選ばれるプロセス・モジュール］オプションを選択することによりインプリメントされます。［互換性
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の対象に選ばれるプロセス・モジュール］の詳細については、「［生成の省略時解釈］ダイアログ・ボックス」を参
照してください。

• 互換性
アクション・ブロックが実行時に動的に呼び出され、非 DLL モジュール内に常駐するように指定します。

画面マネージャ

ターゲットが z/OS の場合に、画面のダイナミック・リンクに設定するビジネス・システムのデフォルトを指定します。
画面マネージャのダイナミック・リンクのデフォルトは、プルダウン・メニューから以下の任意のオプションに設定でき
ます。

• Yes
• No
• 互換性

NOTE
注： 個別のプロシージャ・ステップ、アクション・ブロック、およびロード・モジュール内に含まれている画
面は、それぞれデフォルトに設定されたダイナミック・リンク属性を持つ必要があります。これは、そのタイ
プの項目に関連付けられたデフォルト値を利用できるようにするためです。ロード・モジュールが配置されて
いるビジネス・システムがデフォルト値を設定します。

ダイナミック・リンクのダウンストリーム効果

モジュールは、動的または静的のいずれにもリンクできます。モジュールの動的なリンクにはいくつかの利点があり、そ
れらはモジュールを変更する頻度、そのモジュールを使用する他のロード・モジュールの数、およびそのモジュールを呼
び出す頻度によって異なります。ダイナミック・リンクは、以下の種類のモジュールに有利です。

• 頻繁に変更されるモジュール - 頻繁に変更されるモジュールを動的にリンクすることにより、呼び出されるモジュー
ルが変更された場合に、すべての呼び出し側のロード・モジュールを再リンクする必要性がなくなります。

• 広く共有されるモジュール - 共有モジュールを動的にリンクすることにより、実行中に必要な記憶域を削減できま
す。これは、他のロード・モジュールでは複数のコピーが組み込まれるのに対して、メモリ内に存在するコピーが １
つだけになるためです。

• 起動される頻度が低いモジュール - 起動される頻度が低いモジュールを動的にリンクすることにより、基本ロード・
モジュールのサイズが縮小し、その結果必要な記憶域を削減できます。ただしこのモジュールが起動される場合を除
きます。

スタティック・リンクからダイナミック・リンクへの変更例

アクション・ブロックAB2がダイナミックにリンクされる場合、２つの実行可能ロード・モジュールが生成されま
す。AB2 の実行可能ロード・モジュールには、CA Gen ランタイムと参照保全性モジュール、およびこのアクション・ブ
ロック自身のロジックが含まれます。このためそのサイズは、実行可能でなく未解決のものよりも大きくなります。実行
可能ロード・モジュールLM1は、アクション・ブロックAB2をダイナミック・リンクすることによってサイズが縮小しま
す。

ダイナミックにリンク         静的にリンク
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WITH THE SAME節
WITH THE SAME節は、SUMMARIZE EACHステートメントのグループ化基準を決定します。また、SORTED BY 節が
ない場合は、ソート基準も決定します。

WITH THE SAME節に指定される共通属性はすべて、PLACING節の中でアグリゲート関数の前に表示されます。WITH
THE SAME節での属性ビューの指定順序によって、結果がグループ化される順序が決まります。言い換えれば、連続す
るWITH THE SAME属性ビューはそれぞれ、１つ前のものに従属しているということです。以下に例を示します。

--

+- SUMMARIZE EACH GROUP OF employee

| department

| WITH THE SAME department number

| employee job_grade

| TARGETING repeating_group_local FROM THE BEGINNING UNTIL FULL

| PLACING department number INTO local department number

| PLACING employee job_grade INTO local employee job_grade

| WHERE DESIRED employee belongs_to DESIRED department

--

この例では、部門番号内のジョブ・グレードごとに結果が返されます。SORTED BY節がないため、最初の共通属性「部
門番号」（department number）を主分類キー、第２の共通属性「従業員ジョブ・グレード」（employee job_grade）を
次のレベルの分類キーとして、結果が昇順でソートされます。

リスト・オカレンス複数行入力フィールドの「折り返し」
「折り返し」チェック・ボックスをオンにすると、入力内容が入力フィールドの右端に達した時点で自動的に次行に改行
されます。折り返しは単語単位で行なわれます。

折り返しが行なわれる位置までの行の長さは、入力フィールドの水平サイズで決まります。行を長くしたい場合は、
フィールドのサイズを大きくしてください。

このチェック・ボックスの省略時解釈は「はい」です。

ワーク・セットの特性
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［ワーク・セットの特性］ダイアログ・ボックスでは、ワーク・セットの名前および説明文を指定できます。

• ワーク・セット
ワーク・セットは、エンティティ・タイプによって記述または表現されない情報を表します。ワーク・セットは、
通常、アプリケーションに固有の属性に使用されます。これには、フラグ、カウンタ、選択文字、フラット・ファイ
ル、算術または日付/時間オペレーションの中間結果、文字列連結、またはデータベースに保存する必要がないか、ビ
ジネスにとって重要ではないその他の情報が含まれます。

• 説明
［記述］は、ワーク・セットに関する追加情報を複数行エリアに提供します。

［了解］をクリックし、情報を保存してダイアログ・ボックスを閉じます。情報を保存せずにダイアログ・ボックスを閉
じるには、［取消］をクリックします。

 

ワーク・セット内の特性

［特性］を選択すると、ワーク・セットの特性の名前と説明を変更できます。

転送複写
ステートメントまたはビューをあるアクション図から別のアクション図に複写するには、［転送複写］を選択します。
［転送複写］は、下記の条件で使用できます。

• ステートメントはソース・アクション図で選択し、有効なステートメント・ロケーションは宛て先アクション図で選
択します。

• ビューはソース・アクション図で選択し、有効なビュー・グループは宛て先アクション図で選択します。
• 宛て先アクション図がプロシージャ・アクション図である場合、ソース・アクション図内のすべてのビューの［入力
と出力の両方で使用］チェック・ボックスはオフになります。

•  宛て先アクション図がプロシージャ・アクション図である場合、ソース・アクション図内のすべてのビューの［エン
ティティ・アクションのサポート（常駐）］チェック・ボックスはオフになります。

［転送複写］が活動状態になるのは、2 つのアクション図が同時にオープンされている場合のみです。［関連メニュー］
を選択して、2 番目のアクション図へリンクします。

［転送複写］では、以下の転送複写を行うことができます。

• １つまたは複数のステートメントを、あるアクション図から別のアクション図に転送複写します。
• ブロック単位のステートメントを、あるアクション図から別のアクション図に転送複写します。
• ステートメントを、複数のアクション図から１つのアクション図に転送複写します。
• プロシージャ・ステップからアクション・ブロック、またはアクション・ブロックからプロシージャ・ステップに転
送複写します。

• プロシージャ・ステップから、プロシージャ・ステップに転送複写します。
• アクション・ブロックから、アクション・ブロックに転送複写します。
• ソース・アクション図から、１つまたは複数の宛て先アクション図に転送複写します。

［転送複写］は、以下の順序で作業が完了していないと、活動状態になりません。

1. メニュー・オプションを［設計］-［アクション図］の順に選択して、ソース・アクション図を開きます。
2. メニュー・オプションを［設計］-［関連メニュー］-［アクション図］の順に選択して、宛て先アクション図を開き
ます。

3. 両方の図が表示されるように配置します。
4. ソース・アクション図で、複写するステートメントまたはビューを選択します。
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5. ステートメントを複写する場合は、そのステートメントの複写される宛て先アクション図で、宛て先の行を強調表示
します。ビューを複写する場合は、新しいビューが複写される宛て先アクション図で、宛て先のデータ・ビュー・グ
ループ（［IMPORTS］、［EXPORTS］、［LOCALS］、または［ENTITY ACTIONS］）を強調表示します。

6. 宛て先アクション図で、［編集］-［転送複写］の順に選択します。2 つ以上のソース・アクション図を開く場合は、
選択元のソース・アクション図の選択を促すプロンプトが表示されます。

7. 複数のアクション図からステートメントを選択して転送複写する場合、宛て先アクション図に転送複写するソース・
アクション図をたずねるプロンプトが表示されます。関連するビューは、すべて自動的にステートメントと共に複写
されます。ビューを複写する場合は、新しく作成された各ビューのビュー名を入力するように促すプロンプトが表示
されます。省略時解釈は、同じ名前がすでに宛て先アクション図で使用されている場合を除き、ソース・ビューと同
じ名前になります。宛て先の名前がすでに使用されている場合は、ソース・ビュー名と類似した新しい名前が作成さ
れます。表示された名前を承諾するか編集するように促すプロンプトが表示されます。

転送複写するアクション・ブロック内でビュー（エンティティ、グループ、属性、またはメンバシップのビュー）が参照
されている場合は、CA Genによって、宛て先アクション図に同等のビューがあるかどうかが検査されます。同等とは、
同じ属性を持っていることを意味します。同等のビューがある場合、ソース・ビューでは宛て先アクション図に定義され
ているビューを使います。名前が同じで属性が１つだけ足りないビューが見つかると、CA Genはその必要な属性を自動
的に追加します。同等のビューがまったくない場合には、CA Genがそのビューを宛て先アクション図に追加します。

親エンティティ・ビューを選択して複写する場合は、すべての子属性ビューが含まれます。親グループ・ビューを選択
して複写する場合は、すべての子グループ・ビュー、子エンティティ・ビュー、および子属性ビューがコピーに含まれま
す。

たとえば、ある個人の雇用者を追跡するアクション図は、現在の雇用者に関する、名前、住所、雇用契約日などの情報の
記録されたコードのブロックを持ちます。

個人の過去の雇用者に関する情報を記録する際にも、同様のロジックが必要です。

現在の雇用者に対するコードを別のアクション図に複写して、ビュー「現在の雇用者」を「過去の雇用者」に置き換える
ことができます。

NOTE
注： ［ビューの置き換え］を［転送複写］と組み合わせて使用すると、転送複写されたアクション・ブロック
のエンティティ・アクション・ビューやローカル・ビューを、同じエンティティ・タイプの別のビューと置き
換えることができます。

CICSコマンド異常終了の処理（CICS）
「CICSコマンド異常終了の処理」チェック・ボックスで、あるプロシージャへ別のプロシージャのフローを結ぶCICS
コマンドを指定します。 フロー先のモジュールが、同じ CICS リージョンにある場合、CA Gen 生成アプリケーション
では EXEC CICS XCTL コマンドを使用します。 別の領域のモジュールへプロシージャ・フローを結ぶ場合は、EXEC
CICS STARTを使います。

 XCTLは高速なので、CICS資源はわずかしか使いません。ただし、DB2 用の CICS アプリケーションを生成する場
合、TIRC$EXT のカスタマイズは必須です。 TIRC$EXT は DB2 用の動的なプラン・エグジット・モジュールです。

このチェック・ボックスは、CICSのTPモニタにだけ適用されますが、つねに活動状態です。 CICS以外のTPモニタで
アプリケーションをテストするときも、このチェック・ボックスを選択できます。 そのため、フロー用 XCTL のために
ロード・モジュールを再生成しなくても、ビジネス・システムのロード・モジュールを CICS に後で（可能なときに）イ
ンストールできます。

Yes
このプッシュ・ボタンを使うと、クライアント・エリアの先頭に表示された不活性状態のステートメントに対してのみ、
コマンドが実行されます。
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No

このプッシュ・ボタンを使うと、クライアント・エリアの先頭に表示された不活性状態のステートメントに対してコマン
ドを実行せずに、次の不活性状態のステートメントを検索します。

すべてにはい（Yes All）
このプッシュ・ボタンを使うと、アクション図の不活性状態のすべてのステートメントに対してコマンドが実行されま
す。各ステートメントに対する実行の確認は行なわれません。

z/OS とオペレーション・ライブラリ特性
使用するオペレーション・ライブラリの名前を入力してください。名前は以下の条件を満たしている必要があります。

• 最大８文字。
• 先頭の １ 字は英字である必要があります。残りの文字は英数字である必要があります。名前はモデル内で一意であ
り、目標配布先環境においても一意である必要があります。

z/OSブロック・モードの考慮事項
z/OSブロック・モード画面マネージャは、いくつかの表示特性を制御します。

z/OSブランク・フィールド

z/OS では、フィールドがブランクであり、［ゼロまたはヌルのとき空白］が［はい］に設定されている場合、数値、テ
キスト、および日付型のフィールドは、以下の状態となります。

• フィールド編集パターン処理は実行されない。
• フィールドがクリアされ、データは表示されない。
• 書式設定の結果は表示されない。
• 充填文字がフィールドにコピーされる。

フィールドがブランクであり、「ゼロまたはヌルのとき空白」が「いいえ」に設定されている場合、数値、テキスト、日
付型のフィールドの処理は、それぞれ異なります。

「数値」－編集パターンは「0」の値に基づいて書式設定されます。標準書式が適用されます。

「テキスト」－編集パターンは、編集の中間結果であるかのようにフィールドにコピーされます。書式設定は実行され
ず、充填文字が行末揃えのあとに適用されます。

「日付/時刻」－数値部分は「0」の値を使用して編集されます。充填文字は行末揃えのあとに適用されます。

名前を表わす、日付内の誘導部分は、それが編集パターン内に指定されていないかのように無視されます。これにあたる
部分として、月、日、暦、午前（am）、午後（pm）、時間帯があります。

数値となる日付内の誘導値は「0」で表示されます。これにあたる値として、日を表わす数と週を表わす数があります。

z/OS編集パターン

外部データ表現とは、内部に保存されているデータをユーザが利用できる形に変換および編集した結果をいいます。バイ
ナリ・データは、わかりやすく表示できないので、数量を表わす文字表現に変換されます。

外部編集パターンは、すべてのフィールドについて生成されます。ユーザが編集パターンを選択しない場合は、ジェネ
レータがそのフィールドおよび変数のデータ型の特徴に一致するパターンを合成します。これは下記の２つの理由から実
行されます。

第 1 に、すべての入力変換およびトランスフォーメーション（コード・ページ間の変換、大文字変換など）は、入力編
集時に実行されます。一貫性のある動作になるよう省略時編集パターンが生成されます。
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第２に、編集ルーチンにより、入力編集エグジットを使用して定義されているインプリメンテーション動作が処理されま
す。つまり、ユーザ入力編集エグジットで、バイパスするべきではない特定のカスタマに固有の動作がインプリメントさ
れる可能性があるということです。すべての入力処理、したがって入力編集エグジット処理を、入力編集により実行する
ことで、カスタマはすべての入力動作を完全に制御できます。カスタマがある条件のもとでエグジットをバイパスする必
要があれば、自分で、エグジット内に適切なロジックをコーディングしなければなりません。

さらに、「未編集」フィールドの動作はそのままインプリメントされます。生成される省略時編集パターンは、単純な編
集パターンであり、フィールドのそれぞれの表示位置について指定された文字からなります。区切り文字やその他のリテ
ラル文字は挿入されません。

NOTE
注： 編集パターンの詳細については、CA Gen マニュアルの「Design Guide」を参照してください。

z/OSの、エラー充填文字と通常充填文字

通常充填文字はフィールドごとに定義されます。フィールドの状態がエラーかどうかを示すときに使用されます。

充填文字はSBCS文字かMBCS文字のいずれかです。

充填文字は、表示スペースに送られる前に、編集済みの中間結果に付加されます。

z/OSフィールドの充填文字

充填処理は、表示用に書式設定されたあとのデータが、表示用エリアの長さより短いときに、出力に対し実行されます。
表示用エリアと同じ長さになるよう、所定の充填文字が、書式設定されたデータに付加されます。

また、表示スペースの読取時には、編集用の意味のあるデータを取得するために、プレゼンテーション・エリアから充填
文字が除去されます。入力充填処理は、出力充填処理中にデータに対して実行された処理の、逆を行ないます。

充填処理は行末揃えと関連しています。充填文字と表示スペースへの処理は、有効になっている行末揃えのモードに応じ
て、異なります。

z/OS入力行末揃え

入力行末揃えとは、変数内で入力データを適切に揃える処理をいいます。

ASIS行末揃えでは、文字の配置を変更せずに、入力変数に直接に文字列を移動します。行末揃えモードがASISのときに
は、入力から充填文字は除去されず、入力文字列全体が意味のあるものであるとみなされます。

LEFT行末揃えは、ASISが選択されていない場合にテキストに適用されます。行末揃えモードがLEFTのときには、表示
スペースの右端からだけ充填文字が除去されます。充填文字の除去は、右から左に進み、最初の非充填文字に出会ったと
きに停止します。残りの表示文字列は意味があるとみなされます。

RIGHT行末揃えは、数量に適用されます。行末揃えモードがRIGHTのときには、表示スペースの左端からだけ充填文字
が除去されます。充填文字の除去は、左から右に進み、最初の非充填文字に出会ったときに停止します。そこで、残りの
表示文字列は意味があるとみなされます。

CENTER または WORD-WRAP 行末揃えでは、表示スペースの両端から充填文字が除去されます。さらに、複数の充填
文字または空白が表示スペース内で隣接している場合は、１個の空白にまとめられます。

z/OS出力行末揃え

出力行末揃えとは、データのサイズと表示スペースに基づいて表示スペース内のデータの位置を揃える処理をいいます。

データがジャスティフィケーションされるとき、内部データは、変換および編集されて、テキストに似た中間文字列が作
り出されます。表示スペース内で中間文字列は行末揃えされます。中間データの文字はすべて、意味があるものとみなさ
れます。

充填文字は、表示スペースに送られる前に、行末揃えされた編集済みの中間結果に付加されます。どの種類の行末揃えを
選択したかにより、中間文字列への充填文字の追加位置が決まります。

ワードラップまたは左行末揃えが選択された場合は、中間文字列の末尾に充填文字が付加されます。

右行末揃えが選択された場合は、文字列の左端に充填文字が付加されます。

 921



 CA Gen - 86JP - Japanese - Japan

中央行末揃えが選択された場合は、文字列の両端に充填文字が付加されます。

ASIS行末揃えを使用すると、必要な場合に、NULL (x'00')文字のみが文字列の右端に追加されます。充填文字は、ASIS
行末揃えフィールドには決して追加されません。

ピクチャ数ゼロのエラー
ビットマップ・ファイルをプッシュ・ボタンに定義しようとしているにもかかわらず、ピクチャ数フィールドに０（ゼ
ロ）を入力しました。最小有効値は１（１つ）です。

Enter キーを押します。処理を実行するには、選択したビットマップ内のピクチャ数を入力してください。

ズーム 1 1
省略時のズーム・レベルを復元します。

ズーム・イン
ズーム・インすると、ダイアグラム内のオブジェクトのサイズが大きくなります。

ズーム アウト
ズーム・アウトすると、ダイアグラム内のオブジェクトのサイズが小さくなります。

文字変換
［はい］を選択すると、すべての CHAR（データ構造リスト内の TEXT フィールド）が VARCHAR2 テキスト フィール
ドに変換されます。このオプションは、テクニカル設計としてOracleを選択した場合のみ有効です。

場合に応じて変換する場合は、データ・オブジェクトを強調表示し、「詳細」→「特性」→「Varchar」の順に選択してく
ださい。

黒を省略時背景色とする

このオプションは、当ダイアグラムの背景色を黒にします。

Black Background Color - Global （黒を省略時背景色とする - グローバル）

このオプションは、グラフィカルなダイアグラムの背景色を全体的に黒の背景色に変更します。

［ボーダ］ラジオ・ボタン
このラジオ・ボタンは、ダイアグラムに境界線とモデルに関する情報ボックスを付けて出力します。情報は下記のものが
あります。

• モデル名
• サブセット名
• 日付
• 時刻
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Menu Enabled 特性
使用法

Enabled (String)

説明

メニューの活性状態を設定または検索します。

引数

メニューの新しい活性状態を示す文字列。「真」の値は、メニュー項目が活性状態であることを意味します。

戻り値

この特性が戻す文字列は、メニューの現在の活性状態を示します。「真」の値は、メニュー項目が活性状態であることを
意味します。

ロード確認中のモデルのアップグレード
オープンしようとしているモデルの作業をしたのちワークステーションをアップグレードした可能性があります。このモ
デルの作業を旧リリースのワークステーションで続行するか、現行リリースのワークステーションで続行するかを決める
必要があります。リリースが異なったワークステーション間のモデル・ファイル上で代わりに作業できません。下記を実
行したい場合は、「はい」か「いいえ」を選択してください。

オプション 目的
Yes 選択されたモデルをロードして、次のモデルを保存する際に、フ

ァイルの更新を実行します。更新後は、現行のリリースに対して
更新していなかったワークステーションによってモデルはアクセ
スできません。

No 「オープン」の要求を取り消します。モデル・ファイルは変更さ
れません。

［ファイル転送を行なう］のエラー
 

［ファイル転送を行なう］コミュニケーション・オプションが選択されていません。CA Gen のメイン・ダイアグラム
で、［オプション］ - ［エンサイクロペディア・コミュニケーション］の順に選択してください。［ファイル転送を行な
う］チェック ボックスを選択してください。使用するコミュニケーション・ボード・タイプを選択してあることを確認
してください。

 

コマンド・エントリ用アクション・バー

このチェック・ボックスを選択すると、プロシージャ合成でアクション・バー用エントリ・フィールドを作成するように
指定できます。バーは、エンティティ・アクション用のコマンドのリストとコマンド・エントリ用のフィールドから構成
されます。ユーザは、フィールドに 1 文字または 2 文字のコードを入力し、キーを押してコマンドを実行します。

アクション・ブロックの複写の確認

１つのアクション・ブロックを別のアクション・ブロックに複写すると、２つの同一アクション・ブロックが作られま
す。

 923



 CA Gen - 86JP - Japanese - Japan

アクション・ブロックを複写するには、［了解］をクリックします。

アクション・ブロックを複写しない場合は、［取消］をクリックします。

アクション・ブロックの削除エラー

選択したアクション・ブロックは誘導属性の値の計算用です。

このアクション・ブロックを削除すると、それによって誘導アルゴリズムのない誘導属性が生じた場合、一貫性検査エ
ラーが起きます。

下記のいずれかを行なってください。

• そのアクション・ブロックの削除をやめる。
• 属性の発生源分類を、基本か設計にかえる。
• 別の誘導アルゴリズムを設ける。

［アクション・ブロック・モジュール］ダイアログ

［アクション・ブロック・モジュール］ダイアログ・ボックスでは、アクション・ブロック（プロセス・アクション図の
形式）を選択して、各エンティティ・アクションをインプリメントできます。エンティティ・アクションは、クライアン
ト・エリア内に「表示」、「作成」、「更新」、「削除」として表示されます。タイトル・バーの名前は、インプリメン
トするアクション・ブロックのアクションに対応します。

NOTE
注： 以下の条件のどちらかに当てはまる場合、アクション・ブロックは選択リストに表示されません。

常駐インポート・ビューまたは常駐エクスポート・ビューを持つ。

入出力両用インポート・ビューまたは入出力両用エクスポート・ビューを持つ。

［アクション・ブロック特性］ダイアログ

［アクション・ブロック特性］ダイアログ・ボックスでは、ソース・コード・ファイルの名前を指定し、ダイナミック・
リンクの選択肢として［省略時解釈］を指定します。生成ツールは、アクション･ブロックについてソース･コードを生成
するときに、名前を割り当てます。

このダイアログ・ボックスで、選択したアクション・ブロックに対して、新しいソース名を割り当てるか、別のダイナ
ミック・リンク・オプションを指定できます。

［ダイナミック・リンク（z/OS）］ドロップダウン・リストでは、目標が z/OS である場合に、選択したアクション・ブ
ロックのダイナミック リンクのためのビジネス・システムのデフォルトを採用または上書きすることができます。

• デフォルト
［MVS 環境パラメータ］ダイアログ・ボックスで指定されたアクション・ブロックに、ビジネス・システムの省略時
解釈を使用します。

• Yes
ダイナミック・リンク・オプションが［Yes］に設定されているアクション・ブロックは、実行時に動的に呼び出さ
れ、DLL に格納されます。

• No
ダイナミック・リンク・オプションが［No］に設定されているアクション・ブロックは、実行時に動的に呼び出され
ません。アクション・ブロックは静的に呼び出され、そのアクション・ブロックがパッケージングされているアプリ
ケーションにリンクされます。
互換性の対象に選ばれるモジュールから静的に呼び出されるアクション・ブロックには、特別な処理がされます。こ
の処理は、［互換性の対象に選ばれるプロセス・モジュール］オプションを選択することによりインプリメントされ
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ます。［互換性の対象に選ばれるプロセス・モジュール］の詳細については、「［生成の省略時解釈］ダイアログ・
ボックス」を参照してください。

• 互換性
ダイナミック・リンク・オプションが［互換性］に設定されているアクション・ブロックは、実行時に動的に呼び出
され、非 DLL モジュールに格納されます。

NOTE
注： z/OS のダイナミック・リンク機能の詳細については、z/OS のドキュメントを参照してください。

プロセス・アクション図におけるアクション・ブロックの選択

次の中から１つ選択する：

<新規アクション・ブロックの追加>

新しいアクション・ブロックの名前と記述内容を指定できます。

既存のアクション・ブロック名

以前作成したアクション・ブロックを使って属性を使用したり設定したりできます。

 

 

［組み込まれたアクション・ブロック］ダイアログ

［組み込まれたアクション・ブロック］ダイアログ・ボックスでは、インプリメントするアクション・ブロックと、処理
を指示するコマンドを指定できます。

アクション・ブロックをインプリメントするときは、下記を指定してください。

アクション・ブロック インプリメントできるアクション・ブロックを表示します。
コマンドと別名 アクションに対して処理を指示するコマンドを表示します。

［選択］プッシュ・ボタンを押すと、選択したコマンドとアクション・ブロックが選択リストの一番上に追加されます。
コマンドとアクション・ブロックを組み合わせてクライアント・エリアに置くときは、［了解］プッシュ・ボタンを選択
してください。

データ・モデル・ブラウザのアクション・ブロック・リスト・ボックス

アクション・ブロックは、選択したデータ・オブジェクト・タイプのアクション・ブロックです。アクション・ブロック
の特性を表示または変更するには、アクション・ブロックをダブルクリックします。

［オペレーション］を選択した場合、表示されるアクション・ブロックはオペレーション・アクション・ブロックです。
リスト・ボックスが空の場合、アクション・ブロックが、そのデータ・オブジェクトのオペレーション・アクション・ブ
ロックとして、選択されていません。

［参照アクション・ブロック］を選択した場合、オペレーション・アクション・ブロックとして選択したアクション・ブ
ロックと、それ以外の全アクション・ブロックが、リスト・ボックスに表示されます。

アクション・ブロックをオペレーション・アクション・ブロックとして選択するには、「Select as Operation」を参照し
てください。

アクション・ブロックをオペレーション・アクション・ブロックとして選択解除するには、「Deselect as Operation」を
参照してください。
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アクション・ブロック選択

表示されたアクション・ブロックを選択し（複数可）、［了解］をクリックしてください。

アクション・ブロックの選択リスト

この選択リストでは、「エンティティの保守」のプロシージャ・ステップが呼び出すアクション・ブロックを、エンティ
ティ・アクションの実行中に選択できます。

NOTE

注：

以下の条件のどちらかに当てはまる場合、アクション・ブロックは選択リストに表示されません。

• 常駐インポート・ビューまたは常駐エクスポート・ビューを持つ。
• 入出力両用インポート・ビューまたは入出力両用エクスポート・ビューを持つ。

アクション図における［アクション・ブロック合成］ダイアログ

［アクション・ブロック合成］ダイアログでは、1回に、1つのアクション図または1つのアクション・ブロックに対し
て、アクション・ステートメントが生成されます。エンティティ・タイプ選択リストは、データ・モデル内の使用可能な
エンティティ・タイプの一覧です。この一覧にてエンティティ・タイプを選択してから、アクション対話（作成、読取、
更新、削除、またはリスト）のモード、または希望の種類を選択してください。最後に、アクション対話のオプションを
選択して、プロセス合成の実行方法をカスタマイズしてください。

詳細は、個々のコントロールのヘルプを参照してください。

アクション・ブロック合成により生成された出力は、手作業で作成した、アクション・ブロックまたはアクション図と同
じものです。生成された各プロセス・アクション図およびプロシージャ・アクション図には、下記のものが含まれます。

• ビュー
• １つ以上の移動ステートメント
• １つ以上のエンティティ・アクション・グループ
• 例外ロジックのブランチ（ユーザのビジネスに関する規則を反映するために必要なロジック以外の完全なもの）

アクション・ブロック合成をすることにより、手作業よりも迅速に作業できます。なぜなら、プロセス合成機能は、上
記の情報を自動作成するだけでなく、サブジェクト・エンティティ・タイプと関係で結ばれている周囲のエンティティ・
タイプ（複数ありえる）も考慮するからです。直結エンティティ・タイプを考慮することは特に、作業対象のエンティ
ティ・タイプが複数の関係を持つ場合に役立ちます。

NOTE
注： データ・モデルのサブセットでアクション・ブロック合成を実行する場合は、そのモデル全体をスコーピ
ングしてそのサブセットに含めてください。指定しない場合、サブジェクト・エンティティ・タイプの関係先
エンティティ・タイプへアクセスできないため、生成する PAD が不完全なものになる可能性があります。

アクション図におけるアクション・ブロック合成

アクション・ブロック合成の条件を設定するには、下記を指定してください。

• エンティティ・タイプ
• モード
• 省略時アクションの確認
• 一貫性検査
• 属性ビュー選択のタイプ
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アクション図で［アクション・ブロック合成］を選択すると、データ・モデルの一貫した部分に基づいて、詳しいプロセ
ス・ロジックを自動生成する一連のダイアログ・ボックスが表示されます。この機能を、アクション・ブロック合成と呼
びます。このプロセス・ロジックは、アクション・ブロック合成で使える、下記の基本的なエンティティ・アクションを
反映するものです。

• CREATE
• READ
• UPDATE
• DELETE
• LIST (READ EACH)

アクション・ブロック合成アクションは、アクション・ステートメントのないアクション図（プロセス・アクション図ま
たはプロシージャ・アクション図）、またはアクション・ブロックがある場合に、アクティブ状態になります。

アクション図の複写：複写先

複写処理を活性化するには、複写先の指定が必要です。複写先のビジネス・システムは、複写元と同一にすることも、別
にすることもできます。
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WARNING
重要： 複写元のアクション図内のすべてのビューとステートメント（さらに、必要な場合はウィンドウ）が、
複写先の既存のアクション図内のビューとステートメントに取って代わります。

WARNING
このダイアログ・ボックスのフィールドは以下のとおりです。

• アクション図
このフィールドでは複写先を指定します。既存のアクション図または新規のアクション図を複写先にできます。
既存のアクション図を指定するには、プロセス、プロシージャ・ステップ、アクション・ブロックの名前を選択して
ください。名前はこのフィールドに表示されます。
アクション図を作成するには、名前を入力します。PSB 名には以下の制限事項があります。
– 最長 32 文字です。
– 使用できる特殊文字は、スペースと下線だけです。
– 名前の先頭は、数字または文字にしなければなりません。
選択したプロセス、プロシージャ・ステップ、アクション・ブロックよりも、入力した名前が優先されます。
複写によって新規に作成されるプロシージャ・ステップは、対話設計ツールで作成したものと変わりません。複写に
よって新規に作成されるプロセスは、アクティビティ階層図ツールで作成したものと変わりません。

• ビジネス・システム
このリストには、宛て先（複写先の選択肢）として利用可能なビジネス・システムが表示されます。ビジネス・シス
テムはモデル全体について定義され、アルファベット順にソートされています。現在のビジネス・システムは最初か
ら選択されています。
プロシージャ・ステップは、作成元のビジネス・システムと関連があります。つまり、ビジネス・システムを選択す
るとプロシージャ・ステップのリストも変更されます ビジネス・システムはプロセスには適用されません。

• プロセスまたはプロシージャ・ステップ
このリストは、複写先にできるプロセスまたはプロシージャ・ステップを表示します（複写先の選択）。リスト
はアルファベット順にソートされます （リストの項目は、アクション図ツールを「分析」（Analysis）と「設計」
（Design）のいずれから入力したかによって異なります）。
プロシージャ・ステップは、現在のビジネス・システムにあるプロシージャ・ステップです。プロシージャ・ステッ
プのリストは、別のビジネス・システムを選択すると変わります。プロセスはビジネス・システムとは関連がありま
せん。

• アクション・ブロック
このリストは、複写先にできるすべてのアクション・ブロックを表示します（複写先の選択）。現在のモデルについ
て定義されているすべてのアクション・ブロックが表示されます。また、リストはアルファベット順にソートされて
います。

アクション図の複写：複写元

アクション図の複写が最も多用されるのは、プログラミング・ロジックを再利用する必要がある場合です。（アクション
図にグラフィカル・ユーザ・インターフェースが含まれる場合は、そのインターフェースも複写できます）。既存のアク
ション図、または複写処理中に作成される新規のアクション図を複写先にできます。

複写には下記の２つのタイプがあります。

• コピー（そのまま） -- アクション図を正確に複製します。
• 置換による複写 -- アクション図を複製して、既存のエンティティ・タイプを、指定したエンティティ・タイプと置換
します。

［複写先］ボタンは、複写する項目を選択した後に有効になります。［複写］ボタンは、複写先を選択した後に有効にな
ります。複写先のビジネス・システムは、複写元と同一にすることも、別にすることもできます。
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すべてのアクション・ステートメントとすべてのビューが複写されます。さらに、プロシージャ・ステップの複写時に
は、すべてのウィンドウを含めることができます。

マッチングされた、エンティティ・タイプと、その属性および関係が、アクション・ステートメント内とビュー内で、置
き換わります （優先順序は、最初にビューが考慮され、次にウィンドウ・コントロールが考慮されます。「制限事項」
も参照してください）。

制限事項

置換する場合、属性のビューまたは関係が一致しない場合、ステートメントが複写先で消去されます。

ウィンドウを含めない（複写または置き換えつつ複写に対し）ときは、コントロールに関連するステートメント
が「INVALID」という語を含むように変更されます。たとえば、元のステートメントが、SET export_view entity1
attribute_view TO some_window_name control_nameであるとします。

複写先の複写されたステートメントは、SET export_view entity1 attribute_view TO INVALID (some_window_name
control_name)となります。

ウィンドウを含めるがビューがマッチングされていないときも、複写先でステートメントが"INVALID"という語を含むこ
とがあります。（コントロールは、マッチングされていないビューにはマップできません）。

アクション図は下記を複写先にできません。
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• それ自身
• 保護されているアクション図（サブセットの一部としてチェックアウトされ、いずれかのサブセット保護レベルに
よって保護されているアクション図）

• 別のアクション図によって使用されているアクション図

画面付きプロシージャ・ステップが、［対話設計］にて［複写］を選択して複写された場合、関連付けられている画面オ
ブジェクトも自動的に複写されます。

画面付きプロシージャ・ステップが、アクション図にて［複写］を選択して複写された場合、関連付けられている画面オ
ブジェクトは自動的に複写されません。

いずれかのダイアグラムで［置き換えつつ複写］を選択して、画面付きのプロシージャ・ステップを複写しても、関連す
る画面オブジェクトは自動的に複写されません。

メッセージ

新規のアクション図に複写する場合は、確認メッセージ「アクション図［アクション図名］を［アクション図名］に複写
します」が出力されます。既存のアクション図に複写する場合は、複写先の既存のビュー、アクション・ロジック、ウィ
ンドウが削除され、複写元のアクション図に置き換えられることを通知するメッセージが出力されます。複写の実行、ま
たは複写の中止を選択できます。

複写に成功した場合は、メッセージ「複写要求の処理が完了しました」の出力によって確認できます。また、一致しな
い属性がアクション図に含まれている場合は、メッセージが出力され、属性の不一致が原因でステートメントが消去され
たことが通知されます。このメッセージは、ソースのアクション図に、置換に際して一致しない属性または関係が含まれ
ていたことを示しています。このように属性または関係が一致しない場合は、複写先で論理ステートメントが消去されま
す。

ソースのアクション図をそれ自身に複写しようとすると、メッセージが出力され、別のソースまたは複写先を指定しな
ければならないことが通知されます。同様に、現在使用されている（USEd）アクション・ブロックは複写先として無効
であり、指定するとその旨を通知するメッセージが出力されます。保護されているアクション図または保護されている
ビューに複写しようとすると、複写が許可されないことを通知するメッセージか出力されます。保護とは、アクション図
またはビューがサブセットの一部としてチェックアウトされ、いずれかのサブセット保護レベルによって保護されている
ことを意味します。別の複写先を選択するか、または、より適切な更新権限を付与してサブセットをチェックアウトして
ください。これらの状況のメッセージは、それぞれ下記のとおりです。

• 「ソースを自身に複写することはできません。別のソースまたは複写先を指定しなければなりません」
• 「使用されているアクション・ブロックには複写できません」
• 「保護されているアクション図には複写できません」
• 「保護されているビューがあるアクション図には、複写できません」

WARNING
重要： あるアクション図を既存のアクション図に複写すると、宛先（複写先）のアクション図は上書きされま
す。たとえば、アクション・ブロック A をアクション・ブロック B に複写すると、2 つの同一のアクション・
ブロック（A と B）が作成されます。B に対して以前に定義された情報（ビューや論理ステートメントなど）
は失われます。

WARNING
このダイアログ・ボックスのフィールドは以下のとおりです。

• （複写先の）プロセスまたはプロシージャ・ステップ
このリストは、複写元として使用できるプロセスまたはプロシージャ・ステップを表示します。リストはアルファ
ベット順にソートされます。リストの項目は、アクション図ツールを［分析］と［設計］のいずれから入力したかに
よって異なります。
プロシージャ・ステップは、現在のビジネス・システムにあるプロシージャ・ステップです。プロセスは、ビジネ
ス・システムともインターフェースとも関連がありません このリストにプロセスが含まれている場合、［ウィンドウ
を含める］オプションは無効状態です。
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プロセスまたはプロシージャ・ステップがオープンされている場合は、リスト内で自動的に選択されます。オープン
されていない場合は、何も選択されず、リストはエントリの最上部に位置付けられます。

• （複写元の）アクション・ブロック
このリストは、すべてのビジネス・システムにあるすべてのアクション・ブロックを表示します。アクション・ブ
ロックはアルファベット順にソートされ、複写元または複写元として選択できるものを表わします。
あるアクション・ブロックがオープンしている場合、そのアクション・ブロックはこのリスト内で自動的に選択され
ます。オープンしていない場合は何も選択されず、リストはエントリの最上部に位置づけられます。
アクション・ブロックはインターフェースとは関連がないため、このリストから選択するとき、［ウィンドウを含め
る］オプションは無効状態です。

• （アクション図）複写中にエンティティ・タイプを置換
このオプションをオンにすると、複写処理の際に、エンティティ・タイプおよび、関連づけされた属性と関係の置き
換えを指定します。たとえば、エンティティ　タイプ「顧客」を「EMPLOYEE」と置換したいことがあります。「顧
客」がビューとステートメントなどで参照されると、つねに置換が発生します。
このオプションは［置き換え］ボタンを有効にします。
置換選択を行い、［了解］を選択すると、以下を実行できます。
– 選択を保持したまま、オプションの選択および選択解除を行います。
– 選択を保持したまま、置換ダイアログを起動し（選択を確認するため）、取り消す。
下記の条件では、選択が常にクリアされます。
– 置換ダイアログを起動し、いずれの選択も承認しないままその置換ダイアログを取り消した場合。
– どちらかのリスト（プロセスまたはプロシージャ・ステップのリスト、またはアクション・ブロックのリスト）
で、一方のリストでのみ可能な選択を実行したとき

• （アクション図の複写の）全複写元のウィンドウを含める
このオプションでは、アクション図の複写時に、グラフィカル・ユーザ・インターフェース（すべてのウィンドウと
ダイアログ・ボックス）の複製を指定します。
複写に置換が含まれる場合は、ウィンドウ・タイトル内のマッチングしたエンティティ・タイプが置換されます。た
とえば、「CUSTOMER」を「ACCOUNT_MANAGER」に置き換えるとします。ウィンドウ・タイトルの「顧客発送
情報」は「会計管理者発送情報」に変わります。
ウィンドウを含めない（複写または置き換えつつ複写に）ときは、コントロールに関連するステートメント
が"INVALID"という語を含むように変更されます。たとえば、元のステートメントが、SET export_view entity1
attribute_view TO some_window_name control_nameであるとします。
複写先の複写されたステートメントは、SET export_view entity1 attribute_view TO INVALID (some_window_name
control_name)となります。ウィンドウを含めるがビューがマッチングされていないときも、複写先でステートメント
が"INVALID"という語を含むことがあります。（コントロールは、マッチングされていないビューにはマップできま
せん）。

• 置き換え
置き換えの詳細については、「置き換えつつ複写」を参照してください。

• 複写先
複写先の詳細については、「Action Diagram Copy - Destination」を参照してください。

• コピー
このボタンによってコピー・プロセスが開始します。

Action Diagram Dump

このアクションを使用できるのは、弊社の社員のみです。お客さまは、弊社のテクニカル・サポートからの指示のもとで
のみ使用してください。

［アクション図名］ダイアログ

［アクション図名］ダイアログ・ボックスでは、アクション図を選択できます。

このダイアログ・ボックスのフィールドは以下のとおりです。
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• フィルター
このフィールドでは、指定したキーワードに基づいてオプションの一覧をソートすることができます。テキスト・
ボックスにキーワードを入力し、［適用］をクリックします。
［Processes （プロセス）］または［Procedure Steps （プロシージャ・ステップ）］、および［アクション・ブ
ロック］の一覧には、入力文字列に一致する名前が表示されます。入力文字列は、名前の中の任意の位置に含まれて
います。
フィルター処理を行うには、以下のワイルドカード文字を使用します。
– アスタリスク（*）は 0 個以上の文字を表します。
例： 「ART*T」と入力すると、一覧に ADD_DEPARTMENT、DELETE_DEPARTMENT などが表示されます。

– 疑問符（?）は、直前の文字の 0 回または 1 回の繰り返しを表します。
例： 「DI?」と入力すると、一覧に DIVISION、DEPARTMENT、MODIFY_EMPLOYEE などが表示されます。こ
の場合、? の前にある文字（I）は任意です。

– NLS 文字もサポートされています。
• プロセス
この選択リストには、基本プロセス（分析）またはプロシージャ・ステップ（設計）のアクション図名が表示されま
す。

• アクション・ブロック
この選択リストには、アクション図に定義されているアクション・ブロックとアルゴリズムが表示されます。

• 新規
アクション図を作成するには、このボタンをクリックします。［New Action Diagram （新規アクション図）］ダイア
ログが表示されます。

［了解］をクリックして選択内容を完了します。あるいは、［取消］をクリックしていずれのアクション図も選択せず
に、ダイアログ・ボックスを閉じます。

［アクション図の印刷の選択］ダイアログ

［アクション図の印刷の選択］ダイアログ・ボックスを使用すると、1 つまたは複数の PAD を選択して印刷できます。
左側に、基本プロセス（分析段階）またはプロシージャ・ステップ（設計段階）のアクション図名が表示されます。右方
には、アクション・ブロックとアルゴリズムの名前が表示されます。

選択したアクション図を印刷するには、以下を指定します。

• 出力メディア（ファイルかプリンタか）
• ファイル書式（ページングの有無）
• ナンバリング・フォーマット（行、ステートメント、またはなし）
• 内容（ダイアグラム全体か、選択された行のみか）

ファイルへの出力とプリンタでの印刷ができます。

このダイアログ・ボックスのフィールドは以下のとおりです。

• プロセス/プロシージャ・ステップの選択リスト
この選択リストには、基本プロセス（分析）またはプロシージャ・ステップ（設計）のアクション図名が表示されま
す。

• アクション・ブロック選択リスト
この選択リストには、アクション図に定義されているアクション・ブロックとアルゴリズムが表示されます。

［了解］をクリックして選択内容を完了します。あるいは、［取消］をクリックして選択内容を破棄します。
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［プロモート・アクション図の選択］ダイアログ

［プロモート・アクション図］ダイアログ・ボックスには以下の要素が含まれます。

• アクション・ブロック
これは、アクション図に定義されているアクション・ブロックとアルゴリズムのリストです。

• プロモート
このボタンをクリックし、アクション・ブロックのプロモート先の基本プロセスの選択リストにアクセスします。
［プロモート］をクリックすると、［アクション・ブロックにおけるプロモート］ダイアログ・ボックスが表示され
ます。

［取消］をクリックして選択内容を破棄します。

［アクション図］プッシュ・ボタン

［アクション図］プッシュ・ボタンは、関連プロシージャ・アクション図を開始します。そのあと、このプロシージャ・
アクション図を、［アクション名］フィールドで命名されたイベント・アクションに配置します。

下記の操作をすると、このプッシュ・ボタンが活性化されます。

• アクション名を追加します。
• ［アクション名］フィールドのドロップダウン・リストで名前を選択します。
• ［定義イベント］選択リストでイベントを選択します。

イベント処理の［アクション名］

［アクション名］では、イベント・アクションの名前を指定します。この名前は一意でなければなりません。開発者が自
分で名前を入力することも、ナビゲーション図ツールに名前を作成させることもできます。［アクション名］をブランク
のままにします。次に［追加］を選択して、ナビゲーション図ツールで名前を作成します。ナビゲーション図ツールは、
ウィンドウ名、コントロール・タイプ、コントロール名、およびイベント・タイプを順番に組み合わせて名前を作成しま
す。一意な名前を作成できない場合、ナビゲーション図ツールはエラー・メッセージを表示し、名前を入力するよう要求
してきます。

するとプロシージャ・アクション図に、下記のようにアクション名が表示されます。

---- EVENT NAME <action name>

|

----

アクション名の長さは、最大32文字です。許可されている特殊文字は、ブランクと下線だけです。

［アクション名］ドロップダウン・リストには、現在のプロシージャ・ステップに定義されているアクション名がすべて
表示されます。これは、イベント・アクションは再使用可能で、多数のイベントと関連づけることができるからです。こ
のような場合、通常、イベント・アクションは、CASE OF COMMAND 構造を使います。CASE OF COMMAND 構文の
コマンドは、各種イベントと関連づけられるだけでなく、各イベントが一意になります。

NOTE
注： ナビゲーション図ツールが使用したものと同様のイベント・アクション命名スキーマを使用することをお
勧めします。つまり、「ウィンドウ名 + コントロール・タイプ + コントロール名 + イベント・タイプ」と指定
します。命名スキーマを使えば、イベント・アクションの検索が高速で簡単になります。
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［イベント・アクションの追加］ダイアログ内の［アクション名］

［アクション名］では、イベント・アクションの名前を指定します。

名前は、プロシージャ・ステップ内で一意である必要があります。名前の長さは、最大32文字です。許可されている特
殊文字は、ブランクと下線だけです。

ナビゲーション図ツールで、［アクション名］を追加することもできます。ナビゲーション図では、追加したイベントに
名前が付いていない場合に、以下の命名法に従って、CA Gen によりイベント・アクションの名前が自動的に命名されま
す。

ウィンドウまたはダイアログ・ボックス名_[コントロール・タイプ]_[オブジェクト名]イベント

コントロール・タイプは、pb（プッシュ・ボタン）、ef（入力フィールド）などです。

オブジェクト名は、そのプッシュ・ボタンの名前、入力フィールドの名前などです。

イベント・アクションを作成したら、ナビゲーション図にて、イベント・アクションをイベントまたはコマンドに関連づ
ける必要があります。

アクション名は、下記のようにプロシージャ・アクション図（PrAD）の下部に表示されます。

---- EVENT NAME <action name>

|

----

Activated イベントと Deactivated イベント

GUI 生成ウィンドウでは、Activated イベントと Deactivated イベント、およびダイアログ・ボックスのみがサポートさ
れています。その他のコントロールでは起動しません。

Activated イベントは、ウィンドウまたはダイアログ・ボックスが非活動状態または非表示状態から活動状態に変わる
と、必ず起動します。つまり、ウィンドウが最初に表示されたとき、または、開発者がウィンドウを前景に置いたときに
起動します。ウィンドウまたはダイアログ・ボックスが活動状態で、再度続けてこれをクリックしても、Activatedイベ
ントは再起動しません。

ウィンドウまたはダイアログ・ボックスをオープンすると、Activatedイベントの前にOpenイベントが起動します。

Deactivatedイベントは、ウィンドウまたはダイアログ・ボックスが、非活動化するかまたはクローズすると、必ず起動
します。ほかのアプリケーション・ウィンドウを活動化するかまたはダイアログ・ボックスを隠すと実行されます。

ウィンドウまたはダイアログ・ボックスが閉じている場合は、Close イベントが実行される前に Deactivated イベントが
トリガされます。

Cannot Lock the Model （モデルをロックできません）

このモデルが使用可能であることを確認してあったにもかかわらず、ほかの開発者からのアクセスを防ぐためにこのモデ
ルのログ・ファイルをロックしようとしたとき、エラーが起きました。めったに起きないことではありますが、ふたりの
開発者が同時に同じモデルをオープンしようとしたと考えられます。メッセージの指示にしたがってください。それでも
解決しない場合はテクニカル サポートに連絡してください。
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［アクティベーション・コードの入力］ダイアログ

このダイアログ・ボックスは、最初のインストールに含まれていない CA Gen ソフトウェア機能に適用されます。
この機能を活動化するには、該当するソフトウェア・アクティベーション・コード（SACコード）を入力してくださ
い。SAC コードを知るには、CA Gen ソフトウェアに添付されているレターを参照してください。この機能を使用する
には、正しいSACコードを、入力するか、クリップボードから貼り付けるかしなければなりません。

CA Gen ツールセットを空のディレクトリにインストールした後、ツールセットを初めて実行すると、このダイアログ・
ボックスが表示されます。また、モデルを開く前に CA Gen のスタートアップ・メニューから表示することもできま
す。このときに、初期導入時に指定しなかったオプションをさらに追加することもできます。

アクティベーション・コードの入力に問題がある場合は、CA Gen テクニカル・サポートにお問い合わせください。

プッシュ・ボタンのヘルプ

プッシュ ボタン 説明
了解 ダイアログ・ボックスをクローズし、［SAC コード］フィール

ドへの変更を保存します。SACコードが正しくない場合は、エ
ラー・メッセージが表示されます。

取消 変更を加えずにダイアログをクローズします。
Paste アクティベーション・コードを、クリップボードからフィールド

に、貼り付けるか複写します。SACコードが正しくない場合は、
エラー・メッセージが表示されます。

ヘルプ ［Activation Code Entry］ダイアログ・ボックスの機能の説明を
表示します。

アクティビティ・クラスタ

［アクティティ・クラスタ］の名前は、ファンクションのグループを示す語または語句、またはビジネス・システムの名
前とします。

アクティビティ・クラスタの名前は、最大 32 文字の英数字です（入力必須）。ロケーションの名前は、最大32文字（半
角）で、特殊文字は使えません。

［アクティビティ定義レポート］ダイアログ

［アクティビティ定義レポート］ダイアログ・ボックスでは、レポートの種類と、ファンクションまたはプロセスを指定
してレポートに含めることができます。

特性のレポートがほしい場合、記述、依存関係、期待効果、従属物、用途特性、の情報をレポートに付加できます。

ビュー・セットに関するレポートが必要な場合、説明、特性、定義したビュー・セットの属性に関する情報をレポートに
含めることができます。

いったん選択すると当該セッション中は継続しますが、モデルと一緒には保存されません。

情報がないレポート内容オプションを選択した場合、そのオプションには「なし」と表示されます。

ダイアログ・ボックスのオプションは以下のとおりです。

• 特性
このレポート・タイプを選択すると、選択した項目の特性を、表示されるレポートに追加できます。省略時の特性は
下記のとおりです。
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– 名前
– タイプ
– 親

• ビュー・セット
このレポート・タイプを選択することにより、各ビュー・タイプに情報を追加できます。4 種のビュー・タイプ（イ
ンポート、エクスポート、ローカル、エンティティ・アクション・ビュー）の各々に記載される省略時の情報は下記
のとおりです。
– ビュー名（ある場合）
– ビューの種類（エンティティ、ワーク・セット、サブタイプ）

• 両方
このレポート・タイプを選択することにより、選択したリスト項目のビュー・セットと特性の両方を追加できます。
レポートに表示される情報は、内容とビュー・セットのそれぞれによって異なります。

• アクティビティ
この選択リストには、選択したレポート種別にとって記載可能な全アクティビティがあります。選択したアクティビ
ティだけをレポートに記載するには、記載したいアクティビティのみを強調表示し、［了解］を選択してください。

• 説明
このレポート・オプションを選択することにより、レポート内容に、選択したアクティビティの働きを完全に記述し
たテキスト（あれば）を追加できます。

• 依存関係
このレポート・オプションを選択することにより、レポート内容に、選択したアクティビティの依存関係（あれば）
を追加できます。依存関係からわかる主な事項は下記のとおりです。
– ほかのアクティビティと並行で実行できる。
– ほかのアクティビティとの前後関係が決まっている。
後続のアクティビティがある場合、通常は条件と説明が書いてあります。

• 期待効果
このレポート・オプションを選択することにより、レポート内容に、選択したアクティビティの期待効果（あれば）
を追加できます。期待効果は、エンティティ・タイプごと、およびアクションごとに並び、通常は記述も書いてあり
ます。

• 従属物
このレポート・オプションを選択することにより、レポート内容に、選択したアクティビティの従属物（あれば）を
追加できます。そのアクティビティがルート・ファンクションの場合、親はありません。

• 用途特性
このレポート・オプションを選択することにより、レポート内容に、選択したアクティビティの用途特性を追加でき
ます。用途特性として予想実行頻度（最大、最小など）や成長率などがあります。

• ビュー・セット記述
このレポート・オプションを選択することにより、レポート内容に、選択したアクティビティのエンティティ・
ビュー・セット（インポート、エクスポート、ローカル、エンティティ・アクション・ビュー）の詳しい記述（あれ
ば）を追加できます。

• ビュー・セット特性
このレポート・オプションを選択することにより、レポート内容に、選択したアクティビティのビュー・セット（イ
ンポート、エクスポート、ローカル、エンティティ・アクション・ビュー）の特性（あれば）を追加できます。それ
らの特性は下記のとおりです。
– カージナリティ
– ビューが任意か必須か
– ビューが、インポートのみ、またはエクスポートのみか
– エントリごとにビューを初期化するか
– エンティティ・アクションをサポートしているか

• 取消
このボタンを使用すると、変更を実装せずにダイアログ・ボックスが終了します。

• 検索
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このボタンは、［検索文字列の入力］フィールドにある文字列の検索を開始します。
• すべて選択
このボタンを使用すると、選択リスト内のすべての項目を同時に選択できます。

• すべての選択解除
このボタンを使用すると、選択されているすべてのオブジェクトの強調表示が解除されます。

［アクティビティ階層レポート］ダイアログ

［アクティビティ階層レポート］ダイアログ・ボックスでは、レポートにノード番号を付けて印刷するかどうかを決定し
ます。

ノード番号は、階層図内のアクティビティの位置に対応します。

アクション・ブロックを追加

［アクション・ブロックの追加］では、ロード・モジュールにまだパッケージングされていないアクション・ブロックを
選択できます（複数可）。

表示されたアクション・ブロックを選択してください（複数可）。

［追加］プッシュ・ボタン - ［Control （コントロール）］ダイアログ
 

［追加］プッシュ・ボタンを押すと、選択したビュー、属性、コントロールが受け入れられ、そのコントロールの特性ダ
イアログ・ボックスが表示されます。

アクション・ブロックを削除

削除したいアクション・ブロックを強調表示して、「削除」を選択してください。

削除をやめるには、「取消」を選択してください。

Permitted value cannot be added or defined （許容値を追加または定義することができません）
 

この値は、小数部が属性の「小数点以下桁数」より多いため、許容値として追加できません。属性定義を変更するか、小
数部を削除して小さくしてください。

［アクティビティ・クラスタ特性の追加］ダイアログ

［アクティビティ・クラスタ特性］ダイアログ・ボックスでは、1 つの名前のもとに、類似のビジネス・ファンクション
をグループ化できます。類似のファンクションのグループは、1 つ以上のビジネス・ニーズに対処する、1 つのナチュラ
ル・ビジネス・システムを表します。

ダウンストリーム効果

アクティビティ・クラスタは、仮想上のシステムであり、インフォメーション・アーキテクチャに表わされたビジネス・
ニーズをアドレス指定します。アクティビティ・クラスタの名前には、１つのグループのファンクションを記述する語ま
たは句を指定できます。または、設計段階でビジネス・システムを区別する名前も指定できます。

１つのグループのファンクションを記述する名前を使うと、初めはプロジェクト・チームが予測したシステムのモデルに
記録されます。分析段階の最後で、その名前はビジネス・システム名に置き換わります。

ビジネス・システム名がアクティビティ・クラスタに割り当てられると、分析段階でそのモデルが詳細化されるときは、
クラスタとしてのシステム構成に関する記録はありません。将来の分析によってシステムのリストを変更しうることを承
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知した上で、その名前を使う必要があります。ビジネス・システム名を使うときは、ビジネス・システムをファンクショ
ンと対応づけるユーザ定義マトリックスも必要です。

属性の追加

このオプションを使用して、エンティティ・タイプへ属性を追加します。属性は、エンティティ・タイプの特性の１つで
あり、個々のエンティティごとに値を持つものです。

属性ビューの追加

属性のビューを追加するには、インポート・ビュー、エクスポート・ビュー、ローカル・ビュー、またはエンティティ・
タイプのエンティティ・アクション・ビュー、エンティティ・サブタイプ、またはワーク・セットを選択します。

このダイアログ・ボックスのフィールドは以下のとおりです。

• エンティティ属性
このリストには、選択したエンティティ・タイプまたはワーク・セットの属性が入っています。ビューの一部である
属性には、アスタリスク（*）が付いています。

• 検索
［検索］をクリックすると、［検索文字列の入力］フィールドの文字列で検索が開始されます。

• 説明
［記述］をクリックして［記述］ダイアログ・ボックスを開くと、その図に含まれるオブジェクトを文書化すること
ができます。記述は簡潔にし、関連すると考えられる情報をすべて記載してください。

• 取消
［取消］をクリックすると、変更を実行せずにダイアログ・ボックスを閉じます。

• 了解
［了解］をクリックすると、属性ビューの追加が完了します。

バッチ・ジョブの追加

［バッチ・ジョブの追加］では、バッチ・ジョブの名前およびそれに関連づけられたプロシージャ・ステップを指定しま
す。

EXTERNAL が指定された READLOG

EXTERNALは、アクション・ブロック・を、外部アクション・ブロックとします。

下記の例では、READLOGという名前の外部アクション・ブロックを示しています。

 -READLOG

| IMPORTS:

| Entity View import customer (mandatory,transient,import only)

| name (mandatory)

| number (mandatory)

| address (mandatory)
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| city (mandatory)

| state (mandatory)

| zip (mandatory)

| EXPORTS:

| Entity View export customer (transient,export only)

| name

| number

| address

| city

| state

| zip

| LOCALS:

| ENTITY ACTIONS:

|

| EXTERNAL

 ---

 

 

［バッチ・ジョブの追加］ダイアログ

［バッチ・ジョブの追加］ダイアログ・ボックスで、バッチ・ジョブをビジネス・システムへ追加します。バッチ・ジョ
ブとは、バッチ・プロシージャのことです。プロシージャ・ステップは、ジョブステップに相当します。

バッチ・ジョブを追加すには、1 つのプロシージャをそのバッチ・ジョブに関連づける必要があります。［了解］プッ
シュ・ボタンは、プロシージャを 1 つ指定するまで活動状態になりません。

バッチ・ジョブの名前には下記の制約があります。

• 英文字と数字が使えます。
• 先頭文字が英文字でなければなりません。
• ブランクと下線が使えます。ほかの特殊文字は使えません。
• 名前は 8 文字を超えることはできません。
• 各ビジネス・システム内で一意な名前でなければなりません。

 939



 CA Gen - 86JP - Japanese - Japan

詳細は、個々のコントロールのヘルプを参照してください。

詳細については、「How to in Packaging」を参照してください。

チェック・ボックスの追加

チェック・ボックスを追加するには、下記を指定してください。

• フィールドが入力を受け取るためのビュー
• フィールドが入力を引き渡すためのビュー
• ワーク・セットの名前
• フィールドの名前
• チェック・ボックスの名前
• チェック・ボックスのプロンプト
• ニーモニック・キー
• ON/OFF値

詳細は、個々のコントロールのヘルプを参照してください。

コマンドの追加

CA Gen 特殊フィールドのコマンドにデータをマップするには、［コマンドの追加］を選択してください。

ダウンストリーム効果

画面設計時に、コマンド・フィールドを画面上に配置してください。プロシージャ・アクション図の場合、CASE OF
COMMANDの構築段階のコマンド・フィールドに対して有効なエントリとなるコマンドを定義してください。

コンポーネント・インプリメンテーション・タイプを追加

コンポーネント・インプリメンテーション・タイプは、インプリメンテーション・モデル図にだけ追加できる仮想オブ
ジェクトです。

コンポーネント・インプリメンテーション・タイプは、属性またはオペレーションを持つことができません。また、ほか
のオブジェクトを持つレギュラ関係には加われません。

コンポーネント仕様タイプを追加

コンポーネント仕様タイプは、仕様タイプ・モデル図にだけ追加できる仮想オブジェクトです。

コンポーネント仕様タイプは、属性または独自のオペレーションを持つことができません。ほかのオブジェクトを持つレ
ギュラ関係には加われませんが、インターフェース・タイプを持つ offer 関連を １ つ持てます。

データベースの追加

［データベースの追加］では、データベースを作成し、下記の特性を指定します。

• データベース
• ストレージ・グループ
• バッファ プール
• Owner
• 説明
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下記の順序で、データ・ストア・リストの編集を行ってください。

• データベースまたはストレージ・グループを追加し、さらにいくつかの特性を定義してください。
• 既存のテーブルスペースと索引スペースを新規のデータベースに移動してください。
• 新規のテーブルスペースと索引スペースを追加し、さらにいくつかの特性を定義してください。

詳細は、個々のコントロールのヘルプを参照してください。

ナビゲーション図における［ダイアログ・ボックスの追加］

このメニュー・オプションを選択すると、［ウィンドウ/ダイアログ・ボックスの特性］ダイアログ・ボックスが表示さ
れます。アクション図を作成しなくても、ここで新しいダイアログ・ボックスをモデルに追加できます。

ダイアログ・ボックスを作成した後、（［ネットワーク］ペイン内で）ダイアログ・ボックスを右クリックしてくださ
い。表示されたポップアップ・メニューから、フィールド、ボタン、そのほかのコントロールを追加できます。

バッチ・ジョブへのプロシージャ・ステップの追加エラー

オンライン・プロシージャに含めるプロシージャ・ステップは、オンライン・プロシージャ・ステップでなければなりま
せん。バッチ・プロシージャに含めるプロシージャ・ステップは、バッチ・プロシージャ・ステップでなければなりませ
ん。

オブジェクトの追加エラー

メッセージに示されているオブジェクトを追加してください。

マトリックスへのオブジェクトの追加

このオブジェクトは別のマトリックスで追加する必要があります。またはマトリックス・プロセッサ以外のツールで追加
できます。

［エンティティ・ビューの追加/詳細］ダイアログ

［エンティティ・ビューの追加/詳細］ダイアログ・ボックスでは、エンティティ・ビューを定義し、エンティティ・
ビューを構成する属性を指定できます。各エンティティ・タイプには複数のビューを指定することもできますが、それぞ
れのビューには固有の名前を指定する必要があります。

エンティティ・ビューの特徴を以下に示します。

• インポート・ビュー、エクスポート・ビュー、ローカル・ビュー、またはエンティティ・アクション・ビューで使え
ます。

• それらはグループ・ビューに追加できます。
• それらは画面に植値するときに使用できます。
• それらは、アクション図内の USE アクション・ステートメントを通して渡すことができます。
• それらは、アクション図内の USE ASYNC アクション・ステートメントを通して渡すことができます。
• それらは、アクション図内の GET ASYNC アクション・ステートメントを通して渡すことができます。
• それらは、アクション図内の CHECK ASYNC アクション・ステートメントを通して渡すことができます。
• それらは、アクション図内の IGNORE ASYNC アクション・ステートメントを通して渡すことができます。

NOTE
注： プロシージャ合成では、常駐のインポート・ビューまたはエクスポート・ビューを持つアクション・ブ
ロックは認識されません。入出力両用の、インポート・ビューとエクスポート・ビュー
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そのようなアクション・ブロックは、プロシージャ合成時のアクション・ブロック選択リストに表示されません。

ダウンストリーム効果

CA Gen における「一貫性検査」では、エンティティ・ビューを下記の規則と照合します。

• 1 つのエンティティ・ビューには、少なくとも 1 つのプレディケート・ビューが必要です。
• エンティティ・ビューには、1 つ以上の属性がなければならない。さもないとコード生成できない。

ビューの合成時に、同じエンティティ・タイプのビューが複数ある場合は、CA Gen によってそれらのビューの名前が変
更されます。CA Gen によって、インポートとエクスポートの各ビュー・サブセット内にあるエンティティ・ビューとグ
ループ・ビューに連番が割り当てられます。

このダイアログ・ボックスのフィールドは以下のとおりです。

• フィルター
このフィールドでは、指定したキーワードに基づいてオプションの一覧をソートすることができます。テキスト・
ボックスにキーワードを入力し、［適用］をクリックします。
［Processes （プロセス）］または［Procedure Steps （プロシージャ・ステップ）］、および［アクション・ブ
ロック］の一覧には、入力文字列に一致する名前が表示されます。入力文字列は、名前の中の任意の位置に含まれて
います。
フィルター処理を行うには、以下のワイルドカード文字を使用します。
– アスタリスク（*）は 0 個以上の文字を表します。
例： 「ART*T」と入力すると、一覧に ADD_DEPARTMENT、DELETE_DEPARTMENT などが表示されます。

– 疑問符（?）は、直前の文字の 0 回または 1 回の繰り返しを表します。
例： 「DI?」と入力すると、一覧に DIVISION、DEPARTMENT、MODIFY_EMPLOYEE などが表示されます。こ
の場合、? の前にある文字（I）は任意です。

– NLS 文字もサポートされています。

• 名前
このフィールドでは、エンティティ・ビューに名前を指定します。名前は、あるエンティティ・タイプのビューを同
じエンティティ・タイプのそれ以外のビューと区別します。１つのエンティティ・タイプで個々のビューは、プロセ
スがそのエンティティ・タイプで別々の要素を使う場合に必要です。
エンティティ・ビューに名前を指定するときは、そのビューの要素を記述する語、または以下のビュー・サブセット
を識別する語を使います。
– インポート
– エクスポート
– ローカル
– エンティティ・アクション
エンティティ・ビューの参照をアクション図に表示するときは、必ずその名前は下記の形式で構成されます。

entity-view-name entity-type-name 

それぞれに、異なるエンティティ・ビュー名を付けてください。エンティティ・ビューの名前によって、ビュー・サ
ブセットとビューの内容を特定します。
エンティティ・ビューの例を以下に示します。

INPUT 

OUTPUT 

LOCAL 

 942



 CA Gen - 86JP - Japanese - Japan

下記の例では、view of によってエンティティ・ビュー名が識別されます。これは、「ビュー保守」の 2 次ウィンドウ
に表示されるフォーマットです。

Import Views 

group (r) IN-GROUP_PRODUCT_INFORMATION 

view of INPUT 

entity ORDER_LINE 

attr QUANTITY 

view of INPUT 

entity PRODUCT 

attr NUMBER 

アクション図で、エンティティ名はエンティティ・ビュー名の次に来ます。

INPUT ORDER_LINE 

INPUT PRODUCT

• エンティティ・ビューのオプショナリティ
このドロップ・ダウン・リストは、そのエンティティ・ビューを常に入力として使用するかどうかを指定します。
値［つねに］を指定されたエンティティ・ビューは、入力として使用されます。これは、ビューが必須ビューである
ことを示します。つまり、プロセスの実行時には、ビューに値が設定されている必要があります。
値［時々］を指定されたエンティティ・ビューはオプションです。この種のビューは、入力として使用されることが
あります。つまり、プロセスを実行するときに、ビューに値が設定されている必要はありません。
インポート・ビューは、オプショナリティを持つ唯一のビューです。デフォルトでは、プロシージャ・ステップ・ア
クション図を除くすべてのアクション図が、［つねに］に選択されます。

• エンティティ・アクションのサポート（常駐）
［エンティティ・アクションのサポート（常駐）］オプションを使用すると、ビューの受け渡しができます。この場
合、インポートとエクスポートのエンティティ・ビューにエンティティ・アクションをサポートする印が付けられま
す。
常駐ビューは、エンティティ・アクションをサポートしたり、エンティティ・オカレンスを表わします。MOVE およ
び SET のアクションは非常駐ビューを変更します。また、ビューはユーザ間で共有されていません。
［入り口でロックを要求］オプションにより、現行オプションの選択時に、［エンティティ・ビューの追加］ダイア
ログ・ボックスがアクティブ化されます。

NOTE
注： 常駐のインポート・ビューまたはエクスポート・ビューを持つアクション・ブロックは、プロシージャ
合成の対象外です。そのようなアクション・ブロックは、プロシージャ合成時のアクション・ブロック選択
リストに表示されません。

［エンティティ・アクションのサポート］オプションによって、アクション・ブロックの内部にあるエンティティ・
アクション・ビューの複数の READ が削除されます。ただし、実行されるステートメントが、別のアクション・ブ
ロックの同一のオカレンスで同時に行なわれた場合に限ります。
［入出力両用］オプションと［エンティティ・アクションのサポート（常駐）］オプションを選択すると、常駐
ビューが下記の箇所のエンティティ・アクション・ビューとして使用されます。
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– READ、READ EACH、UPDATE、CREATE、DELETE、TRANSFER、ASSOCIATE、DISASSOCIATE などのア
クションが指定されたステートメント

– READ と READ EACH ステートメントの修飾子の内部
– プレディケート・アクションの SET の動詞の目標
常駐ビューを MOVE またはローカル SET ステートメントの目標にすることはできません。
［エンティティ・アクションのサポート（常駐）］オプションを選択して、［入出力両用］オプションを選択しない
場合には、常駐ビューを、ビューを変更するエンティティ・アクションまたは関係アクション・ステートメントの目
標にすることはできません。しかし、常駐ビューをREADステートメントのCURRENT修飾子として使えます。
例
このオプションを選択すると、エンティティ・ビューが、常駐というラベル付きで、アクション図に表示されます。
そうでない場合は、エンティティ・ビューが非常駐というラベル付きで表示されます。
エンティティ・アクションをサポートするよう印の付いたエンティティ・ビューの例を下記に示します。

CHG_CUSTOMER 

IMPORTS: 

Entity View orders (optional,persistent,import only,unlocked) 

ダウンストリーム効果
エンティティ・アクションのサポートは、ビュー・マッチングに影響します。常駐ビューは、そのスーパー・セット
にのみマッチさせることができます。これは、下記の場合に、呼び出し元のアクション・ブロックと呼び出されるア
クション・ブロックのインポート・ビューとの間で、ビューをマッチさせることができるということを意味します。
– 呼び出されるアクション・ブロックのインポート・ビューが常駐ビューとマークされている場合。
– 呼び出し元のアクション・ブロックのビューに、呼び出されるビューによって示されたすべてのプレディケートが
含まれている場合。

スーパー・セットの規則では、下記の場合には、示されたプレディケート間で正確にマッチさせる必要があります。
– 呼び出し元のアクション・ブロックを、呼び出されるアクション・ブロックの常駐エクスポート・ビューにマッチ
させる場合。

– 呼び出し元のアクション・ブロックを、変更可能な常駐インポート・ビューにマッチさせる場合。
常駐ビューは、エンティティ・アクション・ビューと同様に扱われるため、常駐ビューをエンティティ・アクショ
ン・ビューまたはその他の常駐ビューにのみマッチさせることができます。

• エントリ時に必要なロック
［エントリ時に必要なロック］オプションを使うと、アクション・ブロックへのエントリ時にインポート・ビューの
オカレンスをロックできます。ロックしておくと、ほかのトランザクションによってデータが変更されることがあり
ません。エンティティ・タイプの追加時に、ビューが常駐である場合にのみ、このチェック・ボックスを選択できま
す。
オカレンスがロックされたインポート・エンティティ・ビューが含まれているビュー・リストの例を以下に示しま
す。

CHG_CUSTOMER 

IMPORTS: 

Entity View orders (optional,persistent,import only,locked) 

デフォルト値は、アンロックです。
ダウンストリーム効果
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コード生成時に、ソフトウェアは、READアクション時の呼び出し元のアクション・ブロックに対して、現行ビュー
がロックされるよう指示します。このオプションを選択すると、その他のアクション・ブロックに、現行アクショ
ン・ブロックが UPDATE アクションを実行しようとしていることが通知されます。

• 入出力両用
［入出力両用］オプションを使うと、インポート・ビューのエクスポート、エクスポート・ビューのインポートがで
きます。
エクスポート用にインポート・ビューを選択すると、ビューは変更されて、変更内容が呼び出し元のアクション・ブ
ロックに戻されることがあります。インポート用にエクスポート・ビューを選択すると、呼び出し元のアクション・
ブロックのビューのすべての値が、呼び出されるアクション・ブロックに渡されます。

NOTE
注： 入出力両用のインポート・ビューまたはエクスポート・ビューを持つアクション・ブロックは、プロ
シージャ合成の対象外です。そのようなアクション・ブロックは、プロシージャ合成時のアクション・ブ
ロック選択リストに表示されません。

入出力両用と指定されたインポートとエクスポートのエンティティ・ビューが含まれているビュー・リストの例を以
下に示します。

CHG_CUSTOMER 

IMPORTS: 

Entity View orders (optional,persistent,exported,locked) 

    quantity (mandatory)

EXPORTS: 

Entity View part (transient,imported) 

    description 

ダウンストリーム効果
入出力両用と指定されたインポート・ビューは、呼び出されるアクション・ブロックで更新されます。呼び出し元
のアクション・ブロックも、その結果を参照します。入出力の両用として選択されたエクスポート・ビューについて
は、呼び出されるアクション・ブロックは、呼び出し元のアクション・ブロックから渡されるデータを参照します。

• 属性状況フラグを生成
このオプションでは、属性ビューに対して内部フラグを生成するかどうかを決定します。
ビューには、CA Gen が内部的に使用するフラグが含まれています。フラグを生成しない場合、ビューに不要なデー
タの受け渡しが省略されるので、システムのオーバーヘッドが減少します。
デフォルトでは、このオプションが選択されています。したがって、内部フラグは生成されます。
生成をオフにするには、このオプションの選択をクリアします。
選択されたアクション・ブロックまたはプロシージャ・ステップと選択されたアクション・ブロック、またはプロ
シージャ・ステップから呼び出された、その他すべてのコードのブロックを必ず再生成してください。選択されたア
クション・ブロックまたはプロシージャ・ステップが、別のプロシージャ・ステップまたはアクション・ブロックを
呼び出す場合、これらも再生成しなければなりません。
［属性状況フラグを生成］オプションは、アクション・ブロックのすべてのビューに対して使用可能です。このオプ
ションは、プロシージャ・ステップのエンティティ・アクション・ビューやローカル・ビューでも使用可能です。

• 全入口の初期化
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– ［初期化］オプションを選択できるのは、ローカル・ビューに対してだけです。
– このオプションはデフォルトで選択されています。よって、すべてのエントリに対してビューが初期化されます。
– 子ビューは親ビューから特性を継承します。
– ローカル・ビューに対しこのオプションの選択をクリアしても、そのビューの内容は当該プロシージャ・ステップ
の全ライフにわたって有効なままです。そのビューはエントリごとに自動では初期化されません。

• エンティティ・タイプ
この選択リストでは、データ・モデル内にあるエンティティ・タイプを表示します。
エンティティ・タイプを選択して、その属性を調べてください。

• 戻る
選択を取り消し、直前に表示されていたオプションに戻るには、［戻る］をクリックします。

• 検索
特定の文字列が含まれるエンティティ・ビューを検索するには、［検索］をクリックします。

• 説明
エンティティ・ビューを記述するには、［記述］をクリックします。

［了解］をクリックしてエンティティ・ビューの追加を完了するか、または［取消］をクリックします。

このダイアログ・ボックスには、以下のフィールド情報が含まれます。

エンティティ・ビューの名前

このフィールドでは、エンティティ・ビューに名前を指定します。名前は、あるエンティティ・タイプのビューを同じエ
ンティティ・タイプのそれ以外のビューと区別します。１つのエンティティ・タイプで個々のビューは、プロセスがその
エンティティ・タイプで別々の要素を使う場合に必要です。

エンティティ・ビューに名前を指定するときは、そのビューの要素を記述する語、またはそのビュー・サブセットを識別
する語を使います。ビューの種類は、下記のとおりです。

• インポート
• エクスポート
• ローカル
• エンティティ・アクション

エンティティ・ビューの参照をアクション図に表示するときは、必ずその名前は下記の形式で構成されます。

entity-view-name entity-type-name

それぞれに、異なるエンティティ・ビュー名を付けてください。エンティティ・ビューの名前によって、ビュー・サブ
セットとビューの内容を特定します。

いくつかの例を下記に示します。

INPUT

OUTPUT

LOCAL

下記の例では、view of によってエンティティ・ビュー名が識別されます。これは、「ビュー保守」の 2 次ウィンドウに
表示されるフォーマットです。

Import Views
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group (r) IN-GROUP_PRODUCT_INFORMATION

view of INPUT

entity ORDER_LINE

attr QUANTITY

view of INPUT

entity PRODUCT

attr NUMBER

アクション図では、エンティティ・ビューの名前はエンティティの名前の前に表示されます。

INPUT ORDER_LINE

INPUT PRODUCT

「エンティティ・ビュー」選択リスト

この選択リストでは、データ・モデル内にあるエンティティ・タイプを表示します。

エンティティ・タイプを選択して、その属性を調べてください。

［属性ビューの追加/詳細］ダイアログ

［属性ビューの追加］ダイアログを使って、属性ビューの属性を選択します。属性ビューでは、エンティティ・タイプ、
サブタイプ、ワーク・セットを指定します。［属性ビューの詳細］ダイアログを使って、属性を必須または任意に指定し
ます。

属性のオプショナリティには、値につねにかまたは時々の指定が必要です。［属性ビューの詳細］ダイアログで、［つね
に」または［時々］が指定できます。

［ヌル可能］を使用すると、そのビューが NULL 値か NOT NULL 値かをテストできます。ヌル可能な属性ビューの処理
方法については、「NULL 特性」を参照してください。

属性ビューは、画面に表示させることも、USEアクション・ステートメントによってアクション図に渡すこともできま
す。ビューの詳細については、「ビューとは」を参照してください。

このダイアログ・ボックスには、以下のフィールド情報が含まれます。

属性ビューのオプショナリティ

このドロップ・ダウン・リストでは、属性のワーク・セットまたはエンティティ・タイプのインポート・ビューに割り当
てられたオプショナリティを表示します。

オプショナリティを変更するときは、［ビュー保守］の 2 次ウィンドウに表示されているワーク・セットまたはエン
ティティ・タイプを選択し、［特性の詳細］を使います。
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［エンティティ・ビューの追加/詳細］ダイアログ・ボックスのフィルター

［エンティティ・ビューの追加/詳細］ダイアログ・ボックスでは、エンティティ・ビューを定義し、エンティティ・
ビューを構成する属性を指定できます。各エンティティ・タイプには複数のビューを指定することもできますが、それぞ
れのビューには固有の名前を指定する必要があります。

エンティティ・ビューの特徴を以下に示します。

• インポート・ビュー、エクスポート・ビュー、ローカル・ビュー、またはエンティティ・アクション・ビューで使え
ます。

• それらはグループ・ビューに追加できます。
• それらは画面に植値するときに使用できます。
• それらは、アクション図内の USE アクション・ステートメントを通して渡すことができます。
• それらは、アクション図内の USE ASYNC アクション・ステートメントを通して渡すことができます。
• それらは、アクション図内の GET ASYNC アクション・ステートメントを通して渡すことができます。
• それらは、アクション図内の CHECK ASYNC アクション・ステートメントを通して渡すことができます。
• それらは、アクション図内の IGNORE ASYNC アクション・ステートメントを通して渡すことができます。

NOTE
注： プロシージャ合成では、常駐のインポート・ビューまたはエクスポート・ビューを持つアクション・ブ
ロックは認識されません。入出力両用の、インポート・ビューとエクスポート・ビュー

そのようなアクション・ブロックは、プロシージャ合成時のアクション・ブロック選択リストに表示されません。

ダウンストリーム効果

CA Gen における「一貫性検査」では、エンティティ・ビューを下記の規則と照合します。

• 1 つのエンティティ・ビューには、少なくとも 1 つのプレディケート・ビューが必要です。
• エンティティ・ビューには、1 つ以上の属性がなければならない。さもないとコード生成できない。

ビューの合成時に、同じエンティティ・タイプのビューが複数ある場合は、CA Gen によってそれらのビューの名前が変
更されます。CA Gen によって、インポートとエクスポートの各ビュー・サブセット内にあるエンティティ・ビューとグ
ループ・ビューに連番が割り当てられます。

このダイアログ・ボックスのフィールドは以下のとおりです。

• フィルター

このフィールドでは、指定したキーワードに基づいてオプションの一覧をソートすることができます。テキスト・ボック
スにキーワードを入力し、［適用］をクリックします。

［Processes （プロセス）］または［Procedure Steps （プロシージャ・ステップ）］、および［アクション・ブロッ
ク］の一覧には、入力文字列に一致する名前が表示されます。入力文字列は、名前の中の任意の位置に含まれています。

フィルター処理を行うには、以下のワイルドカード文字を使用します。

• – アスタリスク（*）は 0 個以上の文字を表します。
– 例： 「ART*T」と入力すると、一覧に ADD_DEPARTMENT、DELETE_DEPARTMENT などが表示されます。

• – 疑問符（?）は、直前の文字の 0 回または 1 回の繰り返しを表します。
– 例： 「DI?」と入力すると、一覧に DIVISION、DEPARTMENT、MODIFY_EMPLOYEE などが表示されます。こ
の場合、? の前にある文字（I）は任意です。

• – NLS 文字もサポートされています。
• 名前
このフィールドでは、エンティティ・ビューに名前を指定します。名前は、あるエンティティ・タイプのビューを同
じエンティティ・タイプのそれ以外のビューと区別します。１つのエンティティ・タイプで個々のビューは、プロセ
スがそのエンティティ・タイプで別々の要素を使う場合に必要です。
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エンティティ・ビューに名前を指定するときは、そのビューの要素を記述する語、または以下のビュー・サブセット
を識別する語を使います。
– インポート
– エクスポート
– ローカル
– エンティティ・アクション
エンティティ・ビューの参照をアクション図に表示するときは、必ずその名前は下記の形式で構成されます。

entity-view-name entity-type-name 

それぞれに、異なるエンティティ・ビュー名を付けてください。エンティティ・ビューの名前によって、ビュー・サ
ブセットとビューの内容を特定します。
エンティティ・ビューの例を以下に示します。

INPUT 

OUTPUT 

LOCAL 

下記の例では、view of によってエンティティ・ビュー名が識別されます。これは、「ビュー保守」の 2 次ウィンドウ
に表示されるフォーマットです。

Import Views 

group (r) IN-GROUP_PRODUCT_INFORMATION 

view of INPUT 

entity ORDER_LINE 

attr QUANTITY 

view of INPUT 

entity PRODUCT 

attr NUMBER 

アクション図で、エンティティ名はエンティティ・ビュー名の次に来ます。

INPUT ORDER_LINE 

INPUT PRODUCT

• エンティティ・ビューのオプショナリティ
このドロップ・ダウン・リストは、そのエンティティ・ビューを常に入力として使用するかどうかを指定します。
値［つねに］を指定されたエンティティ・ビューは、入力として使用されます。これは、ビューが必須ビューである
ことを示します。つまり、プロセスの実行時には、ビューに値が設定されている必要があります。
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値［時々］を指定されたエンティティ・ビューはオプションです。この種のビューは、入力として使用されることが
あります。つまり、プロセスを実行するときに、ビューに値が設定されている必要はありません。
インポート・ビューは、オプショナリティを持つ唯一のビューです。デフォルトでは、プロシージャ・ステップ・ア
クション図を除くすべてのアクション図が、［つねに］に選択されます。
– エンティティ・アクションのサポート（常駐）
［エンティティ・アクションのサポート（常駐）］オプションを使用すると、ビューの受け渡しができます。この
場合、インポートとエクスポートのエンティティ・ビューにエンティティ・アクションをサポートする印が付けら
れます。
常駐ビューは、エンティティ・アクションをサポートしたり、エンティティ・オカレンスを表わします。MOVE お
よび SET のアクションは非常駐ビューを変更します。また、ビューはユーザ間で共有されていません。
［入り口でロックを要求］オプションにより、現行オプションの選択時に、［エンティティ・ビューの追加］ダイ
アログ・ボックスがアクティブ化されます。

NOTE
注： 常駐のインポート・ビューまたはエクスポート・ビューを持つアクション・ブロックは、プロシー
ジャ合成の対象外です。そのようなアクション・ブロックは、プロシージャ合成時のアクション・ブ
ロック選択リストに表示されません。

［エンティティ・アクションのサポート］オプションによって、アクション・ブロックの内部にあるエンティ
ティ・アクション・ビューの複数の READ が削除されます。ただし、実行されるステートメントが、別のアク
ション・ブロックの同一のオカレンスで同時に行なわれた場合に限ります。
［入出力両用］オプションと［エンティティ・アクションのサポート（常駐）］オプションを選択すると、常駐
ビューが下記の箇所のエンティティ・アクション・ビューとして使用されます。
• READ、READ EACH、UPDATE、CREATE、DELETE、TRANSFER、ASSOCIATE、DISASSOCIATE などの
アクションが指定されたステートメント

• READ と READ EACH ステートメントの修飾子の内部
• プレディケート・アクションの SET の動詞の目標
常駐ビューを MOVE またはローカル SET ステートメントの目標にすることはできません。
［エンティティ・アクションのサポート（常駐）］オプションを選択して、［入出力両用］オプションを選択しな
い場合には、常駐ビューを、ビューを変更するエンティティ・アクションまたは関係アクション・ステートメン
トの目標にすることはできません。しかし、常駐ビューをREADステートメントのCURRENT修飾子として使えま
す。
例
このオプションを選択すると、エンティティ・ビューが、常駐というラベル付きで、アクション図に表示されま
す。そうでない場合は、エンティティ・ビューが非常駐というラベル付きで表示されます。
エンティティ・アクションをサポートするよう印の付いたエンティティ・ビューの例を下記に示します。

CHG_CUSTOMER 

IMPORTS: 

Entity View orders (optional,persistent,import only,unlocked) 

ダウンストリーム効果
エンティティ・アクションのサポートは、ビュー・マッチングに影響します。常駐ビューは、そのスーパー・セッ
トにのみマッチさせることができます。これは、下記の場合に、呼び出し元のアクション・ブロックと呼び出され
るアクション・ブロックのインポート・ビューとの間で、ビューをマッチさせることができるということを意味し
ます。
• 呼び出されるアクション・ブロックのインポート・ビューが常駐ビューとマークされている場合。
• 呼び出し元のアクション・ブロックのビューに、呼び出されるビューによって示されたすべてのプレディケー
トが含まれている場合。
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スーパー・セットの規則では、下記の場合には、示されたプレディケート間で正確にマッチさせる必要がありま
す。
• 呼び出し元のアクション・ブロックを、呼び出されるアクション・ブロックの常駐エクスポート・ビューに
マッチさせる場合。

• 呼び出し元のアクション・ブロックを、変更可能な常駐インポート・ビューにマッチさせる場合。
常駐ビューは、エンティティ・アクション・ビューと同様に扱われるため、常駐ビューをエンティティ・アクショ
ン・ビューまたはその他の常駐ビューにのみマッチさせることができます。

• エントリ時に必要なロック
［エントリ時に必要なロック］オプションを使うと、アクション・ブロックへのエントリ時にインポート・ビューの
オカレンスをロックできます。ロックしておくと、ほかのトランザクションによってデータが変更されることがあり
ません。エンティティ・タイプの追加時に、ビューが常駐である場合にのみ、このチェック・ボックスを選択できま
す。
オカレンスがロックされたインポート・エンティティ・ビューが含まれているビュー・リストの例を以下に示しま
す。

CHG_CUSTOMER 

IMPORTS: 

Entity View orders (optional,persistent,import only,locked) 

デフォルト値は、アンロックです。
ダウンストリーム効果
コード生成時に、ソフトウェアは、READアクション時の呼び出し元のアクション・ブロックに対して、現行ビュー
がロックされるよう指示します。このオプションを選択すると、その他のアクション・ブロックに、現行アクショ
ン・ブロックが UPDATE アクションを実行しようとしていることが通知されます。
– 入出力両用
［入出力両用］オプションを使うと、インポート・ビューのエクスポート、エクスポート・ビューのインポートが
できます。
エクスポート用にインポート・ビューを選択すると、ビューは変更されて、変更内容が呼び出し元のアクション・
ブロックに戻されることがあります。インポート用にエクスポート・ビューを選択すると、呼び出し元のアクショ
ン・ブロックのビューのすべての値が、呼び出されるアクション・ブロックに渡されます。

NOTE
注： 入出力両用のインポート・ビューまたはエクスポート・ビューを持つアクション・ブロックは、
プロシージャ合成の対象外です。そのようなアクション・ブロックは、プロシージャ合成時のアクショ
ン・ブロック選択リストに表示されません。

入出力両用と指定されたインポートとエクスポートのエンティティ・ビューが含まれているビュー・リストの例を
以下に示します。

CHG_CUSTOMER 

IMPORTS: 

Entity View orders (optional,persistent,exported,locked) 

    quantity (mandatory)

EXPORTS: 
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Entity View part (transient,imported) 

    description 

ダウンストリーム効果
入出力両用と指定されたインポート・ビューは、呼び出されるアクション・ブロックで更新されます。呼び出し元
のアクション・ブロックも、その結果を参照します。入出力の両用として選択されたエクスポート・ビューについ
ては、呼び出されるアクション・ブロックは、呼び出し元のアクション・ブロックから渡されるデータを参照しま
す。

• 属性状況フラグを生成
このオプションでは、属性ビューに対して内部フラグを生成するかどうかを決定します。
ビューには、CA Gen が内部的に使用するフラグが含まれています。フラグを生成しない場合、ビューに不要なデー
タの受け渡しが省略されるので、システムのオーバーヘッドが減少します。
デフォルトでは、このオプションが選択されています。したがって、内部フラグは生成されます。
生成をオフにするには、このオプションの選択をクリアします。
選択されたアクション・ブロックまたはプロシージャ・ステップと選択されたアクション・ブロック、またはプロ
シージャ・ステップから呼び出された、その他すべてのコードのブロックを必ず再生成してください。選択されたア
クション・ブロックまたはプロシージャ・ステップが、別のプロシージャ・ステップまたはアクション・ブロックを
呼び出す場合、これらも再生成しなければなりません。
［属性状況フラグを生成］オプションは、アクション・ブロックのすべてのビューに対して使用可能です。このオプ
ションは、プロシージャ・ステップのエンティティ・アクション・ビューやローカル・ビューでも使用可能です。
– 全入口の初期化
– ［初期化］オプションを選択できるのは、ローカル・ビューに対してだけです。
– このオプションはデフォルトで選択されています。よって、すべてのエントリに対してビューが初期化されます。
– 子ビューは親ビューから特性を継承します。
– ローカル・ビューに対しこのオプションの選択をクリアしても、そのビューの内容は当該プロシージャ・ステップ
の全ライフにわたって有効なままです。そのビューはエントリごとに自動では初期化されません。

• エンティティ・タイプ
この選択リストでは、データ・モデル内にあるエンティティ・タイプを表示します。
エンティティ・タイプを選択して、その属性を調べてください。
– 戻る
選択を取り消し、直前に表示されていたオプションに戻るには、［戻る］をクリックします。

• 検索
特定の文字列が含まれるエンティティ・ビューを検索するには、［検索］をクリックします。
– 説明
エンティティ・ビューを記述するには、［記述］をクリックします。

［了解］をクリックしてエンティティ・ビューの追加を完了するか、または［取消］をクリックします。

このダイアログ・ボックスには、以下のフィールド情報が含まれます。

エンティティ・ビューの名前

このフィールドでは、エンティティ・ビューに名前を指定します。名前は、あるエンティティ・タイプのビューを同じエ
ンティティ・タイプのそれ以外のビューと区別します。１つのエンティティ・タイプで個々のビューは、プロセスがその
エンティティ・タイプで別々の要素を使う場合に必要です。

エンティティ・ビューに名前を指定するときは、そのビューの要素を記述する語、またはそのビュー・サブセットを識別
する語を使います。ビューの種類は、下記のとおりです。

• インポート
• エクスポート
• ローカル
• エンティティ・アクション
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エンティティ・ビューの参照をアクション図に表示するときは、必ずその名前は下記の形式で構成されます。

entity-view-name entity-type-name

それぞれに、異なるエンティティ・ビュー名を付けてください。エンティティ・ビューの名前によって、ビュー・サブ
セットとビューの内容を特定します。

いくつかの例を下記に示します。

INPUT

OUTPUT

LOCAL

下記の例では、view of によってエンティティ・ビュー名が識別されます。これは、「ビュー保守」の 2 次ウィンドウに
表示されるフォーマットです。

Import Views

group (r) IN-GROUP_PRODUCT_INFORMATION

view of INPUT

entity ORDER_LINE

attr QUANTITY

view of INPUT

entity PRODUCT

attr NUMBER

アクション図では、エンティティ・ビューの名前はエンティティの名前の前に表示されます。

INPUT ORDER_LINE

INPUT PRODUCT

「エンティティ・ビュー」選択リスト

この選択リストでは、データ・モデル内にあるエンティティ・タイプを表示します。

エンティティ・タイプを選択して、その属性を調べてください。
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［ヌル可能］チェック・ボックス

属性にNULL可能（nullable）というマークをつければ、この属性のこのビューは、NULL値の設定と判定が可能です。
「属性ビューの詳細」ダイアログ・ボックスの「ヌル可能」チェック・ボックスをクリックすると、アクション図コード
内のその属性の後ろに「NULL可能」（nullable）がかっこで囲まれて表示されます。

詳細情報：

NULL ステートメントの使い方

インポート・ビューまたはエクスポート・ビューを選択してください

プロシージャ・ステップと画面とをリンクするためビューが最低１つ必要です。インポート・ビューまたはエクスポー
ト・ビューを選択してください。

［Inline Code］追加・編集ダイアログ・ボックス

インライン・コードを使用すると、外部アクション・ブロック定義をモデルに保存できます。モデルの外部でコードを
保持する代わりに、モデル内に外部アクション図ソース・コードを格納できます。アクション図のインライン・コードで
は、ネイティブ言語のステートメントや埋め込み SQL ステートメントなどのカスタム・コードを追加できます。

NOTE
注： インライン・コードを編集するには、アクション図で既存のインライン・コードをダブルクリックしま
す。［Inline Code］編集ダイアログ・ボックスの［了解］ボタンは、コードの一部が変更された場合にのみ有
効になります。

このダイアログ・ボックスには、以下のフィールドがあります。

• SQL 宣言
インライン・コード・ステートメントで必要になる可能性がある任意のホスト変数を指定できます。これらはインラ
イン・コード・ステートメントとは別に収集されるので、生成コードの EXEC SQL DECLARE セクションに含めるこ
とができます。これらの変数と SQL ステートメントを一緒に使用して、データベースから情報を取得したり、データ
ベースに情報を追加したりします。このフィールドを有効にするには、ダイアログ ボックスで［SQL］オプションを
選択します。

NOTE
注： アクション図にエンティティ・アクション・ビューを定義してあったとしても、これらのビューに対し
て生成されるホスト変数には、インライン・コード・ステートメントからはアクセスできません。

• グローバル変数の宣言
複数のインライン・コード・ステートメントによって使用される可能性があり、アクション図内でグローバルに定
義する必要のある、任意の変数を指定できます。また、このセクションには、#include ステートメント（C コード
用）および copy ステートメント（COBOL 用）を追加できます。COBOL では、グローバル変数宣言は生成コード
の Working Storage セクションに配置されます。他の言語については、グローバルに参照できるように、宣言は生成
コードの先頭に配置されます。このフィールドを有効にするには、ダイアログ・ボックスの［言語］ドロップダウ
ン・リストから値を選択します。
ターゲット言語が COBOL の場合、プログラム・セクションはグローバル変数のインライン・コード・ステートメン
トによってサポートされます。以下の順序でグローバル変数を宣言します。
a. INPUT-OUTPUT SECTION (FILE-CONTROL)
b. FILE SECTION
c. WORKING STORAGE SECTION
COBOL のグローバル変数を宣言するには、次のルールに従います。
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– すべてのセクション・テキストの前にセクション名を置く必要があります。
– セクションの順序は固定です。
– 有効なセクション・テキストの終わりは、次の有効なセクション名またはテキストの終わりのいずれかによって特
定されます。

– 有効なセクション名が見つからない場合、テキストは WORKING-STORAGE セクションに配置されます。
– サポートされるセクションはすべてオプションです。セクションが空でテキストが定義されていない場合、そのセ
クションは無視できます。

– コメントを追加するには、行の先頭に「*」を使用します。
NOTE
注： Java の Import ステートメントおよび C# の Using ステートメントは、Global Variable Declarations
フィールドで宣言できます。Import または Using ステートメントはすべて、このフィールドの先頭において
のみ指定し、他の場所では指定しないようにする必要があります。

• コード
ここにコードを入力します。このコードは、言語固有のコードまたは SQL ステートメントです。このフィールドに何
も入力しないと、［了解］ボタンは有効になりません。また、他のフィールドに追加されたコードも表示します。こ
のテキスト・ボックス内のコードは編集できます。Tab キーを使用してコードに Tab 文字を追加できます。Shift キー
を押しながら Tab キーを押すと、ダイアログ・ボックス内のフィールドを逆方向に移動したり、テキスト・ボックス
を終了して出ることができます。テキスト・ボックス内で Tab キーを押すことによりダイアログ・ボックスを前方に
移動することはできません。

NOTE
注： COBOL でインライン・コード・ステートメントまたは宣言を入力している間に、TAB キーを使用しな
いでください。

• ビューの参照を挿入する
このプッシュボタンを使用すると、インライン・コード・ステートメントにアクション図ビュー参照を挿入できま
す。このボタンをクリックすると、［ビュー参照の挿入］ダイアログ・ボックスが開きます。このダイアログ・ボッ
クスでは、アクション図ビューを選択し、参照を自分で入力する必要なく、エンコードされた参照が現在のカーソル
位置でステートメントに挿入されるようにできます。添字、任意の参照される反復グループ・ビューの最大値および
最終値と同様に、アクション図内の任意のビューを選択できます。

NOTE
注： インライン・コード・ステートメントにビュー参照の区切り文字（##）がデータとして含まれる場
合、無効なコード生成またはコード生成の失敗の原因になる可能性があります。このシナリオを回避するに
は、以下の手順に従います。

C の例： \x23#<text>#\x23
C# および Java の例： \u0023#<text>#\u0023

• システム変数の参照を挿入する
このプッシュボタンを使用すると、Command などの CA Gen システム変数に対する参照を挿入できます。このボタ
ンをクリックすると［システム変数参照の挿入］ダイアログ・ボックスが開くので、インライン・コード・ステート
メントの現在のカーソル位置に挿入する Gen システム変数参照を選択します。

• 物理モデル・エレメントを挿入する
このプッシュボタンを使用すると、データベース要素への物理モデル参照を挿入できます。このボタンをクリックす
ると［物理モデル要素の挿入］ダイアログ・ボックスが開くので、カーソル位置のテーブル、列、インデックスなど
のデータベース要素を選択します。このボタンは、［データベース］フィールドでデータベース・オプションが選択
されている場合にのみ有効になります。

• 文字のカウント
インライン・コード・ステートメントの文字数が表示されます。インライン・コード・ステートメントの最大文字数
を制限していない場合、このフィールドは表示されません。
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NOTE
注： インライン・コード・ステートメントの最大文字数は［モデル基本設定］ダイアログ・ボックスで設定
することによって制限できます。詳細については、「インライン・コード・ステートメントの文字数を制限
する」を参照してください。

• コード名
（オプション）この入力フィールドを使用すると、インライン・コード・ステートメントをカプセル化するために生
成される関数の名前を指定できます。これにより、後で別のインライン・コード・ステートメントによって再利用さ
れるコードをアクション図に含めることができます。インライン・コード・ステートメントに名前がある場合、別の
インライン・コード・ステートメントでは参照を使用することによってのみ、そのステートメントを実行できること
に注意してください。指定する名前は、選択されている言語で有効な識別子である必要があります。

• 異なるターゲットのステートメントは無視する
このチェック・ボックスを使用すると、インライン・コード・ステートメントを含むアクション図がステートメント
で指定されているもの以外のターゲットに対して生成されている場合のインライン・コード・ステートメントの処理
方法を指定できます。このチェック・ボックスをチェックすると、ステートメントは生成コードに含まれなくなりま
す。このオプションを選択しないと、生成される環境に対してステートメントが不適切であることを示すエラーが生
成中に表示されます。これにより、異なる環境を対象とする複数のバージョンのインライン・コード・ステートメン
トを作成し、その環境に適したコードのみを含めることができます。

• ターゲットの環境
ダイアログ・ボックスのこのセクションでは、ジェネレータが使用するターゲット環境情報を指定し、その環境用に
生成されたコードだけが含まれるようにします。ジェネレータはこの情報を使用して、生成ソースにコードを含める
必要があるかどうかを判断します。
– オペレーティング・システム
（オプション）オペレーティング・システムを指定します。オペレーティング・システムが指定されている場合、
インライン・コード・ステートメントは、選択したオペレーティング・システムがターゲット環境に含まれる場合
にのみ有効です。

– 言語
インライン・コード・ステートメントの言語を指定します。サポートされるプログラミング言語のいずれかを指定
できます（C、COBOL、Java、C#）。

– SQL
インライン・コードに 1 つ以上の SQL ステートメントが含まれることを指定します。このチェック・ボックスを
オンにすると、このステートメントを含むアクション図をコンパイルする前に、データベース・プリコンパイラが
実行されます。このチェック・ボックスをオンにするとき、データベースを選択する必要はないことに注意してく
ださい。また、ステートメントを有効にするには、［言語］が選択されているか、または［SQL］チェック・ボッ
クスがチェックされている必要があることにも注意してください。

– データベース
（オプション）データベースを指定します。サポートされるデータベース（SQL
Server、Oracle、DB2、JDBC、ODBC）のいずれかを指定できます。

– TP モニタ
（オプション）アプリケーションがその下で実行されるトランザクション処理（TP）モニタを指定します。オペ
レーティング・システムが指定されている場合、そのオペレーティング・システムで有効な TP モニタのリストが
このフィールドに表示されます。オペレーティング・システムを選択しなくても TP モニタを選択できます。

NOTE
注： ［オペレーティング・システム］、［言語］、［データベース］、［TP モニタ］の各フィールドでオ
プションを選択すると、選択したオプションに関連付けられた有効なオプションのセットが、他のフィール
ドで使用できるようになります。

NOTE
注： ダイアログ・ボックス内のコードを編集できます。システム変数参照またはビュー参照を変更し、値が無
効な場合は、ダイアログ・ボックスで［OK］をクリックすると、コードが無効であるというメッセージが表示
されます。メッセージを閉じた後は、コードの無効な部分が強調表示されます。
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NOTE
注： インライン・コードを編集するには、アクション図で既存のインライン・コードをダブルクリックしま
す。［Inline Code］編集ダイアログ・ボックスの［了解］ボタンは、コードの一部が変更された場合にのみ有
効になります。［編集］メニューの［Delete Statements］メニュー項目は、インライン・コード・ステートメ
ントが選択されている場合にのみ使用できます。

［物理モデル要素の挿入］ダイアログ・ボックス

 

このダイアログ・ボックスでは、データベース、テーブルスペース、テーブル、列、インデックス、RI 制約、ストレー
ジ・グループ、および選択したデータベースの任意の適切な要素などの物理モデル要素を挿入できます。要素はツリーと
してリスト表示されます。ツリーから要素を選択します。また、［フィルタ］フィールドにテキスト文字列を入力して、
テキスト文字列にマッチする要素をすべて表示できます。リストからアイテムを選択し、［了解］をクリックします。要
素は、［インライン・コード］ダイアログ・ボックスの［コード］セクションのカーソル位置に配置されます。

［システム変数参照の挿入］ダイアログ・ボックス

このダイアログ・ボックスでは、インライン・コード・ステートメントに CA Gen システム変数参照を挿入できます。
ダイアログ・ボックスに表示されるリストから CA Gen システム変数を選択し、［了解］をクリックします。選択され
た値のテキスト表現は、インライン・コード領域のカーソル位置に配置されます。

NOTE

注： 読み取り専用とマークされている変数はほとんどありません。そのため、それらの変数の値を変更できま
せん。読み取り専用とマークされているシステム変数のリストを以下に示します。

• CURRENT_DATE
• CURRENT_DIALECT
• CURRENT_TIME
• CURRENT_TIMESTAMP
• TERMINAL_ID
• TRANCODE
• TRANSACTION_RETRY_COUNT
• USER_ID

［ビュー参照の挿入］ダイアログ・ボックス

このダイアログ・ボックスでは、アクション図ビューを選択し、参照を自分で入力する必要なく、エンコードされた参
照が現在のカーソル位置でステートメントに挿入されるようにできます。添字、任意の参照される繰り返しグループ・
ビューの最大値および最終値と同様に、アクション図内の任意のビューを選択できます。ダイアログ・ボックスに表示さ
れるビューは、現在のアクション図内のビューです。

属性ビューを選択できます。また、属性の添字、最大、最終、および NullIndicator などの特殊な繰り返しグループ
ビュー変数を選択できます（ヌル値を許す場合）。

ドメイン情報 、すなわち属性ビューのタイプ、長さおよび小数位は、ダイアログ・ボックスに表示されます。

属性ビューは、ダイアログ・ボックスで以下のように表示されます。

(Gen-type, length.decimal-places - selected-language: language-type, length)

たとえば、言語 C でタイプ Number の Gen 属性は以下のように表示されます。

(Number, 15.2 - C: double)

［フィルタ］フィールドにテキスト文字列を入力すると、そのテキスト文字列にマッチするビューがすべて表示されま
す。［フィルタ］フィールドでは、ビュー名、エンティティ・タイプ名および属性名をフィルタできます。テキスト文字
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列がビュー名のセットにマッチする場合、マッチするビューおよびそれらのサブビューがすべて表示されます。テキスト
文字列がエンティティ・タイプ名にマッチする場合、そのエンティティ・タイプ、およびそのエンティティ・タイプのサ
ブビューがすべて含まれるビューがすべて表示されます。属性名がマッチする場合、その属性の親ビューがすべて表示さ
れます。

ビューを選択し、［了解］をクリックして、そのビューのエンコードされたテキストを入力します。テキストは、インラ
イン・コード領域のカーソル位置に配置されます。エンコードされたビュー参照の構文を以下に示します。

##<ビュー名>.<エンティティ・タイプ名>.<属性名>##

特殊変数が含まれる、エンコードされたビュー参照の構文を以下に示します。

##<ビュー名>.<エンティティ・タイプ名>.<属性名>.<特殊変数>##

ビュー名は大文字で、特殊変数は大文字小文字が混在します。

反復グループ・ビュー特殊変数の構文を以下に示します。

##<グループ・ビュー名>.Subscript##

##<グループ・ビュー名>.Max##

##<グループ・ビュー名>.Last##

それぞれの範囲を持った反復グループ・ビューの構文を以下に示します。

##view-reference-text##(<subscript1>,<subscript2>...)

Last がそれぞれの範囲で選択されている、入れ子の反復グループ・ビューの構文を以下に示します。

##group-view-name.group-view-name2.group-view-name3.Last##(##group-view-name.group-view-name2.Subscript##)

COBOL アプリケーションについては、Length という名前の特殊変数が述語ビュー参照に使用できます。Length
は、Varying Length オプションが有効な以下のドメインに適用可できます。

テキスト

全半角テキスト

全角テキスト

Length の構文を以下に示します。

##<ビュー名>.<エンティティ・タイプ名>.<属性名>.Length##

［追加］プッシュ・ボタン

 

プッシュ・ボタンを追加するには、以下を指定します。

• プッシュ・ボタンのテキスト（プッシュ・ボタン上のテキスト、またはビットマップのプッシュ・ボタンの記述とし
て表示される）

• ビットマップを使う場合、ビットマップ・ファイルと、ビットマップに含まれるプッシュ・ボタン・イメージの数
• ニーモニックの選択キー
• 宛て先がツールバーでない場合、そのプッシュ・ボタンが省略時解釈のプッシュ・ボタンかどうか
• プッシュ・ボタンの選択結果。特殊アクションの実施、ダイアログ・ボックスの開始、プロシージャの実行、別のプ
ロシージャ・ステップへのフローなど（定義されている場合）。

• プロシージャの実行またはダイアログ･ボックスの開始をする場合、関連づけられるコマンド（コマンドがある場合）

 958



 CA Gen - 86JP - Japanese - Japan

ラジオ・ボタンの追加

ラジオ・ボタンを追加するには、以下を指定します。

• フィールドが入力を受け取るためのビュー
• フィールドが入力を引き渡すためのビュー
• ワーク・セットの名前
• フィールドの名前
• 入力とフィールドの表示方法に関する考慮事項
• ラジオ・ボタン・グループの名前と説明文
• ラジオ・ボタンの値

詳細は、個々のコントロールのヘルプを参照してください。

仕様タイプを追加

仕様タイプは、仕様タイプ・モデル図かインターフェース・タイプ・モデル図に追加できます。仕様タイプには下記の特
性があります。

属性を持てますが、自身のオペレーションを持てません。

他の仕様タイプとエンティティ・タイプを持つ関係にのみ参加できます。

非常駐、または常駐のいずれかになります。

仕様タイプは、エンティティ・タイプに変更でき（［特性］ダイアログ・ボックスの［変更］プッシュ・ボタン）、また
インターフェース・タイプに変更できます（［特性］ダイアログ・ボックスの［プロモート］プッシュ・ボタン）。

READ EACH エンティティ・アクションの追加

READ EACHでは、指定された選択基準を満足させる、指定タイプの複数のエンティティに関する情報が検索されま
す。READ EACHとその内部のMOVEアクションで、反復グループ・ビューを植値できます。

DBMSは、実行時に「反復読取」を初めて検出したときに、エンティティ群とその属性値を検索する方法を決定しま
す。DBMSでは、データが個別に検索されたり、データのすべてのオカレンスが一度に検索される場合、記録はされませ
ん。

個別検索はかなり頻繁に行なわれます。そのあとでエンティティ・オカレンスを変更した場合、その変更内容は次の反復
時に反映されません。

READ EACHアクションのフォーマットを下記に示します。

READ EACH entity-view-list

[TARGETING repeating-group-view-1 [FROM THE BEGINNING]

[UNTIL FULL]] 

[AND TARGETING repeating-group-view-1 [FROM THE BEGINNING]

[UNTIL FULL]] ...

[SORTED BY ASCENDING attribute 1]...

DESCENDING
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[WHERE selection-conditions]

action-statement-list

エンティティ・ビュー・リストには、READ EACHステートメントに複数のエンティティ・アクションを指定できること
が示されています。アクション・ステートメント・リストには、１ブロックのアクションがオカレンスごとに実行される
ことが示されています。

例

READ EACHステートメントの例を下記に示します。（アクション・ステートメント・リストは示されていません）。

--

+- READ EACH product

| WHERE DESIRED product code IS EQUAL TO "GA"

--

--

+- READ EACH product

| TARGETING group export FROM THE BEGINNING UNTIL FULL

| WHERE code IS EQUAL TO "GA"

--

--

+- READ EACH customer order_line

| WHERE DESIRED customer_order_line_part_of_CURRENT

| customer_order

--

状態の追加

エンティティ状態を作成する前に、所属先エンティティ・タイプ内に区分を追加しておく必要があります。その区分は、
ライフ・サイクル区分でなければなりません。この時点におけるエンティティ状態の追加と定義では、下記を指定しま
す。

• エンティティ状態名
• 終結状態かどうか
• 説明
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結果の追加の確認

［はい］をクリックすると、ステレオタイプの次のアプリケーションの結果が現在のアクション図に追加されます。

［いいえ］をクリックすると、現在のアクション図が置き換えられます。

ADD ROW

ADD ROWは、植値された反復グループ・ビュー内に空白行を挿入します。挿入した空白行にも値を設定できます。

この文は、明示的添字付けをした反復グループ・ビューと、暗黙的添字付けをした反復グループ・ビューの、どちらにも
有効です。

ADD ROW文の形式は下記のとおりです。

ADD EMPTY ROW TO export_implicitly_indexed_repeating_group_view

[BEFORE|AFTER] CURRENT ROW

この、暗黙的添字付けをした反復グループ・ビューは、エクスポート反復グループ・ビューでなければなりません。

ADD EMPTY ROW TO export_explicitly_indexed_repeating_group_view

[BEFORE|AFTER] [index_expression]

この添字式は、数値属性ビュー、またはこのグループ・ビューに滴した添字値です。明示的に添字付けした反復グルー
プ・ビューには、ユーザがアクセスできる索引があり、それによって反復グループ・ビュー内にある特定の項目を参照で
きます。

添字式は、数値属性ビュー、または反復グループ・ビュー内の行番号に分割可能な添字値です。

継続

［継続］プッシュ・ボタンは、リトランスフォーメーションの処理を実行します。リトランスフォーメーション機能は、
データ・モデルとテクニカル設計との間の相違を検出したのち、変更されたエンティティ・タイプと関係だけを変換し、
選択したオプションに従って参照保全性の規則を適用します。

###############

［継続］プッシュ・ボタンは、トランスフォーメーションの処理を実行します。

ナビゲーション図における［サーバの追加］

このメニュー・オプションを選択すると、［サーバ/プロシージャ・ステップの特性］ダイアログ・ボックスが表示され
ます。

ビジネス・システムとサーバ名を指定し［了解］を選択すると、「ナビゲーション図」は、サーバ・プロシージャ・ス
テップをモデルに追加し、ネットワーク・ペイン内にアイコンを表示します。

ネットワーク・ペインにて、サーバ・アイコンをダブルクリックすることにより、そのサーバのプロシージャ・ステップ
について、アクション図ツールを起動できます。

 961



 CA Gen - 86JP - Japanese - Japan

特殊な追加

特殊フィールドとは、ビジネス要件から出された特殊属性ではなく、特別な目的でシステム設計時に取り入れた特殊属性
をいいます。注： CA Gen メタモデルは、各種言語についてフィールド表示特性をサポートしていません。表示特性は
省略時言語についてだけ定義できます。

特殊フィールドを追加するには、以下を指定します。

• 特殊フィールド
• プロンプト
• フィールドとその特性
• 表示特性

特殊フィールドには、下記の制限があります。

• 選択画面では、各特殊フィールドは１回しか使えません。
• 表示長は、１以上でなければなりません。

下記の表は、画面設計時に使用可能な特殊フィールドです。

特殊フィールド 説明
コマンド・エリア コマンド特殊属性の値を示します。
現在の言語 画面の言語を示します。
現行タイムスタンプ 連結されたシステム日付/時間を表示します。
現在時刻 画面が表示されたときのシステム時間を示します。
現在日付 画面が表示されたときのシステム日付を示します。
エグジット ステート 終了状態を示します。
ローカル・システム識別子 プロシージャ・ステップの実行下にあるテレプロセッシング・モ

ニタの種類（IMS、CICS、またはTSOなど）を表示します。
次トランザクション トランザクションを呼び出すときに使うトランザクション・コー

ドとフォーマットされていない入力データを示します。このフィ
ールド内の情報は、オペレーターがその画面を消去し、［クリア
・スクリ－ン入力］を入力してそのトランザクションを呼び出す
かのように処理されます。

パネル識別子 画面に関連するマップ名を表示します。
プリンタ端末識別子 指定された画面の印刷装置の識別子を示します。
プログラム・ファンクション・キー プロシージャ・ステップに使えるファンクション・キーを1行で

表示します。
スクロール量メッセージ 任意のスクロール間隔を指定するよう指示されます。オプション

は、CURS（カーソルまたは1行スクロールの場合）、HALF、PA
GEです。

スクロール標識メッセージ 反復グループをスクロールします。反復グループ内に画面に表
示しきれないほどの項目がある場合には、MORE(-)によって、
最初に表示されたオカレンスの前にも項目があることが示さ
れ、MORE (+)によって、最後に表示されたオカレンスの後にも
項目があることが示されます。

スクロール位置メッセージ ドキュメントは、この形式での反復グループをスクロールしま
した。行 <すべての行> のうちの <画面上の先頭行> から <画面
上の最終行> まで。<すべての行> が、プロテクトされていない
ビュー内のすべてのオカレンスに等しいか、プロテクトされてい
るビュー内の定義済みオカレンスに等しい場合。

システム・エラー・メッセージ エグジット・ステートに関連したエラー、警告、指示、メッセー
ジを表示します。
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端末 ID 画面が表示される端末のシステム装置識別子を示します。
トランザクション・コード プロシージャ・ステップを実行するのに必要なプログラムを識別

します。画面生成では、トランザクション・コードは、各画面の
最初の項目として表示される必要があります。

ユーザ ID 端末オペレーターをテレプロセッシング・モニタで識別するとき
に使う識別子を示します。

ダウンストリーム効果

画面生成では、トランザクション・コードは、各画面の最初の項目として表示される必要があります。

記号の意味

特殊フィールドの隣に表示されたアスタリスク（*）は、そのフィールドがすでに位置づけられていることを示します。

特殊フィールドの隣に表示されたTは、そのフィールドが、画面に組み込まれたテンプレート内に置かれていることを示
します。

ステートメントの追加

アクション図にロジックを定義するには、［ステートメントの追加］を選択します。ステートメントはタイプ（ルーピン
グ・ステートメント、エンティティ・アクション・ステートメント、およびその他のステートメント）によって分類され
ます。

ルーピング・ステートメント

• Case
• Case of
• Else
• Else If
• For
• For Each
• If
• Otherwise
• Repeat
• While

エンティティ・アクション・ステートメント

• Associate
• Create
• Delete
• Disassociate
• Read
• Read Each
• Remove
• Set
• Summarize
• Summarize Each
• Transfer
• Update

その他のステートメント
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• Abort Transaction
• Command Is
• Escape
• Exception
• Database Exception
• Exit State Is
• External
• Functions
• Invoke
• Make
• Move
• Next
• Note
• Printer Terminal Is
• Retry Transaction
• Use
• Procedure Step Use
• Use Async
• Get Async
• Check Async
• Ignore Async
• ASYNC 例外条件

これらのアクションのヘルプは、［ステートメントの追加］プルダウンとヘルプの索引からのみ利用できます。［ステー
トメントの追加］ダイアログからは、これらのアクションのヘルプにはアクセスできません。

ステータス・バーの追加

ステータス･バーを追加するには、以下を指定します。

• リテラルまたは読取専用フィールドの左、上、下のマージンのブランク数
• 要素間のスペースを最小限にする場合のブランク数
• 要素間のスペースを最大限にする場合のブランク数

ツールバーの追加

ツールバーを追加するには、以下を指定します。

• プッシュ・ボタンの左、上、下のマージンのブランク数
• 隣り合ったプッシュ・ボタンの間のブランク数
• プッシュ・ボタンのグループとグループの間を分離する際のブランク数

UPDATE の例外ロジックの追加

例外条件には、エンティティの例外が発生したとき行なうアクションを書きます。UPDATEアクションには３種類の例
外条件を書けます。下記は書ける例外条件の一覧です。各条件には、実行に関する説明も記されています。

WHEN not unique： この条件が実行されるのは、UPDATE アクションによって、内部設計段階で一意の入口点として定
義された識別子または別の 1 組のフィールドが一意でなくなるような方法で、属性の値が変更された場合です。

WHEN permitted value violation： この条件が実行されるのは、UPDATE アクションによって、属性値が許容値以外の値
に変更された場合です。
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WHEN successful： この条件が実行されるのは、UPDATE アクションが成功した場合です。

下記は、UPDATEアクション・ステートメントのフォーマットです。

UPDATE entity-view-1

[SET attribute-view-1 TO expression ]...

USING process-action-block

[REMOVE attribute-view-2]...

[ASSOCIATE WITH entity-view-2 WHICH relationship-1 IT]...

[DISASSOCIATE FROM entity-view-3 WHICH relationship-2 IT]...

[TRANSFER FROM entity-view-4 WHICH relationship-3 IT

TO entity-view-5 WHICH relationship-3 IT]...

[WHEN successful

action-statement-list]

[WHEN not unique

action-statement-list]

[WHEN permitted value violation

action-statement-list]

下記の例は、「受け取り品」の更新によってその識別属性が非固有値に変更されると終了します（ESCAPEによっ
て）。

| -- UPDATE received product

| | SET number_delivered TO input product number_delivered

| | ASSOCIATE WITH processing warehouse WHICH holds IT

| +- WHEN not unique

<-+---+----ESCAPE

| +- WHEN permitted value violation

| | EXIT STATE IS invalid_number_delivered
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| --

詳細情報：

データベース例外

ビューの追加

ビューを追加するには、以下を指定します。

グループ・ビューの追加 エンティティ・ビュー、ワーク・ビュー、またはその両方の集ま
りの名前とカージナリティの追加と指定をします。

エンティティ・ビューの追加 １つのエンティティ・タイプに関するビューを追加します。
サブタイプ・ビューの追加 エンティティ・タイプのサブタイプに関するビューを追加します

。
ワーク・ビューの追加 永続的には格納されないカウンタ、トータル、その他のデータが

入っているワーク・セットを追加します。
属性ビューの追加 エンティティ・タイプのサブタイプに関するビューを追加します

。

［ボリュームの追加］ダイアログ

［ボリュームの追加］ダイアログでは、新規の DASD ボリュームを選択したデータベース・オブジェクト（テーブルス
ペース、索引スペース、またはストレージ・グループ）に作成します。

ストレージ・グループの追加

［ストレージ・グループの追加］では、ストレージ・グループを作成し、下記の特性を指定します。

• ストレージ・グループ
• VCAT
• パスワード
• 許可 ID
• DASD ボリューム ID
• ボリュームの追加
• ボリュームの削除

下記の順序で、データ・ストア・リストの編集を行ってください。

1. データベースまたはストレージ・グループを追加し、さらにいくつかの特性を定義してください。
2. 既存のテーブルスペースと索引スペースを新規のデータベースに移動してください。
3. 新規のテーブルスペースと索引スペースを追加し、さらにいくつかの特性を定義してください。

詳細は、個々のコントロールのヘルプを参照してください。

サブタイプ・ビューの追加

サブタイプ・ビューを追加するには、以下を指定します。
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• 名前
• オプショナリティ（インポート・ビューのみ）
• 説明
• エンティティ・アクションのサポート
• ロック・オプション
• 入出力としての用途

テーブルスペースの追加

［テーブルスペースの追加］では、テーブルスペースを作成し、下記の特性を指定します。

• 名前
• パスワード
• クローズ
• 消去
• セグメント・サイズ
• ロック サイズ
• バッファ プール
• ストレージ・グループ
• VCAT
• データ セット
• 基本数量
• ２次数量
• フリー・ページ
• フリー・パーセント
• ボリューム通し番号

テーブルスペースを追加する前に、データベースを指定してください。データベースがない場合は、［編集］-［データ
ベースの追加］を選択し、データベースを新規作成してください。

下記の順序で、データ・ストア・リストの編集を行ってください。

1. データベースまたはストレージ・グループを追加し、さらにいくつかの特性を定義してください。
2. 既存のテーブルスペースと索引スペースを新規のデータベースに移動してください。
3. 新規のテーブルスペースと索引スペースを追加し、さらにいくつかの特性を定義してください。

詳細は、個々のコントロールのヘルプを参照してください。

［ボリュームの追加］プッシュ・ボタン

このプッシュ・ボタンで、DASDボリュームIDを、選択したデータベース・オブジェクト（テーブルスペース、索引ス
ペース、またはストレージ・グループ）に追加します。

ナビゲーション図における［ウィンドウの追加］

このメニュー・オプションを選択すると、［ウィンドウ/ダイアログ・ボックスの特性］ダイアログ・ボックスが表示さ
れます。アクション図ツールを作成しなくても、ここで新しいウィンドウをモデルに追加できます。

ダイアログ・ボックスを作成したあと、（ネットワーク・ペイン内の）ダイアログ・ボックスを右クリックしてくださ
い。表示されたポップアップ・メニューから、フィールド、ボタン、そのほかのコントロールを追加できます。
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ワーク・ビューの追加

ワーク・ビューを作成するには、以下を指定します。

• 名前
• オプショナリティ（インポート・ビューのみ）
• 説明
• エンティティ・アクションのサポート
• ロック・オプション
• 入出力としての用途

ボタンをビットマップ・サイズに揃える

このチェック・ボックスを選択すると、選択したビットマップのサイズに合わせてコントロールのサイズを永久設定し、
サイズ変更できないように指定されます。省略時にはチェックされます。

複数のプラットフォームを目標にする場合、この省略時解釈（オン）を変更しないでください。

ピクチャをビットマップ・サイズに揃える

このチェック・ボックスでは、選択したビットマップから作成されたピクチャを、ビットマップ・サイズに合わせて設定
するように指定できます。以下のオプションがあります。

チェックする ピクチャ・サイズが、永久にビットマップ・サイズに設定されま
す。このオプションを選択すると、ピクチャのサイズの変更がで
きなくなります。これがデフォルトです。

チェックしない ピクチャは、インポートした時点ではビットマップのサイズにな
っていますが、縦軸、横軸、または縦横両方の軸に沿って、拡大
縮小できます。ウィンドウ内の指定の寸法にタイル表示できます
。また、開発者が決めた寸法の長方形の中でセンタリングするこ
ともできます。この場合、ビットマップより小さい寸法を指定す
ると、クロップが生じます。

異なるプラットフォームの間で、そして異なる解像度のTPモニタ間で、ビットマップのポートを成功させるには、省略
時解釈を受け入れてください。

下記のウィンドウの例は、2 つのピクチャを追加しています。左のピクチャは、この［調整］チェック・ボックスを
チェックして作成しました。右のピクチャは、この［調整］チェック・ボックスをチェックせずに作成しました。長方形
（例参照）のサイズ指定が小さかったため、ビットマップがクロップされています。
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属性の削除エラー

削除しようとしている属性は、アクション図内で使用されています。

まずビューの参照箇所をすべて削除します。次に、ビューを削除してください。ビューを削除すれば、属性を削除できま
す。

属性の長さエラー

指定した属性の長さが、以下に示す最大許容長を超えています。

• 数値領域の属性の最大長は18
• 可変長テキスト属性の最大長は4094
• 固定長テキスト属性の最大長は255
• 全角テキスト属性の最大長は127
• 日付属性は西暦年４桁を含む８文字固定（YYYYMMDD）
• 時刻属性は６文字固定（HHMMSS）
• タイム・スタンプ属性は20文字固定
• 日付、時刻、タイムスタンプの文字数は固定であり、変更できません。

属性の転送の取り消し

属性の転送が失敗したか、または開発者によって取り消されました。

開発者がある属性を別のエンティティ・タイプに転送しようとしましたが、DSD列名が無効または重複しています。ま
たは、ツールセットがそのための一意名を作成できません。または、転送の完了前に開発者が取り消しました。

属性の転送が不成功となった場合、その属性のDSD名が、転送先エンティティ・タイプに対応するテーブル内で一意で
あることを確認してください。開発者が転送を取り消したのであれば、何も対処する必要はありません。
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操作ログのエラー

操作ログの開始前に、ほかのウィンドウをすべてクローズしてください。

操作ログの記録エラー

ウィンドウ設計ツールのコマンドの発行と、操作ログへのログ・アクションを同時に行うことはできません。操作ログを
いったん停止し、操作ログのコマンドを発行後、また操作ログを開始してください。

操作ログのリプレイの中断

記録された全操作が終了する前に操作ログのリプレイを停止しました。

平均値のエラー

平均値は、最小値より大きく最大値より小さくなければなりません。

値を変更してください。

ビジー・メッセージ

検査中です。

Cannot Access File （ファイルにアクセスできません）

このファイルへのアクセスはオペレーティング・システムのセキュリティ・プロテクションによって制限されています。

このファイルにアクセスするには、適切なセキュリティ・プロテクションをこのファイルの所有者に要求してください。

Cannot Access the Repository （リポジトリにアクセスできません）

リポジトリにアクセスできません。

Cannot Access View Details （ビューの詳細にアクセスできません）

隠ぺいのマークの付いたビューの［詳細］にはアクセスできません。

ビューを表示するには、［エクスポート・ビューの配置リスト］から選択します。ビューを強調表示した状態で、［隠ぺ
い］プッシュ ボタンを選択してください。［隠ぺい］プッシュ ボタンは切り替えスイッチの役割を果たし、その特性の
オンとオフが切り替わります。ビューを選択してから、［詳細］プッシュ ボタンを選択してください。

Cannot Add or Delete Cells and Objects （セルとオブジェクトを追加または削除できません）

親和性マトリックス内のセルとオブジェクトは、追加も削除もできません。親和性マトリックスは、別のマトリックスの
クラスタ化によって作成および植値します。

クラスタ化したマトリックスにオブジェクトやセルの追加や削除をし、再びクラスタ化してください。
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Cannot Add the Prompt or Field （プロンプトまたはフィールドを追加できません）

自動レイアウトでの、プロンプトの最大長とそのフィールドは78カラムです。これを超えるプロンプトとフィールドを
自動的に画面に追加することはできません。フィールドの長さを調整するか、フィールドを手動で追加してください。

自動レイアウトは、エクスポート・ビュー内のその他の属性を配置するよう引き続き督促してきます。自動レイアウトが
完了すると、長形式フィールドを手動で追加できます。

Cannot Assign Attribute to the Identifier （識別子に属性を割り当てることができません）

同じ属性は、同じ識別子には１回しか含めることができません。識別子に現在所属している属性は、「追加」または「適
用」プッシュボタンを選択した時に強調表示されていたものです。

現在の識別子に割り当てられている属性の選択をクリアしてください。

このメッセージは、多数の属性が選択されていてその中の１つがすでに識別子であるときに出ます。

Cannot Change Parent （親を変更できません）

一部のビューの親は変更できますが、ビュー・サブセットの親は変更できません。

Cannot Change the Action Block （アクション・ブロックを変更できません）

宛て先アクション・ブロックがサブセットの一部としてチェックアウトされています。プロテクション・レベルのルール
により、このアクション・ブロックへの上書き複写は禁じられています。

サブセットのチェックアウト先があなた本人であるならば、そのサブセットをチェックインし、削除プロテクションまた
は変更プロテクションでそのサブセットを再度チェックアウトしてください。

Cannot Change the Group View Property （グループ・ビューの特性を変更できません）

下記のアクションの対象となる常駐の従属エンティティ・ビューを持つインポート・グループ・ビューに対して、この特
性は変更できません。

• READ
• READ EACH
• CREATE
• UPDATE
• DELETE
• ASSOCIATE
• DISASSOCIATE
• TRANSFER

エンティティ・ビューは、グループ・ビューの特性を引き継ぎます。エンティティ・ビューを入出力として使用できるよ
うにしておく必要がある場合は、そのグループ・ビューも同じようにする必要があります。

Cannot Change the Import Group View Property （インポート・グループ・ビューの特性を変更できませ
ん）

下記の条件にあてはまるインポート・グループ・ビューに対して、この特性は変更できません。
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• そのグループ・ビューに非常駐の従属エンティティ・ビューが含まれている場合
• そのエンティティ・ビューがSETのサブジェクトまたはMOVEの宛て先である場合

エンティティ・ビューは、グループ・ビューの特性を引き継ぎます。エンティティ・ビューを入出力として使用できるよ
うにしておく必要がある場合は、そのグループ・ビューも同じようにする必要があります。

Cannot Change the Property of a View （ビューの特性を変更できません）

「入力と出力の両方で使用」を選択しようとする場合：

下記のアクションの対象となる常駐のインポート・エンティティ・ビューに対して、この特性は変更できません。

• READ
• READ EACH
• CREATE
• UPDATE
• DELETE
• ASSOCIATE
• DISASSOCIATE
• TRANSFER

ビューは、変更されることがあるので、入出力に使用できるようにしておく必要があります。

「エンティティ・アクションのサポート（常駐）」を選択しようとする場合：

下記のアクションのサブジェクトとなるエンティティ・ビューに対して、この特性は変更できません。

• READ
• READ EACH
• CREATE
• UPDATE
• DELETE
• ASSOCIATE
• DISASSOCIATE
• TRANSFER

また、下記の式のサブジェクトとなるビューに対しても、この特性は変更できません。

• IS LOCKED
• IS NOT LOCKED
• IS POPULATED
• IS NOT POPULATED
• CURRENT

Cannot Change the Transient Entity View Property （非常駐のエンティティ・ビューの特性を変更できま
せん）

SETの対象またはMOVE先となる非常駐のエンティティ・ビューに対して、この特性は変更できません。

Cannot Check Out the Model （モデルをチェックアウトできません）

このメッセージは、要求されたモデルを CA Gen がチェックアウトできなかったことを確認します。

エラー・メッセージにある問題を修正してから、チェックアウト作業を繰り返してください。
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NOTE
注： 最初は、簡単な処置をしてください。モデルをチェックアウトしているかどうかを判断してください。さ
らに、ソフトウェアの修正バージョンでモデルをチェックアウトするかどうかを決定してください。

Cannot Clear the Command Name （コマンド名をクリアできません）

コマンドに対してすでに指定してある名前は、フィールドをクリアしても削除されません。

コマンド名を削除するには「削除」を使ってください。

Cannot Complete the Task （タスクを完了できません）

クライアント/サーバ・エンサイクロペディアがそのタスクを完了できませんでした。

クライアント/サーバ・エンサイクロペディアのタスクを調べて原因を判別してください。

Cannot Copy Action Block （アクション・ブロックを複写できません）

常駐ビューを持つアクション・ブロック全体を別プロシージャ・ステップへ複写することはできません。

その常駐ビューがエンティティ・アクションをサポートしていなければ、非常駐に変えてください。非常駐ビューを持つ
アクション・ブロックは、別プロシージャ・ステップへ複写できます。

その常駐ビューがエンティティ・アクションをサポートしている場合は、アクション・ブロックからプロシージャ・ス
テップへ、選択したステートメントを「転送複写」してください。

Cannot Copy Action Blocks （アクション・ブロックを複写できません）

ほかのロジックの一部が、選択した宛て先アクション・ブロックに依存しています。

このエラーを避けるには、宛て先アクション・ブロックがほかのロジックのどこにも依存していてはなりません。

アクション・ブロック間でステートメントを複写するには「転送複写」を使ってください。

Cannot Copy Object （オブジェクトを複写できません）

オブジェクトのサイズや位置が合わないため、選択した場所にそのオブジェクトを複写できません。

オブジェクトのサイズを変更するか、または画面上の別の場所に複写してください。

ビジネス・システムの削除

このビジネス・システムには別のビジネス・システムで使っているコマンドがあるため、このビジネス・システムを削除
できません。

Cannot Delete a Constraint （制約を削除できません）

識別メンバシップに対応する制約は削除できません。テーブル間を結ぶために必要だからです。
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Cannot Delete Business System （ビジネス・システムを削除できません）

このビジネス・システムは削除できません。別のビジネス・システムによって呼び出されているアクション・ブロックが
あるからです。

Cannot Delete Index （索引を削除できません）

リンク・テーブルの索引は削除できません。

Cannot Delete Permitted Value （許容値を削除できません）

 

削除しようとしている許容値は分類値です。［分類値］のステータスを削除する方法

［区分］-［詳細］-［特性］-［分類値］-［値の定義］プッシュ ボタン-［未定義］-［了解］の順に選択してください。

Only a single value can be specified as a default （1 つの値のみを省略時解釈として指定できます）

数値範囲を入力して、［値は省略時解釈です］を選択することはできません。選択を解除するか、範囲指定を削除してく
ださい。

Cannot Delete Root Subject Area （ルート・サブジェクト・エリアを削除できません）

ルート・サブジェクト・エリアは削除できません。

Cannot Delete the Constraint Error （制約の削除不可エラー）

区分に対応する制約は削除できません。テーブルの種類を区別するのに必要だからです。

Cannot Delete the Default Value （省略時解釈値を削除できません）

 

削除しようとして選択した許容値は、省略時解釈値です。(A permitted value selected for deletion is defined as the
default value.)

［はい］をクリックすると、省略時解釈値が削除されます。省略時解釈値を削除すると、属性に定義した省略時解釈が存
在しなくなります。また、選択した許容値も許容値として定義されません。

［いいえ］をクリックすると、この許容値が残り、省略時解釈値も引き続き保持されます。

アクション図における文字列の長さ

Length関数は、文字列に含まれる文字数を返します。入力データは、文字列または文字ビューです。出力データは、
入力文字列の長さを表わす数値です。固定長と定義され可変長のフィールドに対して定義された長さが返される場合
は、Length関数は実際の長さを返します。

注： C 言語用に生成されたアプリケーションでは、Length 関数は、各全角文字が 2 の長さを持つと解釈し、実際のバイ
ト数を返します。（C 言語以外の言語用に生成されたアプリケーションでは、文字数を返します。）

入力： 入力文字列ドメイン： テキスト

出力： 文字列長ドメイン： 数値
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形式： length（入力文字列）

以下の例では、customer_name の長さが 25 に定義されて固定されいる場合、Length 関数によって常に 25 が返されま
す。

length(customer_name)

下記の例では、実際の長さが返されます。

length(trim(customer_name))

可変長属性は実際の長さを返します。

重要： z/OS プラットフォーム上で使用するために、以下の Action Diagramw 関数を使用してテキスト文字列を作成する
と、ASCII 14、ASCII 15、EBCDIC 14、および EBCDIC 15 の文字が失われることがあります。

concat()

substr()

length()

trim()

ASCII 14、ASCII 15、EBCDIC 14、および EBCDIC 15 の文字は、z/OS プラットフォーム上で文字列の区切り文字とし
て使用されるので、対の形になっている必要があります。上記のPAD関数で文字列を作成するときにこれらの文字を使わ
ないでください。クロス・プラットフォームの互換性を維持するため、すべてのプラットフォーム上でこれらの特殊文字
を使うべきでありません。

Cannot Delete the View Error （ビューの削除不可エラー）

削除しようとしているビューが、１つ以上のサブタイプ・ビューに関連づけられています。サブタイプ・ビューを削除す
るまで分類属性のビューは、削除できません。

ビジネス・システム定義における［含める］

「組み込み」では、指定の基本プロセスをビジネス・システムへ組み込みます。

青色の基本プロセスだけが、追加できるプロセスです。黄色の基本プロセスは、ビジネス・システムの一部です。白色の
基本プロセスは、別のビジネス・システムに属しています。

［モデル名変更］ダイアログ・ボックス

［モデル名変更］ダイアログ・ボックスで、モデルの、名前またはローカル名を変更できます。ただし、モデルをエンサ
イクロペディアにアップロードしたことがある場合は、モデル名を変更できずローカル名のみ変更できます。

［モデル名変更］ダイアログ・ボックスには、以下のフィールドがあります。

モデル名

モデル名を表示します。

注： モデル名に以下の文字を含めることはできません。
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• < （より小さい）
• > （より大きい）
• : （コロン）
• "（二重引用符）
• / （スラッシュ）
• \（バックスラッシュ）
• | （縦棒またはパイプ）
• ?（疑問符）
• *(アスタリスク）

ローカル

ディレクトリ・リストに表示される名前を変更できます。

モデルの名前を変更する場合は、［了解］をクリックします。中止する場合は、［取消］をクリックします。

Cannot Delete View （ビューを削除できません）

 

削除するために選択したオブジェクトが現在画面で使用されています。オブジェクトのビューを除去して画面を変更して
ください。次に、ビューを削除してください。

Cannot Disable Statements （ステートメントをコメント化できません）

 

選択した行のいくつかがコメント化されませんでした。コメント化できるのはアクション文だけです。

選択した行のうちの１つがほかのステートメントの一部であるか、またはイベント・アクションを選択しました。選択
範囲にはアクション文だけがあるようにしてください。イベント・アクション内のステートメントはコメント化できます
が、イベント・アクション自体はコメント化できません。

ステートメントの１ブロックの親ステートメントを選択すると、その親に属するすべてが不活性化/活性化の対象となり
ます。

Cannot Execute Command （コマンドを実行できません）

操作ログを記録したのちにモデルの変更があったため、操作ログのリプレイができません。記録直後の時点でのモデルの
コピーがあれば、それを使ってリプレイできます。

Cannot Expand the Diagram （ダイアグラムを拡大できません）

これは単なる通知メッセージです。「ダイアグラムの拡大」によって、オブジェクトのいくつかを拡大できませんでし
た。ダイアグラム内のスペースが足りなくなったためです オブジェクトは 2 行境界を超えることができません。

ほかのオブジェクトを移動または圧縮して、当該オブジェクトのために空きを確保してください。

Cannot Expand the Diagram Message （ダイアグラム・メッセージを展開できません）

ダイアグラム上の余白不足のため、このオブジェクトを展開できません。展開後の大きさを入れるに十分な余白のある位
置へ、このオブジェクトを移動してください。
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Cannot Find the Object Name （オブジェクト名が見つかりません）

この名前を持つオブジェクトはほかに見つかりません。名前の綴りをチェックするか、新しい名前を入力してください。

Cannot Find the Organizational Unit （組織単位が見つかりません）

指定した組織単位が見つかりません。存在する組織単位を指定してください。

Cannot Interpret the Command （コマンドを解釈できません）

ソフトウェアが送信したコマンドを、ホストが解釈できません。コントローラのタイムアウト値を変更します。［モデ
ル］ウィンドウから値にアクセスするには、［オプション］ - ［エンサイクロペディア・コミュニケーション］の順に選
択してください。

Cannot Modify Attribute （属性を変更できません）

この属性は読取プロテクションでチェックアウトされています。この属性を変更するには、サブセットをチェックイン
し、属性と関連エンティティ・タイプとサブタイプを、削除プロテクションで再びチェックアウトしてください。

Cannot Modify Procedure Step （プロシージャ・ステップを変更できません）

このプロシージャ・ステップはサブセットのプロテクション規則によって保護されています。完了プロシージャ ステッ
プがチェックアウトされていないか、アクセス・レベルが原因でプロシージャ ステップを変更できません。

プロシージャ・ステップとその関連画面を適切なプロテクションでチェックアウトしてください。必要な変更をしてから
モデルにチェックインしてください。

Cannot Modify Relationship Membership （メンバシップを変更できません）

このメンバシップは「読取」プロテクションで保護されています。「読取」プロテクションを与えられたメンバシップと
属性は、特性を変更できません。またそのメンバシップにおける対は、作成も解消も転送もできません。

「削除」プロテクション、「変更」プロテクション、または「アクセス」プロテクションを与えてください。

Cannot Move Attribute （属性を移動できません）

属性は、識別子でなくかつ分類属性でなければ、ほかのエンティティ・タイプへ移動できます。

分類属性を移動したい場合、分類属性であるという指定を解除しなければなりません。「移動」を実行してから、その区
分に分類属性を再度選択してください。

Cannot Move Attribute to a Subtype （属性をサブタイプに移動できません）

属性は、識別子でなくかつ分類属性でなければ、エンティティ・タイプからその子サブタイプへ、またはその逆に、移動
できます。識別子は、あるエンティティ・タイプ内の各オカレンスを一意に区別するためのものです。

属性を親エンティティ・タイプ内の別サブタイプに移動するには、識別子からその属性を除去してください。そのあとで
属性を移動してください。必要ならその属性を新しい親サブタイプの識別子としてください。
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Cannot Move Attribute to Partition （属性を区分に移動できません）

属性の移動先として区分を選択しました。属性は、エンティティ・タイプ、属性、またはサブタイプにしか移動できませ
ん。

Cannot Move Protected Attribute （保護された属性は移動できません）

ほかのエンティティ・タイプに転送できません。属性のプロテクションが「削除」だからです。

この属性は、アクション・ブロックにまだその属性のビューがあったときに、別のエンティティ・タイプに転送されま
した。別エンティティ・タイプへの属性の移動は、まず削除され次に追加されます。ところが、転送元であるエンティ
ティ・タイプまたはそれに対応するテーブルが、「削除」プロテクションを持っていません。

このサブセットをチェックインし、エンティティ・タイプに「削除」プロテクションを付与し、再びそのサブセッ
トをチェックアウトしてから、転送を行ってください。。サブセットのプロテクションについては、「Client/Server
Encyclopedia Subsetting Expansion Table」または「Host Subsetting for Entity Type」を参照してください。

Cannot Open File （ファイルを開けません）

要求したファイルが下記のいずれかの理由でオープンできません。

• ほかのアプリケーションがファイルを使っている。
• ファイルが読取専用になっている。
• ファイル名が正しくない。

別アプリケーションがファイルを使用中の場合、アプリケーションをクローズしてから続行してください。

ファイルが読取専用になっている場合は、書込みアクセスに変更してください。

ファイル名が正しくない場合は、正しい名前を入力してください。

外部コールを実行できません

このメッセージは、ツールセットで編集されているモデルまたはモデルのサブセットが、オプションの 8.5 変換プロセス
を実行していない場合に表示されます。この変換プロセスは、Call External ステートメントを使用する機能をサポートす
るオブジェクトを変換されるモデルに追加します。

NOTE
注： モデルの変換の詳細については、「クライアント・サーバ・エンサイクロペディア」を参照してくださ
い。

Cannot Perform Auto Layout （自動レイアウトを実行できません）

画面の自動レイアウトを妨げるエラーが存在します。

自動レイアウトを再実行して、表示されるエラーを訂正してください。

Cannot Perform Consistency Check （一貫性検査を実行できません）

ファイルを一貫性検査に対してオープンできませんでした。できるだけ多くのウィンドウをクローズしてください。その
あとで、「再実行」を選択してください。

それでもエラーが出る場合は、データ・ファイルが欠落しています。モデルを再度ダウンロードするか、モデルのバック
アップ版を使ってください。
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Cannot Perform Join （関係付けを実行できません）

選択したアクティビティが基本プロセスでありません。

情報フロー線で関係づけるのは、基本プロセスと外部オブジェクトとの間だけに限ることをお勧めします。CA Genで
は、基本プロセスでないアクティビティと外部オブジェクトとの間をも、関係づけることができます。

外部オブジェクトとアクティビティを情報フロー線で関係づけるには、［はい］をクリックします。

外部オブジェクトとアクティビティを関係づけない場合は、［いいえ］をクリックします。

Cannot Perform Retransformation （リトランスフォーメーションを実行できません）

トランスフォーメーションをするか、またはデータベース定義をデータ・ストア・リストに手操作で追加しておかなけれ
ば、リトランスフォーメーションを実行できません。これらの設計作業を完了させておかなければは、リトランスフォー
メーションできません。

Cannot Place Hidden Views on the Screen （隠ぺいビューを画面に配置することはできません）

すべてのエクスポート・ビューが隠ぺいされました。隠ぺいビューを画面に置くことはできません。

ビューを表示するには、［エクスポート・ビューの配置リスト］から選択します。ビューを強調表示した状態で、［隠ぺ
い］プッシュ ボタンを選択してください。［隠ぺい］プッシュ ボタンは切り替えスイッチの役割を果たし、その特性の
オンとオフが切り替わります。

Cannot Place the Object in the Selected Position （選択した位置にオブジェクトを配置できません）

オブジェクトを選択位置に配置できません。

配置するには、別の位置を指定してから、［画面設定］-［再表示］の順に選択してください。オブジェクトを配置して
ください。

Cannot Read File （ファイルを読み取ることができません）

ハードウェア・エラーかシステム・エラーにより、ファイルが読めません。

同じコマンドを再実行してください。それでも読めない場合は、ファイルが破壊されている可能性があります。ファイル
のバックアップ・コピーを使用してください。

複写中のファイルにアクセスしようとした場合にもこのエラーは起きえます。複写中のファイルは読めません。

Cannot Record Actions to the Audit Log File （操作ログ・ファイルに操作を記録できません）

モデルをロードしてからでないと、操作ログ・ファイルに操作を記録できません。モデルをロードしてから操作ログの記
録を開始してください。

Cannot Rename File （ファイルの名前を変更できません）

別のアプリケーションがこのファイルを使用中なので名前を変更できません。

そのファイルを使用しているアプリケーションをクローズしてください。
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Cannot Run the Report File Error （レポート・ファイルの実行不可エラー）

存在しないレポート・ファイルを実行しようとしました。

もう１回レポートを作成してください。

Cannot Save Error （保存不可のエラー）

保存中にエラーが発生しました。ディスク・ドライブのハードウエア上の問題、オペレーティング・システムの誤動作、
オープンしたファイルが多すぎる、などいくつかの原因が考えられます。

オープンしているファイルがあれば、それをクローズしてから保存してください。

Cannot Save Model （モデルを保存できません）

モデルがチェックアウトされましたが、ディスク・スペース不足のためワークステーションに保存できません。

ディスク・スペースを確保しないとモデルを保管できません。

Cannot Save the Checked Out Model （チェックアウトしたモデルを保存できません）

チェックアウトしたモデルに対する変更作業結果を保存するための十分なディスク・スペースがありません。

下記のいずれかを行なってください。

• 表示のバイト数を解放するために多数のファイルを移動してから、［再実行］を選択してモデルを現在の宛て先に保
存する。

• ［取消］を選択して、モデルの保存を中止

Cannot Select as Parent （親として選択できません）

関係はほかのオブジェクトの親になれません。新しい親として、別のタイプのオブジェクトを選択してください。

Cannot Set as a Derived Attribute （誘導属性として設定できません）

分類属性を、誘導属性とすることはできません。分類属性を削除するか、発生源分類を変更してください。

Cannot Set the Property for Entity Action Views or Local Views （エンティティ・アクション・ビューに
もローカル・ビューにも特性を設定できません）

エンティティ・アクション・ビューにもローカル・ビューにもこの特性は設定できません。

Cannot Set the View as a Persistent View （ビューを常駐ビューとして設定できません）

反復グループ・ビュー内にあるビューを、常駐には設定できません。

Cannot Transfer an Attribute （属性を転送できません）

下記のどれかに当てはまる属性は、別のエンティティ・タイプに転送できません。
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• 転送する属性が分類属性の場合
• 転送する属性がビューで使われている場合
• 転送する属性が省略時アルゴリズムを持つ場合
• 属性がすでに、データ構造内に転送されている（トランスフォーム済みまたはリトランスフォーム済み）

「転送」の代わりに「複写」を実行してから、不要な属性を削除してください。

Cannot Update and Check in Model Error （モデルの更新およびチェックイン不可のエラー）

ワークステーション上のディスク・スペースが不足しているため、モデルを更新してチェックインできません。

メッセージに示されたドライブやディレクトリから、ファイルを削除してください。十分な空きスペースができたら、
チェックイン操作を続行してください。

Cannot Use View in Auto Layout （自動レイアウトでビューを使用できません）

多重反復グループ・ビューは、自動レイアウトされません。手動で画面にビューを追加してください。

Cannot Work With the Object （オブジェクトを操作できません）

指定したオブジェクトが別のビジネス・システムに入っています。そのビジネス・システムを選択しなければこのオブ
ジェクトは扱えません。

テキストの垂直センタリング

複数行ある場合は、テキストは自動的に先頭行から開始します。テキストの行を調整する場合は、下記のようにします。

テキストを縦方向にセンタリングするには下記のようにします。

• テキストの最初の行の上に空白行を追加する。
• 必要に応じてテキストの長さを調整しながら、テキスト行を入力する。

カージナリティの変更

 メンバシップのカージナリティを変更すると、［ソースまたは宛て先特性］ダイアログ ボックスの以下の特性に影響し
ます。

• オカレンスの最小数
• オカレンスの平均数
• オカレンスの最大数

メンバシップのカージナリティを多から１に変えると、最小、最大、平均が自動的にリセットされます。

［はい］をクリックすると、メンバシップのカージナリティが変更されます。

［いいえ］をクリックすると、メンバシップのカージナリティは変更されません。

小数以下桁数の変更の確認

属性の小数以下桁数を変更すると、その桁数に合わない許容値は削除されます。

属性の小数以下桁数を変更し、その桁数に合わない許容値を削除するには、［はい］をクリックします。

小数以下桁数を変更しない場合は、［いいえ］をクリックします。
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オプショナリティの変更の確認

メンバシップのオプショナリティを変更すると、［ソースまたは宛て先特性］ダイアログ ボックスにあるオカレンスの
割合に影響します。

メンバシップのオプショナリティを「時々」から「つねに」に変更すると、対の割合は100%に自動的に変わります。

メンバシップのオプショナリティを変更するには、［はい］をクリックします。

メンバシップのオプショナリティを変更しない場合は、［いいえ］をクリックします。

親の変更エラー

「親の変更」（Change Parent）は、選択したアクティビティとその従属物を、別のアクティビティ（ファンクションか
非基本プロセス）の下に移します。選択したアクティビティが新しい親の従属アクティビティと異なる場合は、選択した
アクティビティを変更する必要があります。選択したアクティビティは、新しい親の従属アクティビティのタイプに基づ
いて、ファンクションまたはプロセスに変更します。

選択したアクティビティを変更するには、［了解］をクリックします。

親を変更しない場合は、［取消］をクリックします。

すべてのオープン・ファイルをクローズ

オープンしてあるウィンドウのいくつかをクローズしてから、当コマンドを再実行してください。

オープンしてあるウィンドウの個数が、オペレーティング・システムの制限を越えています。

クラスタ・アクションのエラー

ファンクション/エンティティ・タイプ・マトリックスをクラスタ化するには、下記のマトリックスを削除プロテクショ
ンでチェックアウトしておく必要があります。

• ファンクション/ファンクション・マトリックス
• エンティティ・タイプ/エンティティ・タイプ・マトリックス

ワーク・ファイルがディレクトリに存在すると、モデル名を変更できません

ワーク・ファイルがディレクトリに存在すると、モデル名を変更できません。

作業パスを変更してください。［オプション］-［パス］を選択してください。

画面の削除の確認

現行の画面が削除されました。

コード生成エラー

生成ダイアグラムで生成済み（トレースまたはコード）がマークされているアクション ブロック エントリは、各種の環
境変数を持つビジネス システムに属していて、指定変更は指示されませんでした。

ビジネス・システムの３つの環境パラメータ（オペレーティング・システム、DBMS、言語）を同じにしてある
か、または生成用の強制変更パラメータ群を指定してあれば、複数のビジネス・システムに属するアクション・
ブロック群をも一度に生成できます。たとえば、選択したアクション・ブロックの１つを含むビジネス・システム
が、z/OS、DB2、COBOLを使う場合、コード生成用に一緒に選択したほかのすべてのアクション・ブロックも、z/
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OS、DB2、COBOLを使うビジネス・システムに定義されていなければなりません。これを実行しない場合は、使うパラ
メータを指定して、一貫性のないビジネス・システム・パラメータを指定変更できます。

以下のいずれかを実行してから、コード生成を再実行します。

• 同じ環境パラメータを共有している「ビジネス・システム」からのみアクション・ブロックを選択する。
• 別の環境パラメータを持つビジネス システムからアクション ブロックを選択してから、一貫性のないパラメータを
［生成の省略時解釈］ダイアログ ボックスで選択した値で指定変更します （［生成］ウィンドウの［オプション］メ
ニューから［生成の省略時解釈］を選択します）。

• 影響された「ビジネス・システム」が同じ環境パラメータを持つよう変更してください。

コード・ページのエラー

コード・ページとは、文字セットとそのバイナリ表現をいいます。コード・ページは、IBMとPC環境でよく使用される
用語です。環境によっては、コード・セットまたは文字コード方式などと呼ばれることもあります。異なるコード・ペー
ジは異なる言語をサポートしています。

当該モデルを作成したときのコード・ページと、CA Genが現在使っているコード・ページとが、異なっています。モデ
ルをオープンすると新しいコード・ページが使われます。

ただし、これはワークステーションのコード・ページが、モデル保存時のコード・ページと同期していない場合だけで
す。（これは、ワークステーションのコード ページが一時的にリセットされ、前の設定に復元されていない可能性があ
ります。）この場合、ワークステーションのコード ページをリセットし、モデルのコード ページと一致させてからモデ
ルをオープンします。

また、ワークステーション間でのモデルの移動を、エンサイクロペディア機能を使用せずに、そのモデルに関連する多用
なデータ・ファイルをコピーする方法で実行しようとするとこの状態が生じます。モデルのデータ・ファイルをコピーし
て移動しないでください。異種のプラットフォーム間でどのような結果が生じるか予期できません。

拡張ASCII文字をまったく使っていないモデルならば、この警告を無視してかまいません。拡張ASCII文字には、アクセ
ント付き母音や、１言語（たとえばフランス語）に特有の文字があります。警告を無視してよいのは、モデル内の文字が
すべて英数字である場合です。

自分のモデルに、アクセント付き母音、または拡張ASCII文字にない文字がある場合は、この警告を無視するべきであり
ません。「いいえ」プッシュボタン（No）を押すことによりモデルのオープンを取り消してください。モデルをオープ
ンする前に、ワークステーションのコード・ページを修正してください。

モデル内に拡張ASCII文字があるにもかかわらず警告を無視した場合、その文字が別の文字に化けてしまいます。

このことが起きた場合、そのモデルをエンサイクロペディアにチェックインしないでください。

 

列名のエラー

指定したデータベース管理システム（DBMS）が許す長さまで、列名を短縮してください。

コミュニケーション・ボード・タイプのエラー

ボード・タイプを選択しなければなりません。CA Gen のメイン・ダイアグラムで、［オプション］ - ［エンサイクロペ
ディア・コミュニケーション］ - ［ボード・タイプ］の順に選択し、コミュニケーション・ボード・タイプを選択してく
ださい。
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メッセージの確認

ワーク・ビューを常駐にすることはできません。

一貫性検査規則の違反

CA Genは、リトランスフォーメーションの結果レポートを作成します。レポートは、一貫性検査規則の違反があった場
合、オブジェクト・レベルの保護違反が起きた場合、エンティティ・タイプまたは関係が作成されない場合、またはその
他のエラーが起きた場合にのみ作成されます。

［モデル］ウィンドウのアクション バーからレポートにアクセスしてください。

［モデル］-［レポート］-［ファイル］-［オープン］-［リトランスフォーメーション］の順に選択してください。

テクニカル・サポートへのお問合わせ

このエラー メッセージが出たことをテクニカル サポートにお問い合わせください。このエラー・メッセージが出るまで
に行なった操作も知らせてください。

DAT ファイル・フォーマットの変換

 

モデルが編集用に開かれている場合、モデル（.DAT ファイル）の文字列識別子は、最大 50 万の文字列をモデルがサ
ポートできる新しいフォーマットに変換されます（以前のフォーマットで使用できたのは 64,000 文字列プロパティの
み）。.DAT ファイルを変換すると、CA Gen 8.x ツールセットの古いリリースでは、新しいフォーマットを読み取るこ
とができません。このメッセージにより、この変換を今すぐ行うかどうかを決定できます。.DAT ファイルが変換される
と、このメッセージが再び返されることはありません。

注： 8.x は CA Gen の現在のリリースを示しています。

次のいずれかのオプションをクリックします。

• ［はい］ -- モデル（.DAT ファイル）を新しいフォーマットで保存した後、編集用に開くことを指定します。これ以
降、CA Gen 8.x ツールセットの古いリリースでモデルを開くことはできなくなります。変換後のモデル/サブセット
は、Gen エンサイクロペディアにアップロードしてから、CA Gen 8.x ツールセットの古いリリースにダウンロード
できます。

• ［いいえ］ -- このモデルは 64K より多くの文字列をサポートするためにアップグレードしないので、モデルを開かな
いように指定します。

DB2 でサポートされていない変更

 

行なおうとした変更を、DB2がサポートしていません。関連する４つのテーブルに関するルールを確認してください。

Decimal Places Exceeds the Length of the Attribute （小数部が属性の長さを超えています）

属性の長さには、小数部の桁数も含めます。したがって小数部が属性の長さを超えてはなりません。属性の長さを増やし
て、必要な桁数を含む長さにしてください。
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小数部の指定エラー

小数部の長さが大きすぎます。小数部の最大桁数は18です。

省略時値のエラー

属性ドメインが数字として定義されているにもかかわらず、数字以外の文字で省略時値が入力されました。以下のことが
可能です。

• アルゴリズムが必要な場合は、［省略時アルゴリズム］を選択する。
• 省略時値を数値に変更する。
• 属性に数字以外の異なるドメインを持たせる。

Number value has invalid format （数値の形式が無効です）

数値の省略時解釈値は、有効な数値でなければなりません。省略時数値を有効数字に変更してください。

Upper bound of range is less than lower bound #######################

許容値の範囲には、FROM と TO の値が含まれます。FROMの値はTOの値よりも小さくなければなりません。

省略時アルゴリズム・アクション・ブロックと属性間の関連の削除

省略時解釈値を入力しましたが、省略時アルゴリズムがすでに存在します。

アルゴリズム・アクション・ブロックと属性間の関連を削除するには、［はい］をクリックします。新規に入力した値
が、省略時解釈になります。

この入力を取り消し、アクション・ブロックをアルゴリズム省略時解釈としてそのまま使うには、［いいえ］をクリック
します。

コントロールの削除

ツールバー上またはステータス・バー上のコントロールを削除するには、［はい］をクリックします。

削除をやめるには、［いいえ］をクリックします。

DASD ボリュームの削除

強調表示された DASD ボリュームを現行のストレージ・グループから削除するには、［はい］をクリックします。

強調表示された DASD ボリュームの削除を取り消すには、［いいえ］をクリックします。

削除エラー

選択されたコントロールはアクション文（複数ありえる）によって参照されています。このオブジェクトを削除すると、
アクション図上のそれらすべての参照箇所が変更されます。

変更されたステートメントには、「Invalid」の表記と、その後のかっこ内に元の参照箇所が示されます。

• 削除をやめるには、［いいえ］をクリックします。
• オブジェクトを削除するには、［はい］をクリックします。次に、アクション図ステートメントを削除または編集し
てください。
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フィールド削除の確認

 

強調表示したフィールドを削除するには、［はい］をクリックします。

削除を取り消すには、［いいえ］をクリックします。

グループ・ボックスの削除

グループ・ボックスを削除するには、［はい］をクリックします。

削除をやめるには、「いいえ」を選択してください。

アクション図の削除または編集

選択されたオブジェクト 1 つまたは複数のアクション図ステートメントによって参照されています。このオブジェクト
を削除すると、アクション図上のそれらすべての参照箇所が変更されます。

変更されたステートメントには、「Invalid」の表記と、その後のかっこ内に元の参照箇所が示されます。

削除をやめるには、［いいえ］をクリックします。

このオブジェクトを削除するには、［はい］をクリックします。次に、アクション図ステートメントを削除または編集し
てください。

The following templates or screens are available for deletion （次のテンプレートまたは画面を削除できま
す）

強調表示されているテンプレートまたは画面の削除を確認します。

セル値の削除の確認

セル値を削除する場合は［了解］、変更を中止する場合は［取消］をクリックします。

異なるパスワードのエラー

２つの新しいフィールドに、異なるパスワードが入力されました。同じパスワードを入力してください。

このパスワードは表示されません（セキュリティ上の理由から）。新パスワードは２回入力しなければなりません（正確
さを期するため）。

重複したアクション・ブロック名

このアクション・ブロック名は、既存のプロシージャ・ステップとアクション・ブロックの名前と同じです。プロシー
ジャ・ステップを作成すると、同じ名前のアクション・ブロックが自動的に作成されます。

一意名を入力してください。

重複した属性

選択した属性はビューの一部です。重複することはできません。
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別の属性を選択してください。

重複するコード名

このエラーは、アクション図に同じコード名の別のインライン・コード・ステートメントが含まれていることを示しま
す。［はい］をクリックすると、コピーされたステートメントが同じ名前に 1 が増分された名前に変更されます。たと
えば、コード名が ILC の場合、そのステートメントは ILC1 という名前に変更されます。同様に、同じステートメントが
再度コピーされる場合、新しいステートメントは ILC2 と命名されます。

重複した重要成功要因

入力した名前の重要成功要因が存在します。モデル内で名前が重複してはなりません。一意の名前を入力するか、既存の
成功要因を削除してください。

重複した DASD ボリューム名

入力した名前のDASDボリュームが既存のストレージ グループに存在しています。ストレージ グループ内で名前が重複
してはなりません。一意名を入力してください。

重複したエンティティ・タイプ名、サブタイプ名、またはワーク・セット名

入力した名前のエンティティ・タイプ、サブタイプ、またはワーク・セットがすでに存在します。モデル内で名前が重複
してはなりません。一意名を入力してください。

重複したエグジット・ステートのエラー

入力した名前がすでにエグジット・ステートに割り当てられています。一意の名前を入力してください。

重複したエグジット・ステート

１つのプロシージャ・ステップが持てるリターン・オン・エグジット・ステートは８個までです。渡しデータと戻しデー
タを見直すことにより、重複がないかどうかを調べてください。

重複をすべて除去してください。同じ値は１回だけ使ってください。

重複した外部オブジェクトのエラー

入力した名前がすでに外部オブジェクトに割り当てられています。一意の名前を入力してください。

重複したフィールドのエラー

配置しようとしているフィールドはすでに画面上に置かれています。他のフィールドを選択してください。

重複したフィールド名

入力した名前のビューが存在しています。フィールド名はテーブル内で一意でなければなりません。一意名を入力してく
ださい。
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重複したファイル名

同じ名前のファイルが存在します。以下のことが可能です。

• ［了解］をクリックしてファイルを保管し、既存のファイルを上書きします。
• 保管を取り消します。
• 保管を取り消して新しい名前で保管します。

Enter a valid file name （有効なファイル名を入力してください）

ファイル名が正しくありません。下記の理由が考えられます。

• 名前フィールドがブランクになっている。
• 名前に特殊文字が含まれている。
• ファイルがオペレーティング・システムの要件を満たしていない。

特殊文字を含めずオペレーティング・システムの条件に合った名前をフィールド内に入力してください。

重複したゴール名

入力した名前のゴールが存在しています。モデル内で名前が重複してはなりません。一意の名前を入力するか、既存のロ
ケーションを削除してください。

重複した識別子名

識別子は、その一意の値で、所属先の１エンティティ・タイプ内（または１サブタイプ内）の個々のエンティティを区別
するために存在します。

１エンティティ・タイプ内または１サブタイプ内の各識別子は、名前がユニークでなければなりません。

まだない名前を入力してください。

重複したロケーション

入力した名前のロケーションが存在しています。モデル内で名前が重複してはなりません。一意の名前を入力するか、既
存のロケーションを削除してください。

重複した目的名

入力した名前の目的が存在しています。モデル内で名前が重複してはなりません。一意の名前を入力するか、既存の目的
を削除してください。

重複した基本識別子

エンティティのタイプまたはサブタイプには、基本識別子として指定できる識別子は 1 つだけです。いずれか一方の識
別子の基本指定を除去してください。

重複した戦略名

入力した名前の戦略が存在しています。モデル内で名前が重複してはなりません。一意の名前を入力するか、既存の戦略
を削除してください。
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重複した戦術名

入力した名前の戦術が存在しています。モデル内で名前が重複してはなりません。一意の名前を入力するか、既存の戦術
を削除してください。

コントロールとマップされたビューの複製

［はい］をクリックすると、選択したウィンドウまたはダイアログ・ボックスから、活動状態のウィンドウまたはダイア
ログ・ボックスへ、コントロールとマップされたビューが複製されます。活動状態のウィンドウまたはダイアログ・ボッ
クスとは、作成中または編集中のものをいいます。

［いいえ］をクリックすると、複写の選択リストに戻ります。

重複したビュー名

入力した名前のビューが存在しています。サブセット内で名前が重複してはなりません。一意の名前を入力するか、既存
の名前を削除してください。

オブジェクトの記述の編集

このオブジェクトの記述は、別のマトリックスで編集する必要があります。またはマトリックス プロセッサ以外のツー
ルで編集できます。

編集パターンのエラー

数値の編集パターンで指定したフィールドにはハイフンを入力できません。ハイフンを入力するには編集パターンを変え
てください。

エンサイクロペディアが見つからないエラー

クライアント/サーバ・エンサイクロペディアは、エンサイクロペディア・トランザクションの省略時解釈として定義さ
れています。ソフトウエアの起動時にエンサイクロペディアが見つかりませんでした。

このソフトウエア（LAN）のインストレーションを確認するか、エンサイクロペディアのオプションでの選択を［セント
ラル］にリセットしてください。

エンティティ・タイプの削除エラー

削除しようとしているエンティティ・タイプは、アクション図内で使用されています。

まずビューの参照箇所をすべて削除します。次に、ビューを削除してください。ビューを削除すれば、エンティティ タ
イプを削除できます。

重複した名前

一意の名前を入力してください。
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Permitted Values and Default Values do not Match Attribute Properties （許容値と省略時解釈値が属性の
特性と一致していません）

許容値と省略時解釈値は、属性の特性と矛盾してはなりません。

属性の長さを変更するか、許容値の桁数を減らしてください。

Cannot Transfer Attribute （属性を転送できません）

識別子の一部である属性は、別のエンティティ・タイプに転送できません。識別子から属性を削除するか、属性を複写し
てください。

Cannot Perform Prototype Action （「プロトタイプ」アクションを実行できません）

「プロトタイプ」アクションの画面が存在しません。

当該ビジネス・システム用に画面を作成してください。

Cannot Read Files （ファイルを読み取れません）

開発者は、プラットフォーム間で（つまりマシン間またはオペレーティング・システム間で）、モデル（IEF*.DAT）の
ファイルを複写する場合があります。これを行なうと、ハードウェアまたはオペレーティング・システムのソフトウェア
における非互換性のために、ツールセットを読み取れない場合があります。

モデル・ファイルは、作成先のプラットフォーム用に最適化されたフォーマットになっているため、同じプラットフォー
ム上でのみ使えます。互換性があるプラットフォームの組み合わせとしては、Intel/NT 32 ビットと Intel/Windows 32
ビットがあります。互換性のないプラットフォームの組み合わせとしては、Intel/Windows 32 ビットと Intel/Windows 16
ビット、Intel/NT 32 ビットと HP-RISC/UNIX 32 ビットがあります。

最後に、モデルを使う現在のプラットフォームでなく、別の整数サイズを使うプラットフォーム上にモデルを保存しまし
た。この「エラー・コード」は、非互換性を示しています。

• 「2-4」というコードは、モデルが 16 ビットのプラットフォームに保存されており、現在のソフトウェアは 32 ビッ
トのプラットフォームで実行されていることを示しています。「2」は、２ バイトまたは 16 ビットと解釈されます。
「4」は、4 バイトまたは 32 ビットと解釈されます。

• 「4-2」というコードは、モデルが 32 ビットのプラットフォームに保存されており、現在のソフトウェアは 16 ビッ
トのプラットフォームで実行されていることを示しています。

画面に含まれているテンプレート

選択したテンプレートは、すでにこの画面に取り込まれています。別のテンプレートをリストから選択してください。

Member name must start with alpha （メンバ名はアルファベットで開始しなければなりません）

名前が数値で始まっています。A から Z までの文字で始まるように名前を変更してください。

追加オカレンス数が、他方の所定の反復グループ・オカレンスと等しくありません

追加オカレンス数が、他方の所定の反復グループ・オカレンスと等しくありません。

追加オカレンス数を変更してください。
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Screen is not linked to another screen （画面は、別の画面にリンクされていません）

この画面には、遷移元の画面がないか、または遷移先の画面がありません。

フロー元とするプロシージャ・ステップを選択してください。または、対話設計図ツールを使って、新しい対話フローを
定義してください。

画面に含まれるフィールド

取り込もうとしているテンプレートと、現行の画面とで、いくつかの特殊フィールドが重複しています。既存の画面から
フィールドを削除してください。または重複するフィールドを削除してテンプレートを変更してください。

Cannot Record Audit Log and Set up Printer （操作ログの記録とプリンタのセットアップを実行できませ
ん）

プリンタのセットアップ中には、操作ログ・ファイルに記録できません。操作ログをいったん停止し、プリンタ設定終了
後に、また操作ログを開始してください。

省略時解釈値が許容値に含まれていません

許容値がある場合、省略時解釈値は許容値の１つでなければなりません。

許容値を変更して省略時解釈値の範囲内に含めるか、または指定した最初の値になるようにしてください。

トランスフォーメーション・エラー

一貫性検査レポートを参照して、トランスフォーメーションを妨げているエラーを特定してください。

［モデル］ウィンドウのアクション バーからレポートにアクセスしてください。

［モデル］-［レポート］-［ファイル］-［オープン］-［一貫性検査］の順に選択してください。

Constraint Aready Exists （制約がすでに存在します）

選択したメンバシップを制約としてインプリメントする必要はありません。制約がすでに存在しているからです。

Cannot Display Field （フィールドを表示できません）

データ・モデルでのこの属性の長さはゼロです。表示の長さをゼロ以外に設定しました。属性の長さがゼロであると、
フィールドを表示できません。

生成エラー

生成が別のワークステーションで実行されているか、または生成が同じワークステーション上で別のモデルに対して実行
されています。

省略時解釈値に対して行った変更は、生成完了まで CA Gen 構成ファイルに保存できません。ローカル・エンサイクロ
ペディアには保管できます。

生成プロセスが完了するまで待ってから新しい省略時解釈を保存してください。
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Cannot Overwrite File （ファイルを上書きできません）

別のアプリケーションがこのファイルを使用中なので上書きできません。

そのファイルを使用しているアプリケーションをクローズしてください。または、保管プロセスを取り消し、別名でファ
イルを保管してください。

オプショナリティが「つねに」のエラー

オプショナリティが「つねに」の場合、オカレンスの割合は100パーセントでなければなりません。必要な割合が100%
未満の場合、関係のオプショナリティを「時々」に変更してください。

Multi-level Cascade Delete Not Allowed （複数レベルのカスケード削除は許可されていません）

選択した参照保全性オプションの「SQL/DS」では、複数レベルのカスケード削除は許されません。

別のオプションを選択してください。

Primary Window Exists （主ウィンドウが存在します）

入力した名前の主ウィンドウが存在しています。モデル内で名前が重複してはなりません。一意の名前を入力するか、既
存の主ウィンドウを削除してください。

ステートメントのグループが強調表示されていない

［転送複写］を選択する場合、複写するステートメントのグループを強調表示しておく必要があります。ステートメン
ト・グループが、アクションの選択または２番目のアクション・ブロックの呼び出し時に、予期しない原因でステートメ
ント・グループの選択が解除されました。

強調表示して転送複写を再実行してください。「タイル」オプションを使うと、いくつかのアクション図またはプロシー
ジャ・ステップを併置できます。

転送複写を使用する場合、［設計］-［アクション図］を選択してから、プロシージャ ステップまたはアクション ブロッ
クを選択し、［了解］-［複写する行］-［ダイアグラム］-［関連メニュー］-［アクション図］を選択してから、プロ
シージャ ステップまたはアクション ブロックを選択し、［了解］を選択して、ブロックのコピー先の位置を選択し、
［編集］-［転送複写］を選択します。

CASE Statement Already Contains the Selected Constant Values （CASE ステートメントに選択した定数
値がすでに含まれています）

CASE OFステートメントに、選択した定数値のためのCASE節がすでにあります。

CASEステートメントに対して別の値を選択してください。

Unique Index is Required （一意の索引が必要です）

テーブルとしてインプリメントしたエンティティ・タイプの１つに、一意の索引が必要です。

既存の識別子の１つを一意にしてから、テーブルを再びインプリメントしてください。
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Unable to create a unique work directory （一意のワーク・ディレクトリを作成できません）

ソフトウェアを実行するたびに、一時ワーク・ファイルとしての、一意のワーク・スペースが必要になります。起動時に
は、WKのあとに現在の時刻（時分秒）の付いた名前のディレクトリが作られます。このワーク・ディレクトリはソフト
ウェアの終了時に削除されます。同じ組み合わせのhhmmssが24時間ごとに繰り返されるので、このワーク・ディレクト
リの名前が、下記のいくつかの理由によりすでに存在している可能性があります。

• ほかのソフトウェアの実行がそれを使っている。
• 過去にソフトウェアが異常終了したためワーク・スペースが削除されず残っている。

ソフトウェアを再起動することによりこの問題は解決されます。残存した不要なワーク・ディレクトリは手作業で削除し
てください。

ブランク・カラムのエラー

カラム間のブランク・カラム数が、画面設計上の問題となっています。１行のフィールド数が画面に適合しません。ブラ
ンク・カラムの数を減らしてください。

RESTART and RESET are Reserved Words （RESTART と RESET は予約語です）

RESTARTとRESETは予約語なのでコマンドには使用できません。

別のコマンド名を入力してください。

単一値または範囲の指定エラー

単一の値（例： 10）または単一の範囲（例： 10 - 15）を入力してください。

Cannot Find Path or File （パスまたはファイルが見つかりません）

メッセージ内に指定されたパスまたはファイルが見つかりません。ワークステーションまたはローカル・エリア・ネット
ワーク内に、該当のパスまたはファイルが存在しているかどうか確認してください。「再実行」を選択してください。

「取消」を選択すると、CA Genが終了します。

ニーモニック・エラー

ニーモニックは、メニュー項目やプロンプトに対応付けた、キーボード上の文字です。これにより、マウスを使わずにア
クションを選択できます。

ニーモニックは、メニュー・テキストまたはプロンプト・フィールド内の、いずれかの文字でなければなりません。メ
ニューまたはプロンプトが表示されると、その略号には下線が付きます。

同レベルの別のプロンプトまたはメニュー項目のニーモニックと重複してはなりません。

一致済みの属性エラー

元のエンティティ・タイプに対してすでに一致済みの置換エンティティ・タイプ内の属性を選択しました。属性の横にア
スタリスクが付いている場合は、すでに一致していることを示し、マッチングに使えないことを示します。

下記をする必要があります。

• まだ一致していない置換エンティティ・タイプ内で属性を選択してください。
• すでに一致した属性のマッチングを解消してください。
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生成エラー・メッセージ

レポート作成時に、システムが必要なファイルをオープンできませんでした。これは、別のウィンドウが同じタイプのレ
ポートを表示して、ファイルをロックしているためです。

ほかのすべてのウィンドウをクローズし、再実行してください。

［値］または［アルゴリズム］の選択

省略時解釈を指定した場合、「値」か「アルゴリズム」のどちらかを選択する必要があります。

オブジェクトを削除

ユーザ定義オブジェクトを削除すると、そのオブジェクトが属するマトリックスも削除されます。

無効なフィールド長

フィールド長は 1 ～ 255 である必要があります。CA Gen ソフトウェアは、ゼロまたは 255 を超える数を受け入れませ
ん。

Cannot Delete the Selected Attribute View （選択した属性ビューを削除できません）

選択した属性ビューが、画面上に表示されているかまたは画面にマッピングされているために削除できません。

ビューを画面から削除するか、またはビューのマッピングを解除してからそのビューの削除を試みてください。

モデル複写エラー

開発者は、プラットフォーム間で（つまりマシン間またはオペレーティング・システム間で）、モデル（IEF*.DAT）の
ファイルを複写する場合があります。これを行なうと、ハードウェアまたはオペレーティング・システムのソフトウェア
における非互換性のために、ツールセットを読み取れない場合があります。

モデル・ファイルは、作成先のプラットフォーム用に最適化されたフォーマットになっているため、同じプラットフォー
ム上でのみ使えます。互換性があるプラットフォームの組み合わせとしては、Intel/NT 32 ビットと Intel/Windows 32
ビットがあります。互換性のないプラットフォームの組み合わせとしては、Intel/Windows 32 ビットと Intel/Windows 16
ビット、Intel/NT 32 ビットと HP-RISC/UNIX 32 ビットがあります。

最後に、モデルを現行プラットフォームでなく、別のバイト順を使うプラットフォーム上に保存しました。バイト順は、
多くの場合、コンピュータ内のCPUによって決まります。以下に例を示します。

• Intelプロセッサでは、「逆の」バイト順を使います。これは、英語を読む場合とは逆に、右から左に読みます。
• Motorolaプロセッサでは、「正規」のバイト順を使います。これは、英語を読む場合と同様に、左から右に読みま
す。

"1-2"というコードは、最後に「右から左」のバイト方向を使うプラットフォーム上にモデルを保存したのち、現行プ
ラットフォームが「左から右」方向で実行している、ということを示しています。"2-1"というコードは、「左から右」
のバイト方向を使うプラットフォーム上に保存したのち、現行プラットフォームが「右から左」方向で実行している、と
いうことを示しています。
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モデルの複写エラー

開発者は、プラットフォーム間で（つまりマシン間またはオペレーティング・システム間で）、モデル（IEF*.DAT）の
ファイルを複写する場合があります。これを行なうと、ハードウェアまたはオペレーティング・システムのソフトウェア
における非互換性のために、ツールセットを読み取れない場合があります。

モデル・ファイルは、作成先のプラットフォーム用に最適化されたフォーマットになっているため、同じプラットフォー
ム上でのみ使えます。互換性があるプラットフォームの組み合わせとしては、Intel/NT 32 ビットと Intel/Windows 32
ビットがあります。互換性のないプラットフォームの組み合わせとしては、Intel/Windows 32 ビットと Intel/Windows 16
ビット、Intel/NT 32 ビットと HP-RISC/UNIX 32 ビットがあります。

最後に、モデルを使う現在のプラットフォームでなく、別の整数サイズを使うプラットフォーム上にモデルを保存しまし
た。この「エラー・コード」は、非互換性を示しています。

• 「2-4」というコードは、モデルが 16 ビットのプラットフォームに保存されており、現在のソフトウェアは 32 ビッ
トのプラットフォームで実行されていることを示しています。「2」は、２ バイトまたは 16 ビットと解釈されます。
「4」は、4 バイトまたは 32 ビットと解釈されます。

• 「4-2」というコードは、モデルが 32 ビットのプラットフォームに保存されており、現在のソフトウェアは 16 ビッ
トのプラットフォームで実行されていることを示しています。

分類属性の選択解除

分類属性を選択解除するには、まず強調表示されているサブタイプ属性を選択解除してください。

Model is Not Complete （モデルが完全ではありません）

 

複写しているモデルが完全でありません。１つまたは複数のファイルが見つかりません。

Incorrect Position Selected （選択した位置が正しくありません）

選択した位置は、別のフィールド、ボックス、またはその他のウィンドウ要素のある領域です。このままでは、追加する
要素がそこにあるボックスを覆い隠し、その要素にアクセスできなくなります。

「続行しますか」（Do you wish to continue）というプロンプトのところで、フィールドのオーバラップを回避できま
す。

オーバーラップを回避するには、［いいえ］を選択します。その後、いずれかのウィンドウ要素の位置を変更します。

オーバーラップしてもいいならば、「はい」を選択してください。

同じ値の割り当てエラー

同じ値が、オンとオフの各チェック・ボックス・コントロールの両方に割り当てられています。

いずれか一方の値を変更してください。

DB2 のサポートされていない変更

行なおうとした変更を、DB2がサポートしていません。関連する３つのテーブルに関するルールを確認してください。

Do you want to continue （続行しますか）

続行するには「はい」を選択してください。中止するには「いいえ」を選択してください。
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##################

入力した名前のファイルが存在しています。モデル内で名前が重複してはなりません。

保存したいファイルを既存ファイルに上書きするには、［はい］を選択してください。

保存をやめるには、［いいえ］を選択してください。

Selected procedure steps are protected （選択したプロシージャ・ステップは保護されています）

サブセットの規則により、選択したオブジェクトが保護されています。完了オブジェクトがチェックアウトされていない
か、アクセス・レベルが原因でオブジェクトを変更できません。

適切なプロテクションを指定して完了オブジェクトをチェックアウトしてください。必要な変更をしてからモデルに
チェックインしてください。

空のモデル名は無効

どのモデルにも、モデル名が必要です。モデル名は、ホスト・エンサイクロペディアの名前となります。32文字以内の
名前を入力してください。

Errors were found in the Data Model （データ・モデルでエラーが見つかりました）

トランスフォーメーションは、一貫したデータ・モデルを必要とします。一貫性検査のレポートを参照して矛盾を明らか
にしてください。

File is not Accessible （ファイルはアクセス不可です）

メッセージに示されているファイルにアクセスできません。このファイルは、欠落しているか、隠ぺいされているか、ま
たは別の理由でアクセスできません。

モデルを再度ダウンロードするか、モデルのバックアップ版を使ってください。

テクニカル設計の命名規則エラー

メッセージに示されたテクニカル設計の命名規則に従ってください。このフォーマットに従わないと、データベース生成
が成功しません。

Cannot Transfer Attribute is Derived （誘導属性は転送できません）

誘導属性は転送できません。属性を複写してから不要な属性を削除するか、属性の発生源分類を変更してください。

削除の確認

削除するか、別のアクションを選択してください。

削除するには、「はい」を選択してください。

タスクを終了して別のアクションを選択する場合は、「いいえ」を選択してください。

アクション・ブロックのエラー

チェックアウト時にアクション・ブロックが展開されていません。
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ステートメントを表示するには、サブセットをチェックインします。次にそのサブセットを再定義し、チェックアウトし
ます。

属性名が一意でない

ユーザ定義名は、モデル内の同種のオブジェクト内では一意でなければなりません。モデルの統合性を保つ必要上、この
きまりは鉄則です。同一範囲内で名前の重複が許されない一方、所属範囲が異なっていれば名前の重複は許されます。た
とえば、２つの組織単位名が同じであってはなりませんが、他方、１つの組織単位名と１つのプロシージャ・ステップ名
が同名であることは許されます。なぜなら、組織単位はモデルに属しプロシージャ・ステップはビジネス・システムに属
するからです。

横スロットの無効な値

２以上99以下の値を入力してください。

Character string length has exceeded the limit （文字列の長さが制限を超えています）

試みたエントリが以下のいずれかのエラーとなっています。

• 許容範囲以上の文字または数値が入力されました。エントリの長さを短くしてください。
• 無効な値が入力されたか、またはこの数値が属性の定義と一致しません。

基本容量または 2 次容量のエラー

基本容量または２次容量を変更してください。

１次容量は、データセット・テーブルスペースのための１次スペース割り振りです。４Kページ（BP0～BP49）の場合、
最大初期量は1048576ページです。32Kページ（BP32K～BP32K9）の場合は、最大スペース割り当ては、131072ページ
です。シリンダおよびトラック単位の場合は、空間割り振りの最大値はそれぞれ5950シリンダと93207トラックです。

２次容量は、データセット・テーブルスペースのための２次スペース割り振りです。単位は、［単位］ドロップダウン・
リストを使って、ページ、トラック、シリンダのいずれかを選択できます。4Kページ（BP0～BP49）の場合は、最大ス
ペース割り当ては、32767ページです。32Kページ（BP32K～BP32K9）の場合は、最大スペース割り当ては、1024ペー
ジです。シリンダおよびトラック単位の場合は、最大スペース割り当てはそれぞれ 186 シリンダと 2913 トラックです。

アクション図内の INVALID テキスト

アクション図内に無効なテキストがあります。CA Gen は、アクション図内に無効なテキストを見つけると、問題のテキ
ストを削除し INVALID という語で置換します。

ダイアグラムをフルに展開しINVALIDという語を検索することにより、その行を見つけてください。適切な処置をしてく
ださい。通常の処置は、問題のステートメントを削除しそれを再び作成することです。

ポート・エラー

セキュリティ装置がパラレル・ポート 1（標準プリンタ・ポート）にしっかり差し込んであることを確認してください。

添字特性のエラー

添字特性は、親グループ・ビューと従属グループ・ビューとで同じでなければなりません。
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［詳細グループ・ビュー特性］ダイアログ ボックスを使用して、従属ビューまたは新しい親ビューの添字特性（暗黙的
または明示的）を変更します。

Relationship occurs one or more times （関係が 1 回以上含まれています）

メンバシップのカージナリティが、１でなく多です。関係は同じ識別子に１回しか含めることはできません。

メンバシップを変更する場合は、［特性］プッシュボタンを選択します。「１/１以上」ドロップダウン・リストにて
「１」を選択してください。

［識別子］ダイアログ ボックスを使用して、メンバシップを識別子として指定します。

Cannot Subtype View （サブタイプ・ビューに関連づけられているため削除できません）

 

削除しようとしているビューが、１つ以上のサブタイプ・ビューに関連づけられています。そのサブタイプ・ビューが、
画面に配置されているか、サブタイプ内でプロテクトされているので、この分類属性ビューは削除できません。

Cannot Change the Parent of the Object （オブジェクトの親を変更できません）

オブジェクトの親の変更時には、有効な親だけを選択できます。

オブジェクトにとっての有効な親は、下記のとおりです。

• エンティティ・タイプの親は、サブジェクト・エリアまたは区分
• 区分の親は、エンティティ・タイプまたはサブタイプ
• サブタイプの親は、サブタイプまたは区分
• サブジェクト・エリアの親は、サブジェクト・エリア

書込許可のエラー

 

あなたが書込許可をもっていないモデルを操作しようとしました。使用可能なモデルを一覧するには、［モデル］のプル
ダウンにて［モデルのオープン］を選択してください。

Must select axis object （軸のオブジェクトを選択する必要があります）

マトリックスを表示および操作するには、縦軸と横軸になるオブジェクトを選択する必要があります。

オブジェクト名の編集

このオブジェクトの名前は、別のマトリックスで編集する必要があります。またマトリックス プロセッサ以外のツール
でも編集できます。

［Day （日）］フィールドのエラー

この月にはこれだけの日数はありません。

２月については１から28までを入力してください（ただし閏年には29まで）。４月、６月、９月、11月の場合は１から
30までの数字を入力してください。その他の月の場合は、１から31までの数字を入力してください。
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すべての配置の警告

これは単なる通知メッセージです。［すべての配置］によって、オブジェクトのいくつかを配置できませんでした。ダイ
アグラム内のスペースが足りなくなったためです （オブジェクトは 2 行境界を超えられません）。

別の場所を選択して再び配置してみるか、または「配置されていないボックスの配置」を行ってください。

使用中のモデル

オープンしたいモデルが、メッセージ先頭のログオンIDのユーザによってすでにオープンされています。したがって、そ
のモデルをオープンすることはできますが、一部のオプションは使えません。READ ONLY は、任意の方法でモデルを変
更または操作するすべてのオプションが無効になっていることを意味します。つまり、使用できるのはモデルの表示オプ
ションのみになります。モデル・リスト・ボックスにこのモデル名があるわけは、あなたのモデル・リスト・ボックスの
表示後に、そのモデルを別の開発者がオープンしたからです。この場合、［取消］を選択後に再び［モデル］プルダウン
にて［モデル］-［オープン］の順に選択してください。

Local Name Already Exists （ローカル名はすでに存在します）

ローカル名は、モデルを格納しているディスク上のディレクトリに対応しています。入力したそのローカル名をもつモデ
ルはすでに存在しています。既存モデルに上書きする場合は、［了解］を選択してください。そうでなければ、［取消］
を選択してチェックアウトを取り消してください。

1 行あたりの文字数

１行当たりの文字数は 60 以上 256 以下にしてください。

Cannot Perform Operation on an Open Model （オープンしているモデルの操作は実行できません）

すでにオープンしているモデルを操作しようとしました。使用可能なモデルを一覧するには、［モデル］のプルダウンに
て［オープン］を選択してください。

Matrix is Unavailable （マトリックスは使用できません）

選択したマトリックスはこのサブセットにはありません。ほかのマトリックスを選択してください。

Parent Statement is Disabled （親ステートメントが不活性化されています）

選択した行のいくつかが不活性状態です。親ステートメントが不活性化されているからです。まず親ステートメントを活
性化してください。

選択したステートメントは、それを含む親ステートメントの一部です。選択したステートメントを活性化するには、その
ステートメントを親ステートメントの外に移動する、という手もあります。子ステートメントでなく親ステートメントを
活性化する、という手もあります。

Select ERROR (for defaults) or set video attributes manually （［ERROR］を選択するか（省略時解釈の
場合）または表示属性を手動で設定してください）

 

エラーのあるフィールドの属性を設定できます。省略時解釈値を採用することもできます。
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省略時解釈値を採用するには、「ERROR」を選択してください。

または、別の省略時解釈値を手操作で設定してください。

ビューの親のエラー

ビューを、別のビュー・サブセットに移すことはできません（ローカル・ビューは例外）。ただし下記のような例外もあ
ります。

• ローカル・ビューは、エクスポート・ビューの中の新しい親に移せます。
• エンティティ・アクション・ビューは、プロシージャ・ステップで使用されていなければ、インポート・ビューまた
はエクスポート・ビューの中の新しい親に移せます。

• エンティティ・アクション・ビューは、新しい親が反復グループ・ビューでなければ、インポート・ビューまたはエ
クスポート・ビューの中の新しい親に移せます。

ビューに関するその他のガイドラインには、下記のものがあります。

• ビューの親は、そのビューがプロテクトされている場合は変更できません。
• 外部アクション・ブロックには、インポート・ビューとエクスポート・ビュー以外は割り当てられません。
• エンティティ・アクションのサブセット内でワーク・ビューは使えません。
• エンティティ・アクションのサブセット内でグループ・ビューは使えません。
• 移動先の親は今の親であってはなりません。

ESCAPE の省略時の宛先の確認

 

ESCAPEステートメントを複写または移動すると、疑問符（?）が挿入されて、プログラムの制御を渡す場所がわかるよ
うになります。

疑問符が目的の位置にあることを確認してください。

疑問符が適切である場合、何もする必要はありません。

目的の位置にない場合、変更したい疑問符→「編集」→「変更」の順に選択してください。

デバイス・エラー

Windows プラットフォームの場合

• セキュリティ装置がパラレルポート（標準プリンタ・ポート）に接続されていることを確認してください。
• ワークステーションに拡張パラレル ポートが付いている場合、パラレル ポート アービトレーション レベルを不活性
状態にしてください。

トラブルシューティングの詳細については、「Workstation Installation: Windows Edition」を参照してください。

UNIX プラットフォームの場合

• セキュリティ装置が適切なシリアル ポートに正しく接続されているか確認してください。
• CA Genリソース・ファイルが正しいIEF.securityKeyPort値を持っていることを確認してください。
• 装置上の許容値が正しいことを確認してください。

問題解決法の詳細は、「UNIX版ワークステーション：導入の手引き」を参照してください。
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関係カージナリティのエラー

 

関係カージナリティが１対多の場合、カージナリティが１であるメンバシップは［変更］でなければなりません。

カージナリティが１のメンバシップに対し、［更新型］を選択してください。

Session ID Field Cannot be Empty （［セッション ID］フィールドは空にできません）

ボード タイプが［IBM 3270 接続］または［IBM トークン リング］の場合、［セッション ID］フィールドに値が必要で
す。省略時解釈は「A」です。

セッション ID を入力してください。

［優先順位］フィールドのエラー

9 より大きい数値が［優先順位］フィールドに入っています。このフィールドで許可されるのは、0 から 9 までの数字の
みです。

0 ～ 9 のいずれかを入力してください。

ソースでの［規則を選択しない］のエラー

関係のオプショナリティを変更する際に、削除が［規則を選択しない］に設定されています。

オプショナリティを変更する場合は、［はい］を選択し、削除規則を［規則を選択しない］に設定してください。変更を
やめるには［いいえ］を選択してください。

宛て先での［規則を選択しない］のエラー

関係のオプショナリティを変更する際に、削除が［規則を選択しない］に設定されています。

オプショナリティを変更する場合は、［はい］を選択し、削除規則を［規則を選択しない］に設定してください。変更を
やめるには［いいえ］を選択してください。

Member name should start with alpha （メンバ名はアルファベットで始まる必要があります）

名前が数値で始まっています。ＡからＺまでの文字で始めてください。

Cannot create the new model directory （新しいモデル・ディレクトリは作成できません）

指定されたファイルにアクセスできません。パスが有効で正しいのものであることを確認してください。また、ディレク
トリもファイルも読取保護されていないことを確認してください。

［取消］を選択すると、現行のタスクは終了しますが、CA Gen は引き続き使用可能です。

Cannot change parent of view （ビューの親を変更できません）

移動先としたいビューは、移動したいビューに従属しています。このような場合、ビューを移動できません。移動する
ビューに従属しない新しい親を選択してください。
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従属物の削除の確認

ビューの従属物だけを削除するときは「はい」を選択してください。

［いいえ］を選択して、削除を取り消します。

Cannot use short model name （短いモデル名を使用することはできません）

ユニークなモデル名が必要です。

現在使われている名前のリストを表示するには、「モデル」→「オープン」の順に選択してください。

ビューとそのすべての従属物の削除

 

ビューおよびその従属物を削除するときは「はい」を選択してください。

［いいえ］を選択して、削除を取り消します。

Work file does not exist （ワーク・ファイルが存在しません）

CA Gen のワーク・ファイル用に指定したドライブまたはディレクトリが存在しません。（モデル情報を処理するために
ワーク ファイルが作成されます。）そのため、ワーク ファイルは現行ディレクトリに保存されます。

ワーク ファイルのパスを変更するには、「モデル」ウィンドウにて、「モデル」-「設定」-「パス」の順に選択してくだ
さい。CA Genをいったん終了してから再起動すると、ワーク・ファイルの新しく指定したパスが有効になります。

Warning! View matching will be affected by deleting view （警告： ビューを削除すると、ビュー・マッチ
ングが影響を受けます）

このビューを削除すると、ビュー・マッチング時の渡し情報または受け取り情報に影響します。変更によって影響を受け
るビュー・マッチングを再び行なってください。

Repeating group views within group views exceeded （グループ・ビュー内の反復グループ・ビューが超
過しました）

１つの反復グループ・ビュー内の反復グループ・ビューの個数には、制限があります。親の反復グループ・ビューに追加
するグループ・ビューの個数が、最大値を超えています。

非反復グループ・ビューの数には制限がないので、下位の反復グループ・ビューを非反復ブループ・ビューに変更すれ
ば、複写できます。

Cannot promote view because attribute views cannot be promoted （属性ビューをプロモートできないた
め、ビューをプロモートできません）

このビューはプロモートできません。
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Cannot copy entity view because group views are not permitted in the Entity Action subset （エンティ
ティ・アクション・サブセットでグループ・ビューが許可されていないため、エンティティ・ビューを複写で
きません）

エンティティ・アクション・ビューにはエンティティ・ビューしかあってはなりません。ワーク・ビューとグループ・
ビューをエンティティ・アクション・ビューに含めることはできません。

ビューの削除の確認

ビューを削除するには、［はい］をクリックします。

削除を取り消すには、［いいえ］をクリックします。

Can't create the new model directory （新しいモデル・ディレクトリを作成できません）

指定したパスでモデル・ディレクトリを作成できません。

パスが正しいことを確認してください。「オプション」→「パス」の順に選択してください。

ディレクトリ内に十分なスペースがあるかどうかも確認してください。

Only single-byte characters are allowed （入力できるのはシングルバイト文字のみです）

１バイト（テキスト）文字以外は入力できません。

重複したオブジェクト名

入力した名前が重複しています。モデル内で、異なるオブジェクトに同じ名前を与えることはできません。

一意の名前を入力するか、既存の名前を削除してください。

Cannot rename model （モデルの名前を変更できません）

ワーク・ファイルがディレクトリに存在すると、モデル名を変更できません。

作業パスを変更してください。［オプション］-［パス］を選択してください。

属性の不一致エラー

複写しようとしているアクション・ブロック内のいくつかの属性が、複写先アクション・ブロック内の属性と一致しませ
ん。一致しない属性は、複写するアクション・ブロックから取り除かれます。

または、不一致の属性も含めるために、複写前に同様のエンティティ・タイプを複写先アクション・ブロックに追加して
おくという方法もあります。

Cannot Create Relationship （関係を作成できません）

必須関係ですから、最小値は１以上でなければなりません。

最小値を変更するか、関係を任意にしてください。
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Cannot Place Repeating Group View （反復グループ・ビューを配置できません）

反復グループ・ビューの全オカレンスを置くのに十分な余白がありません。

Cannot process a checkout.trn file （checkout.trn ファイルを処理できません）

CA Gen で作成されていない checkout.trn ファイルは、CA Gen では処理できません。

選択したビューの削除

強調表示したビューを削除するには、［はい］をクリックします。

強調表示したビューの削除をやめるには、［いいえ］をクリックします。

Relationship already exists for mutually exclusive constraint （排他制約の関係はすでに存在します）

選択したメンバシップはこの排他関係にすでに属しています。

別の排他関係を選択してください。または、メンバシップのうち、選択した排他関係の組にまだ含まれていないものを選
択してください。

Single byte characters are not allowed （シングルバイト文字は使用できません）

2 バイト（テキスト）文字以外は入力できません。１ バイト（テキスト）文字は使えません。

More than 255 entries on an axis may create more than 65K cells. Do you want to proceed （1 つの軸に
255 を超えるエントリがあると、65K を超えるセルが作成される可能性があります。続行しますか）

クラスタ化対象のマトリックスに 255 を超える項目が入っています。このマトリックスをクラスタ化すると、65,000 個
以上のセルを持つ親和性マトリックスが作成されます。

親和性マトリックスのサイズを制限するには、最小セル値を 6、7、8、または 9 にしてください。

マトリックスをクラスタ化するには、「はい」を選択してください。

クラスタ化をやめるには、「いいえ」を選択してください。

Relationship is not mandatory （関係が必須ではありません）

選択した属性はオプショナリティが任意です。任意メンバシップを識別子に含めることはできません。

メンバシップのオプショナリティを変更する場合は、［特性］プッシュボタンを選択します。「つねに/時々」ポップ
アップ・ウィンドウにて「つねに」を選択してください。

［識別子］ダイアログ ボックスを使用して、メンバシップを識別子として指定します。

Cannot Delete Identifier （識別子を削除できません）

識別子は削除できません。識別子は一意でなければなりません。
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Cannot Copy Over Action Block （アクション・ブロックに複写できません）

複写先にしようとしたアクション・ブロックは、チェックアウトされたサブセットに含まれています。ほかのユーザが
使っているアクション・ブロックへ上書き複写することは、プロテクションのルールによって禁じられています。

アクション・ブロックへ上書き複写するには、今のサブセット定義を、複写先のアクション・ブロックを含むよう定義し
直してください。

範囲の入力

１以上99以下の値を入力してください。

新しいサブセットの作成

サブセットから新規のモデルを作成するには、「はい」を選択してください。現行モデルのサブセットから新しいトラン
ザクション・ファイルが作成されます。その新しいファイルはメインフレームに送られます。

サブセットから新規モデルを作成しない場合は、「いいえ」を選択してください。

ビューの削除および従属物のプロモートの確認

ビューを削除してその従属物をプロモートするには、［はい］をクリックします。

削除を取り消すには、［いいえ］をクリックします。

Field Multiline 特性

使用法 Multiline ()
説明 マルチライン・エントリに対してフィールドが使用可能かどうか

を検索します。
引数 None.
戻り値 この特性が戻す文字列は、フィールドのマルチライン状態を示し

ます。「真」の値は、フィールドがマルチライン状態にあること
を示します。

フィールド名フィールド

CA Gen のアプリケーション開発者は、このパネルを無視する必要があります。ただし、外部プロシージャ・ステップ特
性の定義が必要な、別の製品を使っている場合は、その製品のドキュメントを参照することにより、このパネルへの入力
方法を調べてください。

［フィールドの配置］ダイアログ

［フィールドの配置］ダイアログ ボックスでは、ウィンドウまたはダイアログ ボックスのフィールドのサイズと位置を
指定できます。すべてのフィールドが背景エリアを持っています。（背景エリアは、枠線として表示されます。）フィー
ルドを選択すると、背景エリアが表示されます。フィールドのサイズ、配置、間隔は、この背景エリアを基準にして指定
してください。フィールドの移動は、アプリケーションのウィンドウまたはダイアログ・ボックスの、ボーダを基準にし
て行なわれます。
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NOTE
注： プラットフォーム間でフォントに違いがある場合があります。フィールドのサイズ、配置、間隔を指定
するときは、つねにフォントの違いを吸収するための余裕を残してください。そのため、入力パターンの一致
という点で問題が生じることがあります。フィールドのサイズは、入力文字数より最低１文字長くしてくださ
い。また、プラットフォーム間のフォントの違いを吸収できるよう、自動スクロールを指定することをお勧め
します。

複数のオブジェクトを選択した場合は、「配置」と「間隔」を指定できます。ただし単一のフィールドも、サイズ変更と
移動ができます。

選択した最初のフィールドが、ほかの選択フィールドのサイズと位置を指定する際の基準になります。たとえば、小さ
なプッシュ・ボタンと大きなプッシュ・ボタンという２つのフィールドがあると仮定します。まず小さなプッシュ・ボ
タン、次に大きなプッシュ・ボタンの順に選択した場合は、両方が同じ高さになるようにサイズ変更すると、大きなプッ
シュ・ボタンが小さくなります。逆に、大きなプッシュ・ボタンを先に選択した場合は、小さなプッシュ・ボタンが大き
くなります。

ラバー・バンド選択によってフィールドを選択すると、フィールドが作成順に選択されます。ラバー・バンド・ボックス
内に選択状態で表示されたフィールドが、ほかのフィールドのサイズと配置を指定する際の基準になります。

NOTE
注： 基準フィールドを先に選択してから、ラバー・バンド・ボックスや Ctrl キーで選択することにより、ほか
のフィールドを追加することもできます。こうすると、基準フィールドが希望どおりのものになります。

以下のリストは、このダイアログ・ボックスのグループ・ボックスの要約です。

サイズ 複数のフィールドについて、高さや幅が等しくなるよう、または
省略時のサイズになるよう、サイズを変更します。単一のフィー
ルドについて、省略時のサイズになるようサイズを変更します。

配置 背景エリアを基準にした直線上にフィールドを配置します。この
直線は、垂直でも水平でもかまいませんが、同時に両方にはでき
ません。これらのチェック・ボックスは相互に排他的です。また
、「配置」と「間隔」のチェック・ボックスは連動しています。
「水平配置」のチェック・ボックスを選択すると、「水平間隔」
チェック・ボックスのみが活動状態になります。

間隔 フィールド間の距離を設定することにより、左から右に（または
上から下に）フィールドを配置します。この距離は、装置独立表
示要素の単位で表わします。これらのチェック・ボックスは相互
に排他的です。また、「配置」と「間隔」のチェック・ボックス
は連動しています。「垂直間隔」チェック・ボックスを選択する
と、「垂直配置」チェック・ボックスのみが活動状態になります
。

移動 サイズ、配置、並び方を変更せずに、フィールドの位置を変更し
ます。

フィールドのサイズと位置は組み合わせて指定できます。

詳細は、個々のコントロールのヘルプを参照してください。

Field Paste メソッド

使用法 Paste ()
説明 クリップボードの内容をフィールドの選択された部分にコピーし

ます。編集はされませんが、変更イベントは無効ではありません
。

引数 None.
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戻り値 None.

Field PromptCssClass 特性

 

使用法 PromptCssClass (String)
説明 HTML 要素のプロンプトのカスタム・スタイル・シート（CSS）

クラスの値を設定または取得します。
引数 プロンプトの新しい CSS クラス名の文字列。CSS クラス名を照

会する場合、入力引数は指定しません。
戻り値 この特性は、エンド・ユーザに表示する文字列を戻します。
備考 この特性は、DropDownList および Field に対して使用できます。

フィールド設計特性のフィールド・プロンプト

「プロンプト」では、フィールドの目的または意味を記述します。プロンプトは、入力するか、またはドロップダウン・
リストから選択できます。ドロップダウン・リストには、属性の名前と、ユーザがその属性に対して入力したプロンプト
が表示されます。プロンプトの省略時解釈は属性名です。

プロンプトには任意の英数字を使用できますが、60文字を超えてはなりません。プロンプトには DBCS 文字を使用でき
ますが、DBCS では 30 文字を超えてはなりません。ただし一般則として、なるべく短い、表意的なプロンプトにするべ
きです。

フィールド特性

［特性］には、タイプによって指定されたフィールドのタイプ、または特殊なシステム属性フィールドの特性ダイアロ
グ・ボックスが表示されます。特性ダイアログは、フィールド・タイプに応じて異なります。

Field ReadOnly 特性

使用法 ReadOnly ()
説明 フィールドが読取専用かどうかを検索します。
引数 None.
戻り値 この特性は、フィールドの読み取り専用状態を示す文字列を戻し

ます。「真」の値は、フィールドが読取専用状態にあることを意
味します。

Field SetSelection メソッド

使用法 SetSelection (Number, Number)
説明 ユーザが選択した入力フィールドの文字の範囲を、プログラム的

にエミュレートできます。
最初に選択された文字の索引である数値。0（ゼロ）が設定され
ている場合、このメソッドは「最初の文字で選択を開始」します
。

引数
 

最後に選択された文字の索引である数値。-1 が設定されている場
合、このメソッドは「最後の文字のあとで選択を終了」します。
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戻り値 None.

備考 このメソッドに対する数値入力は、1-相対値です。選択設定を呼
び出さなければなりません。

フィールド設計特性のフィールド・タイプ

「タイプ」では、属性に関連づけるフィールドのタイプを指定します。フィールド・タイプの選択肢は下記のとおりで
す。

• チェック・ボックス
• ドロップダウン・リスト
• 入力フィールド（単一行入力フィールド）
• 隠ぺいフィールド
• 複数行入力フィールド
• ラジオ・ボタン

NOTE
注： 属性は、ドロップダウン・リストまたはラジオ・ボタンとしてインプリメントされる許容値を持っている
必要があります。

Fields メソッド

使用法 Fields ()
説明 ウィンドウ上のフィールドの集まりを検索します。
引数 None.
戻り値 このメソッドは、集まりタイプのGUIオブジェクトを返します。

この集まりには、ウィンドウ上の集まりタイプのGUIオブジェク
トがすべて含まれます。カウントがゼロになると、このメソッド
はリストを戻します。

例

例 ワークセット アプリケーション

          Name             Domain    Length

          ----             ------    ------

attribute windowguiobj     GUIObject 4

attribute fieldsguiobj     GUIObject 4

attribute field            GUIObject 4

attribute number_of_fields Number    9

Workset work

attribute count            Number    4
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View

LOCALS:

Group view group (20,explicit)

Work View work application

   count

Work View local application

   windowguiobj

   fieldguiobj

   field

   number_of_fields

Statements

+-

| SET local application windowguiobj TO CurrentWindow()

| SET local application fieldsguiobj TO local application windowguiobj Fields()

| SET local application number_of_fields TO local application fieldsguiobj Count()

| +- FOR work application count FROM 1 TO local application number_of_fields BY

| | 1

| | SET local application field TO local application fieldsguiobj

| | Item(work application count)

| | NOTE change the background color of each field to a shade of green.

| | SET local application field BackgroundColor TO 123456

| +--

+--
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フィールド・タイプ

CA Gen のアプリケーション開発者は、このパネルを無視する必要があります。ただし、外部プロシージャ・ステップ特
性の定義が必要な、別の製品を使っている場合は、その製品のドキュメントを参照することにより、このパネルへの入力
方法を調べてください。

「エクスポート」プッシュ・ボタン

このプッシュ・ボタンでは、［導入済みビットマップ］リスト・ボックスにて選択したビットマップを［ファイルのイン
ポート/エクスポート］フィールドで指定したようにエクスポートします。

Field Undo メソッド

使用法 Undo ()
説明 前回の修正を元に戻します。
引数 None.
戻り値 None.

Field Value 特性

使用法 Value (Variant)
説明 ドロップダウンリストの編集値を設定または検索します。
引数 フィールドの新しい値とするバリアント型。
戻り値 この特性が戻す値はバリアント型です。
備考 値はOLEバリアント型として戻されます。アクション図ツールの

中で、バリアント型は受信ビューのデータ型に強制変換されます
。このオペレーションには、エクスポート・ビューがプロシージ
ャ・アクション図内で変更されるのと同じ効果があります。編集
は行われず、変更イベントは実行されません。

ファイル・アクセス・エラー

リストされているファイルにアクセスできません。ファイルを使用中にほかのプロセスを中断できない場合、継続するに
は、「取消」を選択しなければなりません。［取消］を選択すると、現行プロセスは停止しますが、CA Gen は終了しま
せん。

ファイル削除の確認
導入済みビットマップの選択リストにて選択したビットマップを選択解除し、モデルのディレクトリのBITMAPサブディ
レクトリにて、対応するファイルを削除します。削除を確認してから実行する必要があります。

次の中から１つ選択する：

Yes 選択したビットマップの選択解除と、BITMAPサブディレクトリ
からの対応するファイルの削除を指定します。このアクションで
は.PPMファイルと最初にインポートしたファイルの両方を削除し
ます（別ファイルの場合）。

No 選択したビットマップを削除しないよう指定します。
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ファイルの拡張子エラー

ビットマップ・ファイルをインポートまたはエクスポートしようとしていますが、「ファイル名」フィールド内の拡張子
が不適切です。サポートされている拡張子付きのビットマップだけを、インポートまたはエクスポートできます。

Enter キーを押します。処理を実行するには、ファイル名フィールド内のファイル名項目に正しい拡張子を入力してくだ
さい。

ファイル関数共通（File Functions Common）の例

この例は、ファイル関数
CloseFile、CopyFile、CreateTextFile、DeleteFile、FileExists、FileLength、PositionFile、PutText、および RenameFile
に対して有効です。

OpenTextFile と GetText 関数に対しては、別の例があります。

例 ワークセット・ファイル

          Name            Domain Length

          ----            ------ ------

attribute name            Text   64

attribute line            Text   77

attribute read_line       Text   77

attribute machine_type    Text   77

attribute action          Text   10

attribute number          Number 9

attribute handle          Number 9

attribute error           Number 9

attribute length          Number 9

attribute number_of_lines Number 9

View

EXPORTS:

Group View Group_Listbox (20, explicit)

Work View export file

   machine_type
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LOCALS:

Work View local file

   name

   line

   read_line

   action

   number

   handle

   error

   length

   number_of_lines

Statements

+-

| SET local file name TO "c:\configuration\report.txt"

| SET local file handle TO OpenTextFile(local file name, "Write_Append"

| , "No_Sharing")

| SET local file error TO GetFunctionErrorNumber()

| +- CASE OF GetFunctionErrorNumber()

| +- CASE 301

| | NOTE FILE301: Invalid file name given

| | FUNCTION MessageBoxBeep(GetFunctionErrorDescription(),

| | "OpenTextFile 301 error", "OK", 1, "None", "Application", 0)

| +- CASE 305

| | NOTE FIL305: File does not exist. Cannot open.

| | FUNCTION MessageBoxBeep(GetFunctionErrorDescription(),
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| | "OpenTextFile 305 error", "OK", 1, "None", "Application", 0)

| | SET local file action TO MessageBoxBeep(StringPlusOperator(

| | GetFunctionErrorDescription(), SpecialCharacter(13),

| | SpecialCharacter(10), "Do you want to create the file?", " ",

| | local file name, "", "", "", ""), "OpenTextFile Error",

| | "YesNoCancel", 1, "None", "Application", 0)

| | +- CASE OF local file action

| | +- CASE "Yes"

| | | SET local file handle TO CreateTextFile(local file name, "Write",

| | | "No_Sharing")

| | | +- CASE OF GetFunctionErrorNumber()

| | | +- CASE 301

| | | | NOTE FILE301: Invalid file name given.

| | | | FUNCTION MessageBoxBeep(GetFunctionErrorDescription(),

| | | | "CreateTextFile 301", "OK", 1, "None", "Application", 0)

| | | +- CASE 302

| | | | NOTE FIL302: File already exists. Cannot create.

| | | | FUNCTION MessageBoxBeep(GetFunctionErrorDescription(),

| | | | "CreateTextFile 302", "OK", 1, "None", "Application", 0)

| | | +- CASE 315

| | | | NOTE FIL315: File seek operation failed. Check file attributes.

| | | | FUNCTION MessageBoxBeep(GetFunctionErrorDescription(),

| | | | "CreateTextFile 315", "OK", 1, "None", "Application", 0)

| | | +- OTHERWISE
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| | | +--

| | +- OTHERWISE

| | +--

| +- CASE 305

| | NOTE FIL305: Cannot open file.

| | FUNCTION MessageBoxBeep(GetFunctionErrorDescription(),

| | "OpenTextFile 305 error ", "OK", 1, "None", "Application", 0)

| +- CASE 315

| | NOTE FIL315: File seek operation failed. Check file attributes.

| | FUNCTION MessageBoxBeep(GetFunctionErrorDescription(),

| | "OpenTextFile 315 error", "OK", 1, "None", "Application", 0)

| +- OTHERWISE

| | SET local file line TO "This is the line to be written to the file"

| | FUNCTION PutText(local file handle, local file line)

| | +- CASE OF GetFunctionErrorNumber()

| | +- CASE 300

| | | NOTE FIL300: Invalid file number given.

| | | FUNCTION MessageBoxBeep(GetFunctionErrorDescription(),

| | | "Error Detected", "OK", 1, "None", "Application", 0)

| | +- CASE 306

| | | NOTE FIL306: Invalid input value

| | | FUNCTION MessageBoxBeep(GetFunctionErrorDescription(),

| | | "Error Detected", "OK", 1, "None", "Application", 0)

| | +- CASE 307

| | | NOTE FIL307: File specified is open for read operations only.
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| | | FUNCTION MessageBoxBeep(GetFunctionErrorDescription(),

| | | "Error Detected", "OK", 1, "None", "Application", 0)

| | +- CASE 309

| | | NOTE FIL309: File write operation failed. Check file.

| | | FUNCTION MessageBoxBeep(GetFunctionErrorDescription(),

| | | "Error Detected", "OK", 1, "None", "Application", 0)

| | +- OTHERWISE

| | | FUNCTION CloseFile(local file handle)

| | | +- IF FileExists("c:\configuration\report.sav") IS GREATER THAN 0

| | | | FUNCTION DeleteFile("c:\configuration\report.sav")

| | | | FUNCTION MessageBoxBeep(GetFunctionErrorDescription(),

| | | | "Error Detected", "OK", 1, "None", "Application", 0)

| | | +--

| | | FUNCTION CopyFile("c:\configuration\report.txt",

| | | "c:\configuration\report.sav")

| | | FUNCTION MessageBoxBeep(GetFunctionErrorDescription(),

| | | "Error Detected", "OK", 1, "None", "Application", 0)

| | | SET local file handle TO OpenTextFile("c:\configuration\report.txt",

| | | "Read", "Read")

| | | FUNCTION MessageBoxBeep(GetFunctionErrorDescription(),

| | | "OpenTextFile error for read", "OK", 1, "None",

| | | "Application", 0)

| | | NOTE position to read the second record in the file.

| | | FUNCTION PositionFile(local file handle, "Next")
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| | | FUNCTION MessageBoxBeep(GetFunctionErrorDescription(),

| | | "Error Detected", "OK", 1, "None", "Application", 0)

| | | SET local file line TO GetText(local file handle)

| | | FUNCTION MessageBoxBeep(GetFunctionErrorDescription(),

| | | "Error Detected", "OK", 1, "None", "Application", 0)

| | | NOTE Position back to the beginning of the file.

| | | FUNCTION PositionFile(local file handle, "Begin")

| | | FUNCTION MessageBoxBeep(GetFunctionErrorDescription(),

| | | "Error Detected", "OK", 1, "None", "Application", 0)

| | | NOTE To determine how many lines are in the file, divide the file length by

| | | the length of the view (77 characters) plus the carriage return and line

| | | feed characters (2 characters).

| | | SET local file length TO FileLength("c:\configuration\report.txt")

| | | FUNCTION MessageBoxBeep(GetFunctionErrorDescription(),

| | | "Error Detected", "OK", 1, "None", "Application", 0)

| | | SET local file number_of_lines TO local file length / 79

| | | +- IF local file number_of_lines IS EQUAL TO 1

| | | | +- IF FileExists("c:\configuration\report.sa1") IS GREATER THAN 0

| | | | | FUNCTION MessageBoxBeep(GetFunctionErrorDescription(),

| | | | | "Error Detected", "OK", 1, "None", "Application", 0)

| | | | | FUNCTION DeleteFile("c:\configuration\report.sa1")

| | | | | FUNCTION MessageBoxBeep(GetFunctionErrorDescription(),

| | | | | "Error Detected", "OK", 1, "None", "Application", 0)

| | | | +--

| | | | FUNCTION RenameFile("c:\configuration\report.sav",
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| | | | "c:\configuration\report.sa1")

| | | | FUNCTION MessageBoxBeep(GetFunctionErrorDescription(),

| | | | "Error Detected","OK", 1, "None", "Application", 0)

| | | +--

| | | += FOR SUBSCRIPT OF group_listbox FROM 1 TO local file number_of_lines

| | | | BY 1

| | | | SET export file machine_type TO GetText(local file handle)

| | | | SET local file error TO GetFunctionErrorNumber()

| | | | +- CASE OF GetFunctionErrorNumber()

| | | | +- CASE 300

| | | | | FUNCTION MessageBoxBeep(GetFunctionErrorDescription(),

| | | | | "Error Detected", "OK", 1, "None", "Application", 0)

| | | | +- CASE 308

| | | | | FUNCTION MessageBoxBeep(GetFunctionErrorDescription(),

| | | | | "Error Detected", "OK", 1, "None", "Application", 0)

| | | | +- CASE 313

| | | | | NOTE Attempted to read past the end of file. Get out of the

| | | | | FOR loop.

| | | | | FUNCTION CloseFile(local file handle)

| | | <------ESCAPE

| | | | +- OTHERWISE

| | | | +--

| | | +--

| | +--
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| +--

+--

使用中のファイル
リストされているファイルにアクセスできません。そのファイルを使用しているほかのプロセスを中断できない場合、
［取消］をクリックして続行します。［取消］をクリックすると、CA Gen が終了します。モデルへの保存されていない
変更はすべて失われます。

File is in use ############

要求したファイルは現在使用中です。

このファイルはほかの開発者のワークステーションでオープンできます。またはこのワークステーション上のほかのアプ
リケーションでオープンできます。

########

オープンしたいモデルの書込許可がありません。したがって、そのモデルをオープンすることはできますが、一部のオプ
ションは使えません。READ ONLY とはモデルの表示しかできないという意味です。そのモデルの内容を変えるオプショ
ンはすべて使用不可となります。

ファイル名エラー

DBMS固有のデータベース名に使える文字数は、開発プラットフォームのファイル・システムにより異なります。開発プ
ラットフォームのファイル・システムが８文字に制限されている場合、たとえばMS-DOSなどでは、入力するDBMS固有
名は８文字以下でなければなりません。

このエラーを修正するには、開発プラットフォームのファイル・システム文字の限界にDBMS固有名を限定してくださ
い。

印刷におけるファイル名

このフィールドでは、印刷したいアクション図のドライブ、ディレクトリ、ファイル名を指定します。

ファイル名が見つからないエラー
ビットマップ・ファイルをインポートしようとしましたが、ファイル名フィールド内の名前が宛て先パス内にありませ
ん。

Enter キーを押します。処理を実行するには、パス、ファイル名、ファイル拡張子が正確であることを確認してくださ
い。確認できない場合は、「ブラウズ」プッシュ・ボタンを選択することにより「ビットマップの選択」パネルを起動
し、そこで、インポートするファイルを選択してください。

ファイル使用エラー・メッセージ

checkout.trnファイルをほかのアプリケーションが使っている可能性があります。その場合、適切なタイミングでそのア
プリケーションをクローズしモデルのチェックアウトに再びアクセスしてみてください。（保護されたcheckout.trnファ
イルを読取アクセス権でオープンしても、この問題は起きないはずです）。

ほかのアプリケーションがこのファイルを使っていない場合、ディスク・ドライブの問題である可能性があります（ディ
スク・ドライブの診断プログラムを再び実行してください）。
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FILTER

FILTERは、反復グループ・ビュー内の、ある条件に合うオカレンスのみをリスト・ボックスに表示します。条件に合わ
ないオカレンスは隠ぺいされ、表示されなくなります。隠ぺいされたオカレンスを再び表示するにはUNFILTER文を使い
ます。

FILTER文は、１つのエクスポート反復グループ・ビュー内の、現在の内容に対して働きます。植値された反復グルー
プ・ビューは、データベースを再度読むことなく何度でもFILTERおよびUNFILTERできます。多重反復グループ・
ビューは、サポートされていません。

NOTE
注： 特定の National Language Characters を使う場合、GUI FILTER ステートメントによって呼び出され
る標準の C ソート・ルーチンが、希望通りの結果を生成しないことがあります。String Compare User Exit
WRSTRNCMを変更することによって、ユーザ独自のソート・アルゴリズムを定義できます。

FILTER文の形式は下記のとおりです。

FILTER repeating_group_view BY filter_character_expression

この反復グループ・ビューは選択文字を含むエクスポート反復グループ・ビューです。

NOTE
注： フィルタされている反復グループ・ビューと共に選択文字を移動すると、フィルタ処理も複写されます。
フィルタ引数に合うオカレンスはフィルタを通過して表示対象となり、フィルタ引数に合わないオカレンスは
フィルタを通過できず表示されません。

最初のフィルタを通過したオカレンスだけが、次回のフィルタの対象となります。つまり徐々に絞られていきます。

グループ・ビュー内のエントリに対してフィルタ引数が真であれば、そのエントリはフィルタを通過し表示され続けま
す。フィルタ引数を文字列で書く際は、そのエクスポート反復グループ・ビュー内における、属性の並び順を知っておか
なければなりません。

フィルタを通過した項目だけが、次のフィルタ式の対象となります。最初のFILTERステートメントの結果非表示となっ
た項目は、後続のFILTER式の実行対象に含まれません。

ビュー保守機能での方が、属性の位置を数えやすいでしょう。なぜならビュー保守機能のウィンドウ上では、反復グルー
プ・ビューには「r」が付き、属性には「attr」が付いているからです。それを知るには、アクション図内のビュー・リス
トを展開表示するか、ビュー保守機能にアクセスしてください。属性は、「ビュー保守」ウィンドウにて簡単に数えるこ
とができます（ただし、rは反復グループ・ビューを、attrは属性を示します）。

先頭から順に数えます。どのワーク・セットやどのエンティティ・タイプに属しているかは無関係です。エクスポート反
復グループ・ビュー内の属性だけを数えてください。

NOTE
注： ビューを数えるときは提供されているワーク・セットの属性を必ず含めてください。属性を数える際に、
提供されている SELECT_CHAR およびその他の属性が見落とされると、エラーになります。

フィルタ引数は比較式の形で書きます。比較式は、属性の位置番号、ブランク １ つ、比較演算子（=, >, <, など）、ブラ
ンク １ つ、比較対象値からなります。

以下に例を示します。

"3 = 1994/01/28"

上記は第３属性の値が1994年１月28日であるだけを表示されるようにします。
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比較演算子には下記のものがあります。

= 等しい
<> 等しくない
< より小さい
<= 以下
> より大きい
>= 以上

NOTE
注： フィルタ引数内の比較演算子の前後には、空白が 1 つずつ必要です。

比較演算子の両辺のドメインは同じでなければなりません。

属性のドメインがテキストなら、比較対象値は文字列か文字ビューでなければなりません。文字列にテキスト定数がを記
述する場合は、二重引用で囲むようにしなければなりません。

属性のドメインが数値なら、比較対象値が含んでいてよい字は、数字、正負号、小数点だけです。

属性のドメインが日付なら、比較対象値は下記のいずれかの形式でなければなりません。

YYYY/MM/DDまたはYYYY-MM-DDエンティティ

属性のドメインが時刻なら、比較対象値は下記のいずれかの形式でなければなりません。

HH:MM:SS または HH.MM.SS.

属性のドメインがタイムスタンプの場合、比較対象値の長さは、小数点、コロン、およびスラッシュを含めずに、ちょう
ど 20 文字にする必要があります。タイムスタンプの形式は以下のとおりです。

YYYYMMDDHHMMSSNNNNNN

複数の式をつなぐことで、リスト・ボックス上のオカレンスを徐々に制限していけます。論理演算子ANDとORでつなぎ
ます。かっこも書けます。

FILTER repeating_group_view BY (3 = engine)

無効な数の引数が指定されると、実行時エラーが発生します。

例

下記の例では、まずDallasまたはHoustonにいる業者を選択します。そのあとに続くFILTER文で、IDや状態やタイプによ
り徐々に絞っていきます。

末尾にあるUNFILTER文で、全オカレンスが再び表示されます。

 --EVENT ACTION filter_list

|

|  --CASE OF COMMAND

| +- CASE FILTER_CITY

| | FILTER export_supplier_group BY "8 = "DALLAS" or 8 = "HOUSTON""
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| +- CASE FILTER ID

| | FILTER export_supplier_group BY "2 >= 10045"

| +- CASE FILTER_STATE

| | FILTER export_supplier_group BY "9 <> "TX" AND 9 <> "NY""

| +- CASE FILTER_TYPE

| | FILTER export_supplier_group BY "5 = "S" OR 5 = "T""

| +- OTHERWISE

| | UNFILTER export_supplier_group

|  --

 --

この FILTER ステートメント内の ５ という数は、以下に示す反復グループ・ビュー EXPORT_SUPPLIER_GROUP の
５ 番目の属性に対応しています。反復グループ・ビューEXPORT_SUPPLIER_GROUPの内容は下記のとおりです。

group (r) EXPORT_SUPPLIER_GROUP (50, implicit, export only)

view of GROUPED_EXPORT (transient)

wrk set SUPPLIED

attr SELECT_CHAR

view of GROUPED_EXPORT (transient)

entity SUPPLIER

attr ID <----- attr #2

attr NAME

attr TELEPHONE

attr TYPE <----- attr #5

attr STATUS

attr ADDRESS

attr CITY <----- attr #8
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attr STATE <----- attr #9

attr ZIP

attr TAX_ID

attr COUNTRY_CODE

attr COUNTRY

attr GSA_NUMBER

attr QUANTITY

フィルタの例

「インクリメント・サブセット」ダイアログ・ボックスのツリー・ビュー内に表示するオブジェクトを絞り込むための
フィルタの例を下記に示します。

フィルタ値 詳細 該当例
M% 文字Mで始まる、任意の長さの名前のオブ

ジェクトを選択します。
Maintain_Employee

%E "%E%"と同様に扱われます。つまり、名前
がEで終わるオブジェクトと、名前の途中
にEがあるオブジェクトの、両方を選択し
ます。

Maintain_Employee
Add_customer

%E_ "%E%"と同様に扱われます。つまり、Eを
検出した時点で、後続の下線は無視されま
す。

Maintain_Employee
Add_customer

___TAIN 文字列"TAIN"が第５～８字に位置する、任
意の長さの名前のオブジェクトを選択しま
す。

Maintain_Employee

%CENTER% "CENTER"を任意の位置に含む、任意の長
さの名前のオブジェクトを選択します。

Center
Offcenter
Centerone
Atcenteroffice

詳細情報：

ツリー・ビューから表に載せるオブジェクトを絞り込む

［フィルタ］プッシュ・ボタン

フィルタ値を指定してから、［フィルタ］プッシュ・ボタンを選択し、検索条件を選択します。［フィルタ］プッシュ・
ボタンを押すと、現在の（選択されている）ライブラリに対するフィルタ処理アクションが開始されます。フィルタは、
［活性状態］チェック・ボックスのチェックを外すまで有効です。

選択したライブラリまたはオブジェクトからフィルタを外すことにより、すべてのオブジェクトを再表示するには、フィ
ルタ文字列のフィルタにアスタリスク（*）を使って、［フィルタ］プッシュ・ボタンを選択してください。
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フィルタ用文字列のフィールド

このフィールドを使用して、OLE オブジェクト・ブラウザからアクセスするライブラリをフィルタ処理する文字列を入
力します。［活性状態］チェック・ボックスをオフにすると、このフィールドの値はぼかし表示されて、無視されます。

フィルタ条件に、ワイルドカード文字（*）および（?）を使えます。

選択されたライブラリに対するリストのすべてのオブジェクトの表示を回復するには、アスタリスク（*）を使います。

サブジェクト選択リストからのフロー

この選択リストでは、フローの起点となるプロシージャ・ステップを選択できます。新しい選択リストを生成する必要が
あるときは、「新しいリストの合成」のオプションがかならず表示されます。

フローの保守

ナビゲーション図における「フロー保守」

オブジェクトを選択してからこのメニュー項目を選択すると、CA Gen は、選択したオブジェクトを使用して［フローの
保守］ダイアグラムを開始します。

「フロー保守」の詳細は、そのウィンドウで参照できます。

「フロー」選択リスト

この選択リストでは、フローとして適用する他の選択リストからのオブジェクトの組み合せを選択できます。

メニュー・フローを追加する場合、このリストからビューを選択し、［マップ・ビュー］プッシュ・ボタンを選択するこ
とによって、ビューをマップできます。

フロー・オン

「フロー・オン」では、あるプロシージャ・ステップから別のプロシージャ・ステップに制御を渡します。対話設計図上
の転送とリンクは、１つまたは複数のフロー・オン・エグジット・ステートに関連づけられています。フロー・オン・エ
グジット・ステートによって、ソース・プロシージャ・ステップから宛て先プロシージャ・ステップに制御が変更されま
す。リンクの場合は、リターン・オン・エグジット・ステートがソース・プロシージャ・ステップへの制御の復帰に関連
づけられます。

「フロー・オン」メニュー項目/プッシュ・ボタン

［エグジット・ステートの選択］ダイアログ・ボックス（Exit State selection）に進みます。このダイアログ・ボックス
にて、前進フローを起こすためのエグジット・ステートを定義できます。以下の操作を行うことができます。

• 既存のエグジット・ステートの選択
• 新規エグジット・ステートのフロー・オンへの追加
• その特性の定義
• ビジネス・システムからの既存のエグジット・ステートの削除

エグジット・ステートを１つ追加し選択すると、そのエグジット・ステートは、［フロー・オン］プッシュ・ボタンの
横にあるドロップダウン内の選択リストに追加されます。エグジット・ステートを削除すると、ドロップダウン・リス
トからも削除されます（選択されたエグジット・ステートがリターン・オン・エグジット・ステートとして使われない場
合）。

このコマンドを使うことにより、１つのプロシージャまたはプロシージャ・ステップから、別のプロシージャまたは
プロシージャ・ステップに、制御を渡せます。対話設計図上の転送とリンクは、１つまたは複数のフロー・オン・エグ
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ジット・ステートに関連づけられています。フロー・オン・エグジット・ステートは、元プロシージャまたは元プロシー
ジャ・ステップから、宛て先プロシージャまたは宛て先プロシージャ・ステップへの、対話フローを起動します。

［フロー・タイプと宛て先］ダイアログ

［フロー・タイプと宛て先］ダイアログ・ボックスでは、自動フローに関連づけられる以下の項目を指定します。

• フローのタイプ
• Business system
• プロシージャ・ステップ

選択するプロシージャ・ステップによって、使えるフロー・タイプが異なります。主ウィンドウまたは主ダイアログ・
ボックスとしてインプリメントされたプロシージャ・ステップは、リンクも転送もできます。副ダイアログ・ボックス
としてインプリメントされたプロシージャ・ステップは、リンクだけできます。対話フローの「開始」は、非活動状態に
なっていて、将来使うために予約されています。

グラフィカル・ユーザ・インターフェース（GUI）を使うアプリケーションでは、コントロールが次のプロシージャ・ス
テップに移るときに、ウィンドウをオープンしたままでいるかクローズするかは、ユーザが選択する対話フローのタイプ
によって決まります。

次のプロシージャ・ステップが実行されるときに、ウィンドウをオープンしたままにしておきたい場合、「リンク先」を
選択してください。次のプロシージャ・ステップが実行される前にウィンドウをクローズしたい場合、「転送先」を選択
してください。

「リンク先」を選択した場合、１回で複数のウィンドウをオープンしておけるようになります。このため「リンク先」
が、GUIアプリケーションでは頻繁に使われます。

このダイアログ・ボックスでは、対話フロー図上にリンクまたは転送がまだない場合に、リンクまたは転送を追加しま
す。

詳細は、個々のコントロールのヘルプを参照してください。

詳細情報：

How to in Navigation Diagram

FMT

「FMT」で、MFS画面コードのコード生成プログラムで使うフォーマット制御ブロックの名前を指定します。この名前
で、装置入力フォーマット（DIF）と装置出力フォーマット（DOF）の制御ブロックを指します。

PSB 名には以下の制限事項があります。

• 英文字と数字が使えます。
• 先頭文字は英文字ある必要があります。
• ブランクと下線が使えます。ほかの特殊文字は使えません。
• エグジット・ステート名は、6文字以内でなければなりません。
• 各ビジネス･システム内で、ほかの制御ブロックと各画面に対して一意な名前でなければなりません。

Focus特性

使用法 Focus (String)
説明 フォーカス状態を設定、または検索します。
引数 オブジェクトがフォーカスを想定するかどうかを示す文字列値。

フォーカスが「偽」に設定されていれば、タブ・シーケンスの次
のオブジェクトがフォーカスを想定します。
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戻り値 この特性が戻す文字列は、オブジェクトがフォーカスを想定する
かどうかを示します。

備考 この特性は、Application、Button、CheckBox、Drop
DownList、EnterableDropDownList、EnterableListBox
、Field、ListBox、ListColumnItem、ListItem、ListPermittedValue、ListRowItem、Menu、OLEArea、OLEControl、RadioButton、StatusBar、
および Window に対して使用できます。

［後退］プッシュ・ボタン

このプッシュ・ボタンを選択すると、選択したプロシージャ・ステップが、「前進」プッシュ・ボタンを選択する前の状
態に戻ります。

［前進］プッシュ・ボタン

このプッシュ・ボタンを選択すると、選択したフロー先プロシージャ・ステップが、［フロー元プロシージャ・ステッ
プ］ドロップダウンの中に移動します。そのとき、選択したプロシージャ・ステップからのフロー先プロシージャ・ス
テップすべてが、「フロー先プロシージャ・ステップ」ドロップダウンに移動します。

フォント選択

「フォント選択」を使って、選択したオブジェクトまたは追加するオブジェクトの書体、スタイル、サイズを変更しま
す。

「フォント選択」を使うと、オペレーティング・システムのフォント・パレットが表示されます。必要なタイプ、サイ
ズ、スタイルを選択します。色は、選択するとすぐに適用されます。

メニューの表示特性のフォント選択

「フォント選択」を使って、選択したオブジェクトまたは追加するオブジェクトの書体、スタイル、サイズを変更しま
す。

「フォント選択」を使うと、オペレーティング・システムのフォント・パレットが表示されます。必要なタイプ、サイ
ズ、スタイルを選択します。色は、選択するとすぐに適用されます。

ナビゲーション図における「フォント」

「フォント」メニュー項目には、個々の「ナビゲーション図」のペイン内のフォントを設定するためのオプションがあ
ります。メニュー項目のいずれかを選択すると、CA Gen の［ダイアグラムのフォントの選択］ダイアログ・ボックスが
CA Gen に表示されます。

ここで行なった変更は、選択したペインにだけ反映されます。たとえば、［階層］メニュー項目を選択した場合、［階
層］ペインのフォントのみが変更されます。

FontSize特性

使用法 FontSize (Number)
説明 フォントのポイント・サイズを設定、または検索します。
引数 オブジェクトの新しいフォントのポイント・サイズとする数値。
戻り値 この特性は、オブジェクトのフォントのポイント・サイズを含む

数値を返します。
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備考 この特性は、Application、Button、CheckBox、Drop
DownList、EnterableDropDownList、EnterableListBox
、Field、GroupBox、ListBox、ListColumnItem、ListItem、ListPermittedValue、ListRowItem、Literal、Menu、OLEArea、OLEControl、RadioButton、
および RadioButtonGroup に対して使用できます。

FontStyle特性

使用法 FontStyle (String)
説明 オブジェクトのフォント・スタイルを設定または取得します。
引数 新しいフォントのタイプ名を含む文字列
戻り値 この特性は、コンマで区切られたスタイル・タイプを含む文字列

を戻します。受け入れ可能なスタイル・タイプは下記のとおりで
す： ###############、###########、#############、##
#######は########と同じ意味です。

備考 この特性は、Application、Button、CheckBox、Drop
DownList、EnterableDropDownList、EnterableListBox
、Field、GroupBox、ListBox、ListColumnItem、ListItem、ListPermittedValue、ListRowItem、Literal、Menu、OLEControl、RadioButton、
および RadioButtonGroup に対して使用できます。

［表示特性のリセット］ダイアログの［フォント・タイプ］

「フォント・タイプ」を使って、強調表示したオブジェクトのフォントを省略時解釈に戻します。このタイプのオブジェ
クトのビジネス・システム省略時解釈がある場合、フォントはその省略時解釈にリセットされます。省略時解釈がない場
合、フォントはオペレーティング・システムの省略時解釈にリセットされます。

FontType特性

使用法 FontType (String)
説明 Helvetica など、オブジェクトのフォント・タイプを設定または取

得します。
引数 新しいフォントのタイプ名を含む文字列
戻り値 この特性が戻す文字列には、フォントのタイプ名が含まれます。
備考 この特性は、Application、Button、CheckBox、Drop

DownList、EnterableDropDownList、EnterableListBox
、Field、GroupBox、ListBox、ListColumnItem、ListItem、ListPermittedValue、ListRowItem、Literal、Menu、OLEArea、OLEControl、RadioButton、
および RadioButtonGroup に対して使用できます。

FOR EACH

FOR EACH反復アクションでは、暗黙的な添字付けをした反復グループ・ビューの各オカレンスに対して、アクショ
ン・グループが反復されます。FOR EACHを使うのは、１またはそれ以上のカージナリティを持つ反復グループ・
ビューがある場合です。

TARGETING節には、反復グループ・ビュー（エクスポートまたはローカル）を書きます。

FOR EACHステートメントを作成したあとで、エンティティの各オカレンスに対して行なう反復アクションを追加して
ください。

完全なFOR EACH構造は、下記のようになります。

--
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+- FOR EACH product details

| TARGETING group export FROM THE BEGINNING UNTIL FULL

| ASSOCIATE processing warehouse

| WITH received product WHICH is_held_in IT

--

タイトル・バーの前景色/背景色

タイトル・バーまたはテキスト・ウィンドウの表示に使いたい色を選択してください。

「前景色」はテキストの色を制御します。

「背景色」はテキストの背景のタイトル・バーの色を制御します。

ここで選択した色は、「ビジネス・システム省略時解釈」の「色の選択」ダイアログ・ボックスでの選択を上書きしま
す。

NOTE
注： 最適な表示設定にするには、前景色と背景色にコントラストを付けるようにします。

前景色

「前景色」を使って、選択したオブジェクトまたは追加するオブジェクトのフォントの色を指定します。

「前景色」を選択すると、オペレーティング・システムのカラー・パレットが表示されます。必要な色を選択します。色
は、選択するとすぐに適用されます。

NOTE
注： 前景色を選択するときは、対応する背景色に対し十分なコントラストを持つようにします。たとえば、背
景色に白色を選択した場合は前景色に白色を選択しない、などです。

メニューの表示特性の前景色

「前景色」を使って、選択したオブジェクトまたは追加するオブジェクトのフォントの色を指定します。

「前景色」を選択すると、オペレーティング・システムのカラー・パレットが表示されます。必要な色を選択します。色
は、選択するとすぐに適用されます。

NOTE
注： 前景色を選択するときは、対応する背景色に対し十分なコントラストを持つようにします。たとえば、背
景色に白色を選択した場合は前景色に白色を選択しない、などです。

［表示特性のリセット］ダイアログの［前景色］

「前景色」を使って、強調表示したオブジェクトのテキストを省略時解釈に戻します。このタイプのオブジェクトのビジ
ネス・システム省略時解釈がない場合、色はその省略時解釈にリセットされます。省略時解釈がない場合、色はオペレー
ティング・システムの省略時解釈にリセットされます。

 1027



 CA Gen - 86JP - Japanese - Japan

ForegroundColor特性

使用法 ForeGroundColor (Number)
説明 前景RGB値を設定、または検索します。
引数 オブジェクトの前景色に対する新しい RGB 値とする数値。オブ

ジェクトの前景色を照会する場合、入力引数は指定されません。
戻り値 この特性が戻す 9 桁の数値は、オブジェクトの前景色の RGB 値

です。
備考 この特性は、Application、CheckBox、DropDown

List、EnterableDropDownList、EnterableListBox
、Field、GroupBox、ListBox、ListColumnItem、ListItem、ListPermittedValue、ListRowItem、Literal、Menu、RadioButton、
および RadioButtonGroup に対して使用できます。

［前景色］プッシュ・ボタン

テキスト ウィンドウのタイトル・バー内のテキストの色を選択するには、［前景色］プッシュ・ボタンを選択します。

外部キーのカラム名

「カラム名」は、DDL生成時に、目標テーブル内の関係のインプリメントに使うキーを特定するものです。カラム名の長
さは、30文字以内でなければなりません（必須入力）。

外部キーのカラム・プロシージャ

「カラム・プロシージャ」で、指定したカラムの格納または取出し時に制御を受け取るプロシージャを指定します。

「カラム・プロシージャ」を使って、列に入力する値のソート順序を変更してください。制限規則の詳細は、DBMSの資
料を参照してください。

外部キーの記述

「記述」で、選択した外部キーの意味と用途の説明文を入力します。

外部キーのフォーマット

「フォーマット」とは、「カラム名」に入っているデータのタイプをいいます。有効な数値データ・タイプは、短精度、
整数、またはパックです。有効な文字データ・タイプは、Varcharまたはテキストです。ほかの有効なデータ・タイプ
に、時間と日付があります。有効なデータ・タイプに関する詳細は、それぞれのDBMSの関連文書を参照してください。

外部キーのオプショナリティ

「オプショナリティ」は、外部キーを、「Null」または「Not Null」としてマークします。

外部キーのパラメータ

「パラメータ」のフィールドでは、挿入または更新プロセス時に、カラム・プロシージャ・ルーチンに渡されるパラメー
タを指定します。パラメータは 256 バイト以内でなければなりません。

［外部キーの特性］ダイアログ

［外部キーの特性］ダイアログ・ボックスでは、選択した外部キーの特性を指定します。

カラムと外部キーのカラムの特性は、最初にデータ・モデル内の仕様で設定します。データベース管理者が変更できる特
性は、カラム・プロシージャ、パラメータ、記述、およびカラム名のみです。
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「フォーマット」または「オプショナリティ」に対する変更は、エンティティ関係図で行なってから、リトランスフォー
メーションを実行しなければなりません。

下記にドロップダウン・リストの項目について説明します。

属性 説明
フォーマット このフィールドには、指定可能なDBMS固有データ・タイプだけ

が含まれます。有効な数値データ・タイプの例として、単精度、
整数、パックがあります。有効な文字データ･タイプは、テキス
ト、長い Varchar（Oracle 7 の VARCHAR2）、Varcharです。日
付も有効なデータ・タイプです。有効なデータ・タイプに関する
詳細は、それぞれのDBMSの関連文書を参照してください。

オプショナリティ このフィールドには２つのオプション（NULLとNOT NULL）が
あります。

詳細は、個々のコントロールのヘルプを参照してください。

詳細情報

How to in Data Structure List

アクション図におけるFOR添字変数

FOR アクションでは、ループ制御変数の値が設定された制限値に達するまで、一連のステートメントが反復されます。

下記の例では、FORアクションを使って、FORのあとのIFステートメントを繰り返し実行するループを開始します。最
初のループでは、１の値でIFステートメントが実行されます。IFステートメントの条件が満たされるとローカル・カウン
タが1増え、ステートメント全体が再度実行されます。このプロセスは、10 回反復されます。条件が満たされない場合、
エグジット・ステートが設定されます。

--FOR local work_items counter FROM 1 TO 10 BY 1

| +-IF input customer_order confirmed_date IS LESS OR EQUAL TO

| | CURRENT_DATE + local work_items counter DAYS

| | | EXIT STATE IS confirm_date_order

| --

--

上記の例では、FOR LOOPは、カウンタを10に設定した場合にのみ終了します。IF ステートメントの条件が、FOR
LOOP の実行に影響することはなく、エグジット・ステート（EXIT STATE）の設定に影響します。

アクション図において、明示的な添字付けを行った反復グループ・ビューの添字の参照方法を下記に示します。

--FOR SUBSCRIPT OF group_customer_order FROM 1 TO MAX OF

| group_customer_order.

--
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NOTE
注： ループ制御変数は、ループが取り得る範囲のすべての値（特に終了値の後の次のインクリメント値）を処
理できる必要があります。そうでない場合は、10 進オーバーフローまたは無限ループが発生する場合がありま
す。たとえば、1 桁のループ制御変数は、1 ～ 9 まで反復するループにはお勧めしません。実際、これにより
COBOL では無限ループが発生します。1 桁のループ制御変数が PIC X （1）として生成されるためです。

フォーマット無効エラー

正しいフォーマットで再入力してください。入力を修正するには、下記の指針に従ってください。

フィールド 入力要件
権限 ID
Owner
パスワード

初めの文字は、英数字にする必要があります。ほかのすべての文
字は、数字または英字でなければなりません。長さは8文字以下
でなければなりません。２バイト文字または各国語はサポートし
ません。

編集プロシージャ名
Valid procedure name （有効なプロシージャ名）
フィールド・プロシージャ（Field procedure）：先頭文字は英字
でなければなりません。その他の文字はすべて数値または英字。
長さは18文字以下。全角文字と各国語文字は不可

初めの文字は、英数字にする必要があります。ほかのすべての文
字は、数字または英字でなければなりません。長さは18文字以下
でなければなりません。２バイト文字または各国語はサポートし
ません。

VCAT 初めの文字は、英数字にする必要があります。ほかのすべての文
字は、数字または英字でなければなりません。長さは１から8文
字でなければなりません。２バイト文字または各国語はサポート
しません。

ストレージ グループ名 初めの文字は、英数字にする必要があります。ほかのすべての文
字は、数字、英字、または下線でなければなりません。長さは１
から8文字でなければなりません。２バイト文字または各国語は
サポートしません。

同義語 初めの文字は、英数字にする必要があります。ほかのすべての文
字は、数字、英字、または下線でなければなりません。長さは18
文字以下でなければなりません。２バイト文字または各国語はサ
ポートしません。

DASD ボリューム ID 長さは6文字以下でなければなりません。先頭文字は数字でなけ
ればなりません。ほかのすべての文字は、数字、英字、または@
、#、$のいずれかでなければなりません。そのフィールドは各国
語の文字を受け付けません。

データのフォーマット

「フォーマット」とは、「カラム」に入っているデータのタイプをいいます。有効な数値データ・タイプは、短精度、整
数、またはパックです。有効な文字データ･タイプは、テキスト、長い Varchar（Oracle 7 の VARCHAR2）、Varcharで
す。日付も有効なデータ・タイプです。有効なデータ・タイプに関する詳細は、それぞれのDBMSの関連文書を参照して
ください。データ・モデル内のこのフィールドを変更する必要があります。

################

「フォーマット」は、列内に含まれるデータ・タイプを表わします。有効な数値データ・タイプは、短精度、整数、また
はパックです。有効な文字データ・タイプは、Varcharまたはテキストです。ほかの有効なデータ・タイプに、時間と日
付があります。有効なデータ・タイプに関する詳細は、それぞれのDBMSの関連文書を参照してください。
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FOR ステートメント

FOR ステートメントでは、ローカル数値属性ビューまたは明示的に添字付けされた反復グループ・ビューの添字に指定
された基準に従って、アクションまたはアクション・グループが反復されます。

FOR ステートメントには、以下の要素があります。

• 制御値は、ステートメントが繰り返されるたびに増分されるローカル・ビューまたは添字です。
• 初期値は、FOR ステートメントの最初の反復の前に、制御値に設定される数値式です。
• 増分は、制御値が FOR ステートメントの各反復の後に増分される数値式です。
• 制限は、制御値が FOR ステートメントの各反復の前に比較される数値式です。

FOR ステートメントは、以下の順序で実行されます。

1. 制御値に初期値が設定されます。
2. 増分と制限の式は、評価されて、一時的な変数に保存されます。  そのため、FOR ステートメントの実行が開始され
た後に、増分と制限の式に使用されている変数を変更しても、FOR ステートメントによって使用される増分値と制限
値には影響しません。

3. 制御値が制限変数値と比較され、FOR ステートメントに従属するステートメントのブロックを実行するかどうかが判
別されます。 増分変数値が負の値の場合、制御値が制限値以下であれば FOR ステートメントは終了します。 それ以
外の場合は、制御値が制限値以上であれば、FOR ステートメントが終了します。

4. 前のステップのテストによって FOR ステートメントが終了しない場合、FOR ステートメントに従属するアクショ
ン・ステートメントが実行されます。 これらのステートメントが増分または制限の式に使用されている変数を変更し
ても、ステップ 2 でこれらの式によって保存された値は変更されません。

5. 増分値が制御値に追加されます。
6. プロセスは、ステップ 3 以降の処理を繰り返します。

以下の例では、FOR アクションを使用して、FOR の後の IF ステートメントを繰り返し実行するループを開始します。

--

+- FOR local work_items counter FROM 1 TO 10 BY 1

| IF input customer_order confirmed_date IS LESS OR EQUAL

| TO CURRENT_DATE + local work_items counter DAYS

| EXIT STATE IS confirm_date_order

<--ESCAPE

最初のループでは、１の値でIFステートメントが実行されます。IF ステートメントの条件が満たされるとローカル・カ
ウンタが 1 増分され、一連のステートメント全体が再度実行されます。このプロセスは、10回反復されます。IF ステー
トメントの条件が満たされない場合（input customer_order confirmed_date が、カウンタによって示される日数に現在の
日付を加えたものより大きい）、エグジット・ステートが設定され、FOR ループは ESCAPE ステートメントによって終
了します。

アクション図において、明示的な添字付けを行った反復グループ・ビューの添字の参照方法を下記に示します。

FOR SUBSCRIPT OF group_customer_order FROM 1 TO MAX OF

group_customer_order BY 1
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以下のステートメントは、明示的に添字付けされた反復グループ・ビューを使用した、定義済みの FOR ステートメント
です。このステートメントには、FORループの管理と合計の計算をする際の添字の使用方法が示されています。

--

+- FOR SUBSCRIPT OF local loan_payments FROM 1 TO 360 BY 1

| SET payment principal TO (loan principal amount * table factor)

| SET payment total TO payment principal + payment interest

| SET local work_view yearly_total TO local work_view

| yearly_total + payment total

| -- IF local work_view month_counter IS EQUAL TO 12

| | SET yearly_payment_total TO local work_view yearly_total

| | SET local work_view month_counter TO 1

| | SET SUBSCRIPT OF yearly_totals TO yearly_totals + 1

| |

| +- ELSE

| | SET local work_view month_counter TO 1

| --

--

以下の例では、初期値、増分値、および制限値として式を使用する方法を示します。

--

+- FOR local employee fica_withheld_ytd FROM (employee salary * employee fica_rate) TO (employee salary * 12 * employee annual_fica_max_rate) BY (employee salary * employee fica_rate)

| --IF local employee fica_withheld_ytd IS GREATER THAN

| (employee salary * 12 * employee annual_fica_max_rate)

| | SET local employee fica_withheld_ytd TO (employee salary * 12 * employee annual_fica_max_rate)

| --
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--

前の例では、employee_salary * 12 * employee annual_fica_max_rate 値に達すると、ループは終了します。  内部の IF
ブロックは、local employee fica_withheld_ytd がその値を超えるのを防いでいます。

以下の例では、FOR ループの実行中に制限または増分を変更しても、FOR ステートメントの実行中に実際に使用される
値に影響しないことを示します。

SET local work_items limit TO 10

--

+- FOR local work_items counter FROM 1 TO local work_items limit BY 1

| SET local work_items limit TO 5

--

制限変数がループ中にリセットされていますが、前の FOR ステートメントが終了するとき、local work_items counter の
値は 5 ではなく 10 です。  これは、制限と増分の式の値が、最初の FOR 反復の前にワーク変数に保存されており、実際
には保存された値がステートメントの実行中に使用されるからです。

フレーム

［フレーム］では、表示ウィンドウをサイズ変更および移動して、選択したすべてのオブジェクトが可能な限り大きなサ
イズで表示されるようにします。

対話設計における［フレーム］

［フレーム］では、選択したオブジェクトが拡大されます。選択したオブジェクト全体を表示するには、画面をフル・サ
イズに拡大してください。近接しているものを除いて、対話設計図内のほかのオブジェクトは、表示されません。

ナビゲーション図における「フレーム」

「ナビゲーション図」における「フレーム」（Frame）の動作は、ほかのツールセットにおける動作と多少異なります。
「フレーム」コマンド（Frame）は、ネットワーク・ペイン内いっぱいに表示するよう、グラフィック表示全体のサイ
ズを決定しセンタリングします。１つのオブジェクトを選択してから「フレーム」（Frame）を選択すると、「ナビゲー
ション図」は、ネットワーク・ペイン表示エリアいっぱいにそのオブジェクトを表示します。

網羅

網羅区分とは、すべての分類属性値にサブタイプが対応している区分です。網羅区分の場合、分類属性の値はそれぞれ 1
つのサブタイプに対応しており、親エンティティ・タイプの全エンティティが、それぞれいずれか 1 つのサブタイプに
所属します。

たとえば「職種」にもとづく区分が網羅区分であるのは、下記すべてが成り立つ場合です。

• 「職種」という分類属性が「管理者」と「スタッフ」の 2 つの値しか持たない。
• 区分内に「管理者」と「スタッフ」という 2 つのサブタイプだけがある。
• すべての「社員」が管理者かスタッフである。
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親エンティティ・タイプ「社員」のエンティティが、マネージャかスタッフのいずれかである場合、「社員」を分割する
区分は、「マネージャ」と「スタッフ」という 2 つのサブタイプからなる、網羅区分でなければなりません。「社員」
の属性の1 1つ「職種」の許容値は「マネージャ」と「スタッフ」の 2 つであり、これらが各サブタイプに 1 対 1 に対応
します。属性値とサブタイプとを 1 対 1 で対応させる必要から、これらの値を分類値とし、この属性を分類属性としま
す。「マネージャ」にも「スタッフ」にも属さない「社員」エンティティはありません。

ファンクションの「記述」

「記述」パネルには必要な説明文を入力します。記述内容は、そのファンクションの内容がわかるよう簡潔かつ漏れのな
いものでなければなりません。そのプロセスが何を行なうのかを書いてください。また、なぜそれを行なうのかを書いて
もかまいません。しかし、そのファンクションの実行者、実行時期、場所、実行方法を書いてはなりません。なぜならそ
れらは、ファンクションの存在理由には直接関係がなく、単に、そのファンクションを構成するアクティビティの、ビジ
ネス上の実施手段を表わしているに過ぎないからです。

ファンクション キー

ファンクション・キーは、コマンドと各ファンクション・キーとを関連付けます。ファンクション・キー（PFキー）を
使えば、オンライン環境のユーザは、コマンドを簡単にプロシージャと結びつけることができます。

ファンクション名

ファンクション階層図では、ビジネス・エリアがビジネス全体を含む場合、ルート・ファンクション名をビジネス名とす
ることができます。プロセス階層図にて、計画段階のアクティビティ・モデルのサブセットを構築のために選択した場合
は、ルート・ファンクションがそのサブセットの最上位アクティビティとなります。

ルート・ファンクション名で、階層に従属している全アクティビティの範囲を表わします。ファンクションがルート・
ファンクションでない場合、その名前によって、カバー範囲を表わします。通常、ファンクション名は固有名詞としま
す。32バイトまでとします。日本文字、英字、数字、空白のどれを使ってもかまいません。ただし特殊文字は使えませ
ん。

ファンクション名の例として、下記があります。

• 研究開発
• アカウンティング
• 製品管理
• 調達
• 在庫管理
• 製造
• 資材の取得
• 組み立て
• 品質保証
• マーケティング
• 営業系
• 出荷

FUNCTIONS

FUNCTIONS は、CA Gen アプリケーション・ライブラリから、CA Gen 関数、アプリケーション・インターフェース・
オブジェクト・メソッド、および特性へのアクセスを可能にするアクションです。関数は、関数オブジェクトにグループ
化されます。

関数とメソッド/特性は、OLEオブジェクト・ブラウザに表示されます。
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戻り値を必要としない場合は、FUNCTIONSアクションを使ってください。戻り値を必要とする場合
は、SET、IF、WHILE、またはほかのステートメントを使って関数オブジェクトにアクセスしてください。

Windowsプラットフォームを対象とするアクション図の関数

以下の関数の一覧は、Windows C GUI アプリケーションを対象とするアプリケーションでのみ有効です。

+ は、Java アプリケーションおよび C # アプリケーションでサポートされない関数を表します。環境パラメータを指定
する前にこれらの関数をアクション図で使用する可能性を考慮し、指定した環境パラメータによっては、関数を使用する
ことで起こる潜在的な問題が一貫性検査によって警告されます。また、Java および C # アプリケーション用に生成され
るモデルにこれらの関数が存在する場合は無視されます。

 1035



 CA Gen - 86JP - Japanese - Japan

• Abort
• AbsoluteValue
• AnnuityPayment
• AnnuityPrincipalPayment
• Application
• ArcCosine
• ArcSine
• ArcTangent
• BackgroundColor+
• Beep+
• Ceiling
• ClearDisplayProperties+
• CloseFile+
• ColorRefRGB
• CopyFile+
• Cosine
• CreateObject+
• CreateTextFile+
• CurrentWindow
• DateFormat
• DeleteFile+
• ExponentOf_e
• Factorial
• FileExists+
• FileLength+
• Filler
• FindReplaceString
• Floor
• ForegroundColor+
• FullName
• GetBlue
• GetCaption+
• GetFunctionErrorDescription
• GetFunctionErrorNumber
• GetGreen
• GetHandle+
• GetHeight+
• GetLeft+
• GetObject
• GetPromptHeight+
• GetPromptLeft+
• GetPromptTop+
• GetPromptWidth+
• GetRed
• GetText+
• GetTop+
• GetVisible+
• GetWidth+
• GUIObject
• Handle+
• Launch
• LeftRemove
• LogBase10
• Lower
• Maximum
• MessageBox
• MessageBoxBeep
• Minimum
• Modulus
• Name
• NaturalLog
• NumberFormat
• ObjectType
• OpenExcelDocument+
• OpenTextFile+
• OpenWordDocument+
• Parent
• PiMultiplier
• PositionFile+
• Power
• PrintWindow+
• PromptBackgroundColor+
• PromptForegroundColor+
• PutText+
• Quit
• RandomNumber
• RegCloseKeys+
• RegCreateKey+
• RegDeleteKey+
• RegDeleteValue+
• RegEnumKey+
• RegOpenKey+
• RegQueryValue+
• RegSetValue+
• RenameFile+
• RestoreDisplayProperties+
• RightRemove
• Round
• SaveDisplayProperties+
• SetCaption+
• SetFont+
• SetFontDynamically+
• SetHeight+
• SetLeft+
• SetPromptHeight+
• SetPromptLeft+
• SetPromptTop+
• SetPromptWidth+
• SetTop+
• SetVisible+
• SetWidth+
• Sine
• SpecialCharacter
• SquareRoot
• StartTimer
• StopTimer
• StringCompare
• StringPlusOperator
• StringToken
• Tangent
• TextToNumber
• TrimLeading
• TrimLeadTrail
• TrimLength
• UpdateExcelCell+
• ValueFromExcelCell+
• Window
• Windows
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Gain Focus イベントと Lose Focus イベント

Gain FocusイベントとLose Focusイベントは、一部のGUIコントロールに適用されます。下記はそれらのイベントをサ
ポートするコントロールの一覧です。

• 単一行入力フィールド
• 複数行入力フィールド
• チェック・ボックス
• ラジオ・ボタン・グループ
• コンボ・ボックス・グループ（リスト形式の許容値）
• リスト・ボックス
• リスト・ボックス・フィールド
• 入力可能ドロップダウン・リスト
• 入力可能非ドロップダウン・リスト
• 入力不可ドロップダウン・リスト
• OLE 組み込みエリア
• OLE コントロール

下記のコントロールは、Gain Focus イベントと Lose Focus イベントをサポート「していません」。

• ウィンドウ
• ダイアログ・ボックス
• スタティック・テキスト
• ツールバーとコントロール
• ステータス・バーとコントロール
• プッシュ・ボタン
• メニュー項目
• スタティック・ピクチャ

Gain Focusイベントは、コントロールが入力フォーカスを受け取ると、必ず起動します。特に、開発者がコントロール
をクリックしたり、コントロールにタブを移動すると、起動します。また、ウィンドウの初期設定と自動タブでも起動し
ます。コントロールに、すでに入力フォーカスがあり、これを再度クリックした場合、Gain Focus イベントは、再起動
しません。

Lose Focus イベントは、コントロールが入力フォーカスを失うと、必ず起動します。入力フォーカスがコントロール間
で転送されると、Lose Focus イベントは Gain Focus イベントより前に待ち行列に入ります。Gain/Lose Focus イベント
の優先順位は、既存のイベントに関連しているので、下記のようになります（優先順位の高位のものから記載）。

• 変更
• Lose Focus イベント
• Gain Focus イベント
• Click

ナビゲーション図における「生成」メニュー

「生成」メニュー（Generate）上のオプションを使えば、下記のことができます。

• コードの生成
• プロシージャ合成

ナビゲーション図での「コードの生成」

「コード生成」は、選択したウィンドウまたはダイアログ・ボックスのソース・コードを作成します。このアクションを
選択すると、すぐ生成が始まります。生成処理中、CA Gen ツールは追加のタスクの要求を受け付けません。生成が完了
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すると、生成ソース・コードの行数を知らせるメッセージが表示されます。その後、開発者は CA Gen のツールでの作
業を再開できます。

NOTE
注： 以下の場合、［生成］アクションは非活動状態となります。

• 構築ツールセットでアプリケーションをパッケージングしていない場合
• アプリケーションをウィンドウ表示するジェネレータ・ファイルがない場合

生成における「生成」

生成ツールから「詳細」を選択すると、下記を行なえます。

全コードの生成 すべてのビジネス･システムにおけるすべてのオープン状態のす
べてのロード･モジュールにソース･コードを生成します。

全コードの生成と導入 モデルに定義された、すべてのビジネス･システムにおけるすべ
てのオープン状態のすべてのロード･モジュールにソース･コード
の生成と導入をします。

選択したコードの生成 ビジネス･システムの選択した構成要素の生成と導入をします。
全 DDL の生成 データベース全体に DDL を生成します。
全 DDL の生成と導入 データベース全体に DDL を生成して導入します。
選択した DDL の生成 データベースの選択した構成要素の生成、導入、または削除をし

ます。
変更箇所の生成と導入 構築以外のツールセットから生成されたソース･コードを導入し

ます。

画面設計における［生成］

［画面設計］にて［生成］を選択し、以下のアクションにアクセスします。

自動レイアウト 自動レイアウトでは、選択されたエクスポート・ビューのすべて
の属性をフィールドの形で画面に配置します。

コード アクション図または画面のソース・コードを生成します。

新規モデルの生成

「新規モデルの生成」は、ワークステーション・モデルをマスタ・コピーにして、新規モデルを作成します。新規モデル
のチェックイン時に、CA Gen によってモデル名に重複がないことが確認されます。

［新規モデルの作成］ダイアログ

［新規モデルの作成］ダイアログ・ボックスでは、ワークステーションのコピーをマスタ・コピーとして使用してモデル
を作成します。

このダイアログ・ボックスのフィールドは以下のとおりです。

• 新規モデル名
エンサイクロペディアに格納する宛て先モデルの長いモデル名を指定します。エンサイクロペディアに存在している
モデル名を使う場合は、そのモデル名を削除するか改名してから新しいモデルを作成してください。エンサイクロペ
ディア内のモデルが消えてしまったときは、「新規モデルの作成」でモデル全体を再送信できます。
［新規モデルの作成］ダイアログ・ボックスには、現在開かれているモデルの長いモデル名およびロケーショ
ンが表示され、このモデルがコピーのソース・モデルとして使用されます。また、このダイアログ・ボックスで
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は、トランザクションの結果ファイル（UPDATE.TRN）が格納される一時書き込み可能ロケーションも指定しま
す。VERIFY.TRN ファイルはそのロケーションに格納されます。

• エンサイクロペディア・オプションのファイル転送の実行
このオプションを選択すると、CA Gen が通信ソフトウェアを使用してトランザクション・ファイル（UPDATE.TRN
および VERIFY.TRN）をコピーします。選択しない場合は、手動でトランザクション・ファイルをコピーできます。

WARNING
重要： このアクションは、ワークステーションにモデルの完全なコピーがある場合にのみ使用してください。
サブセットに対して「新規モデルの生成」をしないでください。

通常の生成

READ EACHステートメントに対してORDINARY（通常）カーソル（UPDATE ONLY（更新のみ）カーソルとの比較に
おいて）を生成するには、「通常のカーソルを生成」（Generate Ordinary）を選択してください。

このオプションは、READ EACH ステートメントに対して使用可能です。

変更箇所のみ生成

READ EACHステートメントに対して､UPDATE ONLY（更新のみ）カーソル（ORDINARY（通常）カーソルでなく）を
生成するには、「変更箇所のみ生成」を選択してください。

このオプションは、READ EACH ステートメントに対して使用可能です。

更新専用カーソルを生成

READ ステートメントに対して UPDATE ONLY カーソル（ORDINARY カーソルでなく）を生成したいときには「変更
箇所のみ生成」を選択してください。

検査した場合、「カーソル生成の制御」に対して「全般」タブでどのように設定していてもカーソルが生成されます。

カーソル・ホルド付きで生成

このコントロールを選択すると、その READ EACH 文および SUMMARIZE EACH 文はカーソル・ホルド付きと宣言され
ます。データベース・カーソルがコミット・ポイント間に渡って保守されます。

この選択は、コミットに外部アクション・ブロックが使われるアプリケーションで特に便利です。

オンライン処理では DB2 はこの節を無視します。

クエリ番号付きで生成

メインフレームの DB2 では、SQL SELECT ステートメントに QUERYNO 節を含めることができます。選択すると、入
力した番号が SQL SELECT ステートメントに生成されます。

エンティティ・アクション・ステートメントで複数の SQL SELECT ステートメントが生成された場合は、最初のステー
トメントにのみ QUERYNO 節が生成されます。

生成の省略時解釈

生成の省略時解釈を定義するときは、下記を指定してください。
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• オペレーティング・システム
• DBMS タイプ
• 言語
• TPモニタ
• 通信
• 導入タイプ
• DBMS ドライブ（ローカル導入用）
• この設定でビジネス・システム目標環境を指定変更
• 生成された各項目について一貫性検査を実行
• トレース付きソース・コードの生成（全コードの生成）
• DDLにDROPステートメントを含める（全DDLの生成）
• テーブルと索引を所有者識別子で修飾
• DDLでのストレージ・グループの作成（DB2のみ）
• リモート導入後に生成ソースを削除
• DDL 内に RI 代替主キー/外部キー/トリガを作成
• ［互換性の対象に選ばれるプロセス・モジュール］

［生成の省略時解釈］ダイアログ

［生成のデフォルト］ダイアログ・ボックスでは、アプリケーションの生成と導入に影響する省略時解釈値を設定しま
す。先頭の４つの値は、下記の目標環境です。

• オペレーティング・システム
• DBMS
• 言語
• TP モニタ

これらはDDLと参照保全性トリガの、生成と導入のときに使われます。

NOTE
注： DDL と参照保全性トリガはデータベースに固有のものであり、Web 生成アプリケーションはクライアン
ト側でこれらをサポートしていません。

さらに下記の場合、これら４つの値はオプションとなります。

• 構築ツールの外部のパッケージングされていない構成要素の生成 アクション図ツールでプロシージャ・アクション図
のソース・コードを生成する場合などです。

• ロード・モジュールの生成

これら ４ つの値を適用するには、上記の省略時解釈の「この設定でビジネス・システム目標環境を指定変更」チェッ
ク・ボックスを選択してください。選択しない場合、アプリケーションのタイプに応じた値が使われます。ブロック・
モード、バッチ、GUI アプリケーションでは、ビジネス・システムの値が使われます。ビジネス・システムの環境パラ
メータは［環境パラメータ］ダイアログにて指定します。クライアント/サーバ・アプリケーションでは、環境パラメー
タは［クライアントとサーバの環境パラメータ］ダイアログ・ボックスから取得されます。

NOTE
注： クライアント/サーバ・アプリケーションでは、環境パラメータは、ビジネス・システムではなく、各クラ
イアントと各サ－バのロード・モジュールに格納されます。

下記の省略時解釈は、DDL の生成と導入に影響します。
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• オペレーティング・システム
• DBMS タイプ
• DBMS ドライブ（ローカル導入用）
• 導入タイプ
• 生成された各項目について一貫性検査を実行
• DDLにDROPステートメントを含める
• テーブルと索引を所有者識別子で修飾
• DDLでのストレージ・グループの作成（DB2のみ）

以下の省略時解釈は、RI トリガの生成と導入に影響します。

• オペレーティング・システム
• DBMSタイプ
• 言語
• 導入タイプ
• 生成された各項目について一貫性検査を実行
• 生成の削除
• DDL 内に RI 代替主キー/外部キー/トリガを作成
• ［互換性の対象に選ばれるプロセス・モジュール］

NOTE
注： 互換性のためにマークされたプロセス・モジュールの詳細については、ソース・コードの生成と導入の
ときに表示される［互換性の対象に選ばれるプロセス・モジュール］オプションの注を参照してください。

DDL と RI トリガの生成に使用される環境パラメータは、常に［生成のデフォルト］ダイアログ・ボックスから取得され
ます。このことは、省略時解釈の指定変更を選択するかどうかに関わらず行なわれます。

下記の省略時解釈は、ソース・コードの生成と導入に影響します。

• オペレーティング・システム（指定変更が指定された場合）
• DBMS タイプ（指定変更が指定された場合）
• 言語（指定変更が指定された場合）
• TPタイプ（指定変更が指定された場合）
• コミュニケーション（指定変更が指定された場合）
• 導入タイプ
• ［この設定でビジネス・システム目標環境を指定変更］（オプション）
オンにすると、オペレーティング・システム、DBMS タイプ、言語、および TP モニタに指定された値がこの省略時
解釈にて使用されます。

• 生成された各項目について一貫性検査を実行
• トレースつきソース・コードの生成
• リモート導入後に生成ソースを削除
• ［互換性の対象に選ばれるプロセス・モジュール］

NOTE

注： ［互換性の対象に選ばれるプロセス・モジュール］チェック・ボックスは、省略時解釈ではオンになっ
ていません。このため、互換性のためにマークされたモジュールの生成および導入がパイパスされます。

［互換性の対象に選ばれるプロセス・モジュール］チェック・ボックスをオンにすると、互換性のために
マークされたモジュールによって静的に呼び出されるアクション・ブロックが 2 回コンパイルされます。1
回目はコンパイラ・オプション NODLL、2 回目はコンパイラ・オプション DLL が使用されます。

NODLL コンパイルの結果は、互換性スタティック NCAL ライブラリに保存され、互換性モジュールにリン
クされます。
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DLL コンパイルの結果は、静的にそれを呼び出す DLL アプリケーションにリンクできるように、内部
NCAL ロード・ライブラリに保存されます。アクション・ブロックが外部アクション・ブロックである場
合、適切なコンパイラ・オプションを使用してコンパイルし、最終ロード・モジュールの導入に含められる
ように、適切な外部ライブラリに配置する必要があります。

RI トリガを生成および導入するときに［互換性の対象に選ばれるプロセス・モジュール］チェック・ボック
スをオンにすると、RI トリガ・モジュールは、生成後に 1 回プリコンパイルされ、アクション・ブロック
と同様に 2 回コンパイルされます。2 回のコンパイル・ステップによって生成される別々の（NCAL） RI モ
ジュールを保持するために、個別のライブラリが目標環境に提供されます。

リモート・データ・サービスとは

リモート・データ・サービス（RDS）はDBMSで行なうサポート形態の１つです。複数のワークステーションから１つ
のデータベースにアクセスできます。さらにDBMSによっては、１つのワークステーションからリモート・ワークステー
ション上のデータベースにアクセスできるものもあります。

GUI アプリケーション（スタンド・アローンまたはクライアント/サーバ）を CA Gen ツールセットで作成すると、リ
モート・データ・サービスを利用することができます。そのための特別な指定はありません。単に、ローカル・データ
ベース（クライアント・ワークステーション上のデータベース）を扱う通常のGUIアプリケーションとして設計してくだ
さい。

DBMSのベンダはリモート・データ・サービス用のクライアント層を販売しています。このDBMS提供のクライアント層
は、GUIアプリケーションからのSQLコールを受け付け、またサーバ上のデータベースへのコール元ともなります。デー
タベースのロッキングとサーバの統合管理はDBMSが行ないます。

インターセプションとルーティングはGUIアプリケーション側で考慮する必要はありません。つまり、リモート・データ
を機能させるための手段はDBMSのベンダが提供してくれています。したがって GUI アプリケーションの開発中に CA
Gen ではこの機能を指定する必要はありません。

ローカル・データベース用のGUIアプリケーションを設計し終えたら、Windowsワークステーション上でOracleを目標
データベースとして、ユニット・テストとシステム・テストができます。このテストに合格したら、アプリケーションを
希望のリモート・データベース向けに再生成して、実際のリモート・データベース・サーバで最終受け入れテストをして
ください。

リモート・データ・サービスのランタイム・モジュールが目標システム上になければならないことを忘れないでくださ
い。それらランタイム・モジュールはDBMSのベンダが提供しています。用いるDBMSのリモート・データ・サービスの
導入方法と操作方法はそのDBMSのベンダからの技術資料を参照してください。

リモート導入とは

リモート導入のアプリケーションを生成すると、インプリメンテーション・パッケージング（IP）という特殊ファイルが
生成されます。この IP に格納されている情報を使用して、CA Gen 環境内のリモート・プラットフォームに IP 自身を導
入できます。導入後、同じ CA Gen 環境でアプリケーションのテストと実行が可能となります。

生成ツールでは、下記の３つのIPを生成します。

• ロード・モジュールのIP。このIPには、１つのロード・モジュールに対するアプリケーションのソース・コードが格
納されています。ロード・モジュールのIPの名前は、ロード・モジュールの名前と同じです。

• DDL の IP。この IP には、アプリケーションのデータベースに対する DDL が格納されています。データベースの IP
の名前は、データベースの名前と同じです。

• 参照保全性（RI）トリガの IP。この IP には、完了モデル（CA Gen で生成したアプリケーション）に対する参照保全
性トリガのルーチンが格納されています。RI トリガの IP には、CASCADE という名前が付けられています。

もう １ つの生成の省略時解釈の「導入後に生成ソース・コードを削除」は、IP に追加された後で生成ロード・モジュー
ル・ファイルを削除します。

第 ２ に、生成ツールでは、すべての既存のソース・コードのファイルをロード・モジュールの IP に追加するという点
です。導入後にソース・コード・ファイルを削除すれば、ロード・モジュールの IP には新しく生成したファイルのみが
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格納されます。導入後に、ソース・コード・ファイルを削除しない場合は、新しく生成したファイルと以前に生成した
ファイルが両方とも格納されます。

MVS TP モニタ（CICS、IMS、または IEFAE）を目標とするリモート導入用のコードを生成する場合、互換性モジュー
ルのソース・コードが、生成される IP の一部として含められるように、［互換性の対象に選ばれるプロセス・モジュー
ル］チェック・ボックスをオンにする必要があります。

リモート・プラットフォームへのアプリケーションのインプリメントの詳細については、CA Gen インプリメンテーショ
ン・ツールセットに関するマニュアルを参照してください。

クライアント/サーバ・アプリケーション

クライアント/サーバ・アプリケーションでは、環境パラメータは、（ビジネス・システムのでなく）、各クライアント
と各サ－バの、ロード・モジュールに格納されます。これらのパラメータは、［クライアントとサーバの環境パラメー
タ］ダイアログで設定してください。「生成の省略時解釈」ダイアログ・ボックス内の指定変更チェック・ボックスを選
択した場合、クライアント・モジュールの環境パラメータは「生成の省略時解釈」ダイアログ・ボックスから取得されま
す。

［生成のデフォルト］ダイアログ・ボックスに Web 生成アプリケーションがある場合、Web 生成アプリケーションに対
する以下の値を選択します。

• クライアントのオペレーティング・システム： JVM
• 言語： Java

TP モニタの値は［INTERNET］にします。［一貫性検査を実行］チェック・ボックスが自動的に選択されます。

ウィンドウ・アプリケーション

ウィンドウ生成では、「環境パラメータ」ダイアログ・ボックスを使用してウィンドウ環境を設定します。「環境パラ
メータ」ダイアログ･ボックスを表示するには、「構築」→「環境」の順に選択してからビジネス･システムを選び、「詳
細」→「特性」の順に選択してください。このダイアログ・ボックスは、クライアント/サーバ・アプリケーションには適
用されませんが、「生成の省略時解釈」ダイアログ・ボックスの指定変更チェック・ボックスが選択されていない場合
に、これらのパラメータを使用して、ウィンドウ・クライアントを生成することができます。

共通アクション・ブロックのパラメータ

共通アクション・ブロックは複数のビジネス・システムにて呼び出せます。そのアクション・ブロックの、初めての作成
場所となったビジネス・システムを、所属先ビジネス・システムと呼びます。そのアクション・ブロックを呼び出すほか
の全ビジネス・システムを、呼び出し元ビジネス・システムと呼びます。

共通アクション・ブロックの環境パラメータは、所属先ビジネス・システムに所属しています。これら環境パラメータは
環境パラメータのダイアログで指定します。（ブロック・モード、バッチ、GUIのアプリケーションは共通環境パラメー
タのダイアログを使います。クライアント/サーバ・アプリケーションでは別々のダイアログ・ボックス（クライアント
構成要素用とサーバ構成要素用）を使用します。

［生成のデフォルト］ダイアログ・ボックスでは、生成と導入に使用される別のパラメータを指定できます。それらのパ
ラメータはロード・モジュール全体に適用され、したがってそのロード・モジュールにパッケージングされた、プロシー
ジャ・ステップとアクション・ブロックにも適用されます。共通アクション・ブロックとアクション・ブロックの扱いは
同じです。

共通アクション・ブロック用に指定変更できるパラメータは下記のとおりです。

• オペレーティング・システム
• DBMS タイプ
• 言語
• TP モニタ
• 通信

これらのパラメータに指定変更するには指定変更のチェック・ボックスを選択しなければなりません。

このダイアログ・ボックスには、以下のフィールド情報が含まれます。
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この設定でビジネス・システム目標環境を指定変更

ビジネス・システムの環境パラメータの代わりに、このダイアログ・ボックスで目標環境パラメータの用途を指定しま
す。

指定変更できるパラメータは下記のとおりです。

• オペレーティング・システム
• DBMSタイプ
• 言語
• TP モニタ
• 通信

上記のパラメータは、ロード・モジュールと構築ツールの外部のパッケージングされていない構成要素の生成または導入
に使われます。アクション図ツールでプロシージャ・アクション図のソース・コードを生成する場合などです。

パラメータは、一時的に指定変更されますが、モデルの一部として保存されません。

このチェック・ボックスでは、別の目標環境パラメータを指定する方法を利用できます。アプリケーションのテスト時に
別のパラメータを実施する場合などです。

このチェック・ボックスを選択しない場合、目標環境のパラメータの値はビジネス・システムから入手します。オンラ
イン、バッチ、GUIアプリケーションの環境パラメータは［環境パラメータ］ダイアログで指定します。クライアント/
サーバ・アプリケーションの目標環境のパラメータの値は［クライアントとサーバの環境パラメータ］ダイアログ・ボッ
クスから入手します。

NOTE
注： DDL トリガと RI トリガに使用される環境パラメータは、常に［生成の省略時解釈］ダイアログ・ボック
スから入手します。このことは、省略時解釈の指定変更を選択するかどうかに関わらず行なわれます。

生成された各項目について一貫性検査を実行

「生成された各項目について一貫性検査を実行」チェック・ボックスでは、生成ツールを使って、生成時にモデルの一貫
性を検査するかどうかを指定します。検査対象の項目は、生成するデータベースまたはビジネス・システムの構成要素で
す。

生成ツールでは、設計で一貫性検査の組み合わせを使用します。

生成される構成要素は一貫していなければなりません。さもないとエラーが発生します。一貫性検査でエラーが発生した
場合、CA Gen はレポーﾄを作成して一貫性検査のウィンドウに表示します。

この省略時解釈は、下記の生成アクションに影響します。

• 生成（アクション図ツール、ナビゲーション図、および画面設計図ツール内)
• 全コードの生成
• 全コードの生成と導入
• 選択したコードの生成
• 全 DDL の生成
• 全 DDL の生成と導入
• 選択した DDL の生成

トレースつきソース・コードの生成

「トレースつきソース・コードの生成」チェック・ボックスでは、生成するソース・コードにトレース機能を付けるか
どうかを指定します。トレース・コードを含めると、ソース・コード・ファイルのサイズが大きくなります。そのため、
アプリケーションをテストする期間中にのみ、トレース・コードが含まれるコンポーネントを生成することをお勧めしま
す。テスト終了後は、トレース・コードを付けないでオブジェクトを再生成して、ソース・コード・ファイルの容量を小
さくすることができます。

この省略時解釈は、下記の生成アクションに影響します。
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• 生成（アクション図ツール、ナビゲーション図、および画面設計図ツール内)
• 全コードの生成
• 全コードの生成と導入
• 全 DDL の生成
• 全 DDL の生成と導入

DDLにDROPステートメントを含める

「DDLにDROPステートメントを含める」チェック・ボックスでは、DDLのSQL DROPステートメントを生成ツールで
生成するかどうかを指定します。既存のデータベースがある場合、データベースは導入できません。まず、既存のデータ
ベースを削除しなければなりません。DROP ステートメントによって既存のデータベース・コンポーネントを削除しま
す。

データベースを取り除くと、そのデータベースと関連づけのあるすべてのテーブルと索引も削除されます。

この省略時解釈は、下記の生成アクションに影響します。

• 全 DDL の生成
• 全 DDL の生成と導入
• 選択した DDL の生成

テーブルと索引を所有者識別子で修飾

「テーブルと索引を所有者識別子で修飾」チェック・ボックスでは、生成ツールを使って、DDLで生成したテーブルと
索引の名前の先頭に所有者IDを付けるかどうかを指定します。たとえば、CA Gen 生成の SQL ステートメント CREATE
TABLE "DEPT1"."CUSTOMER" には、DEPT1 という所有者 ID が、CUSTOMER というテーブル名の先頭に付いていま
す。

所有者 ID は、［テクニカル設計］の省略時解釈ダイアログ・ボックスで指定し、［設計］プルダウンから選択できま
す。テクニカル設計の省略時解釈を変更した場合は、モデルをトランスフォームまたはリトランスフォームする必要があ
ります。トランスフォームまたはリトランスフォームによって変更内容を反映しないと、生成ツールで、変更された省略
時解釈を認識できません。

テーブルに所有者IDが含まれている（所有者識別子で修飾されている）場合、そのIDがテーブルの所有者であり、すべ
ての権限を持っていることになります。それ以外の場合は、SQLステートメントの許可IDがテーブルの所有者となりま
す。DDL内に指定したIDと、そのDDLを導入した人のIDとが、異なる場合、所有者IDで修飾されたDDLの導入が難しくな
る場合があります。

この省略時解釈は、下記の生成アクションに影響します。

• 全 DDL の生成
• 全 DDL の生成と導入
• 選択した DDL の生成

DDL でのストレージ・グループの作成（DB2のみ）

「DDLでの記憶グループの作成DDL（DB2のみ）」チェック・ボックスを選択すると、ストレージ・グループ定義を含む
DDLを生成ツールで生成するかどうかを指定します。ストレージ・グループ定義は、下記の２つのソースで行ないます。

• ［テクニカル設計の省略時解釈］ダイアログ内で指定した［記憶グループ］フィールド。
• 「データ・ストア・リスト」で指定したストレージ・グループ。

この省略時解釈は、下記の生成アクションに影響します。

• 全 DDL の生成
• 全 DDL の生成と導入
• 選択した DDL の生成
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NOTE

注：

• このチェック・ボックスは、DB2のみに適用されます。一定条件が満たされていないと、生成 DDL にはス
トレージ・グループの定義が格納されません。

• 生成の省略時解釈の「上記の省略時解釈を使ったビジネス・システムの目標環境の指定変更」は選択しない
でください。

• DBMSタイプの目標環境パラメータをDB2に設定してください。［環境パラメータ］ダイアログで設定して
ください。

• トランスフォーメーションまたはリトランスフォーメーションの実行後にのみ、［テクニカル設計］の省略
時解釈ダイアログ・ボックス、またはデータ・ストア・リストで指定された情報が、DDL で表示されます。

DDL内にRI代替主キー/外部キー/トリガを作成

DDL内にRI代替主キー/外部キー/トリガを作成。トリガは生成ツールが参照保全性プライマリと外部キートリガのみの代
替の作成を指定します。それにより既存のデータベースは比較されます。

NOTE
注： このオプションは RI 制限と主キー・ステートメントのみを作成します。その他の DDL ステートメントは
生成されません。

［了解］をクリックすると、CA Gen の現行セッションにおいてのみ、生成の省略時解釈の設定内容が保存されます。設
定内容は、CA Gen を終了すると失われます。

［Save （保存）］ - ［了解］をクリックすると、設定内容が保存されます。

Language in Generation Defaults ############

「言語」ドロップダウン・リストでは、生成ツールで生成する参照保全性トリガに使う高水準プログラミング言語を
指定します。クライアント・コンポーネントの言語は C である必要があります。サーバ・コンポーネントの言語には
COBOL または C を使用できます。

「この設定でビジネス・システム目標環境を指定変更」チェック・ボックスを選択すると、下記の場合に「言語」のド
ロップダウン・リストも適用されます。

• 構築以外のパッケージングされていないコンポーネントの生成。アクション図でプロシージャ・アクション図のソー
ス・コードを生成する場合などです。

• ロード・モジュールの生成

言語の選択は、ユーザの CA Gen ソフトウェアの構成によって異なります。

Operating System in Generation Defaults ###########################

「オペレーティング・システム」リストにて、生成するアプリケーションの実行場所とするオペレーティング・システム
を指定します。クライアント構成要素用には、グラフィカル・ユーザ・インターフェース（GUI）アプリケーションをサ
ポートしているオペレーティング・システムを指定しなければなりません（たとえばWindows）。サーバ構成要素用に
指定するのは、ブロック・モード・アプリケーション、GUIアプリケーション、または協調アプリケーション、をサポー
トしているオペレーティング・システムです。

オペレーティング・システムを選択すると、ほかのリストの選択肢が自動的に変わります。この変化により、確実に、指
定のオペレーティング・システムとほかの環境パラメータとの矛盾がなくなります。

############TP ####

「TPモニタ」ドロップダウン・リストで、アプリケーションを実行するトランザクション処理モニタを指定します。
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「この設定でビジネス・システム目標環境を指定変更」チェック・ボックスを選択すると、下記の場合に「TPモニタ」
のドロップダウン・リストが適用されます。

リスト表示された選択肢は、指定のオペレーティング・システムのTPモニタに有効な値です。

ジェネレータが未ロード

ジェネレータがロードされていません。CA Gen のジェネレータを導入してください。

GetGroupBox メソッド

使用法 GetGroupBox
説明 GroupBox のポインタを返します。
引数 None.
戻り値 グループ･ボックスのポインタ
備考 グループ・ボックス・オブジェクトへのポインタを取得したのち

、そのグループ・ボックスの特性を使用できます。

例

下記の例では、高さ特性に55が設定されます。

SET export_ca_control ca_control radio_button_group1 TO CA_CONTROL.RadioButtonGroup1.GetGroupBox()

SET export_ca_control ca_control radio_button_group1.Height TO 55

GET ROW

GET ROWは、明示的添字付けをしたグループ・ビュー内に、強調表示された行、クリックされた行、または可視状態の
行を配置します。

NOTE
注： システムによって提供されたワーク・セット・ビューの選択文字は、反復グループ・ビューに追加して、
選択インディケータとしてマークする必要があります。詳細については、「リスト・ボックス・フィールド特
性の［選択インディケータ］」を参照してください。

対象となる反復グループ・ビューは、明示的添字付けされたものでなければなりません。

GET ROW HIGHLIGHTEDは、強調表示されている最も先頭の行の位置を認識します。強調表示された行
は、HIGHLIGHT文が実行された行か、またはユーザがクリックまたはダブルクリックすることで強調表示した行のどち
らかです。

GET ROW HIGHLIGHTED文の形式は下記のとおりです。

GET ROW HIGHLIGHTED IN explicitly_indexed_repeating_group_view

STARTING AT index_expression GIVING index_view

添字式は、数値属性ビュー、または反復グループ・ビュー内の行番号に分割可能な添字値です。

添字ビューは、数値属性ビュー、または反復グループ・ビューの有効な添字に分割可能な添字値です。
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以下の例では、単一の選択リスト・ボックスで GET ROW HIGHLIGHTED ステートメントを使用する方法を示します。

--- EVENT ACTION delete_departmen_pb_delete_click

| GET ROW HIGHLIGHTED IN export_department STARTING AT 1 GIVING

| SUBSCRIPT OF export_department

| ---IF SUBSCRIPT OF export_department IS GREATER THAN 0

| | -- READ department

| | | WHERE DESIRED department number IS EQUAL TO

| | | input_department department number

| | + WHEN successful

| | | REMOVE ROW FROM export_department AT SUBSCRIPT OF export_department

| | | --DELETE department

| | | + WHEN not found

| | | | EXIT STATE IS department_not_found with ROLLBACK

| | | --

| | --

| --

--

複数選択リストから、ユーザは反復グループ・ビューの複数のオカレンスを選択できます。下記に示すように、GET
ROW HIGHLIGHTEDは添え字０を返すまで繰り返し使われると、選択された各行を返せます。

GET ROW HIGHLIGHTED IN export_group STARTING AT 1 GIVING

SUBSCRIPT OF export_group

SET LOCAL IEF-SUPPLIED SUBSCRIPT TO SUBSCRIPT OF export_group

-- WHILE LOCAL IEF-SUPPLIED SUBSCRIPT > 0

| REMOVE ROW AT SUBSCRIPT OF export_group

| GET ROW HIGHLIGHTED IN export_group STARTING AT SUBSCRIPT OF export_group + 1
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| GIVING SUBSCRIPT OF export_group

| SET LOCAL IEF-SUPPLIED SUBSCRIPT TO SUBSCRIPT OF export_group

--

GET ROW CLICKEDは、強調表示されている最も先頭の行の位置を認識します。クリックされた行とは、ユーザがク
リックまたはダブルクリックして選択した行です。

NOTE
注： GET ROW CLICKED は、Click イベント タイプまたは Double-click イベント タイプに関連づけられたイ
ベント アクションでのみ使用できます。

複数選択リストから、ユーザは反復グループ・ビューの複数のオカレンスを選択できます。結果的に、GET ROW
CLICKED文には開始位置が表示です。

GET ROW CLICKED文の形式は下記のとおりです。

GET ROW CLICKED IN explicitly_indexed_repeating_group_view

STARTING AT index_expression GIVING index_view

GET ROW VISIBLEは、反復グループ・ビュー内の、可視状態にある最も先頭の行位置を認識します。可視状態にある行
とは、FILTER文の条件に合った行です。条件に合わないオカレンスは隠ぺいされ、表示されなくなります。

通常、可視状態にある行は複数あります。結果的に、GET ROW VISIBLE文には開始位置が表示です。

GET ROW VISIBLE文の形式は下記のとおりです。

GET ROW VISIBLE IN explicitly_indexed_repeating_group_view

STARTING AT index_expression GIVING index_view

目標

「目標」では、企業の達成するべき短期的、長期的な目的の名前を付けます。

目標の名前は、最大32文字（半角）で、特殊文字は使えません。ロケーションの名前は、最大32文字（半角）で、特殊
文字は使えません。

目標数量

「目標数量」では、企業が目標達成のために使う経費を見積もります。

このフィールドには、最大９桁入ります。

［目標の特性］ダイアログ

［目標の特性］ダイアログで、企業の目的を洗い出します。それぞれの目的の目標データは、短期目標と長期目標に区別
されます。
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エンティティ・アクションへ

先頭のエンティティ・アクション・ビューにスクロールするには、［エンティティ・アクションへ］を選択してくださ
い。

スクロールすると、手動でスライダをエンティティ・アクションのリストに移動させる場合と同じ効果が得られます。

エクスポート・ビューへ

先頭のエンティティ・アクション・ビューにスクロールするには、［エクスポート・ビューへ］を選択してください。

スクロールすると、手動でスライダーをエクスポート・ビューのリストに移動させる場合と同じ効果が得られます。

インポート・ビューへ

先頭のエンティティ・アクション・ビューにスクロールするには、［インポート・ビューへ］を選択してください。

スクロールすると、手動でスライダーをインポート・ビューのリストに移動させた場合と同じ効果が得られます。

ローカル・ビューへ

先頭のエンティティ・アクション・ビューにスクロールするには、［ローカル・ビューへ］を選択してください。

スクロールすると、手動でスライダーをローカル・ビューのリストに移動させら場合と同じ効果が得られます。

［スナップの量］ダイアログ

［グリッド定義］ダイアログ・ボックスを使用すると、オブジェクトの移動と位置指定が容易になります。装置独立表
示要素の単位によって、グリッドの垂直値と水平値を設定できます。選択したオブジェクトを移動またはサイズ変更する
と、そのオブジェクトは次のグリッド線までスナップまたはジャンプされます。

「情報」グループ・ボックスには、オペレーティング・システムの設定からの参照情報が表示されます。この設定
は、CA Gen からではなく、オペレーティング・システムで設定してください。下表にこの情報について示します。

フィールド 説明
文字の幅 選択されているシステム・フォントの文字の平均の幅
文字の高さ 選択されているシステム・フォントの文字の平均の高さ
マージン・ボックスのボーダの高さ マージン・ボックス内の入力フィールドのボーダの高さ。高さは

、現在選択されているシステム・フォントの文字幅と高さから算
出されます。

フォーカス・ボーダの幅 サイズ決定ボーダの幅
フォーカス・ボーダの高さ サイズ決定ボーダの高さ

詳細は、個々のコントロールのヘルプを参照してください。

このダイアログ・ボックスには、以下のフィールド情報が含まれます。

横（X）

「横（X）」フィールドでは、装置独立表示要素（ピクセル）単位で、グリッドの横方向の間隔の値を指定します。

この値には下記の制限があります。

• 指定できるのは数値のみです。
• 値は 5 文字以上である必要があります。

縦（Y）
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「縦（Y）」フィールドでは、装置独立表示要素（ピクセル）単位で、グリッドの縦方向の間隔の値を指定します。

この値には下記の制限があります。

• 指定できるのは数値のみです。
• 値は 4 桁以内でなければなりません。

［グリッド・オン/オフ］チェック・ボックス

［グリッド・オン/オフ］チェック・ボックスは、設計中のウィンドウ（複数ありえる）のグリッドのオンとオフとを切
り替えます。グリッド線の間隔は、「縦（Y）」と「横（X）」の値によって決まります。

このチェック・ボックスは、［グリッド定義］ダイアログ・ボックスを表示中に、最も最近の選択箇所に表示されます。

NOTE
注： 同時に複数のウィンドウを定義中である場合、このチェック・ボックスをオンまたはオフにするたびに、
すべてのウィンドウのグリッドが変更されます。

ウィンドウ全体をグリッドにスナップ

「ウィンドウ全体をグリッドにスナップ」チェック・ボックスで、選択したウィンドウまたはダイアログ・ボックスの位
置を、最も近いグリッドの交点になるよう変更します。ウィンドウまたはダイアログ・ボックス内のすべてのコントロー
ルも、位置が変更されます。オブジェクトは、左下を基準にして位置が変更されます。

グリッド線の間隔は、「縦（Y）」と「横（X）」の値によって決まります。

このチェック・ボックスは、［スナップの量］ダイアログ・ボックスを表示したとき、常に未選択の状態で表示されま
す。このダイアログ・ボックスでは、このチェック・ボックスの選択状態は維持されません。このチェック・ボックスを
選択できるのは、［了解］プッシュ・ボタンの単一の用途としてのみです。

NOTE
注： スナップ・プロセスでは、サイズ決定と位置決定が同時に行なわれます。オブジェクトは上端と右端の方
向に位置が変更されます。

グループ

グループでは、単一のオブジェクトと同様に作業できるように、選択した複数のオブジェクトが結合されます。

Groupbox Caption 特性

使用法 Caption (String)
説明 Groupboxのキャプション・テキストを設定または検索します。
引数 新しいGroupboxキャプションである文字列。背景色を照会する場

合には、入力引数は指定しません。
戻り値 この特性が戻す文字列には、Groupboxの現行キャプション値が格

納されています。

GroupBoxes メソッド

使用法 GroupBoxes ()
説明 ウィンドウ上のチェック・ボックスの集まりを検索します。
引数 None.
戻り値 このメソッドは、集まりタイプのGUIオブジェクトを返します。

この集まりには、ウィンドウ上の集まりタイプのGUIオブジェク
トがすべて含まれます。カウントがゼロになると、このメソッド
はリストを戻します。
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GroupBox インターフェース・オブジェクト

メソッド 特性
アプリケーション
BackgroundColor
CssClass
Enabled
Focus
FontSize
FontStyle
FontType
前景色
Groupbox Caption
Handle
Height
Left
LineCssClass
名前
ObjectType
親（Parent）
Top
Visible

再描画

Width

GroupBox メソッド

使用法 GroupBox (String)
説明 入力した名前のグループ・ボックス・オブジェクトを検索します

。
引数 検索する入力可能リスト・ボックスの名前である文字列
戻り値 このメソッドは、指定した名前の GUI オブジェクトを返します。

オブジェクトが見つからないかエラーが発生した場合、このメ
ソッドは Null を返します。

グループ・ボックス名

「グループ・ボックス名」フィールドで、グループ・ボックス上の名前を指定します。名前は、英数字をどのように組み
合わせることもできます。

名前フィールドは任意選択です。名前を入力すると、グループ・ボックスの上端に沿って表示され、折り返し表示はされ
ません。このため、グループ・ボックス名は通常、なるべく短い表意名にします。
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ナビゲーション図表示特性のグループ・ボックス・ノード

［グループ・ボックス］ノードでは、Java Web 生成アプリケーションのグループ・ボックスに適用できるカスタム表示
特性を指定します。グループ・ボックスのカスタム表示特性を割り当てる前に、ビジネス・システム省略時表示特性の
［カスタム］ノードから、カスタム表示特性のリストを定義する必要があります。

カスタム表示特性は、Java Web 生成アプリケーションの <Business_System_Name>.css ファイルにクラス・セレク
タ・スタイル・ステートメントを生成します。カスタム表示特性の名前は、生成されたスタイル・シート・ステートメン
トにおいて CSS Class 名として使用されます。グループ・ボックスに指定されたカスタム表示特性は、ビジネス・シス
テム省略時表示特性の省略時解釈設定を置き換えます。

グループ・ボックス線のカスタム表示特性を指定する方法

1. ［ビジネス・システム省略時解釈の表示特性］ダイアログ・ボックスの［カスタム］ノードにカスタム表示特性のリ
ストを定義します。

NOTE
注： カスタム表示特性を作成するには、「新しいカスタム表示特性の作成」を参照してください。

2. ナビゲーション図内の目的のグループ・ボックスを選択します。
3. ［詳細］-［表示特性］を選択します。
［グループ・ボックスの表示特性］ダイアログ・ボックスが表示されます。

4. ［グループ・ボックス］ノードを選択します。
5. ［選択］をクリックします。
［カスタム表示特性の選択］ダイアログ・ボックスが表示されます。

6. 必須のカスタム表示特性を選択し、［了解］をクリックして、［カスタム表示特性の選択］ダイアログ・ボックスを
閉じます。

7. ［グループ・ボックス］パネルで［了解］をクリックして、選択したグループ・ボックス線にカスタム表示特性を適
用します。

NOTE
注： ［<自動>］カスタム表示特性を選択すると、ビジネス・システム・デフォルト表示特性の設定、およびコ
ントロールの（またはウィンドウの）共通の表示特性がグループ・ボックスに適用されます。

［グループ・ボックスの特性］ダイアログ

［グループ・ボックスの特性］ダイアログ・ボックスでは、グループ・ボックスの名前を指定します。この名前は任意選
択です。名前を入力する場合、英数字をどのように組み合わせることもできます。

グループ・ボックスには、リスト・ボックス、ラジオ・ボタン、プッシュ・ボタン、その他のコントロールを入れること
ができます。グループ・ボックスを追加して拡大し、画面上にすでに表示されているコントロールを入れることができま
す。または、グループ・ボックスを追加して拡大し、新しいプッシュ・ボタン、チェック・ボックス、リスト・ボックス
を入れることができます。

ナビゲーション図ツールは、グループ・ボックスにタブ・ストップを設定しますが、グループ・ボックスの中には設定し
ません。アプリケーション・ユーザは、グループ・ボックスにタブ移動してから、矢印キーを使って、グループ・ボック
ス内のコントロールにカーソルを置けます。

グループ・ボックスを強調表示して移動すると、そのグループ・ボックス内のすべてのコントロールも移動します。この
ため、グループ・ボックスを強調表示し、位置オプションを使うと、ボックス内のすべてのコントロールを別のウィンド
ウ要素と位置合わせできます。

詳細は、個々のコントロールのヘルプを参照してください。

以下の 2 つの方法のどちらを使用しても、グループ・ボックス特性について詳述できます。

1. グループ・ボックスの内部で右クリックします。［詳細］-［特性］の順に選択します。
2. ［ラジオ・ボタン・グループ］の境界をダブルクリックします。
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設計の指針

• 論理フィールドを定義するコントロール・グループは、左上隅から始まる1行または1カラム以内に入れなければなり
ません。

• 制御機能は、必要に応じて適切な順序で配置します。
• グループ・ボックスの位置合わせは、できるときに行ないます。グループ・ボックスは右側に拡大できるので、ほか
のグループ・ボックスと位置を合わせることができます。

• 略語、省略形、大文字表記の名詞以外は、選択項目の先頭文字だけを大文字にしてください。この場合、所定の大文
字表記の規則に従ってください。

事前選択項目

ユーザの対話を速やかに完了させたい場合は、事前選択項目、つまり省略時の項目を与えてください。事前選択項目を与
えておくと、ユーザはただちに次のフィールドに移ることができます。

グループ・ボックスのテキストまたはプロンプト

「グループ・ボックスのテキストまたはプロンプト」には、ラジオ・ボタン・グループまたはドロップダウン・リストの
目的または意味を記述します。

テキストまたはプロンプトは、リストから選択するか、または入力できます。ドロップダウン・リストには、入力したテ
キストまたはプロンプトが表示されます。ラジオ・ボタンの場合、このリストには、グループ・ボックスのテキスト用の
選択肢のみが表示されます。ドロップダウン・リストの場合、このリストには、ドロップダウン・リストのプロンプト用
の選択肢だけが表示されます。

テキストまたはプロンプトには任意の英数字を使えますが、60文字を超えてはなりません。プロンプトには DBCS 文字
を使用できますが、DBCS では 30 文字を超えてはなりません。

リスト・オカレンス・ラジオ・ボタンとドロップダウン・リストのグループ・ボックス・テキストまたはプロンプト

「グループ・ボックス・テキスト」または「プロンプト」には、リスト・オカレンス・ラジオ・ボタン・グループとド
ロップダウン・リストの、目的または意味を記述します。

テキストまたはプロンプトは、リストから選択するか、または入力できます。ドロップダウン・リストには、入力したテ
キストまたはプロンプトが表示されます。ラジオ・ボタンの場合、このリストには、グループ・ボックスのテキスト用の
選択肢のみが表示されます。ドロップダウン・リストの場合、このリストには、ドロップダウン・リストのプロンプト用
の選択肢だけが表示されます。

テキストまたはプロンプトには任意の英数字を使えますが、60文字を超えてはなりません。プロンプトには DBCS 文字
を使用できますが、DBCS では 30 文字を超えてはなりません。

RAED EACHのグループ・ビュー

以下の例では、グループ・ビューを目標とした READ EACH アクション・ステートメントを示します。

READ EACH entity-view-list

[TARGETING repeating-group-view-1 [FROM THE BEGINNING]

[UNTIL FULL]] 

[AND TARGETING repeating-group-view-1 [FROM THE BEGINNING]

[UNTIL FULL]] ...
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[SORTED BY ASCENDING attribute 1]...

DESCENDING

[WHERE selection-conditions]

action-statement-list

グループ・ビューとは、エンティティ・ビュー、ほかのグループ・ビュー、またはその両方の集まりです。反復を指定で
きるのはグループ・ビューだけです。この例の任意のTARGETING節には、READ EACHによって反復が行なわれるたび
に展開される、いくつかの反復グループ・ビューが、目標として指定されます。反復グループ・ビューは、ローカル・
ビューであっても、エクスポート・ビューであってもかまいません。TARGETING節を使うと、展開される反復エクス
ポート・グループまたは反復ローカル・グループとともに読み取られる反復グループを指定（連結）できます。各反復グ
ループが指定されると、反復エクスポート・グループまたは反復ローカル・グループ内部にあるエンティティ・ビューの
オカレンスの展開順序が確立されます。複数のTARGETING節を追加して、複数の反復グループ・ビューを同時に展開さ
せることができます。

TARGETING節の一部に、FROM THE BEGINNING節とUNTIL FUL節があります。FROM THE BEGINNING節は、複数
のREAD EACHアクションが同一の反復グループ・ビューを目標としている場合に役立ちます。グループの展開をグルー
プ内の先頭のエンティティ・ビューから開始するには、FROM THE BEGINNINGを指定してください。指定しない場
合、グループは現行のエンティティ・ビューから展開されます。UNTIL FULL節は、反復グループ・ビューに設定された
オカレンスの最大数を超えそうになったときREAD EACHを終了させます。

例

READ EACHステートメントの例を下記に示します。（アクション・ステートメント・リストは示されていません）。

--

+- READ EACH product

| WHERE DESIRED product code IS EQUAL TO "GA"

 --

--

+- READ EACH product

| TARGETING group export FROM THE BEGINNING UNTIL FULL

| WHERE code IS EQUAL TO "GA"

 --

--

+- READ EACH customer order_line

| WHERE DESIRED customer_order_line_part_of_CURRENT
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| customer_order

 --

アクション図におけるグループ・ビュー

グループ・ビューは、アクション図やアクション・ブロックのビュー・セットに書き加えることのできるグループ・
ビューを一覧表示します。グループ・ビューは、関連する１つまたは複数のエンティティ・ビューの集まりです。つま
り配列と似たものであり、単一名で識別される論理的に関係し合う複数の要素の集まりです。グループ・ビューという用
語は、通常は反復グループ・ビューを指します。これは、関連エンティティ・ビューが複数回生じることを意味していま
す。

GUI 関数

Windows を対象とするアプリケーションにのみ有効な GUI 関数を以下に示します。

Beep

MessageBox

MessageBoxBeep

GetBlue

GetGreen

GetRed

GUI オブジェクト・ドメイン

GUIオブジェクト・ドメインの属性は、オブジェクトへのインターフェース・ポインタです。OLEのオブジェクト指向の
性格を保てば、アプリケーションはオブジェクト全体にはアクセスせず、その外部インターフェースだけにアクセスしま
す。それら外部インターフェースを、メソッド、特性、イベントと呼びます。

オブジェクトは、ボタン、リスト・ボックス、入力フィールドなどの、標準ウィンドウ・コントロールの場合もあれ
ば、Microsoft Excel スプレッド・シートや Word 文書などの、埋め込み/リンク・オブジェクトの場合もあります。

ドメイン・タイプがGUIオブジェクトである属性は、オブジェクトの取得方法に関係なく、アクション図ステートメン
ト"SET <GUIObject> to NOTHING"でNULLにリセットしなければなりません。GUIオブジェクト属性は、カウント・メ
モリを参照するポインタであり、不要になったらクリーンアップする必要があります。

CreateObjectで作成したオブジェクトはすべて、作成のときの逆の順序で、NOTHINGに設定しなければなりません。ま
た、使用されているGUIオブジェクトがあれば、これもNOTHINGに設定することにより、インターフェース・ポインタ
を解放する必要があります。

通常、アプリケーション・ロジックでは、GUIObject 属性を使用して、やりとりが要求されたオブジェクトへの一時参
照を行います。オブジェクトが存在しなくなっていても、GUIObjectにそのオブジェクトへの参照を含めることは可能
です。アプリケーション・ロジックがGUIObject属性に新しい参照を設定すると、その新しい値が設定される前に、その
GUIObjectによって参照されている既存のオブジェクトが最初に解放されます。GUIObject属性にオブジェクト参照が含
まれ、そのオブジェクトがまだ存在しかつ破壊されていない場合は、GUIObjectにNOTHINGを最初に設定しなくても、
そのGUIObjectに新しい値を正常に設定できます。ただし、元のオブジェクトがすでに存在しない場合は、破棄されたオ
ブジェクトへの無効なポインタに対して、参照解除が行われます。

GUIオブジェクト・ドメイン属性

ドメインがGUIオブジェクトである属性を含むワーク・セットは、プロモートできません。エンティティ・タイプで
は、GUIオブジェクト・ドメイン属性をサポートしていません。
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この属性を別のワーク・セットに転送するか、プロモート対象として別のワーク・セットを選択してください。

GUIObject メソッド

使用法 GUIObject (Object Control_Name)
説明 指定されたウィンドウ名またはコントロール名のGUIオブジェク

トを戻します。
引数 Control_Name は、window-nameまたはwindow-name.control-

name （コントロール・タイプ）形式の文字列です。
戻り値 このメソッドが戻すGUIオブジェクトは、コントロール名のポイ

ンタとみなされる抽象型です。
備考 OLEエリアまたはOLEコントロールに対してGUIオブジェクトが

呼び出されると、含まれるOLEオブジェクト（OCXまたは埋め込
み文書）のGUIオブジェクトがこのメソッドで戻されます。ウイ
ンドウの直接の子であるオブジェクトに限り、この方法で位置付
けられます。

例

例 ワークセット 特性

          Name      Domain    Length Decimal

          ----      ------    ------ -------

attribute guiobject GUIobject 4

View

LOCALS:

Work View local_main property

   guiobject

Statements

+-EVENT ACTION main_spincontrol_upbuttonclick

| NOTE When the TI spin OCX control upbutton is pressed, this event is triggered.

| The following will cause the TIprogressbar to move the bar 10 units.

|

| SET local_main property guiobject TO GUIObject(MAIN.progressbar (OLEControl))

| INVOKE local_main property guiobject StepIt(10)

+--
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「ハーフ・ページ」（「スクロール量」）

ハーフ・ページをスクロールする値とアクセレレータ・キーを指定してください。ハーフ・ページをスクロールする省略
時スクロール値は「Half」です。省略時アクセレレータ・キーは「H」です。

CICSコマンド異常終了の処理

「CICSコマンド異常終了の処理」チェック・ボックスで、CICSコマンドの異常終了からアプリケーションを回復する方
法を指定します。

このチェック・ボックスを選択すると、HANDLE ABENDステートメントとHANDLE CONDITIONステートメントが使わ
れます。これらCICSコマンドが不成功になった場合、CICSエラー・メッセージでなく実行時エラー・メッセージが現
れます。CICSコマンドの異常終了はどれも、TIRFAILで遮断されます。TIRFAILは、異常終了のリカバリに使われるモ
ジュールです。TIRFAILを実行すると、問題のある箇所が記述されたエラー・メッセージが表示されてから、直前の画面
が復元されます。エラー回復の終了（TIRTERM）を入力すると、コマンドの異常終了も終了します。エラー回復の終了
コマンドを実行した場合、CICSの異常終了はダンプされません。

「擬似会話のサポート」のチェック・ボックスを選択する場合、「CICSコマンド異常終了の処理」チェック・ボックス
を選択した方がよい場合があります。「擬似会話のサポート」チェック・ボックスでは、クリア・スクリーンにアクセス
できません。ただし、各オプションは個別に選択できます。

「CICSコマンド異常終了の処理」を選択しない場合は、CICSエラー・メッセージが表示されます。そのあとで画面を消
去すれば、再開可能な状態になります。

このチェック・ボックスは、CICSのTPモニタにだけ適用されますが、つねに活動状態です。CICS以外のTPモニタでア
プリケーションをテストするときも、このチェック・ボックスを選択できます。そのため、CICSコマンドの異常終了を
処理するためにロード・モジュールを再生成しなくても、ビジネス・システムのロード・モジュールをあとで導入できま
す。

Handle 特性

使用法 Handle ()
説明 オブジェクトのウィンドウ・ハンドルを検索します。内部操作を

実行するためにMicrosoft (tm) Windows APIに直接渡せます。この
値は、一部の CA Gen 拡張可能関数でも使用されます。

引数 None.
戻り値 この特性が戻す数値は、ウィンドウ・ハンドルです。
備考 この特性は、Button、CheckBox、DropDownLi

st、EnterableDropDownList、EnterableListBox
、Field、GroupBox、ListBox、Literal、OLEArea、OLEControl、Picture、RadioButton、RadioButtonGroup、StatusBar、ToolBar、
および Window に対して使用できます。

Height特性

使用法 Height ()
説明 オブジェクトの高さを設定、または検索します。
引数 None
戻り値 この特性が戻す数値は、「単位」によるオブジェクトの高さです

。

 1058



 CA Gen - 86JP - Japanese - Japan

備考 この特性は、Application、Button、CheckBox、Drop
DownList、EnterableDropDownList、EnterableListBox
、Field、GroupBox、ListBox、ListColumnItem、ListItem、ListPermittedValue、ListRowItem、Literal、Menu、OLEArea、OLEControl、Picture、RadioButton、RadioButtonGroup、ToolBar、
および Window に対して使用できます。

［［ヘルプ・バージョン情報］ボックス］ラジオ・ボタン

このボタンでは、プロシージャ・ステップ用の［ヘルプ］ボックスの作成を指定します。［ヘルプ・バージョン情報］
ボックスは、アプリケーションを指定する任意のダイアログです （ここで［ヘルプ・バージョン情報］ボックスを指定
しない場合、省略時の［ヘルプ・バージョン情報］ボックスが生成時に作成されます。）1 つのプロシージャ・ステップ
に定義できる［ヘルプ・バージョン情報］ボックスは 1 つのみです。

［ヘルプ・バージョン情報］ボックスの［モーダリティ］は、［アプリケーション・モーダル］と決められています。そ
の他の特性は、その他のダイアログと同様に指定できます。

［ヘルプ記述］ダイアログ

［ヘルプ記述］ダイアログ・ボックスでは、2 種類の方法を使用してオンライン・ヘルプ情報をアプリケーションに追加
できます。オンライン・ヘルプ情報とは、実行中のアプリケーション内で選択したオブジェクトについて、ユーザがヘル
プを要求したときに表示される説明文章をいいます。

ヘルプ情報を作成する方法の１つは、ヘルプの記述を複数行入力フィールドに入力することです。ヘルプ記述の入力
フィールドは999文字までです。システム特殊属性フィールドErrmsgにも、ヘルプの文章の最初の80文字を表示できま
す。実行時には、ヘルプ記述に関連づけられたコントロールにマウス・ポインタを合わせると、そのヘルプ記述が表示さ
れます。Errmsg フィールドに表示できるのは最大80文字です。文字列にステートメントの区切り文字がある場合、その
区切り文字よりあとの文字は表示されません。ピリオドとスペース の組み合わせによって、文を区切ります。

ヘルプのもう 1 つの作成方法は、選択したオブジェクトにヘルプ ID を割り当て、CA Gen ソフトウェア以外のシステム
を使用して、そのオブジェクトに関するヘルプ情報を記述する方法です。この場合、ヘルプIDが、ヘルプ情報とそれに対
応するオブジェクト（ウィンドウ、ダイアログ・ボックス、またはコントロール）とを結び付けます。

詳細は、個々のコントロールのヘルプを参照してください。

「ヘルプの記述」入力フィールド

ヘルプ記述の入力エリアは、ウィンドウ、またはコントロールに関するヘルプ情報を入力するための複数行入力フィール
ドになっています。このヘルプ情報は、実行時に、選択したオブジェクトについてユーザがヘルプを要求すると表示され
ます。

システム特殊属性フィールドErrmsgにも、ヘルプ情報の最初の80文字を表示できます。実行時には、ヘルプ記述に関連
づけられたコントロールにマウス・ポインタを合わせると、そのヘルプ記述が表示されます。Errmsg フィールドに表示
できるのは最大80文字です。文字列にステートメントの区切り文字がある場合、その区切り文字よりあとの文字は表示
されません。ピリオドとスペース の組み合わせによって、文を区切ります。

ヘルプ記述の入力フィールドは999文字までです。

ヘルプ記述のみを入力すると、アプリケーションのコード生成時に、CA Gen ソフトウェアがその記述に一意の ID を割
り当てます。

ヘルプ記述とヘルプIDを入力した場合は、アプリケーションのコード生成時に、入力したIDがその記述に割り当てられま
す。

いずれの方法でも、アプリケーション用のオンライン・ヘルプを作成できます。

下位メニュー項目の「ヘルプ記述」

このプッシュ・ボタンを押すと、［ヘルプ記述］ダイアログ・ボックスが表示され、コントロールのヘルプ情報を指定で
きます。
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「メニュー項目特性」の「ヘルプ記述」

［ヘルプ記述］を選択すると、［ヘルプ記述］ダイアログ・ボックスが表示され、メニュー項目に関するヘルプ情報を指
定できます。このヘルプ情報は、アプリケーション実行時に、ユーザがそのメニュー項目に関するヘルプを選択すると呼
び出されます。

不正なビジネス・システム環境パラメータのヘルプ

生成パラメータは無効です。環境ダイアグラムを開き、ビジネス・システム特性にて、生成パラメータに有効な組み合わ
せを設定し、生成を再試行します。

不正な協調クライアント環境のヘルプ

生成パラメータは無効です。生成パラメータには、2 つのソース（個別のロード・モジュールのクライアント環境特性、
またはビジネス・システム特性）のいずれかが使用されます。

生成パラメータが個別のロード・モジュールに設定されている場合は、ロード・モジュールを選択し、［クライアント
環境の特性］ダイアログ・ボックスをオープンします。生成パラメータに有効な組み合わせを設定し、生成を再試行しま
す。

生成パラメータがビジネス・システム・レベルで設定されている場合は、ビジネス・システムを選択し、［クライアント
環境の特性］ダイアログ・ボックスをオープンします。生成パラメータに有効な組み合わせを設定し、生成を再試行しま
す。

［クライアント環境］設定が設定されていない場合は、環境ダイアグラムを開き、ビジネス・システム特性にて、生成パ
ラメータに有効な組み合わせを設定し、生成を再試行します。

不正な生成のデフォルトのヘルプ

生成パラメータは無効です。［生成のデフォルト］ダイアログ・ボックスを開き、生成パラメータに有効な組み合わせを
設定し、生成を再試行します。

不正なサーバ環境のヘルプ

生成パラメータは無効です。生成パラメータには、2 つのソース（個別のロード・モジュールのサーバ環境特性、または
ビジネス・システム特性）のいずれかが使用されます。

生成パラメータが個別のロード・モジュール上で設定されている場合は、ロード・モジュールを選択し、［サーバ環境の
特性］ダイアログ・ボックスをオープンします。生成パラメータに有効な組み合わせを設定し、生成を再試行します。

生成パラメータがビジネス・システム・レベルで設定されている場合は、ビジネス・システムを選択し、［サーバ環境の
特性］ダイアログ・ボックスをオープンします。生成パラメータに有効な組み合わせを設定し、生成を再試行します。

［サーバ環境］設定が設定されていない場合は、環境ダイアグラムを開き、ビジネス・システム特性にて、生成パラメー
タに有効な組み合わせを設定し、生成を再試行します。

イベントの削除のヘルプ

同じ名前を持つイベントが、USE ASYNCステートメントに指定されています。まずUSE ASYNCステートメントにある
レスポンス・イベントを変更または削除しておかなければ、このイベントを正常に削除できません。

ヘルプのヘルプ

オープンしているダイアログ・ボックスまたは現行ダイアグラムのヘルプを表示するには、「ヘルプ」ボタンまたはF1
キーを押してください。［ヘルプ］ボタンやF1キーでは表示できない、オブジェクト、コントロール、ダイアログなど
に関するヘルプを表示するには、メニュー・バーから［ヘルプ・トピック］を選択してください。選択したら、「検索」
タブをクリックしてください。
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CA Gen のスタートアップ、モデル、およびダイアグラムの各ウィンドウには、ハイ・レベルの、方法論に基く概要ヘル
プが表示されます。アプリケーションにおいて、さらにメニュー・バー、プルダウン、ダイアログ、およびダイアログ・
コントロールの各ヘルプを表示していくと、個々の作業の、より具体的な情報となっていきます。

ヘルプのアクセス方法

主ウィンドウからヘルプにアクセスするには、そのウィンドウ内の任意の位置でF1キーを押してください。

ダイアログ・ボックスの各コントロールに関するヘルプにアクセスするには、フィールドをクリックするか、タブ・キー
を使用してカーソルをフィールドに移動させてから、F1 キーを押します。

ヘルプの印刷方法

ヘルプ・パネルを印刷するには、ヘルプのメニュー・バーから「印刷」を選択するか、ヘルプ・パネル内で右クリックし
てください。プルダウン・リストから「トピックの印刷」を選択してください。

ダイアログ・ボックス定義を印刷するには、ダイアログ・ボックスの内部で右クリックします。プルダウン・リストから
「トピックの印刷」を選択してください。

ハイパーリンク

このヘルプ・ウィンドウおよびほかのヘルプ・ウィンドウにおいて、ハイパーリンクとして知られている、下線が付い
た特定の単語または句をクリックすると、追加のヘルプ情報が表示されます。追加のヘルプにアクセスするには、下線が
付いたハイパーリンクをクリックしてください。たとえば、多くのトピックには、さまざまな作業の詳細なインストラク
ションを示すトピックへのハイパーリンクが含まれています。

ヘルプ・システムの選択指示

1. ［目次］タ

ブ を
クリックすると、分類別にトピックをブラウズできます。この目次はダイジェスト版です。すべてのトピックが載っ
ているわけではありません。

2. ［キーワード］タ

ブ を
クリックすると、索引の項目リストが表示されます。捜している語を入力するか、リストをスクロールしてくださ
い。

3. ［検索］タ

ブ を
クリックすると、ヘルプ・トピックに含まれている語または句を検索できます。

4. ヘルプ・パネルをクローズするには、ウィンドウの右上にある「X」をクリックしてください。

ヘルプのプルダウン

ウィンドウのメニュー・バーから「ヘルプ」を選択すると、下記の選択肢が表示されます。

• キーワード・ヘルプ
• ヘルプ索引
• 一貫性検査エラー・メッセージ
• 実行時エラー・メッセージ
• バージョン情報

メッセージ・ヘルプ

３種類のエラー・メッセージのヘルプがあります。
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• 一貫性検査エラー・メッセージ： 一貫性検査メッセージのヘルプは、CA Gen メイン・ウィンドウの［概要］ヘル
プ・パネル、およびレポート・ウィンドウの［概要］ヘルプ・パネルのハイパーリンクから表示できます。一貫性検
査メッセージのハイパーリンクをクリックすることにより、一貫性検査メッセージの全リストを表示できます。
CA Gen から表示されるメッセージには、識別コードが付いています。そのエラー・コードは、アルファベット順/番
号順でヘルプ・パネルにリスト表示されます。個々の一貫性検査エラー・メッセージは、エラー・リストをスクロー
ルするか、またはWindowsの検索機能を使用して見つけることができます。メッセージは、印刷機能を使用して印刷
できます。

• 実行時エラー・メッセージ： 生成中に、ツールまたは生成されたアプリケーションによってエラーが検出された場
合、CA Gen によって生成されます。実行時エラー・メッセージのリストとそのヘルプは、CA Gen のスタートアッ
プ・ウィンドウおよびモデル・ウィンドウの［概要］ヘルプ・パネルにハイパーリンクとして表示されます。実行時
エラー・メッセージのハイパーリンクをクリックすることにより、実行時エラー・メッセージの全リストを表示でき
ます。
CA Gen から表示される実行時エラー・メッセージには、識別コードが付いています。そのエラー・コードは、アル
ファベット順/番号順でヘルプ・パネルにリスト表示されます。メッセージは、エラー・リストをスクロールするか、
またはWindowsの検索機能を使用して見つけることができます。メッセージは、印刷機能を使用して印刷できます。

• ワークステーション・メッセージ・ボックス： CA Gen アプリケーションでの作業中に発生したエラーは、画面に表
示されるエラー・メッセージ・ボックスに表示されます。各メッセージ・ボックスは、ヘルプに関連づけられていま
す。メッセージ・ボックスのヘルプ・パネルにアクセスするには、F1キーを押してください。メッセージは、印刷機
能を使用して印刷できます。

その他のヘルプ情報

• ヘルプ・メニュー・バー： 各ヘルプ・ウィンドウには、ヘルプ・メニュー・バーがあります。ヘルプ・メニュー・
バーにはいくつかの便利な標準機能があります。このメニュー・バーから選択できるアクションは、「ファイル」、
「編集」、「しおり」、「オプション」、「ヘルプ」です。各ヘルプ・パネルのヘルプ・メニュー・バーの下には、
プッシュ・ボタンがいくつか表示されます。「ヘルプ・トピック」、「戻る」、「印刷」、「>>」、「<<」、「関連
事項」があります。これらのウィンドウ・スタイルの内容を調べるには、「目次」ボタンを選択してください。

• 操作手順： 上記のほかに、「操作手順」というヘルプがあります。操作手順は、特定の作業を行なうための１手ごと
の操作手順です。索引と各ツールに関する概要のヘルプ・パネル内からアクセスできます。概要から操作手順にアク
セスした場合は、使用中のツールに関連のある操作手順だけが表示されます。すべての手順にアクセスするには索引
を検索してください。

ツールバーのヘルプ

ツールバー・メニュー選択をすることにより、当ダイアグラムのツールバーを、表示したり非表示にしたりできます。こ
のメニュー項目の隣にチェック・マークが付くと、ダイアグラムのツールバーが表示されます。

CA Gen の多くのウィンドウには、コマンドと機能に迅速にアクセスするためのツールバーがあります。ツールバーの位
置はメニュー・バーのすぐ下です。各ウィンドウのツールバーには、そのウィンドウ上で頻繁に使うアクションを表わす
ツール・アイコンがあります。アイコンをクリックすると、対応するアクションが CA Gen によって実行されます。

キャプション

あるアイコンの機能を知るには、マウス・カーソルをそのアイコンの上に置いてください。するとその下に、そのアイコ
ンが表わすアクションの名前が表示されます。

省略記号（...）

省略記号のないアイコンは、コマンドを実行するためかまたは別のウィンドウに移るための、メニュー選択です。その一
例が［モデルの保存］です。このアイコンをクリックすると、現在のモデルが CA Gen によって保存されます。名前の
あとに省略記号の付いたキャプションでは、ダイアログ・ボックスに移ります。［検索］は、こうしたアイコンの一例で
す。開発者がこのアイコンをクリックすると、検索条件を指定するダイアログ・ボックスが表示されます。

Enabled/Disabled

ツールバー上の一部のアイコンは、状況によっては不活性状態になっています。グレー表示されているのが、不活性状態
のアイコンです。不活性状態のアイコンのアクションは実行できず、それが実行可能になるのは、ある条件が満たされた
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ときだけです。［削除］は、この種のアイコンの一例です。このアイコンを活性化にするには、ダイアグラム上のあるオ
ブジェクトを強調表示しなければなりません。

各アクションのヘルプ

ツールバーが起動するアクションのヘルプを見るには、索引内でキャプション・トピックを検索するか、または、そのア
イコンに対応するドロップダウン・メニュー選択にまで進みそのアクションを強調表示してからF1を押してください。

ツールバーを使うタイミング

ツールバーを使うと、メニュー・アクションを迅速に起動できます。あるアクションがどのドロップダウン・メニュー
にあるかを思い出せないときは、マウスでそのアイコンに位置付けできます。ツールバーを使うと、マウスが必要な操作
を最も迅速に行なえます。そのような操作の例として、データ・モデル内のオブジェクトの削除などがあります。削除し
たいオブジェクトを強調表示するには、マウスを使わなければなりません。そのとき開発者の手はマウスを持っているの
で、削除アクションを起動する最も速い方法は、削除アイコンをクリックすることです。

ツール・パレットのヘルプ

［オプション］メニューの［ツール・パレット］を選択すると、CA Gen ツール・パレットを表示したり非表示にしたり
できます。メニュー項目にチェック印がついているとき、ツール・パレットがそのダイアグラムに表示されます。チェッ
ク印がついていないとき、ツール・パレットは非表示状態です。このメニュー選択をクリックすることにより、ツール・
パレットの表示と非表示とを切り替えてください。

ツール・パレットが備わっているダイアグラムは、アクション図、データ・モデル図、４つのコンポーネント・モデリン
グ図、ナビゲーション図です。ツール・パレットはこれらの 7 つのダイアグラムの右側に表示されます。

データ・モデル、仕様モデル、インプリメンテーション・モデル、インターフェース・タイプ・モデル、部分タイプ・モ
デル

これらの図のツール・パレットを使えば、データ・モデルのオブジェクトと関係を、ダイアグラム内に迅速に追加できま
す。ツール・アイコンをクリックしてください。カーソルをダイアグラム内に移動してください。その新しいオブジェク
トを配置したい位置にカーソルが来た時点でクリックすることにより、そのオブジェクトをダイアグラム内に配置してく
ださい。

このパレット内のツールを使って、２つのオブジェクトを関係付けることもできます。ツール・パレットとツールバーと
では、関係付けの手順が異なります。パレットを使って 2 つのエンティティ・タイプを関係付けるには、まず［関係付
け］アイコンをクリックし、次に 2 つのエンティティ・タイプをクリックしてください。第 2 のエンティティ・タイプ
をクリックした時点で、［関係の特性］ダイアログ・ボックスが表示されます。

ナビゲーション図とアクション図

これらの図のツール・パレットを使用すると、アイコンをクリックしてオブジェクトをウィンドウに配置すればオブジェ
クトをウィンドウに追加できます。その新しいオブジェクトを、現行のウィンドウ内に置いた時点で、そのオブジェクト
に適した「特性」パネルが現れます。

ナビゲーション図とアクション図のツール・パレットを使って、ウィンドウとダイアログ・ボックスとサーバを、モデル
に追加できます。それをするには、パレット上のアイコンをクリックし、次にそのオブジェクトをダイアグラム内に置い
てください。すると該当する特性ダイアログ・ボックスが表示されます。これは、開発者がツール・パレットを使って、
ウィンドウ、ダイアログ・ボックス、サーバを、モデル内に配置するたびに表示されます。

ツリー・ビューのヘルプ

［オプション］メニュー上で［ツリービュー］を選択をすると、CA Gen ツリービューを表示したり非表示にしたりでき
ます。この選択はすべての CA Gen ダイアグラムで可能です。メニュー項目にてオンにすると、すべてのダイアグラム
にツリー・ビューが現れます。オフにするとツリー・ビューはどのダイアグラムにも現れません。このメニュー選択をク
リックすることにより、ツリー・ビューの表示と非表示とを切り替えてください。

［モデル］タブ
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「モデル」タブには第１行にルート・ファンクションが表示されます。そのルート・ファンクションの横の+ボックスを
クリックすると、次のレベルのオブジェクト群が表示されます。全オブジェクトが、ルート・ファンクションの下に、ツ
リー形式で表示されます。各オブジェクトの［特性］ダイアログ・ボックスにアクセスすれば、そこでさまざまな操作を
実行できます。

ツリービュー内の各アイコンは、CA Gen アプリケーションの各オブジェクト、ツール、ダイアグラムを表します。「モ
デル」タブ内のアイコンの上にカーソルを移動することにより、オブジェクト・タイプ（たとえば、サブジェクト・エリ
ア、属性、プロシージャ）が表示されます。

［ダイアグラム］タブ

［ダイアグラム］タブには、特に使用頻度の高い CA Gen ツール群が一覧表示されます。ツールの横にある + ボックス
をクリックすると、そのツールに特有のダイアグラムとアクションが表示されます。開発者は［オプション］タブ上で選
択基準を指定することにより、この一覧に載せる項目を絞り込めます。

［オプション］タブ

［オプション］タブでは、［モデル］タブに表示する CA Gen ツールおよびダイアグラムを絞り込めます。各ツール名
の横にあるボックスは、切り換えスイッチとして機能します。ツール名の横のボックスをオンにすると、そのツールとそ
れに関連するダイアグラムがツリー・ビュー内に表示されます。オフにすると、ツールとそれに関連するダイアグラムが
選択解除されます。

スタートアップ・ウィンドウの「ヘルプ」

スタートアップ・ウィンドウ内で、CA Gen のアクション・バーから［ヘルプ］メニューを選択すると、以下のオプショ
ンが表示されます。

キーワード・ヘルプ CA Gen のファンクション・キーをリストおよび定義します。
ヘルプ索引 ツールセットのすべてのヘルプ・パネルの一覧。任意のパネルが

選択可能です。
製品サポート CA Gen サポート情報です。
バージョン情報 この CA Gen のバージョン番号

ヘルプIDの概念

「ヘルプ」は、対話マネージャで実行する予約コマンドです。この予約コマンドを活動化すると、対話マネージャで下記
のことが実行できます。

• サブルーチンを起動する。
• 画面とフィールドの各ヘルプIDをヘルプ・インターフェースに引渡す。
• トランザクション・コード、端末識別子、ユーザ識別子、フィールド値、などの追加データを引渡す。
• 画面フィールドに植値するデータを戻す。
• 必要に応じてインターフェースをカスタマイズする。

ヘルプ記述のヘルプID

ヘルプIDフィールドを使うと、ヘルプ記述ごとに識別子を指定できます。

下記の場合にヘルプIDを指定してください。

• CA Gen 以外でヘルプを作成し、GUI アプリケーションで使用する場合
• ウィンドウ・マネージャを生成するたびにヘルプIDを割り当て直さずに済ませたい場合
• ヘルプ・テキストの表示形式を制御したい場合

ヘルプIDの指定には、下記の制限があります。
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• エグジット・ステート名は、32文字以内でなければなりません。
• ID には、次の文字は使用できません： ! @ # $ % &and. * ( ) - + = [ ] | " ' : & ? / > . < ,
• IDはすべて大文字に変換されます。
• ID名はプロシージャ名と同じであってはなりません。

プルダウン・メニューに表示される項目のヘルプIDは、ヘルプ・リソース・ファイルWRC.Hにより自動的に割り当てら
れます。ウィンドウ設計ツールではヘルプIDを指定できません。

WRC.H は、CA Gen が提供するヘッダ・ファイルであり、CA Gen ディレクトリにあります。このファイルをヘルプ・
プロジェクト・ファイル（*.HPJ）に組み込む必要があります。

［隠ぺいフィールド］チェック・ボックス

このチェック・ボックスでは、選択したフィールドを画面上で非表示に印を付けることができます。チェック・ボックス
をオンにすると、フィールドは非表示になります。隠ぺいフィールドを位置づけるには、この非表示特性を削除する必要
があります。

プロシージャ・ステップ間の実行情報を保管する必要がある場合は、隠ぺいフィールドを使ってください。隠ぺいフィー
ルドを使えば、最初の実行情報を持つエクスポート・ビューと次の実行情報を持つインポート・ビューとのデータの受け
渡しを、画面に表示することなく行なえます。

隠ぺいフィールドを定義するには、フィールドをインポート・データ・ビューとエクスポート・データ・ビューに関連づ
ける必要があります。関連づけされていないと、プロシージャ・ステップ間のデータの受け渡しができません。

［隠ぺいフィールドの特性］ダイアログ

［隠ぺいフィールドの特性］ダイアログ・ボックスでは、ウィンドウまたはダイアログ・ボックスの隠ぺいフィールドを
指定します。隠ぺいとは、そのフィールドのインポート・ビューとエクスポート・ビューがマップされていることです。
ビューは、このダイアログまたは［マッピング］ダイアログからマップできます。［マッピング］ダイアログを表示する
には、［詳細］から［マッピング］を選択してください。隠ぺいフィールドは、ウィンドウとダイアログ・ボックスには
表示されません。

「詳細」から「マッピング」を選択してマッピングを解除すると、隠ぺいフィールドが削除されます。

NOTE
注： 非 GUI アプリケーションと比較して、GUI アプリケーションでの隠ぺいフィールドの使用は少なくなりま
す。隠ぺいフィールドは、プロシージャ・ステップを実行する間のデータの保存場所となります。データは、
前回の実行のエクスポート・ビューと次回の実行のインポート・ビューとの間で引き渡されます。GUIアプリ
ケーションでは、ウィンドウと関連ダイアログ・ボックスとの間で、プロシージャ・ステップのビュー・セッ
トのグローバル・コピーが共有されます。アプリケーションをこのように設計すると、データをグローバルに
利用できるため、データの保存と引き渡しがほとんど不要になります。

詳細は、個々のコントロールのヘルプを参照してください。

マトリックスにおける「隠ぺい」

「隠ぺい」すると、あるセル値（複数可）を持つすべてのセルを非表示にしたり、逆に非表示の値を表示したりできま
す。

あるセル値を隠ぺいすることにより、ほかのセル値を持つセルだけを観察できます。

自動レイアウトにおける「隠ぺい」プッシュ・ボタン

このプッシュ・ボタンは、選択したエクスポート・ビューに隠ぺいフィールドとして関連付けられている、すべての属性
をマークします。"h"の付いたエクスポート・ビューは、隠ぺいフィールドであることを示します。「非表示」をもう一
度選択すると、「非表示」の定義が取り消されます。
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隠ぺいフィールド値は画面上に表示されませんが、プロシージャのインポートにマップされることがあります。

「ビューの詳細な定義」における［適用］プッシュ・ボタン

このプッシュ・ボタンは、選択した属性を隠ぺいフィールドとしてマークします。"h"の付いたエクスポート・ビュー
は、隠ぺいフィールドであることを示します。「非表示」をもう一度選択すると、「非表示」の定義が取り消されます。

隠ぺいフィールド値は画面上に表示されませんが、プロシージャのインポートにマップされることがあります。

HideRadioButtonGroup メソッド

使用法 HideRadioButtonGroup (String)
説明 グループ・ボックスと、そのグループ・ボックスの内容（たとえ

ば、グループ・ボックス内のラジオ・ボタン）の、非表示または
表示を設定します。

引数 値が「true」の場合、このメソッドはグループ・ボックスと内容
を非表示にします。値が「false」の場合、このメソッドはグルー
プ・ボックスと内容を表示します。

戻り値 None.

例

INVOKE TI_CONTROL.RadioButtonGroup1.HideRadioButtonGroup("FALSE")

INVOKE TI_CONTROL.RadioButtonGroup1 HideRadioButtonGroup("TRUE")

階層

［階層構造］メニュー項目を選択した場合は、階層ペインのフォントのみ変更されます。ほかのペインは影響を受けませ
ん。

［Highlight（強調表示）］

「強調表示」では、フィールドの強調を指定します。ブロック・モード・アプリケーションの場合、そのカラーは、
フィールド内の特性に適用されます。GUI アプリケーションの場合、強調表示はフォアグラウンドに適用されます。

下線と点滅は、GUIアプリケーションではサポートされていません。

強調表示の色

このドロップダウン・リストには、強調表示に使う色が表示されます。強調表示は、行と列を別の色で表示して目立たせ
ます。省略時解釈は緑色です。

強調表示/クリック/表示（PAD）

強調表示、クリック、表示は、リスト・ボックス内の行の特性です。

強調表示された行は、HIGHLIGHTステートメントで識別された行、またはクリックまたはダブルクリックしてユーザが
選択した行です。

クリックされた行とは、ユーザがクリックまたはダブルクリックして選択した行です。

 1066

https://techdocs.broadcom.com


 CA Gen - 86JP - Japanese - Japan

GET ROW CLICKED は、クリックまたはダブルクリックのイベント・タイプに関連づけられたイベント・アクションで
1 回のみ使用できます。

可視状態にある行とは、FILTER文の条件に合った行です。この要件を満たしていない項目は、ビューから隠ぺいされて
表示されません。

通常、可視状態にある行は複数あります。結果的に、GET ROW VISIBLE 文は、反復グループ・ビューでの開始位置を
使用します。

マトリックスにおける「強調表示」

「強調表示」することにより、列と行を異なる色で表示して目立たせることができます。

１つの列と行、または複数の列と行を強調させることができます。また、選択した範囲で強調表示をやめることもできま
す。

HIGHLIGHT ステートメント

HIGHLIGHTはグループ・ビュー内の指定された行を、リスト・ボックス内で強調表示します。

この文は、明示的添字付けをした反復グループ・ビューと、暗黙的添字付けをした反復グループ・ビューの、どちらにも
有効です。多重反復グループ・ビューは、サポートされていません。

HIGHLIGHT export_implicitly_indexed_repeating_group_view

この、暗黙的添字付けをした反復グループ・ビューは、エクスポート反復グループ・ビューでなければなりません。

HIGHLIGHT export_explicitly_indexed_repeating_group_view

AT index_expression

この添字式は、数値属性ビュー、またはこのグループ・ビューに滴した添字値です。

添字式は、数値属性ビュー、または反復グループ・ビュー内の行番号に分割可能な添字値です。

表示画面の［ホーム］

［ホーム］は、表示画面の移動とサイズ変更を行い、省略時解釈のビューを復元します。

ナビゲーション図における［ホーム］

「ナビゲーション図」の「ホーム」コマンド（Home）は、ほかのツールセットのものと動作が異なります。「ホーム」
（Home）では、最初に選択したオブジェクトをダイアグラムの中心として使い、省略時のズーム・レベルとほかのペイ
ンに適合するフォント・サイズで外側に向かって円状に作成していきます。

たとえば、メイン・ウィンドウにて呼び出される複数のダイアログ・ボックスを持つユーザ・インターフェースを作成す
ると、そのメイン・ウィンドウを中心として、オブジェクトが放射状に配置されます。

テーブル内の［ホーム］

［ホーム］は、カーソルの位置をデータ構造リストの先頭テーブルに変更します。
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リスト・オカレンス複数行入力フィールドの「水平スクロール」

「水平スクロール」チェック・ボックスは、入力フィールドにスクロール・バーを表示し、左右にスクロールできるよう
にします。スクロールバーは、フィールドの下端に表示されます。

「リスト特性」の水平スクロール
［リストボックス］フィールドで［水平スクロール・バー］チェック・ボックスをオンにすると、ユーザはボックス下部
のスクロール・バー・コントロールを使用して、水平にスクロールができます。スクロールすると、ボックスのデータ内
容と、列の上に並ぶプロンプトの両方が移動します。

HTML モードおよび ASP.NET モードでは、［水平スクロール・バー］チェック・ボックスが可変サイズ・テーブルと固
定サイズ・テーブルにも適用されます。［リストボックス］フィールドとは異なり、水平スクロール・バーはウィンドウ
設計に表示されません。

イベント・ブラウザの操作手順

追加

イベント・アクション用アクション図ロジックの追加/変更

1. 「設計」-「イベント･ブラウザ」の順に選択してください。 
2. 「プロシージャ・ステップ」ドロップダウン・リストにてプロシージャ・ステップを選択してください。 
3. 「ウィンドウ」ドロップダウン・リストにてウィンドウ/ダイアログ・ボックスを選択してください。 
4. 「コントロール」ドロップダウン・リストにてコントロールを選択してください 
5. 「イベント」ドロップダウン・リストにてイベントを選択してください。すると「イベントのアクション・ブロッ
ク」というタイトルがついた表示領域に、アクション図ロジックが表示されます。 

6. 「編集」を選択してください。

イベントまたはイベント・アクション名の変更

1. 「設計」-「イベント･ブラウザ」の順に選択してください。
2. 「プロシージャ・ステップ」ドロップダウン・リストにてプロシージャ・ステップを選択してください。
3. 「ウィンドウ」ドロップダウン・リストにて、イベントの所属先ウィンドウ/ダイアログ・ボックスを選択してくださ
い。コントロールの横に表示されるアスタリスク（*）は、そのコントロールにイベントがあるということを示しま
す。

4. 「更新」を選択してください。すると、［イベント処理］ダイアログが表示されます。

変更

イベント・アクション用アクション図ロジックの追加/変更

1. 「設計」-「イベント･ブラウザ」の順に選択してください。
2. 「プロシージャ・ステップ」ドロップダウン・リストにてプロシージャ・ステップを選択してください。
3. 「ウィンドウ」ドロップダウン・リストにてウィンドウ/ダイアログ・ボックスを選択してください。
4. 「コントロール」ドロップダウン・リストにてコントロールを選択してください

 1068



 CA Gen - 86JP - Japanese - Japan

5. 「イベント」ドロップダウン・リストにてイベントを選択してください。すると「イベントのアクション・ブロッ
ク」というタイトルがついた表示領域に、アクション図ロジックが表示されます。

6. 「編集」を選択してください。

イベントまたはイベント・アクションの追加

1. 「設計」を選択してください。
2. ［イベント・ブラウザ］を選択してください。
3. 「プロシージャ・ステップ」ドロップダウン・リストにてプロシージャ・ステップを選択してください。
4. 「ウィンドウ」ドロップダウン・リストにてウィンドウ/ダイアログ・ボックスを選択してください。
5. 「コントロール」ドロップダウン・リストにてイベントが関連づけられていないコントロールを選択してください。
6. 「更新」を選択してください。すると、［イベント処理］ダイアログが表示されます。

下記を決定します。

コントロールに持たせるイベントのタイプの決定

 

1. 「設計」-「イベント･ブラウザ」の順に選択してください。
2. 「プロシージャ・ステップ」ドロップダウン・リストにてプロシージャ・ステップを選択してください。
3. 「ウィンドウ」ドロップダウン・リストにてウィンドウ/ダイアログ・ボックスを選択してください。
4. 「コントロール」ドロップダウン・リストにて、イベントを持つコントロールを選択してください。「コントロー
ル」ドロップダウン・リストのコントロールの横に表示されるアスタリスク（*）は、そのコントロールにイベントが
定義されているということを示します。

5. 「イベント」フィールドのイベントの、タイプとイベント・アクション名を読み取ってください。形式は「イベン
ト・タイプ: イベント・アクション名」です。

NOTE

注： 1 つのコントロールには、複数のイベントを関連付けることができます。その場合、「イベント」のド
ロップダウン・リストを表示して、該当するコントロールと関連づけるイベントをすべて特定してください。

表示

イベント・アクション用アクション図ロジックの表示

1. 「設計」-「イベント･ブラウザ」の順に選択してください。
2. 「プロシージャ・ステップ」ドロップダウン・リストにてプロシージャ・ステップを選択してください。
3. 「ウィンドウ」ドロップダウン・リストにてウィンドウ/ダイアログ・ボックスを選択してください。
4. 「コントロール」ドロップダウン・リストにて、イベントを持つコントロールを選択してください。コントロールの
横に表示されるアスタリスク（*）は、そのコントロールにイベントがあるということを示します。

5. 「イベント」ドロップダウン・リストにてイベントを選択してください。すると「イベントのアクション・ブロッ
ク」というタイトルがついた表示領域に、アクション図ロジックが表示されます。

イベントがあるコントロールの表示

1. 「設計」-「イベント･ブラウザ」の順に選択してください。
2. 「プロシージャ・ステップ」ドロップダウン・リストにてプロシージャ・ステップを選択してください。
3. 「ウィンドウ」ドロップダウン・リストにて、コントロールのあるウィンドウ/ダイアログ・ボックスを選択してくだ
さい。
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4. 「コントロール」ドロップダウン・リストを選択して、ウィンドウ/ダイアログ・ボックスが持つコントロールを表示
してください。コントロールの横に表示されるアスタリスク（*）は、そのコントロールにイベントがあるということ
を示します。

コントロールに定義されているイベントの表示

1. 「設計」-「イベント･ブラウザ」の順に選択してください。
2. 「プロシージャ・ステップ」ドロップダウン・リストにてプロシージャ・ステップを選択してください。
3. 「ウィンドウ」ドロップダウン・リストにてウィンドウ/ダイアログ・ボックスを選択してください。
4. 「コントロール」ドロップダウン・リストにて、イベントを持つコントロールを選択してください。コントロールの
横に表示されるアスタリスク（*）は、そのコントロールにイベントがあるということを示します。

5. 「イベント」ドロップダウン・リストを選択して、コントロールが持つイベントを表示してください。

 

ビジネス・システムに定義されているプロシージャ・ステップの表示

1. 「設計」-「イベント･ブラウザ」の順に選択してください。
2. 「プロシージャ・ステップ」ドロップダウン・リストを選択してください。このリストには、現在のビジネス・シス
テムが持つプロシージャ・ステップが表示されます。

プロシージャ・ステップに定義されているウィンドウ/ダイアログ・ボックスの表示

 

1. 「設計」-「イベント･ブラウザ」の順に選択してください。
2. 「プロシージャ・ステップ」ドロップダウン・リストにて、ウィンドウ/ダイアログ・ボックスの付属先プロシー
ジャ・ステップを選択してください。

3. 「ウィンドウ」ドロップダウン・リストを選択してください。すると、プロシージャ・ステップが持つウィンドウ/ダ
イアログ・ボックスが表示されます。

 

 

 

 

 

HTML画像拡張子フィールド

HTML画像拡張子フィールドでは、HTML生成のピクチャ・タイプをxxxx形式で指定します(たとえば、jpg)。長さは４文
字を超えてはなりません。どのような拡張子でも入力できます。ただし、ピクチャの実際のタイプと一致しない拡張子を
入力した場合、ピクチャは実行時にロードされません。このフィールドがブランクであれば、コード生成ツールは省略時
設定として"jpg"形式を使用します。

HTML画像拡張子フィールドは、下記の３つのダイアログ・ボックス上にあります。

• ウィンドウ/ダイアログ・ボックス特性
• ピクチャ特性
• プッシュ・ボタン特性

HTML マッパ

このウィンドウは3つのセクションからなります。
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• 上部には、マップされたタグ要素とオブジェクトが表示されます。
• 左下隅には、マップされていないタグ要素が表示されます。
• 右下隅には、マップされていないタグ要素を選択するときにマッチングできるオブジェクトが表示されます。

左下隅のツリー・ビューからHTMLタグを選択すると、その要素にマッチングできるすべてのオブジェクトが自動的に表
示されます。このウィンドウにアクセスするには、［ウインドウ選択］ダイアログ・ボックスの［選択］ボタンをクリッ
クしてください。

プッシュ・ボタンのヘルプ

名前 説明
対応付け オブジェクト特性のウィンドウを表示します。
マップ解消 マップされたオブジェクトを削除し、マップ解消されたHTML要

素をツリー・ビューに再表示します。

［HTMLページの特性］ダイアログ

このダイアログ・ボックスでは、HTML ページのモーダリティと背景の特性を設定できます。［HTML ページの特性］に
アクセスするには、［ウインドウ選択］ダイアログ・ボックスの［選択］または［追加］プッシュ・ボタンをクリックし
てください。

フィールドのヘルプ

名前 説明
タイトル 作成するウィンドウのタイトルは、HTML＜title＞タグの内容に基

づいて付けられます。
名前 ファイル名（拡張子を除く）がウィンドウの名前として使用され

ます。
HTML 名 「HTML名」はHTMLファイル名（拡張子を除く）です。たとえば

、インポートしたHTMLファイルのパスがc:\...\project\html\divisio
n_sort_selection.htmlの場合、「HTML名」はdivision_sort_selecti
onになります。

アイコン・ファイル

「アイコン・ファイル」で、ウィンドウ用のアイコン・ファイルの名前を指定します。このフィールドはダイアログ・
ボックスには適用されません。アイコン・ファイルは、ウィンドウを最小化したときにデスクトップにアイコンとして表
示される、グラフィック・イメージです。

名前には任意の英数字を使用できますが、32文字を超えてはなりません。ファイル拡張子は指定しないでください。

このフィールドは、ダイアログ・ボックスについては非活動状態になります。

NOTE
注： アイコン・ファイルを指定しない場合、生成されたアプリケーションでは、省略時解釈のアイコン・ファ
イルが使用されます。Windowsアプリケーションの場合、省略時のファイルはDEFAULTW.ICOです。これらの
ファイルは、CA Gen に付属しています。

UNIXアプリケーションの場合、省略時のアイコン・ファイルはX Windows環境に付属しています。

ID/トランコード式

詳しくは該当する関数を選択してヘルプを参照してください。
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• 文字ビュー
• プリンタ ID
• スペース
• 端末 ID
• トランコード
• ユーザID
• エグジット ステート

識別子

識別子は、エンティティ関係図において、現在インプリメントされている識別子から別のインプリメント済みの識別子へ
関係ベースを切り替えます。

［識別子］ダイアログ

［識別子］ダイアログ・ボックスで、新しい制約の識別子を選択できます。識別子を選択した場合、索引カラムも表示で
きます。索引カラムを表示すると、データ構造リストは、カラムの順序が降順であるか昇順であるかを表示します。

詳細は、個々のコントロールのヘルプを参照してください。

詳細情報

How to in Data Structure List

識別子（各種）

識別子によって、あるエンティティ・タイプの個々のオカレンスを、同じエンティティ・タイプ内のほかのオカレンスと
区別します。メンバシップと属性の組み合わせを識別子とした場合、メンバシップ対と属性値との組み合わせで、個々の
オカレンスを識別します。

各エンティティ・タイプは最低 １ つの識別子を持つ必要がありますが、大部分は 1 つのみです。

識別子の構成要素（属性とメンバシップ）の指定順序は、あまり重要でありません。重要なのは、識別子の一意性です
（つまり、各識別子によって、個々のエンティティを区別できれば十分）。

識別子として使用する属性は、必須属性であり、基本属性、設計属性、自動採番属性である必要があります。誘導属性は
使用できません。識別子とするメンバシップは、必須メンバシップであり、カージナリティが１である必要があります。

対の相手エンティティを識別するには、メンバシップを利用します。たとえば、注文明細を識別するには、まず所属先
の注文を識別しなければなりません。そのために、注文明細と注文との間の「に所属する」という名前のメンバシップを
識別子に組み込む必要があります。したがって、行番号と、注文へのメンバシップとの組み合わせによって、注文行を一
意に特定できます。メンバシップを識別子または識別子の一部とするには、カージナリティが１である必要があります。
（各注文明細と対をなす注文が１つに限られなければならないからです）。

メンバシップを識別子として指定してからダイアグラムに戻ると、このメンバシップが特定するエンティティ・タイプの
となりの、関係線上に、Iが表示されます。

例

ビデオ・レンタル・ストアのアプリケーションには、たとえば下記のような識別子が必要でしょう。

属性のみからなる識別子

顧客は社会保障番号という属性で識別できます。

関係のみからなる識別子

「店舗属籍」IS OWNED BY「顧客」という関係を使うことにより、その顧客がどの店舗に登録されているかを特定でき
ます。
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属性と関係からなる識別子

特定のビデオをどこでレンタルしたかは、属性「TITLE」と関係"IS OWNED BY"（店番号）によって識別できます。

ダウンストリーム効果

識別子の値は、アプリケーション実行中に変更できません。したがって、下記のアクションのプロセス・アクション図に
は表示されません。

• UPDATE SET
• UPDATE ASSOCIATE
• TRANSFER
• DISASSOCIATE

設計段階において、識別子はデータ構造リストの索引となります。

NOTE
注： サブタイプは、親エンティティ・タイプの識別子（複数）を継承します。データ・モデルをデータ構造へ
変換すると、親エンティティ・タイプに対しては一意の索引が作られ、サブタイプに対しては非一意索引が作
られます。この非一意索引は不要な入口点になってしまうことがあります。しかし、開発者はこの非一意索引
をデータ構造上では削除できません。なぜなら、それは親エンティティ・タイプの一意索引に基づいているか
らです。（サブタイプの不要な識別子は、まずエンティティ関係図上で削除し、そのあとでそのエンティティ
関係図をデータ構造へ変換してください。そうすれば非一意索引はデータ構造図上に存在しなくなります）。

したがって、サブタイプの識別子として、親エンティティ・タイプのとは別の識別子を選ぶようお勧めします。この、サ
ブタイプのレベルで設けた唯一の識別子は、そのサブタイプにだけ適用されるので、一意なものとして働きます。

識別子の規則

• インスタンスに関係するエンティティ・タイプは、識別子を少なくとも 1 つ持っている必要があります（1 つのみの
場合がほとんどです）。

• 「インスタンスのない」エンティティ・タイプは、識別子を持つことができません。
• 実エンティティ・タイプの識別子は、基本属性、設計属性、自動採番属性、および実関係で作成する必要がありま
す。

• BLOB 属性は識別子として選択できません。
• 仮想エンティティ・タイプの識別子は、誘導属性および仮想関係で作成する必要があります。
• 識別子に使用する属性は、必須属性である必要があります。
• 識別子に使用する関係は、必須関係でありカージナリティが 1 である必要があります。

［識別子］ダイアログ（各種）

識別子は、関係と属性の組み合わせです。その値と組み合わせにより、1 つのエンティティをその他すべての同じエン
ティティ・タイプから区別します。つまり、識別子には、エンティティを一意に識別するに十分な構成要素（属性または
関係）を持たせる必要があります。

一般に、関係を識別子とする必要が生じるのは、識別に必要な属性値のいくつかが別のエンティティ・タイプにある場
合です。識別子とした関係には、赤い大文字の"I"が付いて表示されます（フォントの選択にかかわらずテールが付きま
す）。

識別子の詳細については、「識別子（各種）」を参照してください。

このダイアログ・ボックスのフィールドは以下のとおりです。

• 現在の識別子
選択したエンティティ・タイプが現在持つ識別子が、このボックスに表示されます。ボックスが空である場合、識別
子がまだありません。各エンティティ・タイプは最低 １ つの識別子を持つ必要がありますが、大部分は 1 つのみで
す。

• 選択リスト
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「選択リスト」には、選択したエンティティ・タイプの属性と、そのエンティティ・タイプが持つメンバシップが表
示されます。

• Add
選択リストで選択した識別子を追加します。

• 適用
［適用］をクリックすると、CA Gen により、選択リストで選択した属性または関係が［現在の識別子］リスト・
ボックスの［識別子］に追加されます。

• 特性
選択リストで選択した識別子の特性を指定します。識別子または属性の特性を変更できます。
識別子の特性を下記に示します。

• 名前
– 基本識別子であるかどうか
– 説明
属性の特性は、エンティティ・タイプに最初にその属性を追加したときに設定されたものです。今、その属性が識別
子としてのニーズを満たすよう、特性を変更できます。
属性の特性を下記に示します。

• 属性名
– 分類（基本、誘導、設計、自動採番）
– ドメイン（テキスト、数値、日付、時間またはタイムスタンプ）
– 任意か必須か
– 大・小文字の区別（この特性はここでは変更できません）。
– 長さ
– 小数桁数
– TD 名
– 属性名をTD名として使用

• 削除
選択された識別子がモデルから永久に削除されます。

• 検索
選択リストで識別子を検索します。

• クローズ
このダイアログ・ボックスを閉じ、オープンされている CAD に戻ります。

［識別子の選択］ダイアログ

［識別子の選択］ダイアログ・ボックスでは、複数の識別子がある場合に、識別子を選択できます。

プロセス合成とアクション・ブロック合成での、アクション図の生成時に、選択する識別子によって、WHERE
DESIRED節またはREADステートメントを指定します。たとえば、エンティティ・タイプがEMPLOYEEであり、識別子
が属性がNumberである場合、下記のアクション文が合成されます。

READ employee

WHERE DESIRED employee number IS EQUAL TO ...

IF ステートメント

単純条件の追加では、IFアクションの追加といくつかの単純な排他条件（ELSE条件）のIFアクション・ステートメント
への追加をします。
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IFで指定した条件によっていくつかのプロセス・アクションが実行されます。最も単純な形式は、IFによって２つの値を
比較することです。

単純条件を表わすIFアクション・ステートメントのフォーマットを下記に示します。

IF condition-1

action-statement-list-1

排他条件が指定されている単純条件を表わすIFアクション・ステートメントのフォーマットを下記に示します。大かっこ
内のアクションが実行されるのは、その条件が真でない場合のみです。

IF condition-1

action-statement-list-1

[ELSE

action-statement-list-2]

上記の例のCondition-1には、下記の式を指定できます。

• 属性ビュー
• エンティティ・ビュー
• グループ・ビュー
• コマンド
• エグジット・ステート
• 現在時刻
• 現在日付
• 現行言語
• 現在のタイム・スタンプ
• 機能
• 特殊属性（端末ID、ユーザID、プリンタID、トランコード）
• 添字
• LAST
• max

IFステートメント自体は、条件が満たされたときに実行するアクションを表わすわけではなく、判定条件を示すだけで
す。IFステートメントの後ろに１つ以上のアクション・ステートメントを指定することでIF構造が完成します。IFステー
トメントには、比較をさせます。そのためIFステートメントには、IS EAQUAL TOやIS LESS THANなど、比較演算子を
持たせます。

NULL 可能なビューは、NULL であるか NOT NULL であるかを判定できます。また、このようなビューは、関係演算子
IS EQUIVALENT TOまたはIS NOT EQUIVALENT TOを使用して、等しいかどうかを検査できます。詳細については、
「NULL 特性」を参照してください。

たとえば、単純条件のIFアクション・ステートメントは、下記のようになります。

 --IF processing vendor reference_evaluation

 1075



 CA Gen - 86JP - Japanese - Japan

| IS GREATER OR EQUAL TO 2

| MOVE processing vendor TO export vendor

 --

ELSEアクションが指定されている別の単純条件の例を下記に示します。

 --IF competitive vendor average_delivery_time_in_days

| IS LESS OR EQUAL TO 5

| MOVE competitive vendor TO preferred vendor

+- ELSE

| MOVE competitive vendor TO ok vendor

 --

下記のステートメントは、添字を指定したり、反復グループ・ビューの添字を設定する単純条件の例です。

 --IF SUBSCRIPT OF export_list > MAXIMUM OF export_list

| SET SUBSCRIPT OF export_list TO MAXIMUM OF export_list

| SET output customer name TO "Press F5 for More"

 --

リスト・オカレンス複数行入力フィールドの「タブ無視」

「タブ無視」チェック・ボックスでは、リスト・オカレンス複数行入力フィールド内でのTabキーの有効/無効を切り替え
ます。このチェック・ボックスを選択した場合、Tabキーを押すと、ウィンドウまたはダイアログ・ボックス内の次のコ
ントロールにカーソルが移動します。

このチェック・ボックスの省略時解釈は「いいえ」です。Tab キーを押すと、リスト・オカレンスの複数行入力フィール
ドの次のタブ・ストップにカーソルが移動します。タブ・ストップは、８文字ごとに設定されています。

このチェック・ボックスは、バック・タブ操作（Shift+Tab）には無効です。バック・タブでは、ウィンドウまたはダイ
アログ・ボックス内の直前のコントロールにカーソルが移動します。

不正複写エラー

不正な複写をしようとしました。ステートメントは複写されませんでした。プロシージャ・ステップをそれ自身の中へは
複写できません。
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［インプリメント済みのデータ・リスト］ダイアログ

このダイアログ・ボックスでは、データ構造図の選択したオブジェクト、またはすべてのオブジェクトのインプリメン
テーションについてのレポートを作成できます。

［インプリメント済みのデータ・リスト］レポートのダイアログ

［インプリメント済みのデータ・リスト］ダイアログは、レポートに表示できるテーブルの一覧です。１つまたは複数の
テーブルを選択してください。

このダイアログ・ボックスには、以下のフィールド情報が含まれます。

• 「インプリメントされたデータ」選択リスト
この選択リストに表示されるのは、現行モデルに属するオブジェクトのうちインプリメントされているものです。

インプリメントされたエンティティ・タイプの選択リスト

この選択リストには、データ構造リスト内にインプリメントされている、すべての高レベルエンティティ・タイプが表示
されます。

NOTE
注： データ・モデル内にあるエンティティ・タイプが表示されない場合は、そのエンティティ・タイプはテー
ブルに変換されていません。データ構造リストに、エンティティ・タイプの追加プロシージャを使うか、また
はリトランスフォーメーションを実行してデータ構造リストにこれを追加することにより、エンティティ・タ
イプをインプリメントしなければなりません。

インプリメントされた高レベル・エンティティ・タイプ

［エンティティ・タイプのインプリメント］ダイアログ・ボックスでは、インプリメントされたエンティティ・タイプを
その直近の隣接物と共に選択してオープンし、データ構造リストに表示することができます。

このウィンドウは、選択リスト・ボックス内にリスト表示される高レベル・エンティティ・タイプのすべてが表示され
ます。サブタイプは、リスト表示されません。エンティティ・タイプを選択およびオープンすると、選択したエンティ
ティ・タイプとその中間隣接物が、データ構造リスト内に表示されます。

隣接物の選択とオープン

• データ構造リストから、「ダイアグラム」→「オープン」→「隣接物」を選択してください。すると、［インプリメン
トされた高レベル・エンティティ］ダイアログが表示されます。

• 表示したいエンティティ・タイプを選択してください。
• ［了解］を選択します。データ構造リストには、現在選択したエンティティ・タイプとすべての関連するエンティ
ティ・タイプが含まれています。

［エンティティ・タイプのインプリメント］ダイアログ

［エンティティ・タイプのインプリメント］ダイアログ・ボックスでは、未インプリメントのエンティティ・タイプをイ
ンプリメントして、データ構造リストにテーブルを作成できます。最初に、エンティティ・タイプをエンティティ関係図
に追加した場合、データ構造リスト内のエンティティ・タイプは非インプリメントの状態です。新しいエンティティ・タ
イプからテーブルを作成する場合、そのエンティティ・タイプをデータ構造リスト内にインプリメントする必要がありま
す。データ構造リスト内で使われるエンティティ・タイプはすべてインプリメントします。

新しいエンティティ・タイプは、１つまたは複数の非インプリメントのエンティティ・タイプによる識別対象である場合
は、インプリメントできません。そのため、非インプリメントのエンティティ・タイプが複数ある場合は、先に、識別子
を持つエンティティ・タイプを追加してください。エンティティ関係図に戻ってから、ほかのエンティティ・タイプを識
別する識別子を持つ非インプリメント・エンティティ・タイプを指定できます。
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NOTE
注： エンティティ・タイプをインプリメントすると、参照保全性処理は自動的に実行されません。これによっ
て、正しくないDDLが生成されます。正しいDDLを生成するには、「一貫性検査」を選択し、すべての強制の
RIオプションを検査してください。

NOTE
ダウンストリーム効果

非インプリメント・エンティティ・タイプを追加すると、トランスフォーメーションによってデータ構造リスト内のテー
ブルを各エンティティ・タイプごとに作成します。リトランスフォーメーションを使って、非インプリメント・エンティ
ティ・タイプをインプリメントすることもできます。

非インプリメント・エンティティ・タイプは、どれも一貫性検査でエラーになることがあります。

［関係のインプリメント］ダイアログ

［関係のインプリメント］ダイアログ・ボックスでは、2 つのテーブル間の関係を定義します。この関係は、強制として
インプリメントされます。

関係を追加する前に、両方のエンティティ・タイプがデータ構造リスト内にあることを検証してください。

NOTE
注： 関係をインプリメントすると、参照保全性処理は自動的に実行されません。これによって、正しくない
DDLが生成されます。正しいDDLを生成するには、「一貫性検査」を選択して、全強制の参照保全性オプショ
ンをしてください。

ダウンストリーム効果

1 対多関係のトランスフォーメーション時に、CA Gen は以下を追加します。

• 外部キー（ソース・テーブルの識別子）を目標テーブル（関係の「多」の側）へ
• 外部キーを含む固有でない索引
• 外部キーのソースを指す強制

多対多関係からはリンク・テーブルが生成されます。そのリンク・テーブルには、関係における両方の識別子の外部キー
が含められます。

１対１関係における両方のエンティティ・タイプのオプショナリティが同じ場合、外部キーを含むテーブルは任意となり
ます。

１対１関係の一方のエンティティ・タイプだけが任意である場合、その任意のエンティティ・タイプは外部キーに割り当
てられます。

［ファイルのインポート/エクスポート］フィールド
［ファイルのインポート/エクスポート］フィールドで、開発者の入力を受け入れます。または、［ビットマップの選
択］ダイアログからブラウズした開発者の選択を表示します。このフィールドは、必ず［インポート］と［エクスポー
ト］プッシュ・ボタンと組み合わせて使います。

Microsoft Windows に必要なフォーマットは下記のとおりです。

<drive>:path>bitmap filename>.<bitmap extension>

以下の表では、引数を説明します。

引数 説明
ドライブ 指定されるディレクトリが存在するドライブです。
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パス インポートまたはエクスポートされるファイルが入っているディ
レクトリへのパスです。

ビットマップ・ファイル名 インポートする場合は、インポートされるファイルの名前です。
エクスポートする場合は、エクスポートされるファイルに割り当
てる名前です。目標のディレクトリにて一意の有効なファイル名
を指定できます。

ビットマップ拡張子 有効な拡張子は .PPM、.BMP、.DIB、.ICO です。

［インポート/エクスポート・ビュー・マッチング］ダイアログ

［インポート/エクスポート・ビュー・マッチング］ダイアログ・ボックスでは、以下に対して、ビュー・マッチングが
可能です。

• DLG内の対話フロー
• アクション図ツール内のUSEステートメントとSET USINGステートメント
• アクション図ツール内のUSE プロシージャ・ステップ・ステートメント
• PAD 内の USE ASYNC、GET ASYNC、CHECK ASYNC、および IGNORE ASYNC ステートメント

ビュー・マッチングは、呼び出し元のアクション図のビューを、呼び出されるアクション・ブロックのインポート・
ビューにマップします。そこで、呼び出されるアクション・ブロックには実行に必要なデータが備わります。また、呼び
出されるアクション・ブロックのエクスポート・ビューは、呼び出し元のアクション図内のビューへもマップされます。
この結果、アクション・ブロックの実行が呼び出し元のアクション図に返されます。

このダイアログの使用手順は下記のとおりです （この手順は、インポート・ビューとエクスポートビューの両方がマッ
チング中であることを前提としています。アクション図において、WHICH IMPORTSやWHICH EXPORTSのステートメ
ントを変更するとき、またはSET...USINGステートメントを追加するときのように、インポートかエクスポートのいずれ
か一方をマッチさせる場合は想定していません）。

1. 開始時のダイアログのタイトルには常に、呼び出されたアクション・ブロックの名前に続けて「インポート・ビュー
のマッチング」と表示されます。呼び出されたアクション・ブロック名は、常に左上端に表示されます。呼び出し元
のアクション・ブロック名は、つねに右上端に表示されます。（呼び出し元のアクション図は、活動状態のウィンド
ウにあります）。

2. 最上部の選択リストの左側には、呼び出されたアクション・ブロックのインポート・ビューが表示されます。右側の
フィールドには、常にそのビューが入力用であることを示す注（必須）が表示されます。

3. 表示されたインポート・ビューを選択すると、呼び出し元のアクション図の供給側ビューが、最下部の選択リストに
表示されます。

4. 供給側ビューと［マッチ］プッシュ・ボタンを選択すると、ビューは、最上部の選択リスト内で、選択したインポー
ト・ビューの右側に表示されます。これで、ビューのマッチが行なわれたことになります。

5. 呼び出されたアクション・ブロックのインポート・ビューには、必要に応じてマッチをします。すべてのインポー
ト・ビューをマッチさせると、呼び出し元のアクション図は、実行に必要なデータを備えたことになります。

6. ［クローズ］プッシュ・ボタンを選択すると、ダイアログのタイトルが［クエクスポート・ビューのマッチング］に
変わります。最上部の選択リストの左側には、呼び出されたアクション・ブロックのエクスポート・ビューが表示さ
れます。選択リストの右側は、ブランクになります。これは、呼び出し元のアクション図が、ビューのマッチ待機の
状態であることを示しています。

7. 表示されたエクスポート・ビューを選択すると、呼び出し元アクション図の受け取り側ビューが、最下部の選択リス
トに表示されます。

8. 受け取り側ビューと［マッチ］プッシュ・ボタンを選択すると、そのビューは、最上部の選択リスト内で、選択した
エクスポート・ビューの隣に表示されます。これで、ビューのマッチが行なわれたことになります。

9. 呼び出されたアクション・ブロックからのエクスポート・ビューには、必要に応じてマッチをします。すべてのエク
スポート・ビューをマッチさせると、アクション・ブロックの実行結果が、呼び出し元のアクション図に返されま
す。

10.［クローズ］」プッシュ・ボタンを選択すると、ビュー・マッチングのプロセスが完了します。
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詳細は、個々のコントロールのヘルプを参照してください。

DLG におけるビュー・マッチング

対話設計図ツール内の対話フローに沿ってプロシージャ・ステップの間でデータを送信すると便利な場合が多いです。
データを渡すことにより、システムの流れは向上し、対話の相互作用が簡易化されて、エラーの発生率が減ります。デー
タを渡すには、対話フロー（転送またはリンクのいずれか）を詳細化して、「送信データ」または「返信データ」のア
クションを選択してください。このアクションでは、ビュー・マッチングを起動して、プロシージャ・ステップ間で渡す
ビューを指定できます。

転送では、制御はソース・プロシージャ・ステップから宛て先プロシージャ・ステップに渡されます。ソースのエクス
ポート・ビューを、宛て先のインポート・ビューにマッチさせてください。

リンクでは、制御は、ソースから宛て先に渡されますが、ロジックによっては、ソースに返される場合と返されない場合
があります。ソースのエクスポート・ビューを、宛て先のインポート・ビューにマッチさせてください。それから、ソー
スのエクスポート・ビューを、ソースのインポート・ビューにマッチさせてください。

いずれのタイプの対話フローでも、ビューに互換性があれば、ソース内の任意のデータを宛て先に渡せます。

たとえば、航空券予約システムには、リンクによって関係付けられた 2 つのプロシージャ・ステップがあります。予約
チェックは、ある特定の乗客が予約した便を示すものです。乗客の確認では、乗客名（Smith）を指定すると、その名前
と混同される可能性のあるすべての名前（Smitt、Smith、Smytheなど）が捜し出されて一覧されます。予約チェックで
乗客名が見つからなかった場合は、スペルミスの可能性があるため、乗客の確認が呼び出されます。

この場合、予約チェックから乗客の確認へ、対話フローにそって乗客名（乗客名というビュー内にある）を送ると、乗客
の確認が呼び出されたときに、名前をタイプし直す必要がなくなります。同様に、乗客の確認で正しい乗客名が見つかる
と、このビューは、リンクの戻りによって予約チェックに返されます。これにより、ユーザが作業をすることなく、予約
チェックを再実行できます。

PAD におけるビューマッチング

アクション図またはアクション・ブロックでは、別のアクション・ブロックのロジック、またはオンラインの非表示の
プロシージャ・ステップのロジックを使うことができます。アクション・ブロックまたはプロシージャ・ステップを呼び
出すアクション図でのビュー・マッチングでは、使用されたアクション・ブロックまたはプロシージャ・ステップに渡さ
れ、そこから返された情報が定義されます。アクション図ツールでのビュー・マッチングは、下記のいずれかを追加また
は更新すると、自動的に呼び出されます。

• SET USING ステートメント
• USE ステートメント
• プロシージャ・ステップの USE ステートメント
• ASYNC ステートメント

USE ステートメントでのビュー・マッチング

USEステートメント、プロシージャ・ステップのUSEアクション・ステートメント、USE ASYNCアクション・ステート
メントでは、アクション・ブロックとプロシージャ・ステップが呼び出されます。これにより、アクション図ツールで、
共通のロジックやアルゴリズムを参照できます。

USE、プロシージャ・ステップUSE、またはUSE ASYNCを選択したのち、呼び出されるアクション・ブロック（または
プロシージャ・ステップ）のビューと、呼び出し元のプロシージャ・ステップ（またはアクション・ブロック）のビュー
とを、マッチングする必要があります。呼び出し元のプロシージャ・ステップまたはアクション・ブロックから必要に
応じてインポート・ビュー、エクスポート・ビュー、ローカル・ビュー、エンティティ・アクション・ビューを選択
し、USEされる（呼び出される）プロシージャ・ステップまたはアクション・ブロックのインポート・ビューおよびエ
クスポート・ビューにマッチング（対応づけ）してください。

ビューのすべてをマッチングしたくない場合には、＜none＞にマッチングできます。たとえば、呼び出されたアクショ
ン・ブロックに受け渡す情報がはっきりしていない場合には、USEステートメントを設定して、呼び出されたアクショ
ン図のビューに＜none＞をマッチングできます。マッチングされたビューは、［変更］コマンドを使って、いつでも変
更できます。
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ビュー・マッチングのアクセス

ビュー・マッチングは、アクション図で以下の操作をすると起動されます。

• USE制御アクションを追加
• USEの制御アクションを更新
• SET USINGの割当アクションを追加
• USEプロシージャ・ステップ・ステートメントを追加
• USE ASYNCステートメントを追加
• GET ASYNCステートメントを追加
• CHECK ASYNCステートメントを追加
• IGNORE ASYNCステートメントを追加

「ビュー・マッチング」は、対話設計では、下記の動作により呼び出されます。

• 転送による送信データの詳細化
• リンクによる送信データの詳細化

ビュー・マッチングは、アクション・ブロック用途図と構造チャート図で、以下を行うと起動されます。

• インポート・ビューのマッチング
• エクスポート・ビューのマッチング

このダイアログ・ボックスには、以下のフィールド情報が含まれます。

インポート/エクスポート・ビューの選択リスト

この選択リストには、呼び出されるアクション・ブロックのインポート・ビューが（ユーザがインポート・ビューをマッ
チさせる前に）左側に表示されます。右側のフィールドには、常にそのビューが入力用であることを示す注（必須）が表
示されます。

この選択リストでは、呼び出されるアクション・ブロックのエクスポート・ビューが（ユーザがエクスポート・ビューを
マッチさせる前に）左側に表示されます。選択リストの右側はブランクになります。

ビュー・マッチングが起こると、マッチしたビューは、右側に表示されます。

このリストに表示されたビューとエンティティ・タイプを展開、圧縮、詳細化するには、該当するプッシュ・ボタンを
使ってください。

可能性のある供給側ビューの選択リスト

この選択リストでは、「インポート/エクスポート・ビューの選択リスト」で選択されたビューにマッチする、有効な
ビューの選択項目が表示されます。

 

 

重要度係数

「重要度係数」では、アクティビティの実行、重要成功要因のサポート、またはマトリックスの他方の軸のオブジェクト
に必要な情報ニーズの重要度を示します。

「重要度係数」の入力には、１から５までの値（必須入力）を使います。

重要度係数×満足度として要求度が自動計算されます。

計算結果の要求度から、情報ニーズの満足度を評価してください。
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［インポート・ビットマップ］ダイアログ
このダイアログ・ボックスは、［ビットマップ管理］ポップアップで［インポート］プッシュ・ボタンをクリックすると
表示されます。ここでは、モデルのディレクトリのBITMAPサブディレクトリにインポートする、ビットマップの名前を
変更できます。

詳細は、個々のコントロールのヘルプを参照してください。

インポート・マッチ

呼び出されるアクション・ブロックのインポート・ビューを、呼び出すアクション・ブロックの提供ビューにマッチング
するには、「インポート・マッチ」を選択してください。

［インポート］プッシュ・ボタン
このプッシュ・ボタンでは、［ファイルのインポート/エクスポート］フィールドで指定したビットマップを、モデルの
ディレクトリの BITMAP サブディレクトリにインポートします。ビットマップ・ファイルが.BMP、.ICO、または.DIB
ファイルである場合、ウィンドウ設計で使うために.PPMファイルに変換されます。

このプッシュ・ボタンを選択すると、ビットマップをインポートする際に名前を変更できるダイアログが表示されます。

NOTE
注：  CA Gen でサポートされるビットマップは、16 色（4 ビット）と 256 色（8 ビット）のみです。たいてい
のグラフィック・ソフトウェア・パッケージは、この形式のうちの一方または両方でビットマップを保存しま
す。

チェック・ボックスの「インポート・ビュー」

「インポート・ビュー」（Import View）では、チェック・ボックスに入力を与える、インポート・エンティティ・
ビューを指定します。入力は、キーボードまたは対話フローで行なえます。特定の属性をチェック・ボックスとしてイン
プリメントしようとしているので、その属性を含むエンティティ・ビューだけがリストに表示されます。インポート反復
グループ・ビューは表示されません。

選択したインポート・ビューは、表示されたエクスポート・ビューにマップされます。「詳細」から「マッピング」を選
択することによっても、プロシージャ・ステップのビューをマップできます。

入力フィールドの「インポート・ビュー」

「インポート・ビュー」では、属性が入力を受け取る先のインポート・エンティティ・ビューを指定します。入力は、
キーボードまたは対話フローで行なえます。

特定の属性を入力フィールドとしてインプリメントしているため、リストには、その属性を含むエンティティ・ビューの
みが表示されます。インポート反復グループ・ビューは表示されません。

選択したインポート・ビューは、表示されたエクスポート・ビューにマップされます。「詳細」から「マッピング」を選
択することによっても、プロシージャ・ステップのビューをマップできます。

隠ぺいフィールドの「インポート・ビュー」

「インポート・ビュー」では、属性が入力を受け取る先のインポート・エンティティ・ビューを指定します。入力は、
キーボードまたは対話フローで行なえます。

特定の属性を隠ぺいフィールドとしてインプリメントしているため、リストには、その属性を含むエンティティ・ビュー
のみが表示されます。インポート反復グループ・ビューは表示されません。

選択したインポート・ビューは、表示されたエクスポート・ビューにマップされます。「詳細」から「マッピング」を選
択することによっても、プロシージャ・ステップのビューをマップできます。
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「リスト特性」の「インポート・ビュー」

「インポート・ビュー」では、属性がリストからのデータを受け取る元の反復グループ・ビューを指定します。このデー
タは、アクション図またはリスト・オカレンスから発生する場合があります．

このリストに含まれるのは、プロシージャ・ステップのインポート反復グループ・ビューだけです。選択したインポー
ト・ビューは、表示されたエクスポート・ビューにマップされます。

多重反復グループ・ビューは、どのタイプのリストでもサポートされていません。

ラジオ・ボタンとドロップダウン・リストの「インポート・ビュー」

「インポート・ビュー」では、属性が入力を受け取る先のインポート・エンティティ・ビューを指定します。入力は、
キーボードまたは対話フローで行なえます。

特定の属性をラジオ・ボタンまたはドロップダウン・リストの項目としてインプリメントしているため、リストには、そ
の属性を含むエンティティ・ビューのみが表示されます。インポート反復グループ・ビューは表示されません。

選択したインポート・ビューは、表示されたエクスポート・ビューにマップされます。「詳細」から「マッピング」を選
択することによっても、プロシージャ・ステップのビューをマップできます。

含める行と列の色

このドロップダウン・リストに表示される色は、ビジネス・エリアまたはビジネス・システムに含める行と列の表示色と
して選択できる色です。省略時解釈は茶色です。

Included by Another BA or BS Color （ほかの BA または BS 色に含める）

このドロップダウン・リストには、当該ビジネス・エリアまたは当該ビジネス・システム以外にある、行と列の表示色が
リスト表示されます。省略時解釈は茶色です。

「含まれるダイアグラム」リスト

ダイアグラムとは、「ナビゲーション図」内に表示される特定のレイアウトにおいて、名前を付けられ、グループ分けし
て保存されたオブジェクトのことです。ダイアグラムでは、より小さなオブジェクトを表示したり操作でき、自分のニー
ズに最も合うレイアウトを作成できます。

このリストは、「ナビゲーション図」内に表示するために含めたダイアグラムを表示します。

「オープン」（Open）を選択すれば、含まれるダイアグラムをオープンできます。リスト内のダイアグラム名の 1 つを
選択してから、［除去］プッシュ・ボタン（Remove）を選択すると、リストからそのダイアグラムを除去できます。

このリスト内でダイアグラム名をダブルクリックして、そのダイアグラムを除去することもできます。

ナビゲーション図における［含まれるオブジェクト］リスト

「含まれるオブジェクト」リスト・ボックスは、ナビゲーション図に含めるように指定したすべてのオブジェクト（ス
コーピング・オブジェクトとも呼ばれる）を表示します。オブジェクトをダブルクリックするか、オブジェクトを選択し
てから［含める］プッシュ・ボタンをクリックすと、表示するオブジェクトを含めることができます。［ダイアグラム］
タブ、［ウィンドウ］タブ、［サーバ］タブ、［分類］タブのオプションを使用して、オブジェクトを選択できます。

［分類］タブでは、設定した基準に合ったすべてのオブジェクトが一覧表示されます。これらの基準は、「すべてのウィ
ンドウの選択」（Select All Windows）のラジオボタンの１つを選択してから、［含める］プッシュ・ボタンを選択する
ことにより確立できます。

NOTE
注： CA Gen では、別のタブに移動すると、前のタブで選択した内容が保持されます。「オープン」ボタン
（Open）を選択することにより、選択した内容を持つ「ナビゲーション図」を表示してください。
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「ナビゲーション図」に含めるオブジェクトを選択する場合、選択したオブジェクト（スコーピング・オブジェクト）を
下記の３つのうちいずれかの方法で表示できます。

• すべてのスコーピング・オブジェクトと、それらの子（スコーピング・オブジェクトからのフローを持つオブジェク
ト）を表示する。(これは省略時解釈です）。

• すべてのスコーピング・オブジェクトと、それらの親（スコーピング・オブジェクトへのフローを持つオブジェク
ト）を表示する。

• 親と子の両方とともにスコーピング・オブジェクトを表示する。

これらのオプションは、「ビュー」メニュー（View）上の選択に対応します。

リスト・オカレンスのラジオ・ボタンとドロップダウン・リストの「取り込み」

「取り込み」では、選択した許容値を選択リストに受け入れ、下記のいずれかをします。

• 値がリスト・オカレンス・ラジオ・ボタンまたは項目としてドロップ・リスト内にすでに配置されている場合、［含
める］は、値を既存のリスト・オカレンス・ラジオ・ボタン・グループまたはドロップ・リストに追加します。
（［特性］ポップアップ・ウィンドウを閉じる際に［了解］プッシュ・ボタンをクリックすると、追加が完了しま
す。）

• 値がまだ配置されていない場合、その値が配置可能としてマークされます。その場合、［特性］ポップアップの［了
解］プッシュ・ボタンを押すと、［フィールド設計］ポップアップ・ウィンドウに戻ります。［フィールド設計］
ポップアップ・ウィンドウで［配置］プッシュ・ボタンを選択すると、値が配置（インプリメント）されます。

取り込まれた値には、配置されていてもいなくても、選択リスト内でアスタリスク "*" が付きます。

「リスト特性」の「取り込み」

「取り込み」（Include）では、選択リスト内で選択した属性を、リストに含めるものとしてマークします。属性名の横
にアスタリスク"*"がある場合、その属性はマークされています。

［了解］を選択すると、そのリストを配置できるウィンドウまたはダイアログ・ボックスに戻ります。

ラジオ・ボタンとドロップダウン・リストの「取り込み」

「取り込み」では、選択リストで選択した属性が受け取られ、下記のいずれかが行なわれます。

• 値がラジオ・ボタンまたは項目としてドロップ・リスト内にすでに配置されている場合、［含める］は、値を既存の
ラジオ・ボタン・グループまたはドロップ・リストに追加します。（［特性］ポップアップ・ウィンドウを閉じる際
に［了解］プッシュ・ボタンをクリックすると、追加が完了します。）

• 値がまだ配置されていない場合、その値が配置可能としてマークされます。その場合、［特性］ポップアップの［了
解］プッシュ・ボタンを押すと、［フィールド設計］ポップアップ・ウィンドウに戻ります。［フィールド設計］
ポップアップ・ウィンドウで［配置］プッシュ・ボタンを選択すると、値が配置（インプリメント）されます。

取り込まれた値には、配置されていてもいなくても、選択リスト内でアスタリスク "*" が付きます。

マトリックスにおける［含める］

［含める］では、基本プロセスのビジネス・システムへの追加、またはファンクションとエンティティ・タイプのビジネ
ス・エリアへの追加をします。

ナビゲーション図における［含める］

［含める］を（「編集」メニューから）選択すると、現在作成している「ナビゲーション図」のレイアウトにオブジェ
クトを含めることができます。この選択により、現在のナビゲーション図を開いたまま、［ナビゲーション・オブジェク
トをオープン］ダイアログ・ボックスとそのタブにアクセスできます。ウィンドウとサーバをタブから選択することによ
り、それらを自分のダイアグラムに追加してください。
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「ダイアグラム」メニュー（Diagram）にて「オープン」（Open）を選択しても、「ナビゲーション図のオープン」ダ
イアログ・ボックス（Open Navigation Objects）とそのタブにアクセスできます。しかし、「オープン」（Open）メ
ニュー項目を選択してから新しい選択をすると、現在のダイアグラムがクローズし、新しいダイアグラムで置き換えられ
ます。［含める］メニュー項目では、すでにオープンしているダイアグラムへの追加を行なえます。

ナビゲーション図における［含める］プッシュ・ボタン

選択したオブジェクトを「含まれるオブジェクト」リストに入れるには、「含める」プッシュ・ボタン（Include）を
使ってください。オブジェクトをダブルクリックして、リストにオブジェクトを含めることもできます。

［分類］タブでは、このプッシュ・ボタンをクリックすると選択した条件が呼び出され、［含まれるオブジェクト］ボッ
クスにその条件を満たすオブジェクトが取り込まれます。

不整合メッセージ

オブジェクトが欠落しています。リトランスフォーメーションの実行は、各レコードに対して見つからないオブジェクト
すべてを再構築します。

インクリメント・サブセット

「インクリメント・サブセット」を使用して、スコーピング・オブジェクトを既存のチェックアウト・サブセットに追加
できます。すでにチェックアウト・サブセットにあるスコーピング・オブジェクトのプロテクション値と展開値は修正で
きます。

NOTE
注： インクリメント・サブセット・オペレーションの前にサブセットに変更を加えた場合は、インクリメン
ト・サブセットにアクセスする前に、［モデル］-［エンサイクロペディア］-［チェックインせずに更新］の順
に選択してください。［チェックインせずに更新］プロセスを継続するか、キャンセルしてツールセットに戻
ることができます。

［インクリメント・サブセット］ダイアログ・ボックス

［インクリメント・サブセット］オプションには、既存のサブセットに新しいオブジェクトを追加できる、［インクリメ
ント・サブセット］ダイアログ・ボックスが表示されます。また、スコーピング・オブジェクトのプロテクトの値および
展開の値を変更することもできます。
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使用中のモデル（またはサブセット）の名前は、ラベル欄（Label）の第１行に表示されます。選択可能な対話オブジェ
クト･タイプのリストが、サブツリー形式で、そのモデル名（またはサブセット名）の下に表示されます。

それぞれの対話オブジェクト・タイプの下に、スコーピング・オブジェクトの表が表示されます。この表は、当該モデル
（または当該サブセット）に定義されているオブジェクトの個数によって異なります。開発者は「フィルタ」フィールド
（Filter）内にオブジェクト名の選択基準を指定することにより、表に載せるオブジェクトを絞り込めます。開発者はこ
の中のどのスコーピング・オブジェクトをも、自分のサブセットに追加する対象として選択できます。

［Status（状態）］

「ステータス」には、各スコーピング・オブジェクトの現在の状態が表示されます。３通りあります。

• 「追加可能」（Available Added）：このオブジェクトは自分のサブセットの定義にまだ含まれていない。
• 「追加済み」（Added）：このオブジェクトは自分のサブセット用にすでに選択されているが、エンサイクロペディ
ア上のサブセット定義はまだそのように更新されていない。

• 「スコーピング済み」（Scoped）：このオブジェクトは自分のサブセットの定義にすでに含まれている。

プロテクション

プロテクション・ロジックは、サブセットのユーザ同士が互いに矛盾する更新を行なうのを防止し、モデルの共用を可能
にします。プロテクション・レベルは、そのスコーピング・オブジェクトに対する、保護の度合いです。４レベルあり、
上位から下位へ並べると、下記のとおりです。
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• 「削除」プロテクション（Delete）：そのオブジェクトをモデルから削除できます。最上位のプロテクションです。
• 「変更」プロテクション（Modify）：そのオブジェクトを変更できます。関連の追加および削除もできます。
• アクセスは、オブジェクトの使用を許可します。そのオブジェクト自体は変更できません。関連の追加および削除も
できます。

• 「読取」プロテクション（Read）：そのオブジェクトを表示できます。関連の追加または削除はできません。最下位
のプロテクションです。

展開

それぞれのスコーピング・オブジェクト・タイプには、独自の展開オプションの組み合わせがあります。展開オプション
は、下記のいずれかです。

• 「小展開」（Short）：必要最小限のオブジェクト群だけがサブセット内に含まれます。
• 「標準展開」（Default）：スコープ・オブジェクトとその暗黙オブジェクトがサブセット内に含まれます。
• 「全展開」（Full）：さらに別のオブジェクトがサブセット内に含まれます。

プロテクションと展開の詳細については、「Client Server Encyclopedia Subsetting」を参照してください。

Filter

［フィルタ］フィールドでは、英数字の値を入力し、ツリービューの展開時に表示されるオブジェクト・リストを制限し
ます。このフィールドは最大32文字です（特殊文字を含めて）。［インクリメント・サブセット］ダイアログ・ボック
スの下端にあります。

詳細情報：

• 自分のサブセットへの新規オブジェクトの追加
• オブジェクトのプロテクション値の変更方法
• オブジェクトの展開値の変更方法
• オブジェクトの詳細の表示
• ツリー・ビュー内の「ダイアグラム」タブへの表示対象を絞り込むには
• 「サブセット補足」ダイアログ・ボックスのプッシュ・ボタンの働き
• チェックアウト状況の詳細

インクリメント・サブセット用ログオン

ユーザ

アクセスするすべての CSE クライアントとエンサイクロペディアがユーザを識別するための、ユーザ ID およびパス
ワードを入力します。ユーザは、エンサイクロペディアをオープンしたり、CSE を使用したりする前に、識別される必
要があります。このユーザ ID とパスワードは、コーディネーション・クライアントおよびエンサイクロペディア・クラ
イアントのディレクトリのリストに含まれている必要があります。

NOTE
注： ［ユーザID］および［ホスト名］は必須フィールドです。ユーザが両方のフィールドに値を入力すると、
［了解］ボタンが使用可能になります。

メッセージ・ディスパッチャ接続

ホスト名は、メッセージ・ディスパッチャ ソフトウェアがインストール、実行されているコンピュータの IP 名または
IP アドレスです。IP 名または IP アドレスは、Internet Packet バージョン 4（IPv4）またはバージョン 6（IPv6）フォー
マットにできます。以下の URL（Universal Resource Locator）形式も ［ホスト名］フィールドでサポートされていま
す。

URL 形式： [host-name-or-IP-address]:port-number

host-name-or-IP-address をメッセージ・ディスパッチャのホスト名または IP アドレスに置き換えます。port-number を
メッセージ・ディスパッチャのポート名またはサービス名に置き換えます。
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NOTE
注： ［ホスト名］フィールドに URL 形式を入力する場合は、ポート番号フィールドが無視されます。

ポート（番号）は、メッセージ・ディスパッチャ ソフトウェアが接続リクエストを受理している IP ソケット番号（CSE
構成中に割り当てられる）です。サービス（名前）は、ポート番号の記憶に役立つニーモニックとして提供されるポート
番号の別名です。サービス名は、CSE クライアントが実行されているコンピュータ上の Services ファイルに定義されて
いる必要があります。ポート番号またはサービス名のどちらか一方を入力します。

［ホスト名］フィールドの入力の最大長は 1024 バイトです。ポート番号/サービス名フィールドの入力の最大長は 32 バ
イトです。

ホスト名、ポート番号またはサービス名については、CSE エンサイクロペディアの管理者にお問い合わせください。

NOTE
注： ユーザ ID は、CSE_USER 環境変数に格納されています。ホスト名およびサービス名/ポート番号は
CSE_HOST 環境変数に格納されています。これらの値は、特定のメッセージ・ディスパッチャにプロセスを接
続するたびに、作成または更新されます。

［索引列特性］ダイアログ

［索引列特性］ダイアログ・ウィンドウでは、選択した索引列の特性を指定します。

列の特性は、最初はデータ・モデル内の仕様に従って設定されます。次の列の特性は、このウィンドウから変更できま
す。総称名、DBMS 固有名、フォーマット、オプショナリティ、順序、［DBMSで省略時解釈値を強制］オプション。

「フォーマット」または「オプショナリティ」に対する変更は、エンティティ関係図で行なってから、リトランスフォー
メーションを実行しなければなりません。

下記にドロップダウン・リストの項目について説明します。

属性 説明
フォーマット このフィールドには、指定可能なDBMS固有データ・タイプだけ

が含まれます。有効な数値データ・タイプの例として、単精度、
整数、パックがあります。有効な文字データ･タイプは、テキス
ト、長い Varchar（Oracle 7 の VARCHAR2）、Varcharです。日
付も有効なデータ・タイプです。有効なデータ・タイプに関する
詳細は、それぞれのDBMSの関連文書を参照してください。

オプショナリティ このフィールドには２つのオプション（NULLとNOT NULL）が
あります。

順序 順序は、インプリメントされたカラムの順序です。有効な値は昇
順または降順です。索引に関連する外部キーの特性にアドレシン
グするときだけ、順序を設定してください。

詳細情報

How to in Data Structure List

索引の記述

 

「索引の記述」で、目標テーブルの索引の目的を書きます。

多対多関係がある場合は、このプッシュ・ボタンで、クラスタ内のほかの索引だけでなく複合識別子の関係についても記
述してください。

「索引の記述」を使って、あらゆる作業履歴を、追跡記録として文書化してください。
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［索引］ダイアログ

［索引］ダイアログ ボックスには、選択した列または外部キー列の索引がすべて表示されます。

索引キー

キーには、選択した索引内の列が一覧表示されます。結合された列により、区分用のキーが作成されます。キーは索引内
で一意である必要があります。すべての列の大きい値のキーを持つ区分は 1 つのみ許可されます。

「値」カラムのフィールド値を修正するときは、「キー」の選択リストからカラムを選択してください。

［索引の特性］ダイアログ

［索引の特性］ダイアログ・ボックスで、選択した索引の特性を指定します。

各索引は、最低１つのカラムと関連づけなければなりません。

索引を追加するには、索引名を入力し、適切なチェック・ボックスを選択し、［列］プッシュ・ボタンをクリックしてく
ださい。そしてその索引に対してカラム（複数可）を選択してください。

索引名フィールドにデータが何もない状態で［了解］をクリックすると、エラーになります。

このダイアログ・ボックスには、以下のフィールド情報が含まれます。

• 集団索引の名前
「集団索引の名前」では、トランスフォーメーション時に割り当てられる索引の名前を指定します。索引名はＩを接
頭辞とし、その後ろに７桁の連続番号を昇順で割り当てます。エンティティ関係図内の各識別子は、データ構造リス
ト上の索引に変換されます。

• DBMS固有の索引の名前
このフィールドは、DBMS固有の索引の名前を表示または割り当てるときに使ってください。これは必須フィールド
です。省略時の入力は集団名です。名前フィールド内の文字数は、選択したDBMSによって異なります。

• Unique
「固有」を指定すると、テーブル内でフィールドを一意にするには索引を持つカラムが必要になります。

索引スペース名

索引スペース名は、暗黙修飾子探索条件および明示修飾子探索条件と共に、DBMS カタログ内にある固有の索引を識別
します。索引スペース名は、８文字以内の長さで、英数字から始めます。

その所有者は、索引スペースを変更または削除する特権を持っています。

［索引スペースの特性］ダイアログ

［索引スペースの特性］ダイアログ・ボックスでは、テーブルの索引の特性を指定します。

テーブルスペースと索引スペースは、DB2に関係しています。DDL生成中は、これらの特性を使用しDBMSに対し索引ス
ペースを定義できます。

索引スペースのサブページのドロップダウン・リスト

このドロップ・ダウン・リストには、各物理ページのサブページ数を指定します。1、2、4、8、または 16 を選択しま
す。デフォルトは 4 です。

情報の種類

このダウンドロップ・リストでは、情報ニーズを満たす情報の種類を指定します。省略時解釈は要約です。
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情報の種類は、下記の中から選びます。

情報の種類 説明
Summary 詳細な情報を必要としない情報。合計は要約情報です。
Exception 典型的な情報に関する情報。最小値と最大値は典型情報です。
詳細 特定項目についての情報。たとえば在庫品
Correlation 複数の事実に対応する情報。たとえば、顧客でもある業者の数
その他 上記のどれにも属さない情報

情報ニーズ

「情報ニーズ」では、目標の達成と重要成功要因を満たすために必要な情報の種類を指定します。

情報ニーズの名前は、最大32文字（半角）で、特殊文字は使えません。ロケーションの名前は、最大32文字（半角）
で、特殊文字は使えません。

［情報ニーズの特性］ダイアログ

［情報ニーズの特性］ダイアログ・ボックスでは、企業の目標と一致し、目的をサポートするために必要なデータを決定
します。

それぞれの情報ニーズに満足度を割り当てることにより、現在環境がそのニーズをどのくらい満たしているかを示す必要
があります。

情報ニーズを満足させることがどの程度重要かを示すために、重要度係数を割り当てます。

重要度係数と満足度は、要件の重要度を計算するとき必要です。要件の重要度によって、情報ニーズの重要性が測定され
ます。この数値は、情報ニーズ・リストに記録されます。

情報の更新形態

このドロップダウン・リストでは、情報ニーズを満たす情報の更新を、継続的に行なうか断続的に行なうかを指定しま
す。

継続的更新を指定するのは、つねに変化し続ける情報に対してです。たとえば株価です（絶えず更新を要する）。

断続的更新を指定するのは、特定の時期にのみ更新すればよい情報に対してです。たとえば四半期ごとの売り上げ額で
す。

省略時設定は継続的更新です。

情報戦略計画レポート

情報戦略計画レポートは、組織、管理者、管理者の肩書き、組織の使命記述書を一覧表示します。

Initialize

初期アクションでは、プロシージャ・ステップの非反復グループのインポート・ビューをすべて選択し、［クリア・スク
リーン入力］ウィンドウにあるリストにビューを表示します。（反復グループ・ビューでは、不定様式入力はサポートさ
れていません。）

「コマンド」により、「コマンド」というラベルの付いた特殊フィールドに不定様式データを渡せます。リスト内の各行
は、プロシージャ・ステップに定義した属性ビューを示します。

この操作は選択するとただちに実行されます。
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NOTE
注： ビューまたはコマンド変数をパラメータ・リストに追加すると、そのビューを再び追加することはできま
せん。初期設定では、「コマンドの追加」を選択しなくても、自動的にコマンド・パラメータを選択するよう
になっています。

「初期設定」の確認ボックス

「クリア・スクリーン入力」がすでに定義済みの場合に「初期設定」を選択すると、システム・プロンプトでは「再度初
期設定するとクリア・スクリーン入力の現在の定義が削除されます」という警告を出します。適切な応答を選択してくだ
さい。

［初期位置］ラジオ・ボタン

「初期位置」ラジオ・ボタン（Initial Position）では、テキスト・ウィンドウ/ダイアログ・ボックスの参照ポイントを確
立します。この参照ポイントは、ウィンドウのサイズを小さくしたあとの画面を表示するために使われます。

カスケードを選択すると、ウィンドウまたはダイアログ・ボックスは、親ウィンドウまたは親ダイアログ・ボックスの左
上からカスケード表示されます。

左上が省略時解釈です。

ダイアログ・ボックスの呼び出し

「ダイアログ・ボックスの呼び出し」ラジオ・ボタンでは、ドロップダウン・リストで名前を指定されたダイアログ・
ボックスが、プッシュ・ボタンによって表示されることを指定します。

「メニュー項目特性」用の「ダイアログ・ボックスの呼び出し」

「ダイアログ・ボックスの呼び出し」選択リストでは、メニュー項目によって呼び出す（画面に表示する）ダイアログ・
ボックスを指定します。リストには、現行のプロシージャ・ステップに関連づけられたすべてのダイアログ・ボックスが
表示されます。

この選択リストでは、プッシュ・ボタンによって起動する（画面に表示される）ダイアログ・ボックスを指定します。選
択フィールドに名前を入力して、新しいダイアログ・ボックスを作成することもできます。（新規ダイアログ・ボックス
は副ダイアログ・ボックスになります。）名前は 32 文字以下にする必要があります。名前で使用可能な特殊文字は下線
とブランクだけです。

プッシュ・ボタン特性の「ダイアログ・ボックスの呼び出し」

この選択リストは、ドロップダウン・リスト（画面に目的が表示される）で選択した副ダイアログ・ボックスを起動す
るプッシュ・ボタンを指定します。リストには、現行のプロシージャ・ステップに関連づけられたすべてのダイアログ・
ボックスが表示されます。

選択フィールドに名前を入力して、新しいダイアログ・ボックスを作成することもできます。（新規ダイアログ・ボック
スは副ダイアログ・ボックスになります。）名前は 32 文字以下にする必要があります。名前で使用可能な特殊文字は下
線とブランクだけです。

「ダイアログ・ボックスの呼び出し」ラジオ・ボタン

「ダイアログ・ボックスの呼び出し」ラジオ・ボタンでは、ダイアログ・ボックスを表示するためのメニュー項目または
プッシュ・ボタンを指定します。メニュー項目またはプッシュ・ボタンに、ダイアログ・ボックスを呼び出すためのコマ
ンドを関連づける必要はありません。

ダイアログ・ボックスの選択リストで、呼び出すダイアログ・ボックスを指定します。

通常、ダイアログ・ボックスを呼び出すのは、下記のような場合です。
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• ユーザがアプリケーションと対話するための追加エリアが必要な場合
• 開発者に削除などのアクションを確認させたい場合
• リストからリスト・オカレンスを作成する場合

後ろに挿入

式の一部または全体を挿入するには、その式の前にあるステートメントの項を選択してから、「うしろに挿入」を選択し
てください。

OLE エリアの［挿入］プッシュ・ボタン

このプッシュ・ボタンを使用すると、埋め込むOLEオブジェクトを選択するためのダイアログ・ボックスが呼び出されま
す。OCX コントロールは表示されません。

「Insert Object」ダイアログ・ボックスで、以下の操作を実行できます。

• 新しい OLE オブジェクトを作成します。
• 既存のファイルから OLE オブジェクトを作成します。（標準の「ファイルを開く」ダイアログ・ボックスがポップ
アップします）。

• 使用しているシステム上のOLE登録アプリケーションの一覧からオブジェクト・タイプを選択します。
• オブジェクトをアイコン表示するかどうかを選択します。
• 表示されているアイコンを変更します。

 

「Display object as icon」チェック・ボックスを選択すると、ダイアログ・ボックスの表示が変化してアイコンが含まれ
るようになります。この例の右下隅のアイコンに注意してください。
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変更箇所の生成と導入

変更箇所の生成と導入は、構築以外の CA Gen ツールセットで生成されたソース・コードを導入します。

WARNING
重要： クライアント/サーバ・アプリケーションにおいては、［変更箇所の生成と導入］オプションを使用しな
いでください。クライアントとサーバでは、ロード･モジュールの導入タイプが異なるからです。

ソース・コードは下記のツールで生成できます。

• アクション図ツール（分析または設計段階）
• 画面設計ツール（設計段階）
• ナビゲーション図ツール（設計段階）

NOTE
注： Web 生成アプリケーションでは、設計段階の HTML、CSS、および JS コードの生成を、ナビゲーション
図ツールでトリガできます。［変更箇所の生成と導入］は、構築ツールセット以外の CA Gen ツールでコード
を生成しないと、活動状態になりません。

下記の生成の省略時解釈は、構築ツール以外で生成されたソース・コードの導入に影響します。

• 導入タイプ
• リモート導入後に生成ソースを削除

指定変更の省略時解釈は、下記の環境パラメータに適用されます。

• DBMSタイプ
• 言語
• TP モニタ

ビジネス・システムまたはクライアント/サーバ環境の環境パラメータは、指定変更しない限りそのまま使われます。パ
ラメータの指定変更を行う場合は、値を生成ツールの［生成の省略時解釈］ダイアログ・ボックスから入手します。これ
は、アクション図ツール、ナビゲーション図、および画面設計ツールで生成されたコードに適用されます。
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ブラウザ・プロトタイプ・モードで生成した HTML、CSS、および JS コードを除き、ナビゲーション図ツールで生成さ
れたコードは、DB2/2 を使用して作成された Windows アプリケーションのみサポートします。ソース・コード言語は常
に C です。

WARNING
重要： アクション図、画面設計、ナビゲーション図、の各ツールの［生成］アクションは、対話マネージャ、
バッチ・マネージャ、またはウィンドウ・マネージャのソース・コードを生成しません。

アクション図のビューを変更した場合、導入前にそのアクション図と関連づけのある各マネージャ・ファイルを再生成す
る必要があります。

Web生成アプリケーションでは、ブラウザ・プロトタイプ・モードで生成したコードを使用することはできません。再
生成が必要です。

アプリケーションを正しく確実に導入するには、関連のある、対話、バッチ、またはウィンドウの、各マネージャを再生
成してから「変更箇所の生成と導入」をしてください。

例

「変更箇所の生成と導入」が特に役立つのは、テストに基づいて行なった変更を導入するときです。下記の例で、その手
順を示します。

受注システムでロード・モジュールを生成および導入したとします。これをテストする場合、顧客リストを名字別にアル
ファベット順で表示してみるとよいことがわかります。そこで、下記の操作をします。

• ロード・モジュールのテストを終了する。
• 設計段階で、該当するアクション図にアクセスする。
• アクション図を変更して、顧客リストをアルファベット順に表示する。
• 「生成」→「コード」の順に選択する。
• 構築ツールセットにアクセスする。
• 「生成」→「変更箇所の生成と導入」の順に選択する。
• ロード・モジュールをリセットする。

この例からわかるように、「変更箇所の生成と導入」は、アクション図または画面に関連づけられているすべてのオブ
ジェクトが生成されたあとで使う機能です。関連するすべてのオブジェクトが生成されていない場合、アクション図また
は画面の導入でエラーは正しく行なわれません。（「変更箇所の生成と導入」オプションによって導入デックが生成され
るので、関連づけのあるオブジェクトが導入されている必要はありません）。

「導入」列

「導入」列では、導入するオブジェクトを指定できます。CA Genは、「DDL」のチェック・マークが選択されていなく
ても、導入を指定したオブジェクトに対してDDLを自動的に生成します。したがって、導入を指定したオブジェクトに対
しては生成済みのDDLを導入できません。導入する前にDDLが再生成されます （CA Genは存在しないDDLを導入しませ
ん）。

「導入済みビットマップ」リスト・ボックス

「導入済みビットマップ」リスト･ボックスで、モデル･ディレクトリのビットマップ･サブディレクトリにインポート
され、ウィンドウ設計に使うために導入される、すべてのビットマップ･ファイルの名前を指定します。導入済みビット
マップ・ファイルは、すべて拡張子が.PPMです。サポートされている拡張子（.BMPや.ICOなど）を持つファイルは、イ
ンポート処理中に.PPMファイルに変換されます。

項目をクリックすると、強調表示されたビットマップが［ビットマップ・プレビュー］グラフィック表示エリアに表示さ
れます。表示されたビットマップは、エクスポートおよび削除でき、［選択］プッシュ・ボタンが表示された場合は、選
択でき、［特性］ダイアログの起動に戻せます。
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［Intensity（輝度）］

「輝度」では、フィールドの明るさ（輝度）を指定します（通常、明または暗）。ブロック・モード・アプリケーション
の場合、輝度はフィールド内の特性に適用されます。GUI アプリケーションの場合、輝度はフォアグラウンドに適用さ
れます。

GUIアプリケーションの場合、「明」はサポートされていません。

NOTE
注： 場合によっては、入力文字を表示させない入力フィールドが必要なことがあります。この例としては、
ユーザがパスワードを入力するフィールドがあります。プロシージャ・ロジックで、入力フィールドを MAKE
DARK に設定してください。このフィールドは入力を受け付けますが、ユーザに表示されるのは、カーソルの
動きだけです。MAKE DARK 条件は、画面、ウィンドウ、またはダイアログ・ボックスが表示されるまで有効
でなければなりません。これは、画面、ウィンドウ、またはダイアログ・ボックスへのフローを「先実行型」
に設定しなければならないことを意味しています。

作用クラスタ化

相互作用に基づいて行と列を並べ変えたいときは「作用クラスタ化」を選択してください。作用クラスタ化をすると、並
べ変えが起き、クラスタが強調表示されます。クラスタはビジネス・エリアまたはビジネス・システムの原形候補です。

作用クラスタ化は下記のいずれかのマトリックスにてのみ動作します。

• エンティティ・タイプ/ファンクション・マトリックス
• エンティティ・タイプ/基本プロセス・マトリックス

作用クラスタ化の結果に対しては、見直しが必要です。下記のようなクラスタがないか注意し、あれば分析し直してくだ
さい。

• 期待効果としてのＣまたはＵを著しく多くもつような行または列を含む、大きなクラスタ（このようなクラスタを多
関連オブジェクトと呼びます）。

• 細長すぎるクラスタ。長い方の軸に沿ってもっと分解できる場合が多い。
• Ｒを含み、ＣもＵもなく、どのクラスタにも含まれていないような、行と列

［インターフェース特性］ダイアログ・ボックス

「インターフェース特性」ダイアログ・ボックスで、インターフェースUUIDを変更できます。

このUUIDは指定変更できます（方法は２とおり）。（１）UUID入力フィールドにUUIDを手入力する。（２）「新規
UUID」プッシュボタンを押すことにより、新規UUIDを自動作成する。

この入力フィールドで、前回生成したインターフェースからUUIDを入力でき、生成したいインターフェースとのコミュ
ニケーションが確立されます。

UUID が必要なのは、ActiveX/COM プロキシのみです。

［インターフェース・タイプ・モデル図の特性］ダイアログ・ボックス

このダイアログ・ボックスには、インターフェース・タイプ・モデル内に現存するすべてのインターフェース・タイプ図
が一覧表示されています。リストで使用可能なモデルからインターフェース・タイプを選択します。

インターフェース・タイプ・モデル図の選択エリアには、以下のボタンがあります。［オープン］と「特性」ボタンは、
モデルが選択されるまで有効になりません。目的のオンライン・ヘルプをクリックしてください。

ダイアログ・ボックスのボタンには以下の目的があります。

• Open
選択されたモデル図をオープンします。

• 特性
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選択されているインターフェース・タイプ図の、特性を表示します。
• クローズ
モデル図のダイアログ・ボックスを閉じます。

NOTE
注： 削除のボタンやメニューはありません。所属するインターフェース・タイプが削除されると、インター
フェース・タイプ・モデルも削除されます。

単位

「単位」では、「目標数量」フィールドに使う単位を指定します。

フィールドに使う文字は、最大32文字（半角）で、特殊文字も使えます。特殊文字も使えます。

無効なビジネス・システム・オブジェクト

ダイアグラムをオープンしようとして、エラーが起きました。ビジネス・システム・オブジェクトが無効です。このダイ
アグラムはオープンされません。Enter を選択すれば、順々に自動オープンがなされます。

原因：

• 不正なビジネス・システム・オブジェクト名をタイプしたか、またはそのビジネス・システム・オブジェクトが存在
しないと思われます。

• オープンされていないビジネス・システム内のダイアグラムにアクセスしようとした可能性もあります。これは無効
な操作です。

この問題の解決方法

• 正しい綴りで同じコマンド、または有効なビジネス・システム・オブジェクト名を、再入力してください。
• データ・ファイルを使っている場合、不正なビジネス・システム・オブジェクト名のあるエントリを編集し、そのコ
マンドを再実行してください。

• 希望のビジネス・システムがオープンされていない場合、そのビジネス・システムをオープンし、それをオープンし
たまま当該モデルを保存してください。次にそのコマンドを再実行してください。

無効データベース オブジェクト名

オブジェクト名が無効です。無効な文字が含まれているので、名前が無効です。「了解」を選択しオブジェクト名を訂正
してください。

有効な文字は下記のとおりです。

• @
• #
• $
• 0 ～ 9
• A - Z

有効な先頭の文字は下記のとおりです。

• 任意の文字
• A @
• A #
• $
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省略時解釈のテーブルスペース入力が無効

省略時解釈テーブルスペースおよびシステム・カタログと同じテーブルスペースを選択しているか、または省略時解釈の
テーブルスペースおよびユーザ・テーブルスペースと同じテーブルスペースを選択しています。

処理前に、Enterを押し選択項目を変更してください。詳細は、オンラインヘルプを参照してください。

正規化解消の選択項目が無効

属性がすでにこのテーブルでは正規化解消されています。Enterを押しアスタリスクのない別の項目を選択してくださ
い。

無効な入力

入力された値がフィールドには無効です。処理前に、Enterを押し必要な訂正をしてください。詳細は、オンラインヘル
プを参照してください。

無効オブジェクト名

テクニカル設計（TD）のオブジェクト名に無効な文字や形式、または現在使用している名前と重複している名前があり
ます。「了解」を選択し、正しいテクニカル設計のオブジェクト名を選択してください。有効な文字は下記のとおりで
す。

@

#

$

0 ～ 9

A - Z

オブジェクト名の先頭文字が無効

テクニカル設計（TD）のオブジェクト名の先頭文字が無効です。「了解」を選択し、正しいテクニカル設計のオブジェ
クト名を選択してください。

有効な文字は下記のとおりです。

任意の文字

A @

A #

$

無効な予約語の定義

ユーザにが定義した予約語が使用できません。Enter を押し、処理を続けてください。

無効なスコーピング・オブジェクト

ダイアグラムをオープンしようとして、エラーが起きました。スコーピング・オブジェクトが無効です。このダイアグラ
ムはオープンされません。Enterを選択すれば、順々に自動オープンがなされます。

下記の原因が考えられます。
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• 入力したスコーピング・オブジェクト名が不正です。
• スコーピング・オブジェクトが存在しません。

この問題の解決方法

• コマンド行を使っている場合、正しい綴りで同じコマンド、または有効なスコーピング・オブジェクト名を、再入力
してください。

• データ・ファイルを使っている場合、不正なスコーピング・オブジェクト名のあるエントリを編集し、そのコマンド
を再実行してください。

無効なシステム・カタログ・テーブルスペースの選択

選択したテーブルスペースがデータベースのシステム・カタログなので、テーブルを含むことができません。Enter を押
して、別の項目を選択してください。

無効なシステム・テーブルスペースの移動を選択

選択したテーブルスペースはデータベースのシステム・カタログなので、別のデータベースに移動できません。Enter を
押して、別の項目を選択してください。

無効なテーブルスペース選択項目

システム・カタログのテーブルスペースとユーザ・カタログのテーブルスペースは、同じであってはなりません。Enter
を押して、別の項目を選択してください。

無効な TD 名エラー・メッセージ

「属性」（Attribute）または「エンティティ名」（Entity Name）に無効な文字、無効なフォーマットが入っているか、
または使用済みの名前と重複しています。

属性またはエンティティ・タイプの一意なテクニカル設計（TD）名をソフトウェアで作成する場合は、「はい」を選択
してください。

別の名前を入力するには、「いいえ」を選択してください。

有効な文字は下記のとおりです。

@

#

$

0 ～ 9

A - Z

_（下線）

空白スペース

先頭文字が以下の文字でなければなりません。

任意の文字

A @

A #

$

最大長は32文字です。
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無効な 1 次テーブルスペースの移動を選択

選択したテーブルスペースは、データベースの１次テーブルスペースなので、別のデータベースに移動できせん。Enter
を押して、別の項目を選択してください。

無効なタイプのテーブルスペース選択

選択したテーブルスペースの定期型（レギュラ）がテーブル内に含まれています。Enter を押して、別の項目を選択して
ください。

無効なユーザ・テーブルスペース移動の選択

選択したテーブルスペースはデータベースのユーザ・テーブルスペースなので、別のデータベースに移動できませ
ん。Enter を押して、別の項目を選択してください。

無効なユーザ・テーブルスペースの選択

選択したテーブルスペースがデータベースのユーザ・テーブルスペースなので、テーブルを含むことができませ
ん。Enter を押して、別の項目を選択してください。

INVOKE ステートメント

INVOKEは、オペレーティング・システムに登録されている利用可能なタイプのライブラリにあるインターフェース・
オブジェクト、メソッド、特性へのアクセスを可能にするアクションです。これらのライブラリのうちの 1 つは、イン
ターフェース・オブジェクトが含まれている CA Gen アプリケーション・ライブラリです。

代表的なライブラリは、OLEオブジェクト・ブラウザに表示されます。

戻り値を必要としない場合は、INVOKEアクションを使ってください。戻り値を必要とする場合は、SET、IF、WHILE、
またはほかのステートメントを使ってインターフェース・オブジェクトにアクセスしてください。

IR コマンド プロセッサ

 

このアクションを使用できるのは、弊社の社員のみです。お客さまは、弊社のテクニカル・サポートからの指示のもとで
のみ使用してください。

IS NOT NULL

IS NOT NULL は、任意エンティティ・アクション・ビュー、任意常駐ビュー、任意非常駐ビューのアクション図ロジッ
クに特殊属性を追加します。

IS NOT NULL は、比較ステートメントで使用できる関係演算子です。

省略時のプッシュ・ボタン

このチェック・ボックスでは、ユーザがENTERキーを押したときに行なわれる省略時解釈のアクションを、そのプッ
シュ・ボタンが表わすことを指定します。ウィンドウまたはダイアログ・ボックスが表示されると、省略時プッシュ・ボ
タンは太線で囲まれます。

通常、省略時プッシュ・ボタンは、ウィンドウまたはダイアログ・ボックスに対してユーザが肯定の応答をする場合に選
択されます。［了解］プッシュ・ボタンがその一例です。

１つのウィンドウまたはダイアログ・ボックスに対して指定できる省略時プッシュ・ボタンは、１つだけです。この指定
ができるのは、ツールバー上にないプッシュ・ボタンだけです。
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NOTE
注： Enter キーを押したときの省略時解釈のプッシュ・ボタンの動作は、プラットフォームによって異なり
ます。Windows と UNIX のアプリケーションでは、もしプッシュ・ボタンにフォーカスが置かれている場
合、Enter キーを押すと、（省略時解釈プッシュ・ボタンに関係なく）フォーカスが置かれているプッシュ・ボ
タンが起動されます。プッシュ・ボタン以外のタイプのコントロールにフォーカスが置かれている場合、Enter
キーを押すと、省略時プッシュ・ボタンが起動されます。（どのプラットフォームでも、Spacebarキーを押す
と、フォーカスが置かれているプッシュ・ボタンが起動されます）。

Item メソッド

使用法 Item (Index)
説明 索引を使ってオブジェクト群のリスト（集まり）からオブジェク

トを取り出します。
引数 検索するオブジェクトの索引である数値。索引は、1 とリスト・

オブジェクトの Count 特性の間です。
戻り値 このメソッドが戻す GUI Objectは、索引付き項目へのポインタで

す。
備考 このメソッドは、次のオブジェクトに対して使用できます。Butto

ns、Checkboxes、DropDownLists、EnterableDropDownLists、E
nterableListBoxes、EnterableDropDownLists、EnterableListBoxe
s、Fields、GroupBoxes、ListBoxes、ListColumnItems、ListItem
s、ListPermittedValues、ListRowItems、Menus、OLEAreas、OL
EControls、Pictures、RadioButtons、Windows。

例

例 ワークセット アプリケーション

          Name             Domain    Length

          ----             ------    ------

attribute windowguiobj     GUIObject 4

attribute fieldsguiobj     GUIObject 4

attribute field            GUIObject 4

attribute number_of_fields Number    9

Workset work

attribute count            Number    4

View

LOCALS:

Group view group (20,explicit)
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Work View work application

   count

Work View local application

   windowguiobj

   fieldguiobj

   field

   number_of_fields

Statements

+-

| SET local application windowguiobj TO CurrentWindow()

| SET local application fieldsguiobj TO local application windowguiobj Fields()

| SET local application number_of_fields TO local application fieldsguiobj Count()

| +- FOR work application count FROM 1 TO local application number_of_fields BY

| | 1

| | SET local application field TO local application fieldsguiobj

| | Item(work application count)

| | NOTE change the background color of each field to a shade of green.

| | SET local application field BackgroundColor TO 123456

| +--

+--

［Java Web 生成］ノード

Java Web 生成ノード特性のノードでは、ユーザ・カスケード・スタイル・シート・ファイルおよびグループ・ボックス
の枠線の CSS スタイルを指定します。

［CSS ファイル名］フィールドでは、アプリケーション用にカスタマイズされたスタイル・シートであるカスケード・
スタイル・シート・ファイルを指定します。このカスケード・スタイル・シート・ファイルは、モデルの HTML\CSS
ディレクトリ内で使用できる必要があります。 CSS ファイル名を指定すると、生成された HTML ファイルは、LINK 要
素を使用してファイルを参照します。
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［グループボックス・ラインの CSS スタイル］フィールドでは、生成された Java Web アプリケーションのグループ・
ボックスに対してライン CSS スタイルを指定します。

NOTE
注： アセンブルの前に、html\css ディレクトリに CSS ファイルが存在しない場合は、警告メッセージが発行
されます。html\css ディレクトリにユーザ CSS ファイルを置いていない場合は、ジェネレータおよびビルド
ツールのどちらもエラー・メッセージを発しません。

ナビゲーション図における［Java Web 生成］ノード

Java Web 生成ノードは、Java Web 生成アプリケーションのウィンドウまたはコントロールに適用できるカスタム表示
特性を指定します。ウィンドウおよびコントロールにカスタム表示特性を割り当てる前に、［ビジネス・システム省略時
表示特性］の［カスタム］ノードからカスタム表示特性のリストを定義する必要があります。

カスタム表示特性は、Java Web 生成アプリケーションの <Business_System_Name>.css ファイルにクラス・セレク
タ・スタイル・ステートメントを生成します。カスタム表示特性の名前は、生成されたスタイル・シート・ステートメン
トにおいて CSS Class 名として使用されます。ウィンドウまたはコントロールに指定されたカスタム表示特性は、［ビ
ジネス・システム省略時表示特性］の省略時解釈の設定と置き換わります。

 ウィンドウまたはコントロールのカスタム表示特性を指定する方法

1. ［ビジネス・システム省略時表示特性］の［カスタム］ノード内にカスタム表示特性のリストを定義します。カスタ
ム表示特性を作成する方法については、「新しいカスタム表示特性の作成」を参照してください。

2. ナビゲーション図で、必須ウィンドウまたはコントロールを選択します。
3. ［詳細］-［表示特性］を選択します。
［表示特性］ダイアログ・ボックスが表示されます。

4. ［Java Web 生成］ノードを選択します。
5. ［選択］をクリックします。
［カスタム表示特性の選択］ダイアログ・ボックスが表示されます。

6. 必須のカスタム表示特性を選択し、［了解］をクリックして、［カスタム表示特性の選択］ダイアログ・ボックスを
閉じます。

7. ［Java Web 生成］パネルで［了解］をクリックして、選択したウィンドウまたはコンロトールにカスタム表示特性
を適用します。

NOTE
注： <Automatic> カスタム表示特性を選択すると、［ビジネス・システム省略時表示特性］の設定およびコン
トロールの（またはウィンドウの）共通表示特性を、ウィンドウまたはコントロールに適用します。

JDBCデータベースの省略時解釈

NOTE
このウィンドウは、JDBCデータベースのテクニカル設計省略時解釈の名前を設定するのに使います。最長 32
文字です。このフィールドの入力は必須です。このフィールドの値は、CA Gen によってあらかじめ入力され
ています。

NOTE
注： 一部の JDBC ドライバには、32 文字よりも少なく制限されているものがあります。

このダイアログ・ボックスには、以下のフィールド情報が含まれます。

アクション・バーから「ヘルプ」を選択すると、下記のオプションが表示されます。

• キーワード・ヘルプ
CA Gen のファンクション・キーをリストおよび定義します。

• ヘルプ索引
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当該ツールセットのヘルプ・パネルの一覧。そこから任意のパネルを選択可
• 一貫性検査エラー・メッセージ
一貫性検査をしたときに出るエラー・メッセージの一覧。エラー・コードの範囲別にグループ分けされている。

• 実行時エラー・メッセージ
生成したアプリケーションの実行時に出るエラー・メッセージの一覧。エラー・コードの範囲別にグループ分けされ
ている。

• バージョン情報
この CA Gen のバージョン番号

NOTE
 

JDBCデータベースの特性

このウィンドウは、新しいデータベースの特性を定義するとき、または既存のデータベースの特性を変更するとき使って
ください。

データベースの以下の特性を処理できます。

• 総称名
DBMS固有名が存在しないときの省略時解釈のデータベース名

• JDBC 名
データベースのDBMS固有名。このフィールドは集団データベース名に強制変更するとき使ってください。

NOTE
注： DBMS 固有のデータベース名に使える文字数は、開発プラットフォームのファイル・システムにより異な
ります。

JDBC索引の特性

このウィンドウはテーブルの列の索引の特性を変更修正するとき使ってください。

索引の以下の特性を処理できます。

特性 説明
総称名 DBMS固有名が提供されないときの索引の省略時解釈の名前
JDBC 名 索引の DBMS 固有名。このフィールドは、索引の総称名より優先

されます。
索引長推定 行の長さ 索引の行の全長を見積もります。この特性は、ある種の「自動サ

イズ」の算出に使用されます。

記述を追加するには、［記述］を選択します。

JDBCテーブルの省略時解釈

このウィンドウは、作成されたテーブルの省略時解釈の所有者を設定するとき使います。テーブルの所有者のユーザ名を
入力してください。この所有者は、作成したテーブルの修変更特権を所有します。

JDBCテーブルの特性

このウィンドウはデータベースのテーブルの特性を変更するのに使ってください。

テーブルの以下の特性を処理できます。

• エンティティ・タイプ
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トランスフォーメーション前にエンティティ・タイプに割り当てられる名前
• データベース
省略時解釈のデータベース名

• 総称名
DBMS固有名が提供されないときのテーブルの省略時解釈の名前

• JDBC 名
DBMS固有のテーブルの名前。このフィールドは集団データベース名に強制変更するとき使ってください。

• Owner
作成ずみのテーブルの許可された所有者のID

• 行の長さ
バイト数でテーブルの行の全長の概算値を指定します。

記述を追加するには、［記述］を選択します。

ジョブ名

「ジョブ名」では、バッチ・ジョブの名前を指定します。バッチ・プロシージャは、バッチ・ジョブ（または単にジョ
ブ）とも呼ばれます。バッチ・ジョブを追加するときは、１つのプロシージャ・ステップを関連づける必要があります。
［了解］プッシュ・ボタンは、１つのプロシージャを指定するまで活動状態になりません。

バッチ・ジョブの名前には下記の制約があります。

• 英文字と数字が使えます。
• 先頭文字が英文字でなければなりません。
• ブランクと下線が使えます。ほかの特殊文字は使えません。
• 名前は 8 文字を超えることはできません。
• 各ビジネス・システム内で一意な名前でなければなりません。

ジョブ・ステップ

ここではジョブ制御言語（JCL）内に表示するジョブ・ステップ名を指定します。このファイル名は、ホストの生成ツー
ルで、プロシージャ・ステップのソース・コードを生成した際に割り当てられます。バッチ・ジョブのプロシージャ・ス
テップは、ジョブ・ステップです。

ジョブ・ステップ名はバッチ・ジョブ内で一意でなければなりません。また、ジョブ・ステップの標準JCLの命名規約に
準拠していなければなりません。

ジョイン

エンティティ・タイプの関係づけは、関係を作成するときに最初に行なう作業です。関係を示す簡単な一例は、顧客によ
る発注です。この場合、顧客が注文を出し、注文は顧客から出されるので、双方向の関係とみなされます。

通常、エンティティ・タイプ間の線は、エンティティ・タイプを関係付けることにより生じた関係を表しています。1 つ
のエンティティ・タイプが持つ関係が 10（エンティティ・タイプ・ボックスを拡大せずに表示できる上限値）を超える
場合、11 番目以降の関係は表示されません。

２番目のエンティティ・タイプを指定しない場合、強調表示されたエンティティ・タイプはそれ自身との関係（ループ関
係）を設定します。

以下の特性で関係を定義します。
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• オプショナリティ（ソースと宛て先について）
• 関係名（ソースと宛て先について）。上の例の「出す/出される」など、関係についての記述。
• カージナリティ（ソースと宛て先について）
• 「関係名を表示」（Display relationship name）オプション（ソースと宛て先について）
• 「転送可能な関係」（Transferrable Relationship）オプション（ソースと宛て先について）
• 「関連付け」（Associate is）オプション - 更新型または参照型（ソースと宛て先について）
• 「プロテクト」（Protected）オプション
• 仮想オプション
• 説明
• 特性（ソースと宛て先について。ダイアログ・ボックスの個別のボタン）

関係を作成するときは、下記の手順を行ないます。

1. 最初のエンティティ・タイプを選択します（強調表示されます）。
2. CTRLキーを押しながら、２番目のエンティティ・タイプを選択してください。２つのエンティティ・タイプがどち
らも強調表示されます。

3. 「関係づけ」（Join）ボタンをクリックするか、「編集」プルダウン・メニューから「関係づけ」（Join）を選択し
てください。すると、「関係特性」（Relationship Properties）ダイアログ・ボックスが表示されます。

詳細は、個々のコントロールのヘルプを参照してください。

アクティビティ依存関係図における［関係づけ］

依存関係を、ファンクション間またはプロセス間に設けるには、「関係づけ」を選択してください。 データがある状態
（事前状態）で、プロセスが完了した後もその状態（事後状態）であることをアクティビティが必要とする場合に、2 つ
のアクティビティ間に依存関係が存在します。

「関係づけ」が活動状態になるのは、２つのアクティビティを選択したときと、１つのアクティビティと依存関係線を選
択したときです。

例

 

このアクティビティ依存関係図は、「配送を受け取る」と「注文を照合する」というアクティビティの間にある依存関係
を示しています。注文の照合と検品との間にも依存関係があります。

注文との照合プロセスを完了させるには、それらの配達物を受け取り、元の注文用紙に記載された品目と比較する必要が
あります。

依存関係が描かれている理由は、配達物の受け取りプロセスによって配達物受け取り済みという事後状態が生じ、その事
後状態が注文との照合プロセスの事前状態を満たすからです。

関係づけるオブジェクトの選択

関係づけるオブジェクトの選択には、下記 ２ とおりの方法があります。

• ドラッグによる選択： マウス・カーソルで 1 つめのオブジェクトをクリックしてください。マウス・ボタンを押さ
えたまま、マウス・カーソルを次のオブジェクトまでドラッグしてください。関係づけたいオブジェクトを選択した
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ら、マウス・ボタンを放してください。オブジェクトの選択順序は、依存関係線の矢印の方向とは無関係です。矢印
は、つねに左から右へ、下から上の方向です。

• Ctrl キーとマウス・カーソル： マウス・カーソルで 1 つめのオブジェクトをクリックしてください。Ctrl キーを押し
ながら２つめのオブジェクトをクリックしてください。オブジェクトの選択順序で、依存関係線上の矢印の方向が決
まります。先に選択したオブジェクトからあとで選択したオブジェクトへ、の方向になります。

 

データ・モデル・ブラウザの「関係づけ」
データ・モデル・ブラウザで 2 つのエンティティ・タイプ間を関係づけるには、下記を指定します。

• オプショナリティ
• 関係名
• カージナリティ
• 関係名の表示または非表示の区別
• 関係が転送可能かどうかの区別
• 参照型か更新型か

ソース・メンバシップの特性は「ソース特性」ダイアログ・ボックスに表示されます。宛て先メンバシップの特性は「宛
て先」ダイアログ・ボックスに表示されます。

ナビゲーション図における［関係づけ］

このメニュー・オプションを選択すると、選択したオブジェクトに応じて異なるユーザ・インターフェースが表示されま
す。

• １つしかオブジェクトを選択していない場合、または異なるプロシージャ・ステップに常駐する２つのウィンドウま
たはダイアログ・ボックスを選択している場合は、「対話フロー・ブラウザ」（Dialog Flow Browser）が表示されま
す。

• 同じプロシージャ・ステップ内にある２つのウィンドウまたはダイアログ・ボックスを選択している場
合、INITIATE、OPEN、またはCLOSEの各ステートメントを追加できます。

• 2 つのサーバを選択している場合、USEステートメントを追加できます。
• ソース・オブジェクトがサーバであり、宛て先オブジェクトがダイアログ・ボックスである場合、対話フローを追加
できます。

• ソース・オブジェクトがウィンドウであり、宛て先オブジェクトがサーバである場合、USEステートメントまたは対
話フローを追加できます。

このダイアログ・ボックスで選択したオプションによって、２つのオブジェクトを結ぶ線の表示が決まります。線の外観
とその意味については、「凡例」を参照してください。各種ステートメントの詳細は、アクション図ツールにて参照でき
ます。

排他の関係づけ

ある先行アクティビティを、それぞれ別の事前状態を持つ複数の依存アクティビティと結ぶには、「排他の関係づけ」を
選択してください。双方向依存アクティビティでは、１つの依存アクティビティの実行後に、先行アクティビティが実行
できるようになります。

１つの依存関係線とプロセスを選択すると、「排他の関係づけ」が活動状態になります。

例

 1106



 CA Gen - 86JP - Japanese - Japan

排他の依存関係線には、線の分岐点に円を描きます。この円は、依存アクティビティのうち 1 つだけを実行することを
示します。

たとえば、「要求を検討する」という先行アクティビティには、「昇給を認める」と「昇給を却下する」という２つの事
後状態が考えられます。

関係づけるオブジェクトの選択

関係づけるオブジェクトの選択には、下記 ２ とおりの方法があります。

• ドラッグによる選択： マウス・カーソルで 1 つめのオブジェクトまたは依存関係線をクリックしてください。マウ
ス・ボタンを押さえたまま、マウス・カーソルを次のオブジェクトまでドラッグしてください。関係づけたいオブ
ジェクトを選択したら、マウス・ボタンを放してください。オブジェクトの選択順序は、依存関係線の矢印の方向と
は無関係です。矢印は、つねに左から右へ、下から上の方向です。

• Ctrl キーとマウス・カーソル： マウス・カーソルで 1 つめのオブジェクトまたは依存関係線をクリックしてくださ
い。Ctrl キーを押しながら２つめのオブジェクトをクリックしてください。オブジェクトの選択順序で、依存関係線
上の矢印の方向が決まります。先に選択したオブジェクトからあとで選択したオブジェクトへ、の方向になります。

並列の関係づけ

並列依存を構築するには、3 つ以上のアクティビティを使用します。1 つのアクティビティは、ほかの 2 つの前提条件で
ある必要があります。 １つの依存関係線とプロセスを選択すると、「排他の関係づけ」が活動状態になります。

例

並列依存関係はたとえば、「車の事故にあう」という先行アクティビティと、「警察を呼ぶ」と「JAFを呼ぶ」という２
つの依存アクティビティとの間に生じます。

依存アクティビティは、任意の順序で実行できます（同時も可）。
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関係づけるオブジェクトの選択

関係づけるオブジェクトの選択には、下記 ２ とおりの方法があります。

• ドラッグによる選択： マウス・カーソルで 1 つめのオブジェクトまたは依存関係線をクリックしてください。マウ
ス・ボタンを押さえたまま、マウス・カーソルを次のオブジェクトまでドラッグしてください。関係づけたいオブ
ジェクトを選択したら、マウス・ボタンを放してください。オブジェクトの選択順序は、依存関係線の矢印の方向と
は無関係です。矢印は、つねに左から右へ、下から上の方向です。

• Ctrl キーとマウス・カーソル： マウス・カーソルで 1 つめのオブジェクトまたは依存関係線をクリックしてくださ
い。Ctrl キーを押しながら２つめのオブジェクトをクリックしてください。オブジェクトの選択順序で、依存関係線
上の矢印の方向が決まります。先に選択したオブジェクトからあとで選択したオブジェクトへ、の方向になります。

プロシージャ/プロシージャ・ステップの「関係付け」

プロシージャまたはプロシージャ・ステップを関係付けるときには、下記のことを指定してください。

• フロー・タイプ（転送またはリンク）
• 宛て先アクション（先表示型または先実行型）
• 戻しアクション（先表示型または先実行型） これは、フロー・タイプがリンクである場合にのみ指定できます。
• コマンド

対話フローは、プロシージャ・ステップ間のシステム制御の移動および転送を表わします。対話フローは、ビジネス・シ
ステム内にある（内部フロー）ことも、同一モデル内のビジネス・システム間にある（外部フロー）こともあります。対
話フローは、任意のプロシージャ・ステップからも発生させることができますが、宛て先プロシージャの最初のプロシー
ジャ・ステップに結ぶ必要があります。

NOTE
注： 関係付けのアクションを使用可能にするには、関係付ける最初のオブジェクトを選択してから、CTRL
キーを押しながら 2 番目のオブジェクトを選択してください。

［プロシージャ/プロシージャ・ステップの関係付け］ダイアログ

［プロシージャ/プロシージャ・ステップの関係付け］ダイアログ ボックスでは、対話フロー図へ対話フローを追加する
ことができます。対話フローは、ビジネス・システム内にある（内部フロー）ことも、同一モデル内のビジネス・システ
ム間にある（外部フロー）こともあります。対話フローは、任意のプロシージャ・ステップからも発生させることができ
ますが、宛て先プロシージャの最初のプロシージャ・ステップに結ぶ必要があります。

ビジネス・システム内部とビジネス・システム間の対話フローには、下記の２つのタイプがあります。

• 転送
• リンク

垂直の矢印は、フローを示しています。ループのなしの矢印は、転送です。ソース・プロシージャ・ステップの周囲にあ
るループ付きの矢印は、リンクです。

Keypress イベント

Keypressイベントは、すべての入力可能コントロールに適用されます。これには、単一/複数の編集コントロールと入力
可能リスト・ボックスが含まれます。入力可能コントロールの属性ビューは、CA Gen の属性ドメイン・テキストでなけ
ればなりません（全半角テキストと全角テキストは、サポートされていません）。

Keypressイベントは、入力フォーカスが入力コントロールに配置されているときにキーが押されたことを探知すると、
必ず起動します。このイベントはASCII値を「イベント・アクション」に渡します。このASCII値は、オプションの
CTRL、ALT、SHIFTの各修飾子に加えて、特定のキーが押されたことを示します。Keypressイベントを起動するのは、
印刷可能文字だけです。イベント・アクションは、矢印キーやファンクション・キーなどの特殊なコントロール・キーを
押しても、応答しません。
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特定のキーは、下記のようにKeypressイベントと相互作用します。

キー 相互作用
Enter 印刷可能文字にならないため、応答はありません。
Spacebar スペースは印刷可能文字であるため、Keypressイベントを起動し

ます。
Delete、Backspace これらは印刷可能文字に影響するため、Keypressイベントを起動

します。
Alt、Enter Windows XPにあるKeypressイベントを起動します（その他のプ

ラットフォームのものは起動されません）。

NOTE
注： Windows XP 以外の Windows プラットフォームでは ALT キーは予約されており、Keypress イベントで使
用することはできません。

ユーザは、「keypress」属性を以下のいずれかの値に設定することにより、キーが編集ボックスに表示される前に、イ
ベント アクション・ブロックの keypress を受理または拒否できます。

• 受入 - 文字は、受け取ったままの状態で編集ボックスに表示されます。
• 拒否 - 文字は、編集ボックスに表示されません。

NOTE
注： keypress（入力文字）を修正または変更するには、keypress 文字を拒否し、keypress 文字を置き換える
文字または文字列に current_text 属性を設定します。この使用方法では、keypress 属性は##に設定されます。

下記のパラメータがあります。

character ctrl alt shift keypress current_text

パラメータの詳細は下記のとおりです。

1. パラメータはすべてタイプ Text です。
2. 文字値は、単一の印刷可能文字です。
3. 文字は、必ずテキスト属性ビューにマップされます。この属性ビューの長さは 1 以上です。
4. Ctrl キー、Alt キー、Shift キーの各値は、「上下」します。
5. Ctrl キー、Alt キー、Shift キーの各値は、必ずテキスト属性ビューにマップされます。この属性ビューの長さは 4 以
上です。

6.  keypress パラメータの戻り値は「受理」、「拒否」、または「変更」です。
7. keypress パラメータは、必ずテキスト属性ビューにマップされます。この属性ビューの長さは 6 以上です。
8. イベント・アクション・ブロックで現在のテキストに新しい値を設定すると、フィールドの内容を変更できます。
これにより、エンドユーザによる入力に基づいて、現在の内容を変更できるようになります。

Keypressイベントは、細密なイベント・アクションです。ほかのイベント・アクションと同様、フィールドの編集と
ビューの更新が可能です。この編集と更新が実行されるのは、イベント・アクションに関連づけられているコントロール
がフォーカスを失うか、または、プロシージャ・ステップが実行された場合です。

Keypressイベントが実行中の場合、フォーカスのあるコントロールのインポート・ビューとエクスポート・ビューは、
コントロールの表示値に反映されません。コントロールがフォーカスを失い、フィールドの編集が行われると、コント
ロールのビューが更新されます。

キーワード・ヘルプ

［キーワード・ヘルプ］には CA Gen に固有のキーが一覧表示され、その機能が説明されています。このキーを使え
ば、メニューから選択したりマウスを使わなくても、直接アクションを実行できます。
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キーワード

このフィールドでは、新しいキーワードをキーワード・リストに入力できます。キーワードはすべて一意でなければなり
ません。キーワードでは、大文字と小文字とを区別し、区切り文字を含めることはできません。

［キーワードの追加］」プッシュ・ボタン

このプッシュ・ボタンでは、新しいキーワードをキーワード・リストに追加できます。キーワードとは、入力パラメータ
を区別するときにクリア・スクリーン入力で使うラベルです。キーワードには、区切り文字で囲んだパラメータ・データ
が必要です。

キーワードには、画面上のフィールドに付随するプロンプトを使ったり、フィールドに関連づけたその他のラベルも使え
ます。キーワードはすべて一意でなければなりません。キーワードでは、大文字と小文字とを区別し、区切り文字を含め
ることはできません。ただし、記号をキーワードに付加することはできます。

Last

LASTは、明示的に添字付けされた反復グループ・ビューのアクション図ツールのロジックにLAST OF特殊属性を書き加
えます。下記に示す方法で、LAST OFを使います。

• SET LASTアクション・ステートメントを使って変更する。
• 数値属性ビューを使って比較する。
• 数値の特殊属性または数値属性ビューを対象とした、SETステートメントのソースとして使う。

反復グループ・ビューのLAST OFの値によって最大オカレンス数を決めます。最大カージナリティを参照し、植値済み
ビューのこともあれば、植値済みビューでないこともあるMAX OF添字と対照的に、この数値はつねに植値済みビューで
す。使う値はゼロか正数です。添字が現在の最終値より大きい値に設定されているときは自動的に変更されます。

以下は、LAST OF ステートメントのフォーマットです。LAST OF <explicitly_indexed_repeating_group_view>

下記は、LAST OFステートメントの例です。

SET LAST OF repeating_product TO

SUBSCRIPT OF repeating_product

 --IF LAST OF repeating_product IS GREATER THAN 100

| SET SUBSCRIPT OF repeating_product TO 1

 ---

関連メニュー

データ・モデル・ブラウザ・ツールで［関連メニュー］を選択すると、以下の分析図へ直接移動できます。

• アクション図
• データ・モデル・リスト
• エンティティ ライフ サイクル図

「アクション図」への移動

［関連メニュー］で［アクション図］を選択すると、アクション図ツールへ直接移動できます。

 1110



 CA Gen - 86JP - Japanese - Japan

アクション図の詳細については、ダイアグラムが表示される際に、F1 キーを押してください。

「ビジネス・システム定義」への移動

ビジネス・システム定義は、分析段階の最後の作業です。「ビジネス・システム定義」を使うと、新しいビジネス・シス
テムの定義、または既存のビジネス・システムの変更ができます。

「構築」への移動

「構築」では、システムの実行可能なすべての要素（プログラム、データベース、ジョブ制御ステートメント、画面
フォーマット、トランザクション定義）を生成します。「構築」の目的は、設計段階で定義したビジネス・システムに基
づいてアプリケーション・システムを作成することです。

「データ・モデル」への移動

［関連メニュー］で［データ・モデル］を選択すると、データ モデル図へ直接移動できます。

「データ・モデル・リスト」への移動

「関連メニュー」にて「データ・モデル・リスト」を選択すると、データ・モデル・リスト・ツールへ直接移動できま
す。

データ・ストア・リストの起動

データ・ストア・リストを呼び出します。

データ構造リストの起動

データ構造リストは、データ・モデルと等価なデータベース・テーブル（列、索引、外部キー、制約からなる）を描く
ツールです。テクニカル設計用のツールの 1 つです。

詳細については、「データ構造リスト」を参照してください。

Selected is part of the view ###############

選択した属性はビューの一部です。重複することはできません。

別の属性を選択してください。

対話設計図ツールへの移動

対話設計図には、ユーザと生成されるビジネス・システムとの間の相互作用を記述した対話フロー図が表示されます。

オンライン環境の場合、対話には、ユーザとそのシステムの各プロシージャ・ステップとの間の相互作用（画面表示に
よる）を記述します。対話設計図には、ユーザが画面間で選択できるパスを記述します。バッチ環境の場合、対話によっ
て、ユーザとそのシステムとの間の相互作用（レポート形式による）と、CA Gen外部で定義したデータへの接続を記述
します。

エンティティ・ライフ・サイクルへの移動

［関連メニュー］で［エンティティ・ライフ・サイクル］を選択すると、エンティティ・ライフ・サイクル図へ直接移動
できます。
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イベント・ブラウザへの移動

イベント・ブラウザは、ダイアログ・ボックス形式でイベント・オブジェクトを表示します。イベント・ブラウザを使っ
て、以下の操作を行うことができます。

• イベント・アクションのプロシージャ・アクション図ロジックを表示します。
• イベント・アクションのロジックを変更します。
• コントロール用のイベントを作成または変更します。
• ウィンドウまたはコントロールに関連する、｢オープン｣（Open）、｢クローズ｣（Close）、｢クリック｣（Click）な
ど、イベントのタイプを決定します。

• どのコントロールにイベントを定義するかを指定します。

ナビゲーション図からの「関連メニュー」

ナビゲーション図にて「関連メニュー」を選択すると、下記のダイアグラムのいずれかに直接移動できます。

• イベント・ブラウザ
• アクション図
• 構造チャート
• アクション・ブロック用途
• 対話設計（対話フロー図）
• 構築
• 画面
• プロトタイピング
• ワーク・セット・リスト

アクション・ブロック用途図または構造チャートにおける「関連メニュー」

アクション・ブロック用途図または構造チャート図からほかのダイアグラムへ移動するには、［関連メニュー］を選択し
てください。以下のダイアグラムに移動できます。

ダイアグラム 目的
階層図 所属先の階層図を表示
依存関係図 所属先の依存関係図を表示
アクション図 アクション図のロジックを表示
構造チャート アクション図間の呼び出し関係を表わすチャートを表示
アクション・ブロック用途 グラフィック・オブジェクトを使用して、アクション図内のロジ

ックの管理および操作
対話設計図 プロシージャ・ステップ間の制御およびデータの転送を定義
画面 開発するアプリケーションをサポートする画面を定義
プロトタイピング 画面と画面間のフローのプレビューを生成
ナビゲーション図 開発するアプリケーションをサポートするウィンドウを定義

アクション図における［関連メニュー］

アクション図から別のダイアグラムに移動するには、［関連メニュー］を選択してください。［関連メニュー］からアク
セスできるダイアグラムは下記のとおりです。

ダイアグラム 目的
アクション図 別のアクション図
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構造チャート 呼び出されるアクション図を表わすチャート
アクション・ブロック用途 グラフィック・オブジェクトを使用して、アクション図内のロジ

ックを管理および操作します。
対話設計（対話フロー図） プロシージャ・ステップ間での制御およびデータの転送を定義し

ます。
画面 開発中のアプリケーションをサポートする画面を定義します。
ナビゲーション図 開発中のアプリケーションのウィンドウを定義します。
プロトタイピング 画面と画面間のフローのプレビューを生成します。
構築 アプリケーション・システムの実行可能なすべての要素（プログ

ラム、データベース、ジョブ制御ステートメント、画面フォーマ
ット、トランザクション定義）を生成します。

選択したツールはフォアグラウンド・ウィンドウに表れますが、現在のツールはバックグラウンド・ウィンドウで活動状
態のままです。

対話フロー・ブラウザの「関連メニュー」

［関連メニュー］を選択することにより、対話設計または構築に直接移動できます。

################

対話設計から別のダイアグラムに移動するには、［関連メニュー］を選択してください。この「関連メニュー」からアク
セスできるツールには下記のものがあります。

• 画面
開発中のアプリケーションをサポートする画面を定義します。

• ナビゲーション図
開発中のアプリケーションのウィンドウを定義します。

• アクション図
アクション図内のロジックを示します。

• 構造チャート
呼び出されるアクション図を表わすチャート

• ビジネス・システムの定義（Windows 版のみ）
• プロトタイピング
画面と画面間のフローのプレビューを生成します。

• 構築
そのシステムのすべての実行構成要素、すなわちプログラム、データベース、ジョブ制御ステートメント、画面
フォーマット、トランザクション定義を生成します。

############

「エントリ時に必要なロック」のチェック・ボックスを使うと、アクション・ブロックへのエントリ時にインポート・
ビューのオカレンスをロックできます。ロックしておくと、ほかのトランザクションによってデータが変更されることが
ありません。エンティティ・タイプの追加時に、ビューが常駐である場合にのみ、このチェック・ボックスを選択できま
す。

オカレンスがロックされたインポート・エンティティ・ビューが含まれているビュー・リストの例を以下に示します。

CHG_CUSTOMER

IMPORTS:

Entity View orders (optional,persistent,import only,locked)
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The default is unlocked.

Downstream Effects

コード生成時に、ソフトウェアは、READアクション時の呼び出し元のアクション・ブロックに対して、現行ビューが
ロックされるよう指示します。このチェック・ボックスを選択すると、その他のアクション・ブロックに、現行アクショ
ン・ブロックがUPDATEアクションを実行しようとしていることが通知されます。

生成における［関連メニュー］

以下のいずれかにアクセスするには、［関連メニュー］を選択してください。

• アクション図
• 対話設計図
• 画面設計
• ナビゲーション図
• データ構造リスト

組織階層図における［関連メニュー］

選択したオブジェクト用に別の組織階層図に移動するには、［関連メニュー］を選択してください。

パッケージングにおける［関連メニュー］

下記のツールにアクセスするには、［関連メニュー］を選択してください。

• アクション図
• 画面設計
• ナビゲーション図
• 対話設計図

プロトタイピングにおける［関連メニュー］

別のツールに移動するには、［関連メニュー］を選択してください。［関連メニュー］からアクセスできるツールは、以
下のとおりです。

• 対話設計図
• 画面設計
• プロトタイピング
• アクション図
• 構造チャート
• ナビゲーション図

選択したツールはフォアグラウンド・ウィンドウに表れますが、現在のツールはバックグラウンド・ウィンドウで活動状
態のままです。

活動状態のウィンドウの各部を見るには、「ウィンドウ」→「タイル」を選択してください。

部分タイプ・モデルの［関連メニュー］

［ダイアグラム］-［関連メニュー］を選択すると、以下のダイアグラムに直接に移動できるようになります。
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• データ・モデル・リスト
• データ モデル ブラウザ
• エンティティ ライフ サイクル
• コンポーネント・モデリング（そのあとサブメニューを経由してほかの任意の部分タイプ・モデル図へ）
• データ モデル
• アクション図

画面設計における［関連メニュー］

［関連メニュー］では、対話設計、ナビゲーション図、プロトタイピング、アクション図、構造チャート、構築の各ツー
ルにリンクします。「画面設計図」ウィンドウは、バックグラウンドでアクティブのままです。活動状態のウィンドウの
各部を見るには、「ウィンドウ」→「タイル」を選択してください。

ナビゲーション図への移動

ナビゲーション図は、ウィンドウ環境で実行するアプリケーションを作成するツールです。ウィンドウ環境では、複数の
アプリケーションで同時にモニタを共有できます。このシェアリングは、ウィンドウと呼ばれるエリアで実現されます。

ウィンドウ・アプリケーションは共在するため、これらのアプリケーションの外観と動作に一貫性を与える必要がありま
す。一貫性があれば、ユーザはかなり楽にアプリケーションを切り替えることができます。

共通のグラフィック・モデル上でアプリケーションを作成すれば、一貫性を与えることができます。こういったグラ
フィック・モデルのインターフェースは、グラフィカル・ユーザ・インターフェース（GUI）と呼ばれています。ナビ
ゲーション図を使えば、グラフィカル・ユーザ・インターフェースを持つアプリケーション（GUIアプリケーション）を
作成できます。

プロトタイピングの呼び出し

プロトタイピングは、アクション図なしで、画面間の対話フローをオンラインで表示したり、コードやデータベースを生
成したりします。画面が完了し、フローが顧客の仕事の順序に従っていることを確認できます。

「プロトタイピング」を使うと、下記の作業を行なえます。

• 特定の画面上のフィールドを検証する。
• 欠落している画面や無効な対話フローの有無を調べる。
• 画面間のフローをテストする。
• 画面全体を確認する。

レポートの呼び出し

［関連メニュー］からレポート・ウィンドウを表示できます。複数のレポートを表示する場合は、［関連メニュー］を使
います。

画面への移動

画面設計では、プロシージャ・ステップにインポートしたデータ・ビューやプロシージャ・ステップからエクスポートし
たデータ・ビューの表示レイアウトを定義します。オンライン環境では、基本の表示レイアウトは画面です。バッチ環境
ではレポートです。バッチ環境では、レポートです。各画面は、１つのプロシージャ・ステップまたは単一ステップ・プ
ロシージャにユーザ・インターフェースを提供します。
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画面設計プロセスにおいて定義されるオブジェクトには、下記のおもな２つのタイプがあります。

画面 システムに関するユーザーのビュー （ほとんどのオンライン・プ
ロシージャ・ステップは画面と関連づけられています）。

テンプレート 画面の部分を定義したものです。（ビジネス・システムにわたっ
て 1 つのテンプレートを多くの画面に使用し、標準画面オブジェ
クトの定義と位置付けができます。１つまたは複数のテンプレー
トを使用して、各画面の外観を同じにすることもできます）。

画面設計の呼び出し

「画面設計」は、プロシージャ・ステップへインポートしたデータ・ビューやプロシージャ・ステップからエクスポート
したビューの視覚的なレイアウトを定義する手順です。オンライン環境でのおもな視覚的レイアウトは、画面です。バッ
チ・プロシージャ・ステップでは、画面ではなくレポートを設計します。各画面は、１つのプロシージャ・ステップまた
は単一ステップ・プロシージャにユーザ・インターフェースを提供します。

「画面設計」で定義されるオブジェクトには、おもに次の２つの種類があります。

画面 ユーザに見えるシステムのビュー（ほとんどのオンライン・プロ
シージャ・ステップは、画面に関連づけられています）。

テンプレート 画面の部分の定義（１つのテンプレートをビジネス・システムの
多くの画面で使用して、標準的な画面オブジェクトを定義、配置
してもかまいません。１つまたは複数のテンプレートを使用して
、各画面の外観を同じにすることもできます）。

ワーク・セット・リストへの移動

ワーク・セット・リストは、エンティティ・タイプに似た存在です。ワーク・セットは、プロセス、プロシージャ・ス
テップ、またはアクション・ブロックが必要とするものの、モデル内のエンティティ・タイプから取得できない情報を提
供します。

ワーク・セット内の属性は、エンティティ・タイプの属性に似た存在です。

CA Gen が提供するワーク・セットには、以下のワーク属性が表示されます。

• カウント
• 合計（実数） （Total Real）
• 合計（通貨） （Total Currency）
• 合計（整数） （Total Integer）
• パーセント （Percentage）
• 平均（実数） （Average Real）
• 平均（通貨） （Average Currency）
• 平均（整数） （Average Integer）
• フラグ
• 添字

レイアウト・サイズ

［レイアウト・サイズ］では、ウィンドウ表示アプリケーションのウィンドウ、またはダイアログ・ボックスの最大サイ
ズを決定します。

サイズは、文字セル単位で指定します。
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左、上、下の入力フィールド

この単一行入力フィールドで、下記のものの上での、左、上、下のマージンのブランク数を指定します。

• ツールバー
• ステータス･バー

ツールバーのマージンは、ウィンドウの左端から先頭のプッシュ・ボタンの左端まで、そしてツールパーに表示されてい
る最も大きいプッシュ・ボタンの上と下を計測します。

ステータス・バーのマージンは、ウィンドウの左端からステータス・バー上の先頭のリテラル、フィールド、またはプロ
ンプトの左端まで、そして最も大きい要素の上と下を計測します。

「左、上、下」の省略時解釈のマージンは、ブランク２個です。ブランク１個のサイズは、使っているフォントによって
異なります。指定したマージン・スペースの効果がわかるのは、最初の要素を追加するときです。

このフィールドで受け入れられる値は0～999ですが、指定した数が大きすぎると、ツールバーまたはステータス・バー
の最下部が、目に見える範囲から出てしまうことがあります。その場合、ツールバーまたはステータス・バーをダブルク
リックし、マージンの設定を小さくしてください。

下記のツールバーの例のマージンを比較してください。

左、上、下 = 2

左、上、下 = 20

下記のステータス・バーの例のマージンを比較してください。

左、上、下 = 2

左、上、下 = 20

LeftMouseBtnDown/Up イベント

LeftMouseBtnDown/Upイベントは、「イベント・アクション」に、画面座標のカーソル位置を渡します（下記に定
義）。このイベントで、開発者にマウス・アクションの低位のコントロールが提供されます。たとえば、左ボタンを押し
て、カスタム構成が可能なポップアップ・メニューを表示できます。
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このイベントは、すべてのコントロール、ウィンドウ、またはダイアログ・ボックスに適用されます。

下記はパラメータの書式です。

Xcoord Ycoord Ctrl+ Alt+ Shift+

パラメータの詳細は下記のとおりです。

• ウィンドウの起点は、プラットフォームに関係なく、左上に定義されます。
• すべての座標が画面座標を示します。
• 幅と高さはピクセル単位でレポートされます。
• X 座標と Y 座標は、CA Gen のタイプ NUMBER です。
• その他のすべてのパラメータは、CA Gen のタイプ TEXT です。

左かっこ

左かっこ「(」は、算術演算式で属性やリテラルをグループ化するために使用する開始かっこです。算術演算式には、左
かっこと対の右かっこ（閉じかっこ）を付けます。下記は、かっこの位置によって計算結果が異なるステートメントの例
です。２つのステートメントおいて注文量のインポート値が２の場合、１つ目のステートメントは注文量のエクスポート
値は２に設定されますが、２つ目のステートメントはゼロに設定されます。

SET export order quantity TO (3 - import order quantity) + 1

SET export order quantity TO 3 - (import order quantity + 1)

Left特性

使用法 Left ()
説明 オブジェクトの左端ロケーションを設定、または検索します。
引数 オブジェクトの左端画面列のロケーションである数値。
戻り値 この特性が戻す数値は、オブジェクトの左端画面列のロケーショ

ンです。
備考 プロンプト付きのオブジェクトでは、プロンプトとオブジェクト

の双方が移動しますが、オブジェクトに対するプロンプトの元の
位置は保たれます。

 この特性は、Application、Button、CheckBox、Drop
DownList、EnterableDropDownList、EnterableListBox
、Field、GroupBox、ListBox、ListColumnItem、ListItem、ListPermittedValue、ListRowItem、Literal、Menu、OLEArea、OLEControl、Picture、RadioButton、RadioButtonGroup、
および Window に対して使用できます。

説明文句の色

このドロップダウン・リストには、セル値と軸の凡例（マトリックスの左上隅）の表示色がリスト表示されます。省略時
解釈は薄いグレーです。

許容値の長さのメッセージ

属性の長さが許容値の許容長を超えています。テキストの最大長は32文字です。数字の最大長は18桁です。
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属性の長さを変更しかつ許容値を削除するには、「はい」を選択してください。

許容値を削除せず、かつ属性の長さを変更しない場合は、「いいえ」を選択してください。

######

属性の長さを変更すると、新しい長さに適合しない許容値が削除されます。

属性の長さを変更しかつその長さを超える許容値を削除するには「はい」を選択してください。

属性の長さを変更せずに、許容値をそのまま残すには、「いいえ」を選択してください。

Relationship Currently Exists #############

排他関係は１回しか割り当てることはできません。排他関係はすでに存在しています。

排他関係を選択解除してください。

このメッセージは、排他関係が強調表示され、「追加」または「適用」プッシュボタンが選択されている場合に出ます。

ライブラリ名（OLEオブジェクト・ブラウザ）

このライブラリのドロップダウン・リストには、オペレーティング・システムに登録されたすべてのライブラリが含まれ
ています。通常、レジストリの登録はライブラリのインストール時に行なわれます。

希望のライブラリがリストに表示されない場合には、このライブラリが、ベンダのマニュアルに従って、正しく登録され
ているかどうか確認してください。

CA Gen のライブラリは、インストールの際に自動的に登録されます。

ツリー・ビューから表に載せるオブジェクトを絞り込む

開発者は、オブジェクト名の選択基準を指定することにより、ツリー・ビュー内に表示するオブジェクト一覧表の内容を
絞り込み（つまりフィルタ）できます。

1. 「インクリメント・サブセット」ダイアログ・ボックスの下端にて、カーソルを「フィルタ」フィールド（Filter）内
に置いてください。

2. 特殊文字を含めて 32 文字までのフィルタ値を入力します。以下の手順 3 のルールを参照してください。
3. フィルタした結果の表を表示するには、希望の対話オブジェクト・タイプの左にある「+」ボックスをクリックして
ください。すると、選択されたオブジェクトが展開表示され、選択基準に該当するスコーピング・オブジェクトだけ
からなる表が現れます。

特殊文字 使い方
% （先頭または末尾のパーセント記号。ワイルド・カード文字と
も呼ばれる)

あらゆる文字列（文字列なしも含む）。
フィルタ値の先頭に置いた場合、そのリテラルに先行する任意の
文字列を表わします。
フィルタ値の末尾に置いた場合、そのリテラルの後ろに付く任意
の文字列を表わします。
フィルタ値の先頭と末尾の両方に置いた場合（%リテラル%）、
そのリテラルを任意の位置に含む任意の文字列を意味します。
注： 入力したフィルタ値の末尾に自動的に付加されます。

_ （末尾以外の下線） 任意の１文字。複数あっても可。連続しても可。フィルタ値の内
部の、末尾以外の任意の位置に置けます。

詳細情報

フィルタの例
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［リンク先］ラジオ ボタン

「リンク先」ラジオ・ボタンでは、選択したプロシージャ・ステップに自動フローがリンクすることを指定します。ウィ
ンドウまたはダイアログ・ボックスとしてインプリメントされたプロシージャ・ステップは、リンクだけできます。

GUIアプリケーションでは、「リンク先」を選択すると、１回で複数のウィンドウをオープンしておけるようになりま
す。このため「リンク先」が、GUIアプリケーションでは頻繁に使われます。

リンクが対話フロー図に存在しない場合、ナビゲーション図によってリンクが追加されます。

List Access Control Table Dump

このアクションを使用できるのは、弊社の社員のみです。お客さまは、弊社のテクニカル・サポートからの指示のもとで
のみ使用してください。

ナビゲーション図の［リスト・ボックス/テーブル・スタイル］ノード

［リスト・ボックス/テーブル・スタイル］ノードでは、特定のリスト・ボックスまたはテーブルに、行スタイルおよび
列スタイルのセル交差ポリシーを指定します。

自動オプションを選択すると、セル交差ポリシーとして［ビジネス・システム省略時表示特性］の設定が特定のリスト・
ボックスまたはテーブルに適用されます。

行スタイルは列スタイルをくつがえすオプションを設定にしている場合、リスト・ボックスまたはテーブルの行スタイル
は、列スタイルを無視します。

自動オプションを選択せず、かつ行スタイルは列スタイルをくつがえすオプションを設定にしている場合は、列スタイル
が行スタイルを無視します。

詳細情報

• リスト・ボックスおよびテーブル・ノード
• ナビゲーション・ダイアグラム表示特性における［行］ノード
• ナビゲーション図の表示特性における［列］ノード
• リスト・ボックスとテーブルにおける行および列の表示特性の指定
• 特定のリスト・ボックスに対する行カスタム表示特性の指定
• リスト・ボックス内の列に対する代替の［カスタム表示特性］の指定
• リスト・ボックスにおける列特有のカスタム表示特性の指定

 

 

Listbox Cell メソッド

使用法 Cell (Number, Number)
説明 指定されたListColumnItemを索引によって検索します。
引数 検索するオブジェクト用の有効な行索引である数値。
 オブジェクト用の有効な列索引である数値。
戻り値 このメソッドが戻すGUIオブジェクトには、その行と列に位置す

るセルの内容が格納されています。また、エラーがあればNULL
を戻します。
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Listbox CurrentCount 特性

使用法 CurrentCount ()
説明 リスト内の行数を戻します。
引数 None.
戻り値 このメソッドは、リスト内の行数を戻します。

リスト・ボックス設計

リスト･ボックスを追加するには、以下を指定します。

• グループ・インポート・ビュー
• グループ・エクスポート・ビュー
• 水平スクロール
• 複数選択
• 位置の調整
• リスト・タイプ
リスト ボックス
入力不可ドロップダウン
入力可能リスト・ボックス
入力可能ドロップダウン
固定サイズ・テーブル
可変サイズ・テーブル

• リスト･ボックスに表示したい属性

リスト・ボックス列のサイズ変更

リスト・ボックス内の列は、横方向にサイズ変更できます。このため、編集パターンを指定しなくても、列の表示サイズ
を調整できます。

横方向サイズ変更は、スペースに適用され、文字数には適用されません。たとえば、プロポーショナル・フォントでは、
文字の幅はさまざまです。"W"は"I"より幅が広くなります。このため、所定のサイズの列で、Iは10個表示できても、Wは
６つか７つしか表示できないことがあります。

編集パターンを使ってサイズ変更する利点は、体裁がよいことです。編集パターンは、表示文字数を固定数に制限しま
す。列のサイズを変更すると、表示する文字数を、列サイズ内に適合させることができます。下記の例で説明します。

複数の列が表示されているリスト・ボックスを使っているとします。スペースが狭い所
に、William、Dorothy、Christina、Carlos、Rolfという一連の名前を表示したいと仮定します。４文字の編集パターンを
指定すると、下記のように表示されます。

 ---------

|Will     |

|Doro     |

|Chri     |

|Carl     |

|Rolf     |
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 ---------

列にエグジット・パターンが指定されいてないと、同じサイズに変更されるため、表示できる文字数が増えます。下記の
ように表示されます。

 ---------

|William  |

|Dorothy  |

|Christi  |

|Carlos   |

|Rolf     |

 ---------

下記の制限は、リスト・ボックス列のサイズ変更に適用されます。

サイズ変更ボーダとして選択できるのは、列の右ボーダだけです。マウスポインタは、列のサイズ変更ボーダ上に来る
と、形状が両矢印（<->）に変わります。

列の最小サイズは、ほぼ１文字です。

サイズ変更される列の右側の列はすべて、サイズ変更の大きさにしたがってシフトします。たとえば、列のサイズを狭く
すると、その右側に表示されている列はすべて左方向にシフトします。列のサイズを広くすると、その右側に表示されて
いる列はすべて右方向にシフトします。

下記の例では、列のサイズを変更すると何が起こるか、図で説明します。

この例では、Number、First Name、Last Name の 3 列のリスト・ボックスが表示されています。属性長は下記のとおり
です。

数値 6
First Name 10
Last Name 20

  Number First Name Last Name

 --------------------------------------

| ZZZZZ9 XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX |

| ZZZZZ9 XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX |

| ZZZZZ9 XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX |

| ZZZZZ9 XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX |
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| ZZZZZ9 XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX |

 --------------------------------------

下記の例では、マウス･ポインタの形状が、両矢印（<->）に変化しています。この両矢印が、First Name列の右上のコー
ナに表示されていることがわかります。

  Number First Name Last Name

 --------------------------------------

| ZZZZZ9 XXXXXXXX<->XXXXXXXXXXXXXXXXXX |

| ZZZZZ9 XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX |

| ZZZZZ9 XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX |

| ZZZZZ9 XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX |

| ZZZZZ9 XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX |

 --------------------------------------

これで、First Name列のサイズを横方向に変更できます。下記の例では、First Name列のサイズが、元のサイズの約半分
になっています。また、Last Name列が左方向にシフトしています。

  Number First Name Last Name

 --------------------------------------

| ZZZZZ9 XXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX      |

| ZZZZZ9 XXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX      |

| ZZZZZ9 XXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX      |

| ZZZZZ9 XXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX      |

| ZZZZZ9 XXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX      |

 --------------------------------------

下記の例では、First Name列のサイズが、元のサイズの約1.5倍になっています。First Name列は、テキストなので、左
揃えされています。このため、First Name列とLast Name列との間に空白ができています。Last Name列は、右方向にず
れています。20文字のLast Nameをすべて表示するには、このリスト・ボックスのサイズを再び変更する必要がありま
す。
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  Number First Name Last Name

 --------------------------------------

| ZZZZZ9 XXXXXXXXXX      XXXXXXXXXXXXXX|

| ZZZZZ9 XXXXXXXXXX      XXXXXXXXXXXXXX|

| ZZZZZ9 XXXXXXXXXX      XXXXXXXXXXXXXX|

| ZZZZZ9 XXXXXXXXXX      XXXXXXXXXXXXXX|

| ZZZZZ9 XXXXXXXXXX      XXXXXXXXXXXXXX|

 --------------------------------------

下記の例では、Number列のサイズが、もとのサイズの約２倍になっています。Number列は、数字なので、右揃えされ
ています。ここでは、Number列とFirst Name列との間でなく、Number列の左側に余分な空白ができています。

       Number First Name Last Name

 --------------------------------------

|      ZZZZZ9 XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX|

|      ZZZZZ9 XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX|

|      ZZZZZ9 XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX|

|      ZZZZZ9 XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX|

|      ZZZZZ9 XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX|

 --------------------------------------

リスト・ボックスおよびテーブル・ノード

［リスト・ボックス/テーブル］ノードは、ビジネス・システム全体のリスト・ボックスおよびテーブルのすべての行お
よび列に対して、表示特性機能を指定できます。

このリスト・ボックスおよびテーブルでは、以下のフィールドを使用できます。

• ［リスト・ボックスに境界を表示します］
リスト・ボックスでセルの境界を表示する必要があるかどうかを指定します。省略時解釈では、リスト・ボックスは
セル境界線を表示しません。

• ［行/列表示特性］

 1124



 CA Gen - 86JP - Japanese - Japan

ビジネス・システム全体のリスト・ボックスおよびテーブルの行および列に、必ず適用するカスタム表示特性を指定
します。システムにより変更が保存され、［カスタム表示特性の選択］ダイアログ・ボックスを閉じます。2 つ以上
のカスタム表示特性が指定されている場合、カスタム表示特性は周期的に入れ替わります。
事前に［カスタム］ノードで指定されている［カスタム表示特性］のリストから、必須の特性を選択することができ
ます。リスト・ボックスおよびテーブルの行と列を設計するために、次の情報を提供できます。
– 行を入れ替えるためのカスタム表示特性セットを指定する。
– 列を入れ替えるためのカスタム表示特性セットを指定する。
– 行スタイルの入れ替えを開始する行番号を指定する。（省略時解釈の行番号は 1）。
– 列スタイルの入れ替えを開始する列番号を指定する。（省略時解釈の列番号は 1）。
– 行と列の両方のスタイルが実行時に存在する場合、交差セルに対して、列スタイルよりも行スタイルを優先するか
どうかを指定する （デフォルトでは、列スタイルよりも行スタイルが優先する）。

NOTE
注： ナビゲーション図で指定された行スタイルまたは列スタイルは、ビジネス・システムで指定されている
スタイルよりも優先されます。

NOTE
［リスト・ボックス/テーブル］で要素のカスタム表示特性を選択します。

以下の手順に従います。

1. ビジネス・システム内の［詳細］-［表示特性］を選択します。
［省略時表示特性］ダイアログ・ボックスが表示されます。

2. ［リスト・ボックス/テーブル］ノードを選択します。
［リスト・ボックス/テーブル］パネルが表示されます。

3. ［追加...］を選択してください。
［カスタム表示特性の選択］ダイアログ・ボックスが表示され、カスタム表示特性が表示されます。

4. 必要なカスタム表示特性を選択し、［了解］をクリックします。
システムにより変更が保存され、［カスタム表示特性の選択］ダイアログ・ボックスを閉じます。

5. リスト・ボックス/テーブル内の各要素に対して、手順 3 および 4 を繰り返します。
6. ［了解］をクリックして、［リスト・ボックス/テーブル］パネルを閉じます。

詳細情報

• ナビゲーション図の［リスト・ボックス/テーブル・スタイル］ノード
• ナビゲーション・ダイアグラム表示特性における［行］ノード
• ナビゲーション図の表示特性における［列］ノード
• リスト・ボックスとテーブルにおける行および列の表示特性の指定
• 特定のリスト・ボックスに対する行カスタム表示特性の指定
• リスト・ボックス内の列に対する代替の［カスタム表示特性］の指定
• リスト・ボックスにおける列特有のカスタム表示特性の指定

ListBoxes メソッド

使用法 ListBoxes ()
説明 ウィンドウ上のリスト・ボックスの集まりを検索します。
引数 None.
戻り値 このメソッドは、集まりタイプのGUIオブジェクトを返します。

この集まりには、ウィンドウ上の集まりタイプのGUIオブジェク
トがすべて含まれます。カウントがゼロになると、このメソッド
はリストを戻します。
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［リスト・ボックス・フィールド特性］ダイアログ

［リスト・ボックス・フィールドの特性］ダイアログ・ボックスでは、リスト内の属性のプロンプト、プロンプト整列、
編集パターン、文字の揃え方を指定します。

「選択インディケータ」チェック・ボックスでは、リスト内の行が選択されたとき属性が表示されるようにします。リス
トに選択インディケータとして含めることができる属性は１つだけです。選択属性は、ドメインがテキストでなければな
らず、長さ１文字でなければなりません。

NOTE
注： システムによって提供されたワーク・セット・ビューの選択文字は、反復グループ・ビューに追加して、
選択インディケータとしてマークする必要があります。詳細については、「リスト・ボックス・フィールド特
性の［選択インディケータ］」を参照してください。

各コントロールの詳細は、個々のコントロールのヘルプを参照してください。

Listbox インターフェース・オブジェクト

 

メソッド 特性
Cell アプリケーション
ListRowItems Handle
ListRowItem Listbox CurrentCount
再描画 名前
 CssClass
 ObjectType
 親（Parent）

Listbox ListRowItem メソッド

使用法 ListRowItem (Number)
説明 要求された特定の行オブジェクトを検索します。
引数 取り出される行の数である数値。
戻り値 このメソッドが戻すGUIオブジェクトには、指定された行の内

容が格納されています。数値の値が CurrentCount よりも大きい
か、1 よりも小さい場合、このメソッドは NULL を戻します。

Listbox ListRowItems メソッド

使用法 ListRowItems ()
説明 リスト内の行の集まりを戻します。
引数 None.
戻り値 このメソッドが戻すオブジェクトの集まりには、リスト内のすべ

ての行が格納されています。
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ListBox メソッド
 

使用法 ListBox (String)
説明 入力した名前のリスト・ボックス・オブジェクトを検索します。
引数 検索する入力可能リスト・ボックスの名前である文字列
戻り値 このメソッドは、指定した名前の GUI オブジェクトを返します。

オブジェクトが見つからないかエラーが発生した場合、このメ
ソッドは Null を返します。

ListColumnItem ColumnType 特性

使用法 ColumnType ()
説明 列のデータ・タイプを検索します。
引数 None.
戻り値 このメソッドが戻す文字列には、列のデータ・タイプが格納され

ています。有効な値は、「数値」"Number"、「テキスト」"Text"
、「日付」"Date"、「時刻」"Time"、「タイム・スタンプ」"Time
stamp"です。

ListColumnItem EditedValue 特性

使用法 EditedValue ()
説明 列の編集値を検索します。このメソッドは、ユーザがフィールド

に入力してから、ウィンドウの別の場所へ移動したように機能し
ます。つまり、編集はすべて実行され、変更済みのイベントがあ
れば、無効となります。

引数 None.
戻り値 このメソッドが戻す文字列は、エンド・ユーザに表示される値で

す。

ListColumnItem EditPattern 特性

使用法 EditPattern (String)
説明 列にたいする編集パターンを設定または検索します。
引数 列用の新しい編集パターンとする文字列。
戻り値 この特性は、その列の現在の編集パターンとする文字列を戻しま

す。

ListColumnItem インターフェース・オブジェクト

 

メソッド 特性
ListPermittedValues アプリケーション
再描画 ColumnType
 EditedValue
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 EditPattern
 Handle
 名前
 ObjectType
 PromptForegroundColor
 PromptHeight
 親（Parent）
 プロンプト
 PromptBackgroundColor
 PromptFontSize
 PromptFontStyle
 PromptFontType
 PromptLeft
 PromptTop
 PromptWidth
 値

ListColumnItem ListPermittedValues メソッド

使用法 ListPermittedValues ()
説明 オブジェクトに対する許容値の集まりを検索します。
引数 None.
戻り値 このメソッドが戻すオブジェクトの集まりには、列に対する許容

値のリストが格納されています。列の許容値が定義されていない
場合、メソッドは NULL を返します。

ListColumnItem Value 特性

使用法 Value ()
説明 列の値を検索します。
引数 None.
戻り値 この特性が戻すバリアント型値には、列の内容が格納されていま

す。

リスト・フィールド・ビュー

［リスト・フィールド・ビュー特性］ダイアログ ボックスでは、リスト内の属性の特性を指定します。

属性の特性は下記のとおりです。
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• エクスポート・グループ・ビュー
• エクスポート・ビュー
• ワーク・セット
• ドメイン
• 長さ
• 小数点以下桁数
• 大・小文字の識別（オンかオフ）
• 可変長（オンかオフ）

フィールドの特性は下記のとおりです。

• プロンプト
• プロンプトの位置合わせ
• 編集パターン
• 文字の揃え方

各コントロールの詳細は、個々のコントロールのヘルプを参照してください。

ListItem EditedValue 特性

使用法 EditedValue ()
説明 ListItem の編集値を設定または検索します。
引数 ListItem内の新しい編集値とする文字列。編集値の照会では、入

力は指定されません。
戻り値 この特性が戻す文字列には、リスト項目の現在の編集値が格納さ

れています。
備考 このメソッドは、ユーザがフィールドに入力してから、ウィンド

ウの別の場所へ移動したように機能します。つまり、編集はすべ
て実行され、変更済みのイベントがあれば、無効となります。値
は常にテキスト文字列として表現されます。この特性を使うこと
で、リストに値を追加できます。

ListItem インターフェース・オブジェクト

メソッド 特性
再描画 アプリケーション
 EditedValue
 Handle
 名前
 ObjectType
 親（Parent）
 Selected
 値
 Visible
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ListItem Selected 特性

使用法 Selected (String)
説明 行の選択済み状態を設定または検索します。
引数 新しい選択状態とする文字列。「真」の値は、その行が選択され

ていることを示します。行の状態を照会する場合、入力引数を指
定しません。

戻り値 この特性が戻す文字列は、リスト項目の現在の状態を示します。
「真」の値は、リスト項目が選択されていることを意味します。

備考 この特性を使うのは、リストボックスの反復グループ・ビューに
選択性が定義されている場合に限られます。

ListItem Value 特性

使用法 Value ()
説明 活動状態の値を検索します。
引数 None.
戻り値 この特性が戻すバリアント型は、ListItemの現行値です。
備考 値は常にテキスト文字列として表現されます。

ListItem Visible 特性

使用法 Visible ()
説明 行の表示状態を検索します。
引数 None.
戻り値 この特性が戻す文字列値は、オブジェクトの表示状態を示します

。「真」の値は、オブジェクトが表示状態で標準的な戻り値であ
ることを意味します。

［リスト・オカレンス・チェック・ボックス特性］ダイアログ

［リスト・オカレンス・チェック・ボックスの特性］ダイアログ・ボックスで、リスト・オカレンス・チェック・ボッ
クスの特性を指定します。リスト・オカレンス・チェック・ボックスは単一属性のビューです。このコントロールは、グ
ループ・ビューの属性のみに適用されます。

チェック・ボックスは、オンとオフの状態が切り換わります。チェック・ボックスはつねに、選択されている（オン）か
選択されていない（オフ）かのいずれかです。オン状態とオフ状態のそれぞれに対応する値がなければなりません。これ
らの値は、属性に許容値がある場合は、その属性の許容値でもかまいません。

プロシージャ・アクション図のロジックを使用して値を検査し、その値に基づいて処理を決定できます。

詳細は、個々のコントロールのヘルプを参照してください。

詳細情報

How to in Navigation Diagram
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［リスト・オカレンス入力フィールドの特性］ダイアログ

［リスト・オカレンス入力フィールドの特性］ダイアログ・ボックスでは、リスト・オカレンス入力フィールドの特性を
指定します。入力フィールドは単一属性のビューです。このコントロールは、反復グループ・ビューの属性に適用されま
す。

この特性は、入力フィールドを初めて加えるときに指定するか、またはあとでフィールドの特性を詳細に設定することに
よって指定できます。

特性として下記があります。

• フィールドの説明となるテキスト
• フィールドへの入力時に従わなければならないパターン
• フィールド内での入力位置
• 入力とフィールドの表示方法に関する考慮事項

下記の条件により、このダイアログでチェック・ボックスが活性化されます。

チェック・ボックス 活性化条件
書込み禁止 「パスワード」を選択解除します。
パスワード 「読取専用」を選択解除します。
大文字 ［属性の特性］ダイアログ・ボックスで［大・小文字の識別］属

性をマークします。

詳細は、個々のコントロールのヘルプを参照してください。

ダウンストリーム効果

ダイアログ・ボックスのモーダリティによって、GUIアプリケーションの実行中のダイアログ・ボックスの作用が決まり
ます。モーダリティの文脈では、ダイアログ・ボックスにリスト・オカレンス・フィールドがあることも作用に影響しま
す。

要約すると、モーダリティのタイプは、モーダル、モードレス単一、モードレス複数です。リスト・オカレンス・フィー
ルドは、つねに、反復グループ・ビューのデータに基づきます。グループ・ビューは反復でなければならず、リスト・
ボックスでなければなりません。

モーダリティ、リスト・オカレンス・フィールド、作用の関係を下記に示します。この説明の対象は主ダイアログ・ボッ
クス以外であり、主ウィンドウと主ダイアログ・ボックスには当てはまりません。

モーダリティがモーダルまたはモードレス単一であるダイアログ・ボックス

このタイプのダイアログ・ボックスでは、リスト・オカレンス・フィールドのデータは下記のようになります。

• プロシージャ・ステップの実行終了時に自動的に更新されます。
• つねに、リスト・ボックス内の先頭の選択行を反映します。最初の選択行が変化すると、フィールドのデータもそれ
に合わせて変更されます。

印が付いている末尾の項目が作用を表わしています。行が選択されなかった場合、ダイアログ・ボックスは自動的に閉じ
ます。アクション図ロジックまたはユーザによる対話操作によって選択を解除できます。いずれも結果は同じであり、プ
ロシージャ・ステップの実行が完了した時点でダイアログ・ボックスが閉じます。

モーダリティがモードレス複数であるダイアログ・ボックス

このタイプのダイアログ・ボックスでは、リスト・オカレンス・フィールドのデータは下記のようになります。

• ダイアログ・ボックスが初めて表示された時点の最初の選択行を反映します。
• 最初の選択行が変化しても、自動的には変更されません。

行が選択されなかった場合でも、ダイアログ・ボックスは自動的には閉じません。モードレス複数とモーダル/モードレ
ス単一とのこの違いに注意してください。
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ただし、モードレス複数ダイアログ・ボックスが閉じる条件が、２つあります。つまり下記の条件のいずれかが真の場
合、ダイアログ・ボックスは自動的に閉じます。

• リスト・ボックスの反復グループ・ビューのカージナリティが、現在表示されているデータのカージナリティより小
さい場合

• 反復グループ・ビューが空になった場合

この２条件は、条件を満たすリスト・ボックスがいくつあっても、その最初のリスト・ボックスに適用されます。たと
えば、リスト・ボックスが２つあるウィンドウがあり、各リスト・ボックスに異なる反復グループ・ビューが表示されて
いるとします。いずれかの反復グループ・ビューがいずれかの条件を満たすと、ダイアログ・ボックスは自動的に閉じま
す。

［リスト・オカレンス複数行の特性］ダイアログ

［リスト・オカレンス複数行の特性］ダイアログ・ボックスでは、複数行のテキストを入力または表示できる入力フィー
ルドの特性を指定します。テキストは1024文字までに限られます。リスト・オカレンス複数行入力フィールドは単一属
性のビューです。このコントロールは、グループ・ビューの属性のみに適用されます。

この特性は、入力フィールドを初めて加えるとき、またはあとでフィールドの特性を詳細に設定するとき指定できます。

特性として下記があります。

• フィールドの説明となるテキスト
• 入力とフィールドの表示方法に関する考慮事項

省略時条件では、リスト・オカレンス複数行入力フィールドは下記のようになります。

• 垂直スクロール・バーが表示されます。
• 折り返しされます。

下記の条件により、このダイアログでチェック・ボックスが活性化されます。

チェック・ボックス 活性化条件
水平スクロール 「折り返し」の選択を解除します。
垂直スクロール 「折り返し」を選択します。
大文字 ［属性の特性］ダイアログ・ボックスで［大・小文字の識別］属

性をマークします。

詳細は、個々のコントロールのヘルプを参照してください。

詳細情報

How to in Navigation Diagram

［リスト・オカレンス許容値表示］ダイアログ

［リスト・オカレンス許容値表示］ダイアログ・ボックスでは、許容値のプロンプトを変更できます。「プロンプト」の
ドロップダウン･リストから新しいプロンプトを選択するか、またはプロンプトを入力できます。

このダイアログ・ボックスは、リスト・オカレンスのドロップダウン・リストまたはラジオ・ボタンの許容値のみに適用
されます。

詳細情報

How to in Navigation Diagram
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［リスト・オカレンス・ラジオ・ボタンとドロップダウン・リスト特性］ダイアログ

［リスト・オカレンス・ラジオ・ボタンとドロップダウン・リスト特性］ダイアログ・ボックスには、属性の許容値が
一覧表示されます。この値は、リスト・オカレンス・ラジオ・ボタン、またはリスト・オカレンス・ドロップダウン・リ
スト内の項目としてインプリメントできます。どのコントロールも単一属性のビューを表わします。コントロールは、グ
ループ・ビューの属性のみに適用されます。

許容値のすべてまたは特定のものを選択し、ラジオ・ボタンとして加えるか、またはドロップダウン・リストに取り込む
ことができます。［すべて］プッシュ・ボタンを選択すると、すべての値にアスタリスク"*"が付きます。このアスタリ
スクは、マークされた値が、ラジオ・ボタンとして加わるか、またはドロップダウン・リストに取り込まれる対象である
ことを表わします。

下記の条件で、このダイアログのプッシュ・ボタンが活性化されます。

プッシュ ボタン 活性化条件
含める ラジオ・ボタンの場合は、選択リストから未配置の値を選択しま

す。ドロップダウン・リストの項目の場合は、リスト内の任意の
値を選択します。

削除 ラジオ・ボタンの場合は、選択リストから未配置の値を選択しま
す。ドロップダウン・リストの項目の場合は、リスト内の任意の
値を選択します。

特性 選択リスト内の任意の値を選択します。
移動 ラジオ・ボタンの場合は、選択リストから未配置の値を選択しま

す。（1 つ以上の値が配置されると、ラジオ・ボタンで移動は使
用できなくなります。）ドロップダウン・リストの項目には、リ
スト内の任意の値を選択します。

詳細は、個々のコントロールのヘルプを参照してください。

詳細情報

How to in Navigation Diagram

ListPermittedValue EditedValue 特性

使用法 EditedValue ()
説明 EnterableListBoxの編集値を検索します。
引数 None.
戻り値 この特性が戻す文字列には、現在の編集値が格納されています。
備考 値は常にテキスト文字列として表現されます。

ListPermittedValues インターフェース・オブジェクト

 

メソッド 特性
再描画 アプリケーション
 Handle
 名前
 ObjectType
 親（Parent）
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［リストの特性］ダイアログ

［リストの特性］ダイアログでは、リストの性質を指定します。

下記に示すタイプのリストをインプリメントできます。

• リスト・ボックス
• 入力不可ドロップダウン・リスト
• 入力可能リスト・ボックス
• 入力可能ドロップダウン
• 固定サイズ・テーブル
• 可変サイズ・テーブル

リストとともに使用できるのは、反復グループ・ビューのもとの、エンティティ・ビューだけです。エンティティ・
ビューから属性ビューのリストが表示されます。どのリストも多重反復グループ・ビューをサポートしません。

リスト・ボックスには、異なるエンティティ・タイプのエンティティ・ビューからの属性ビューを組み合わせて入れるこ
とができます。それ以外の３つのタイプのリストには、１つの属性ビューしか入れられません。

「インポートとエクスポート・ビュー」のドロップダウン・リストには、プロシージャ・ステップに対して定義されたす
べての反復グループ・ビューが入ります。

リスト・ボックス内の列は、横方向にサイズ変更できます。このため、編集パターンを指定しなくても、列の表示サイズ
を調整できます。

NOTE
注： 別のエンティティ・タイプの属性にも同じプロンプトがある場合は、プロンプトが重複しないようにして
から属性をリスト・ボックスに組み込みます。

リストのプロンプトは、背景エリア内で折り返して表示されます。（背景は、周囲のボックスに影響を与えます）。プロ
ンプトの背景エリアのサイズを調整することにより、複数行のプロンプトを作成できます。

固定サイズ・テーブルと可変サイズ・テーブル

固定サイズ・テーブルおよび可変サイズ・テーブルは、Java Web 生成環境および ASP.NET 環境でのみサポートされて
います。  これらのテーブルが Windows GUI アプリケーション用に生成されると、テーブルは設計段階で高さが定義さ
れた標準リスト・ボックスとして表示されます。

固定サイズ・テーブルのサイズは設計段階で指定されます。固定サイズで表示可能な行の数のみが表示されます。設計時
にテーブルの下に配置されたコントロールは、実行時には移動しません。

可変サイズ・テーブルは、関連のグループ・ビューの行数に合わせて拡張できます。設計時に可変サイズ・テーブルの下
に配置されたコントロールは、テーブルのサイズに合わせて下方向に移動します。設計時に指定したテーブルとその他の
コントロール間の距離は、実行時に維持されます。設計時に可変サイズ・テーブルの左側または右側に配置されたコント
ロールは、実行時に移動しません。  設計時に、Windows GUI 目標環境内の対応するリスト・ボックスの高さを定義する
行が、可変サイズ・テーブルに表示される場合があります。  ただし、実行時に Web 生成環境または ASP.NET 環境の可
変サイズ・テーブルに読み込むデータがない場合、可変サイズ・テーブルに行は表示されません。アプリケーションが
GUI Windows 環境およびブラウザ・ベース環境の両方を目標にする場合は、この違いを考慮します。

［ボーダの表示］チェック・ボックスは、固定サイズ・テーブルと可変サイズ・テーブルにセル・ボーダを表示するかど
うかを指定します。セル境界線のリスト・ボックスへの表示を指定する方法については、［ビジネス・システム省略時解
釈］の「［Web 特性］ダイアログ・ボックス」を参照してください。

リストまたはテーブルの表示を変更するコントロール
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以下の条件により、このダイアログ・ボックスのコントロールが使用可能になります。

制御 活性化条件
Add ビューに属性を追加できます。
イベント 列が選択されているときに実行されるイベントを指定できます。
水平スクロール テーブルの下端にスクロール・バーが示されます。
単一選択/複数選択/拡張選択 テーブル内での選択のタイプを指定します。拡張選択を使用する

と、ユーザは1行を選択してから、ShiftキーまたはCtrlキーを押し
たまま、1行以上の追加の行を選択できます。

ボーダの表示 固定サイズ・テーブルと可変サイズ・テーブルに垂直または水平
のセル・ボーダを表示するかどうかを指定します。

位置の調整 リスト・ボックスまたはテーブルの下部に部分的に行を表示する
かどうかを指定します。  確認時には、最後の行は部分的な表示
になりません。  このチェック・ボックスは、Web 生成目標環境
のリスト・ボックスまたはテーブルに影響しません。

以下のコントロールは、一定の条件下でのみ使用可能です。

制御 活性化条件
取り込み、特性、移動およびイベント 属性を選択リストで選択。
削除 配置された属性、または配置にマークされた属性を、選択リスト

で選択。

リストとリスト・オカレンスの概念

リスト

リスト・オカレンスについて説明する前に、リストについて触れておく必要があります。リストは、ナビゲーション図
ツールで、［編集］プルダウンの「リスト・ボックス追加」アクションでインプリメントします。リストには、反復グ
ループ・ビューの属性ビューが表示されます。反復グループ・ビューがネストされている場合、リストには内側のレベル
のビューのみを表示できます。外側のレベルは対象になりません。

リスト・ボックス、または入力不可ドロップダウン・リスト内の属性ビューでは、直接データを追加したり変更したりで
きません。（入力可能リスト・ボックスおよびドロップダウン・リストはこのディスカッションの最後に示されます）。
データベース、またはアクション図にはデータを追加および変更できます。そのあと、データベースまたはアクション図
からリストを更新できます。

属性ビューのデータを変更したくても、それを直接にはリスト・ボックスに入力できません。リストの属性ビューを変更
するには、その属性ビュー用のリスト・オカレンスを作成してください。

リスト オカレンス

リスト・オカレンスとは、リストから選択された属性ビューをいいます。１つのリスト・オカレンスは、１つの属性
ビューの１つの単一オカレンスを表わします。リスト・オカレンスのデータは、データベースまたはアクション図に追加
したり、そのデータによって元のデータを更新したりできます。そのあと、データベースまたはアクション図に基づいて
リストを更新できます。

下記に示すタイプのリスト・オカレンスをインプリメントできます。

• 入力フィールド
• チェック・ボックス
• ラジオ・ボタン
•  ドロップダウン・リスト
•  複数行入力フィールド
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リスト・オカレンスは、リストが表示されるウィンドウまたはダイアログ・ボックスとは別の、ダイアログ・ボックスに
作成しなければなりません。

入力可能リスト・ボックスとドロップダウン・リストを使うと、属性ビューに値を追加できます。ただし、これが可能な
のは、反復グループ・ビューが最大カージナリティに達していない場合だけです。アクション図のロジックによってカー
ジナリティを監視し、サイズの余裕がある場合にのみ追加できるようにする必要があります。そのため、入力不可リス
ト・ボックスとドロップダウン・リストをインプリメントする方がよい場合もあります。どちらを選択するかは、プロセ
ス/プロシージャ・アクション図とアプリケーションの設計によって異なります。

例

リスト・ボックス内の列は、横方向にサイズ変更できます。このため、編集パターンを指定しなくても、列の表示サイズ
を調整できます。

横方向サイズ変更は、スペースに適用され、文字数には適用されません。たとえば、プロポーショナル・フォントでは、
文字の幅はさまざまです。"W"は"I"より幅が広くなります。このため、所定のサイズの列で、Iは10個表示できても、Wは
６つか７つしか表示できないことがあります。

編集パターンを使ってサイズ変更する利点は、体裁がよいことです。編集パターンは、表示文字数を固定数に制限しま
す。列のサイズを変更すると、表示する文字数を、列サイズ内に適合させることができます。下記の例で説明します。

複数の列が表示されているリスト・ボックスを使っているとします。スペースが狭い所
に、William、Dorothy、Christina、Carlos、Rolfという一連の名前を表示したいと仮定します。４文字の編集パターンを
指定すると、下記のように表示されます。

 ---------

|Will     |

|Doro     |

|Chri     |

|Carl     |

|Rolf     |

 ---------

列にエグジット・パターンが指定されいてないと、同じサイズに変更されるため、表示できる文字数が増えます。下記の
ように表示されます。

 ---------

|William  |

|Dorothy  |

|Christi  |

|Carlos   |
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|Rolf     |

 ---------

下記の制限は、リスト・ボックス列のサイズ変更に適用されます。

• サイズ変更ボーダとして選択できるのは、列の右ボーダだけです。マウス・ポインタは、列のサイズ変更ボーダ上に
来ると、形状が両矢印（<->）に変わります。

• 列の最小サイズは、ほぼ１文字です。

サイズ変更される列の右側の列はすべて、サイズ変更の大きさにしたがってシフトします。たとえば、列のサイズを狭く
すると、その右側に表示されている列はすべて左方向にシフトします。列のサイズを広くすると、その右側に表示されて
いる列はすべて右方向にシフトします。

下記の例では、列のサイズを変更すると何が起こるか、図で説明します。

この例では、Number、First Name、Last Name の 3 列のリスト・ボックスが表示されています。属性長は下記のとおり
です。

数値 6
First Name 10
Last Name 20

  Number First Name Last Name

 --------------------------------------

| ZZZZZ9 XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX |

| ZZZZZ9 XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX |

| ZZZZZ9 XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX |

| ZZZZZ9 XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX |

| ZZZZZ9 XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX |

 --------------------------------------

下記の例では、マウス･ポインタの形状が、両矢印（<->）に変化しています。この両矢印が、First Name列の右上のコー
ナに表示されていることがわかります。

  Number First Name Last Name

 --------------------------------------

| ZZZZZ9 XXXXXXXX<->XXXXXXXXXXXXXXXXXX |

| ZZZZZ9 XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX |
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| ZZZZZ9 XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX |

| ZZZZZ9 XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX |

| ZZZZZ9 XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX |

 --------------------------------------

これで、First Name列のサイズを横方向に変更できます。下記の例では、First Name列のサイズが、元のサイズの約半分
になっています。また、Last Name列が左方向にシフトしています。

  Number First Name Last Name

 --------------------------------------

| ZZZZZ9 XXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX      |

| ZZZZZ9 XXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX      |

| ZZZZZ9 XXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX      |

| ZZZZZ9 XXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX      |

| ZZZZZ9 XXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX      |

 --------------------------------------

下記の例では、First Name列のサイズが、元のサイズの約1.5倍になっています。First Name列は、テキストなので、左
揃えされています。このため、First Name列とLast Name列との間に空白ができています。Last Name列は、右方向にず
れています。20文字のLast Nameをすべて表示するには、このリスト・ボックスのサイズを再び変更する必要がありま
す。

  Number First Name Last Name

 --------------------------------------

| ZZZZZ9 XXXXXXXXXX      XXXXXXXXXXXXXX|

| ZZZZZ9 XXXXXXXXXX      XXXXXXXXXXXXXX|

| ZZZZZ9 XXXXXXXXXX      XXXXXXXXXXXXXX|

| ZZZZZ9 XXXXXXXXXX      XXXXXXXXXXXXXX|

| ZZZZZ9 XXXXXXXXXX      XXXXXXXXXXXXXX|

 --------------------------------------
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下記の例では、Number列のサイズが、もとのサイズの約２倍になっています。Number列は、数字なので、右揃えされ
ています。ここでは、Number列とFirst Name列との間でなく、Number列の左側に余分な空白ができています。

       Number First Name Last Name

 --------------------------------------

|      ZZZZZ9 XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX|

|      ZZZZZ9 XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX|

|      ZZZZZ9 XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX|

|      ZZZZZ9 XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX|

|      ZZZZZ9 XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX|

 --------------------------------------

ListRowItem DisplayAtTop 特性

使用法 DisplayAtTop (String)
説明 行の「リストでトップ表示される」"Display at top of the list"状態

を、設定または検索します。
引数 列に対する新しい表示状態を示す文字列。「真」の値は、その行

の状態が「リストでトップ表示される」ということです。行の状
態を照会する場合、入力引数を指定しません。

戻り値 この特性が戻す文字列は、行の現在の状態を示します。「真」の
値は、行の状態が「リストでトップ表示される」であるというこ
とです。

備考 このメソッドが有効なのは、リストボックス内の反復グループ・
ビューに選択性が定義されている場合に限られます。

ListRowItem インターフェース・オブジェクト

 

メソッド 特性
ListColumnItem アプリケーション
ListColumnItems DisplayAtTop
Handle
再描画 名前
 ObjectType
 親（Parent）
 Selected
 Visible
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ListRowItem ListColumnItem メソッド

使用法 ListColumnItem (Number)
説明 このリスト列項目の指定された列項目を検索します。
引数 検索対象の列である数値。
戻り値 このメソッドが戻すGUIオブジェクトには、列の内容が格納され

ています。「数値」の値が1よりも小さいか列の数値よりも大き
い場合、このメソッドはNULLを戻します。

備考 このメソッドを使うことで、列に対する直接の索引付けとして使
えます。

ListRowItem ListColumnItems メソッド

使用法 ListColumnItems ()
説明 リスト内の項目の集まりを検索します。
引数 None.
戻り値 このメソッドが戻すオブジェクトの集まりには、リスト内の列が

格納されています。

ListRowItem Selected 特性

使用法 Selected (String)
説明 行の選択済み状態を設定または検索します。
引数 行項目の新しい選択済み状態である文字列。状態を照会する場合

、入力引数を指定しません。
戻り値 この特性が戻す文字列は、行の選択済み状態を示します。「真」

の値は、行項目が選択されているということです。
備考 このメソッドが有効なのは、リストボックス内の反復グループ・

ビューに選択性が定義されている場合に限られます。

ListRowItem Visible 特性

使用法 Visible ()
説明 行の表示状態を検索します。
引数 None.
戻り値 この特性が戻す「真」の値は、行項目が表示状態であることを示

します。

「リスト特性」の「リスト・タイプ」

「リスト・タイプ」では、作成するリストのタイプを、下記のいずれかに指定します。

• リスト・ボックス
• 入力不可ドロップダウン・リスト
• 入力可能リスト・ボックス
• 入力可能ドロップダウン
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異なるエンティティ・タイプのエンティティ・ビューからの属性を組み合わせて入れることができるのは、リスト・ボッ
クスだけです。属性ビューがリスト・ボックス内の列になり、属性のプロンプトが列のヘディングになります。属性と
して、任意の有効な CA Gen ドメイン（数値、テキスト、日付など）を指定できます。 VARCHAR 属性が含まれている
場合、列幅は、テキスト・フィールド（255 文字）の最大の固定長サイズに制限されています。エンティティ・ビューは
すべて同じレベルの同じ反復グループ・ビューに属す必要があります。つまり、どのエンティティ・ビューも、ほかの
ビューに従属する（多重にする）ことができません。リスト・ボックスには、選択インディケータ（以下の説明を参照）
も割り当てる必要があります。割り当てないと、一貫性検査をした際に警告が出ます。

リスト・ボックス、または入力不可ドロップダウン・リスト内の属性ビューでは、直接データを追加したり変更したりで
きません。データベースまたはアクション図には、データを追加および変更できます。そのあと、データベースまたはア
クション図からリストを更新できます。リスト内の属性ビューを変更するには、その属性ビューのリスト・オカレンスを
作成してください。リスト・オカレンスとは、リストから選択された属性ビューをいいます。１つのリスト・オカレンス
は、１つの属性ビューの１つの単一オカレンスを表わします。

リスト・オカレンスの作成は、リストが発生するウィンドウでもダイアログ・ボックスでもない、別のダイアログ・ボッ
クス上でしなければなりません。

入力可能リスト・ボックスと入力可能ドロップダウン・リストでは、１つの属性ビューに１つの値を追加できます。こ
れができるのは、反復グループ・ビューが最大カージナリティに達していない場合だけです。アクション図のロジックに
よってカージナリティを監視し、サイズの余裕がある場合にのみ追加できるようにする必要があります。このため、入力
不可リスト・ボックスや入力不可ドロップダウン・リストをインプリメントするようユーザが希望する場合があります。
どちらを選択するかは、アクション図とアプリケーションの設計によって異なります。

NOTE
注： クリック・イベントとダブルクリック・イベントは、リスト・ボックスまたはリスト・ボックス・フィー
ルドに適用されます。「変更」イベント（Change）は、それ以外の３タイプのリストに適用されます。

選択インディケータ

 選択インディケータとは、リスト内で行が選択されていることを示す属性ビューをいいます。属性ビューには下記のよ
うな制限があります。

• リスト・ボックス内のほかの属性ビューと同じレベルのエクスポート反復グループ・ビューに属していなければなり
ません。反復グループ・ビューはネストできない。

• 属性を、テキストのドメインとその長さで定義しなければなりません。

ワーク・ビューは、選択インディケータの属性をインプリメントする効果的な方法の１つです。

リスト内で行を選択すると、ウィンドウ・マネージャが選択インディケータの属性ビューに、自動的にアスタリス
ク"*"１つを付けます。選択された行の属性ビューごとに１つのアスタリスクが適用されます。リストが複数の列のある
リスト・ボックスの場合は、選択した行にある各列が選択状態で表示されます。

アクション図のロジックは、この選択インディケータを使って、リスト内のどの属性が選択されているのかを判断できま
す。そのあとで、ロジックは適切な処理を実行できます。

例で説明します。FLAGという属性を持つINSELECT IEF_SUPPLIEDというワーク・セットを作成したと仮定しま
す。FLAGはリスト・ボックスの選択インディケータです。リスト・ボックスには、「顧客」（customer）、「番号」
（number）、「都市」（city）という列があります。

このアクション図は顧客のエンティティ・ビューに対してREAD EACHを実行します。リスト・ボックス内で選択された
顧客、番号、都市は、FLAG内にアスタリスクが入ります。選択された行で変更を実行するアクション図のロジックは、
下記のようにインプリメントできます。

+- CASE change

| ---

| +-- FOR EACH retrieved
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| | -- IF inselect ief_supplied flag IS NOT EQUAL TO SPACES

| | | MOVE in customer TO flow_passed customer

| <------ESCAPE

| | ---

| ---

| EXIT STATE IS perform_change

---

同様に、選択インディケータを使ってリスト・ボックス内の属性を事前に選択することもできます。ウィンドウまたは
ダイアログ・ボックスが表示されたときに、リスト・ボックスは事前に選択された行を表示できます。アクション図のロ
ジックは、アスタリスクを選択インディケータに設定しなければなりません。上記の例を続けると、ステートメントは下
記のようになります。

SET inselect ief_supplied flag TO "*"

選択インディケータの指定は、［リスト・ボックス・フィールド特性］ダイアログ・ボックスで行ないます。選択リスト
内で属性を選択してから［定義］プッシュ・ボタンを選択すると、このダイアログが表示されます。

Literal インターフェース・オブジェクト

アプリケーション

メソッド 特性
再描画 アプリケーション
 BackgroundColor
 CssClass
 Enabled
 Focus
 FontSize
 FontStyle
 FontType
 前景色
 Handle
 Height
 Left
 Literal Value
 名前
 ObjectType
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 親（Parent）
 Top
 Visible
 Width

Literal メソッド

使用法 Literal (String)
説明 入力した名前のテキスト・オブジェクトを検索します。
引数 検索するリテラル・オブジェクトの名前である文字列
戻り値 このメソッドは、指定した名前の GUI オブジェクトを返します。

オブジェクトが見つからないかエラーが発生した場合、このメ
ソッドは Null を返します。

リテラル特性

「リテラル特性」複数行入力フィールドで、リテラルを指定します。

下記の２方法を使って複数行リテラルを作成できます。

• リテラルを１行として入力し、「垂直センタリング」チェック・ボックスを選択解除してください。「了解」を選択
してリテラルを作成してください。リテラルの枠線の左右を縮めてください。行が枠線のサイズに調整され、複数行
が表示されます。

• 希望する長さで各行を入力し、Enterキーを押してください。Enterキーを押した位置が各行の末尾になり、カーソル
が次行の先頭に移動します。「垂直センタリング」チェック・ボックスを選択解除してください。複数行リテラルは
垂直センタリングできません。

［リテラルの特性］ダイアログ

［リテラルの特性］ダイアログ・ボックスはリテラルを定義します。リテラルは、１行でも複数行でもかまいません。ま
た、背景エリア内で垂直/水平にセンタリングできます。（背景は、枠線として表示されます。）背景エリアをリテラル
に合わせたサイズにできます。

詳細は、個々のコントロールのヘルプを参照してください。

 

Literals メソッド

使用法 Literals ()
説明 ウィンドウ上のテキスト・リテラルの集まりを検索します。
引数 None.
戻り値 このメソッドは、集まりタイプのGUIオブジェクトを返します。

この集まりには、ウィンドウ上の集まりタイプのGUIオブジェク
トがすべて含まれます。カウントがゼロになると、このメソッド
はリストを戻します。

［リテラル・テキスト]ダイアログ

［リテラル・テキスト］ダイアログ・ボックスでは、このパネルにリテラルの語句を入力することにより、リテラル（テ
キストまたは記号からなる固定情報）を作成し、画面に配置できます。
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複数のプロシージャ・ステップを含めてパッケージング時に定義したロード・モジュールの場合、ロード・モジュール内
のすべての画面は、画面上の先頭リテラルとして、ユニークな識別文字列を持つ必要があります。このリテラルは、画面
の先頭行になければならず、トランザクションの後でなければなりません。

特殊フィールド・パネルIDの場合、画面生成時にパネルIDを、画面のメンバ名と同等のリテラルに割り当てます。このパ
ネルIDを非表示にするには、表示輝度を暗（Dark）に変更してください。

詳細は、個々のコントロールのヘルプを参照してください。

リテラルの例として、画面の一番上に表示されるタイトルとサブタイトルがあります。

CA Gen Marketing System

Sales Order Maintenance

プロンプト

［活動状態の言語のリテラル・テキスト］ダイアログ・ボックスでは、このパネルにリテラルの語句を入力することによ
り、リテラル（テキストまたは記号からなる固定情報）を作成できます。リテラルは、指定した言語で現れます。

アクティブ言語のリテラル・テキストを指定するには、下記のことを実行してください。

1. 省略時言語では、リテラル・テキストの作成と位置設定を行なってください。
2. 言語定義アクションを使って、指定した言語に変更してください。
3. アクティブ言語のリテラル・テキストを入力するために、リテラルの特性を詳細化してください。

複数のプロシージャ・ステップを含めてパッケージング時に定義したロード・モジュールの場合、ロード・モジュール内
のすべての画面は、画面上の先頭リテラルとして、ユニークな識別文字列を持つ必要があります。このリテラルは、画面
の先頭行になければならず、トランザクションの後でなければなりません。

特殊フィールド・パネルIDの場合、画面生成時にパネルIDを、画面のメンバ名と同等のリテラルに割り当てます。このパ
ネルIDを非表示にするには、表示輝度を暗（Dark）に変更してください。

詳細は、個々のコントロールのヘルプを参照してください。

ほかの言語でサイズ変更されたプロンプト/リテラル

もしユーザが、ある言語にてプロンプトまたはリテラルのサイズを決め、次に別の言語にかえてからそのサイズを変更し
たとします。その場合、その後は大きい方のサイズが有効です。下記の例で説明します。

デフォルトの言語とフランス語という 2 種類の言語を使用できるとします。言語Ａにて25文字の長さのリテラルを設け
たとします。次に言語Ｂにてその長さを10文字に縮めたとします。この場合、画面設計図ツールにおけるそのリテラル
の長さは10です。

ところが、そのリテラルを選択して複写か移動をしようとすると、そのリテラルを囲む枠は長さが25文字のままです。
つまり、そのリテラルのために確保されている領域は大きいままです。このことが、2言語間を行き来する際に領域の問
題が起こることを防いでいます。

25文字の長さのリテラルを使っている場合にのみ、10文字の長さのリテラルを指定できることに注意してください。た
とえば、他のフィールドでは、25文字の長さのリテラルを使っている場合以外は、10文字の長さのリテラルを指定でき
ません。

リテラル・テキスト名

テキストは、画面上に表示される静的テキストを入力する入力フィールドです。テキスト長は、255文字以下でなければ
なりません。

 

［活動状態の言語のリテラル・テキスト］ダイアログ

［活動状態の言語のリテラル・テキスト］ダイアログ・ボックスでは、このパネルにリテラルの語句を入力することによ
り、リテラル（テキストまたは記号からなる固定情報）を作成できます。リテラルは、指定した言語で現れます。
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アクティブ言語のリテラル・テキストを指定するには、下記のことを実行してください。

1. 省略時言語では、リテラル・テキストの作成と位置設定を行なってください。
2. 言語定義アクションを使って、指定した言語に変更してください。
3. アクティブ言語のリテラル・テキストを入力するために、リテラルの特性を詳細化してください。

複数のプロシージャ・ステップを含めてパッケージング時に定義したロード・モジュールの場合、ロード・モジュール内
のすべての画面は、画面上の先頭リテラルとして、ユニークな識別文字列を持つ必要があります。このリテラルは、画面
の先頭行になければならず、トランザクションの後でなければなりません。

特殊フィールド・パネルIDの場合、画面生成時にパネルIDを、画面のメンバ名と同等のリテラルに割り当てます。このパ
ネルIDを非表示にするには、表示輝度を暗（Dark）に変更してください。

詳細は、個々のコントロールのヘルプを参照してください。

リテラルの例として、画面の一番上に表示されるタイトルとサブタイトルがあります。以下に例を示します。

CA Gen Marketing System

Sales Order Maintenance

ほかの言語でサイズ変更されたプロンプト/リテラル

もしユーザが、ある言語にてプロンプトまたはリテラルのサイズを決め、次に別の言語にかえてからそのサイズを変更し
たとします。その場合、その後は大きい方のサイズが有効です。下記の例で説明します。

デフォルトの言語とフランス語という 2 種類の言語を使用できるとします。言語Ａにて25文字の長さのリテラルを設け
たとします。次に言語Ｂにてその長さを10文字に縮めたとします。この場合、画面設計図ツールにおけるそのリテラル
の長さは10です。

ところが、そのリテラルを選択して複写か移動をしようとすると、そのリテラルを囲む枠は長さが25文字のままです。
つまり、そのリテラルのために確保されている領域は大きいままです。このことが、2言語間を行き来する際に領域の問
題が起こることを防いでいます。

25文字の長さのリテラルを使っている場合にのみ、10文字の長さのリテラルを指定できることに注意してください。た
とえば、他のフィールドでは、25文字の長さのリテラルを使っている場合以外は、10文字の長さのリテラルを指定でき
ません。

Literal Value特性

使用法 Value (String)
説明 テキスト・リテラルを設定または検索します。
引数 新しいテキスト・リテラルにする文字列。
戻り値 この特性が戻す文字列には、リテラルの現行テキスト値が格納さ

れています。

ロード・モジュール・エラー

CA Gen が有効と認識できない名前が入力されました。各国語の文字は入力できません。

バッチ・プロシージャ・ステップのロード・モジュール

ここではバッチ・プロシージャ・ステップのロード・モジュール名を指定します。ロード・モジュールは、バッチ・マ
ネージャと同じ名前でなければなりません。生成ツールでバッチ・オブジェクトを表示する場合、バッチ・ロード・モ
ジュールには「バッチ・マネージャ」（Batch Mangr）というラベルが付いています。

バッチ・プロシージャの場合、各プロシージャ・ステップは、同じロード・モジュールにパッケージングしなければなり
ません。
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PSB 名には以下の制限事項があります。

• 英文字と数字が使えます。
• 先頭文字は英文字ある必要があります。
• 空白文字および下線文字は使用できません。ほかの特殊文字は使えません。
• 名前の長さは、8 文字以内である必要があります。
• ロード・モジュール名はビジネス・システム内で一意でなければなりません。

［ロード・モジュール・トランコード］ダイアログ

［ロード・モジュール・トランコード］ダイアログ・ボックスには、パッケージングに利用できるすべてのトランザク
ション・コードの選択リストが表示されます。この選択リストに何もない場合、トランザクション・コードが１つも作成
されていません。［追加］プッシュ・ボタンを選択し、トランザクション・コードを選択リストに追加してください。

（コードをクリア・スクリーン・トランザクション・コードと対話フロー・トランザクション・コードのどちらにするか
は、パッケージングで指定します。プロシージャ・ステップの特性を詳細化してください）。

トランザクション・コードは、このダイアログで削除や名前変更ができます。

詳細は、個々のコントロールのヘルプを参照してください。

ロード・モジュールのタイプ

ここでは協調処理アプリケーションのロード・モジュールのタイプを指定します。選択肢は、サーバ・マネージャとウィ
ンドウ・マネージャ（クライアント・マネージャ）です。

サーバ・マネージャとウィンドウ・マネージャは最高司令官として働きます。おもな働きは、プロシージャ・ステップ間
のフローの制御と、ターミナルからの入出力の扱いと、実行時のコンテキストの保守です。

サーバ・マネージャ・ロード・モジュールに含めることができるのは画面なしのプロシージャ・ステップだけです。一
方、ウィンドウ・マネージャ・ロード・モジュールには、画面の有無にかかわらず、オンライン・プロシージャ・ステッ
プならどれをも含めることができます。

アップストリーム効果

どんな対話設計図を作るかが、協調パッケージング時に何ができるかを大きく左右します。たとえば、DLGで、プロ
シージャ・ステップに画面（スクリーン）を持たせるかどうかを指定します。これらの非表示のプロシージャ・ステップ
は、サーバ・マネージャ・ロード・モジュールに含めることができます。

ウィンドウ・マネージャ側がサーバ・マネージャとのやりとりを開始し、その逆は起きません。したがって、ウィンド
ウ・マネージャからサーバ・マネージャへのフローはすべて、先実行型のリンク型フローでなければなりません。また
サーバ・マネージャ内のプロシージャ・ステップは、フローがウィンドウ・マネージャに戻るようなエグジット・ステー
トを必ず設定しなければなりません。

［イベントの位置づけ］ダイアログ

［イベントに位置づけ］ダイアログ・ボックスでは、プロシージャ・ステップ・ロジックに追加したイベント・アクショ
ン・リストの表示、および表示するイベント・アクションの選択ができます。

ロケーション

「ロケーション」では、物理的な位置の名前を付けます。

ロケーションの名前は、最大 32 文字の英数字です（入力必須）。ロケーションの名前は、最大32文字（半角）で、特殊
文字は使えません。
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ロケーション（「スクロール値」）

データ内の所定の位置にスクロールするため、値とアクセレレータ・キーを指定してください。ロケーションのための省
略時アクセレレータ・キーは「L」です。Lは何行目にスクロールするかを示す数値と組み合わせて使います。

［ロケーションの特性］ダイアログ

［ロケーションの特性］ダイアログで、物理タイプのロケーションを洗い出します。

Logiconエラー・メッセージ

ダイアグラムをオープンしようとして、エラーが起きました。このダイアグラムはオープンされません。Enter を選択す
れば、順々に自動オープンがなされます。

Logicon ######### - 3301 ###

ダイアグラムをオープンしようとして、エラーが起きました。このダイアグラムは3301ルールの制約を受けているから
です。このダイアグラムはオープンされません。Enter を選択すれば、順々に自動オープンがなされます。

ログオン

パスワードが必要です。正しいパスワードを入力してください。

入力を 2 回間違えると、CA Gen は停止します。

長いモデル名エラー・メッセージ

CHECKOUT.TRN ファイルの長いモデル名は、オープン・モデル内のそれと一致していなければなりません。モデルの
転送先が正しくてかつモデル名を正しくキー・インしたことを確認してください。

ルーズ・アクティビティ色

このドロップダウン・リストには、マトリックス上の複数のクラスタに「ルーズに」関連しているアクティビティの表示
色がリスト表示されます。「ルーズ・アクティビティの指定」を選択することにより、ルーズ・アクティビティを指定色
で強調表示してください。省略時解釈は濃い緑です。

小文字から大文字への変換テーブル名

定義する言語の小文字から大文字への変換で使う変換テーブル名を指定してください。変換テーブル名は最大８文字で
す。このフィールド内のデータは、ブロック・モード・アプリケーションの開発時にだけ使われます。

小文字から大文字への変換テーブル

ブロック・モード・アプリケーションでのデータの小文字から大文字への変換では、ユーザ・エグジットTIRUPPRに
コード化されている変換テーブルが使われます。引き渡し時に、エグジットにはDEFAULTという１つのテーブルが含ま
れ、このテーブルにはラテン・アルファベット（a-z）の26文字が含まれています。このテーブルを拡張することも、ラ
テン・アルファベット以外を含むテーブルを追加することもできます。追加する場合は各テーブルに一意の名前をつけて
ください。また、DEFAULTテーブルをラテン・アルファベット以外の言語の変換テーブルにすることもできます。

詳細については、大文字変換のユーザ・エグジット TIRUPPR.C を参照してください。このファイルは、CA Gen と同じ
サブディレクトリにインストールされています。

MAKE

MAKEは、画面フィールドとウィンドウ・コントロールの表示特性を、アクション図から設定します。MAKEは、オンラ
イン・プロシージャにのみ適用されます。

 1147



 CA Gen - 86JP - Japanese - Japan

MAKEを使えば、たとえば、フィールドとコントロールの、表示特性を、省略時のエラー特性に設定できます。（エ
ラー・デフォルトはビジネス・システムの省略時解釈で指定します。）逆に、省略時のエラー特性を別の表示特性に変更
することもできます。

NOTE
注： MAKE は、設計時のプロシージャ・ステップでのみアクティブ状態になります。分析段階のアクション・
ブロックおよびプロセス・アクション図ではアクティブ状態になりません。MAKE ステートメントをドロップ
ダウン リストまたは入力可能リストに追加する場合は、それらのリストが空でないことを確認してください。

下記の例では、表示特性に省略時のERROR値を設定するときに使うMAKEステートメントを示しています。エグジッ
ト・ステートで顧客が見つからなかった場合、顧客名のフィールドまたはコントロールにエラーが表示されます。

 -- IF EXIT STATE IS EQUAL TO customer_not_found

| MAKE export customer name ERROR

 ---

この例は、顧客名の表示特性に、ある特定の1組の特性を明示的に設定するMAKEステートメントです。

MAKE export customer name Unprotected High Intensity

Underscored Containing Cursor

GUIアプリケーションにおけるMAKEステートメントのダウンストリーム効果

MAKE ステートメントが GUI アプリケーションに与える効果は、ブロック・モード・アプリケーションに与える効果と
は異なります。おもな違いは、ウィンドウやダイアログ・ボックスがオープンされ続けている限り、そのプロシージャ・
ステップを何度実行しても MAKE による設定効果が存続するということです。他方、ブロック・モード・アプリケー
ションにおいては、ある画面のプロシージャ・ステップを再実行すると、すべてのフィールドが通常の特性にリセットさ
れます。

GUIアプリケーションにてコントロールを通常の特性にリセットする方法は２つあります。

• MAKE NORMALステートメントを使う
• ウィンドウやダイアログ・ボックスを、クローズしてから再オープンする

プロンプト（フィールドとコントロールの）は、ブロック・モード・アプリケーションとGUIアプリケーションのどちら
においても、MAKEステートメントからは全く影響を受けません。

GUIアプリケーションのMAKEステートメントには下記の決まりがあります。

点滅 どの実行環境においても働きません。
色 以下のリスト・ボックス以外のすべてのコントロールに対してサ

ポートされています。入力不可ドロップダウン・リスト、入力可
能ドロップダウンおよび入力可能リスト・ボックス。プロンプト
を除く、コントロールの中の先頭の項目だけに対して反転特性は
働きます。たとえば、ドロップ・ダウン内の許容値の、すべての
ものでなく一番上のものにだけ働きます。

Cursor（カーソル） ４種のリスト・ボックス以外、すべてのコントロールに対して働
きます。
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Dark 以下のリスト・ボックス以外のすべてのコントロールに対してサ
ポートされています。入力不可ドロップダウン・リスト、入力可
能ドロップダウンおよび入力可能リスト・ボックス。プロンプト
を除く、コントロールの中の先頭の項目だけに対して反転特性は
働きます。たとえば、ドロップ・ダウン内の許容値の、すべての
ものでなく一番上のものにだけ働きます。

エラー "Make Error"が作用するフィールドのフィールド色または保護状
態を制御する手段はありません。４種のリスト・ボックス以外、
すべてのコントロールに対して働きます。

［Highlight（強調表示）］ どの実行環境においても働きません。
プロテクト ４種のリスト・ボックス以外、すべてのコントロールに対して働

きます。
反転(REVERSE) 以下のリスト・ボックス以外のすべてのコントロールに対してサ

ポートされています。入力不可ドロップダウン・リスト、入力可
能ドロップダウンおよび入力可能リスト・ボックス。プロンプト
を除く、コントロールの中の先頭の項目だけに対して反転特性は
働きます。たとえば、ドロップ・ダウン内の許容値の、すべての
ものでなく一番上のものにだけ働きます。

下線(Underscore) どの実行環境においても働きません。

MAKE/DISABLED BY の例

従業員名と従業員番号という２つのフィールドがあるウィンドウを想定してください。名前か番号のどちらかを指定する
と、従業員のデータを表示できます。フィールドを２つとも指定することはできません。どちらか１つのフィールドを指
定できます。

ナビゲーション図で、下記のDisabled By特性を定義します。

• 従業員名が入力されるときは、従業員番号のフィールドは不活性状態です。
• 従業員番号が入力されるときは、従業員名のフィールドは不活性状態です。

プロシージャ・ステップ内の２つEvent Actionは、有効なデータがフィールドに入力されたかどうかを検証します。従業
員番号のEvent Actionは、従業員番号が５桁かどうかを検証します。従業員名のEvent Actionは、名前が２文字以上であ
るかどうかを検証します。

有効な従業員名が入力された場合、MAKE Unprotectedステートメントが実行されます。この結果、制御がイベント・ハ
ンドラを離れるとき、すべての表示属性（色、輝度、保護された状態）がフィールドに適用されます。保護された状態と
Disabled Byの状態は、ソフトウェアによって「記憶」されます。

これらのフィールドの変更のイベント・ハンドラは、下記のとおりです。

 --EVENT ACTION change_number_event

|

| MOVE import employee TO export employee

|  ---- IF export employee number IS NOT EQUAL TO 0

| | AND export employee number IS LESS THAN 10000

| | MAKE export employee number ERROR
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| | EXIT STATE IS action_bar_is_invalid

| +- ELSE

| | MAKE export employee number Unprotected

| | Normal Intensity Normal Color

|  --

|

 --

 --EVENT ACTION change_name_event

|

| MOVE import employee TO export employee

|  ---- IF length(export employee name) IS EQUAL TO 1

| | MAKE export employee name ERROR

| | EXIT STATE IS action_bar_is_invalid

| +- ELSE

| | MAKE export employee name Unprotected Normal Intensity Normal 

Color

|  --

|

 --

［マップ］プッシュ・ボタン

［マップ］プッシュ・ボタンでは、下の選択リストのインポート・ビューを、上の選択リスト内のエクスポート・ビュー
にマップします。選択したビューがエンティティ･ビューの場合、それに属するすべての属性ビューがマップされます。
選択したビューが属性ビューの場合は、その属性ビューのみがマップされます。

［ビューのマップ］プッシュ・ボタン

このプッシュ・ボタンは、メニュー・フローの宛て先プロシージャ・ステップに使用する属性ビューを選択できます。選
択リストの一番上から選択したあと、このプッシュ・ボタンを選択してください。
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入力フィールドの「マージン・ボックス」

「マージン・ボックス」は、入力フィールドを目に見えるボックスで囲むことを指定します。「マージン・ボックス」の
省略時解釈は選択状態です。

［フィールドの配置］ダイアログを使ってコントロールを配置する場合、マージン・ボックスを表示するのが賢明です。
「フィールド位置設定」を呼び出すには、「編集」から「位置」を選択してください。

リスト・オカレンス入力フィールドの「マージン・ボックス」

「マージン・ボックス」を選択すると、リスト・オカレンス入力フィールドの周囲に境界線が描かれます。「マージン・
ボックス」の省略時解釈は選択状態です。

［フィールドの配置］ダイアログを使ってコントロールを配置する場合、マージン・ボックスを表示するのが賢明です。
「フィールド位置設定」を呼び出すには、「編集」から「位置」を選択してください。

特殊フィールドの「マージン・ボックス」

 

「マージン・ボックス」は、特殊フィールドを目に見えるボックスで囲むことを指定します。囲むボックスのサイズを
ユーザが指定できますが、フィールド内の情報はつねに、横方向では左に、縦方向では下に位置合わせされます。

［フィールドの配置］ダイアログを使って、フィールドの配置をする場合は、マージン・ボックスを表示することもでき
ます。（このポップアップにアクセスするには、［編集］-［位置］の順に選択してください。）

MARK/UNMARK の例

下記の例では、MARKとUNMARKが、選択されているメニュー項目の有無の判定に使われています。

 ---EVENT ACTION collections_mi_single_add_click

| SET local_add_option ief_supplied command TO COMMAND

|  --IF COMMAND IS EQUAL TO single

| | MARK COMMAND single

+-| UNMARK COMMAND multiple

| +- ELSE

| | MARK COMMAND multiple

| | UNMARK COMMAND single

|  --

 --
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MARK コマンド

MARK コマンドは、現行のウィンドウまたはダイアログ・ボックスの選択されているメニュー項目の横にチェック・
マークを付けます。MARK コマンドはプッシュ・ボタンに対しては機能しません。

MARK のフォーマットを以下に示します。

MARK command

「コマンド」は、マークされているメニュー項目またはプッシュ・ボタンに関連づけられているコマンドです。

下記の例では、MARKとUNMARKが、選択されているメニュー項目の有無の判定に使われています。

 ---EVENT ACTION collections_mi_single_add_click

| SET local_add_option ief_supplied command TO COMMAND

|  --IF COMMAND IS EQUAL TO single

| | MARK COMMAND single

+-| UNMARK COMMAND multiple

| +- ELSE

| | MARK COMMAND multiple

| | UNMARK COMMAND single

|  --

 --

ルーズ・アクティビティの指定

当機能は、マトリックス内の複数のクラスタに「ルーズに」関連しているアクティビティを指定します。

作用クラスタ化はマトリックス内にクラスタを作りだします。アクティビティによっては、複数のクラスタに関連するも
のがありえます。そのようなアクティビティを指定するのが当機能です。

ルーズ・アクティビティとは、複数のクラスタにおいていくつかのエンティティ・タイプを更新（Update）するが、作
成（Create）はまったくしない、というアクティビティをいいます。そのようなアクティビティは、ある１つのクラスタ
に自動的に含められはしますが、ほかのクラスタに含めてもおかしくない存在です。

ルーズ・アクティビティの存在は、そのアクティビティの属するべき最適なクラスタを自動的に決定できるだけの詳細情
報が不足していることを意味します。ルーズ・アクティビティは強調表示されるので、分析者はそれらの最適な位置を判
断してそこへ移動してください。

NOTE
注： ルーズ・アクティビティをほかのクラスタへ移動してからそのマトリックスを印刷することができます。
しかしマトリックスをクラスタ化するたびにそのアクティビティはもとの位置へ戻ってしまいます。
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ルーズ・アクティビティの指定を始めるには、下記のマトリックスのいずれかをオープンしてから「作用クラスタ化」を
選択してください。

• エンティティ・タイプ/ファンクション・マトリックス
• エンティティ・タイプ/基本プロセス・マトリックス

無作用の指定

当機能はマトリックス内の、ほかのオブジェクトに対して作成も更新も削除もしないオブジェクトを指定します。

各エンティティ・タイプは１つのアクティビティによって作成されなければなりません。各アクティビティは、エンティ
ティ・タイプを作成、更新、または削除する必要があります。これを行わない場合、オブジェクトは無作用になります。

読み取り専用アクティビティは許可されます。通常は分析が進むにつれて、読み取り専用アクティビティは、別の照会言
語を経由する表示トランザクションを使用して処理されることが明らかになります。

無作用の指定を始めるには、まず下記のいずれかのマトリックスをオープンしてください。

• エンティティ・タイプ/ファンクション・マトリックス
• エンティティ・タイプ/基本プロセス・マトリックス

対話フロー・ブラウザの［マッチング］メニュー項目/プッシュ・ボタン

リスト・ボックスの先頭ビューと、リスト・ボックスの最後のビューとをマッチングするときに選択してください。２つ
のビューがすでにマッチングされているときは、これを再選択することにより、効率的にビューをマッチングできます。
元のマッチングは、新しい選択で置き換わります。

［マッチ］プッシュ・ボタン

このプッシュ・ボタンでは、選択されたビューをマッチさせます。供給側ビューと［マッチ］プッシュ・ボタンを選択す
ると、そのビューは、「インポート/エクスポート・ビューの選択リスト」でマッチさせたいビューの右側に表示されま
す。

マトリックスの色

マトリックス・コンポーネントの色を選択する場合は、「マトリックスの色」を選択してください。以下のマトリック
ス・コンポーネントの色を指定できます。

• それぞれの軸
• セル・エリア
• 凡例
• 強調表示（選択）された行または列
• ビジネス・エリアまたはビジネス・システムに組み込むオブジェクト
• 別のビジネス・エリアまたはビジネス・システムによって組み込まれるオブジェクト
• 別のビジネス・エリアまたはビジネス・システムによって共用されるオブジェクト

［マトリックスの色］ダイアログ

［マトリックスの色］ダイアログ・ボックスでは、各マトリックスのコンポーネントの色を選択できます。選択した色
は、すべてのマトリックスに適用されます。

ダイアログ・ボックスのオプションは以下のとおりです。

• 軸の色
このドロップダウン・リストには、マトリックス内の項目の表示色がリスト表示されます。省略時解釈は水色です。

• セルの色
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このドロップダウン・リストには、マトリックスの行と列の交差部分の表示色がリスト表示されます。省略時解釈は
薄いグレーです。

• 凡例
このドロップダウン・リストには、セル値と軸の凡例（マトリックスの左上隅）の表示色がリスト表示されます。省
略時解釈は薄いグレーです。

• 強調表示の色
このドロップダウン・リストには、強調表示に使う色が表示されます。強調表示は、行と列を別の色で表示して目立
たせます。省略時解釈は緑色です。

• 現在の BA/BS に含める（Included by current BA/BS）
このドロップダウン・リストに表示される色は、ビジネス・エリアまたはビジネス・システムに含める行と列の表示
色として選択できる色です。省略時解釈は茶色です。

• ほかの BA/BS に含める（Included by another BA/BS）
このドロップダウン・リストには、当該ビジネス・エリアまたは当該ビジネス・システム以外にある、行と列の表示
色がリスト表示されます。省略時解釈は茶色です。

• ほかの BA 共用（Shared by another BA）
このドロップダウン・リストには、当該ビジネス・エリアまたは当該ビジネス・システムに存在し、かつほかのビジ
ネス・エリアまたはほかのビジネス・システムにも存在するような、行と列の、表示色がリスト表示されます。省略
時解釈は濃い青色です。

• クラスタ色
このドロップダウン・リストには、作用クラスタの表示色がリスト表示されます。作用クラスタは、［作用クラスタ
化］を選択すると作成されます。省略時解釈はピンク色です。

• 多関連色
このドロップダウン・リストには、多関連オブジェクトの表示色がリスト表示されます。多関連オブジェクトとは、
マトリックス内の多数のオブジェクトに関連しているオブジェクトです。省略時解釈は濃いピンク色です。

• ルーズ・アクティビティ色
このドロップダウン・リストには、マトリックス上の複数のクラスタに「ルーズに」関連しているアクティビティの
表示色がリスト表示されます。「ルーズ・アクティビティの指定」を選択することにより、ルーズ・アクティビティ
を指定色で強調表示してください。省略時解釈は濃い緑です。

• 無作用色
このドロップダウン・リストには、以下のタイプのオブジェクトを識別するために使用可能な色が表示されます。
– アクティビティによって作成されないエンティティ・タイプ。
– エンティティ・タイプの作成、更新、削除を行わないアクティビティ。
省略時解釈は濃い赤です。

チェック・ボックスの「エクスポート・ビュー」

「エクスポート・ビュー」ドロップダウン・リストでは、チェック・ボックスからデータを受け取る、エクスポート・エ
ンティティ・ビューを指定します。このデータとは、「オン値」か「オフ値」です。

特定の属性をチェック・ボックスとしてインプリメントしようとしているので、その属性を含むエンティティ・ビューだ
けがリストに表示されます。エクスポート反復グループ・ビューは表示されません。

選択したエクスポート・ビューは、表示されたインポート・ビューにマップされます。「詳細」から「マッピング」を選
択することによっても、プロシージャ・ステップのビューをマップできます。

入力フィールドの「エクスポート・ビュー」

「エクスポート・ビュー」では、属性からデータを受け取るエクスポート・エンティティ・ビューを指定します。

特定の属性を入力フィールドとしてインプリメントしているため、リストには、その属性を含むエンティティ・ビューの
みが表示されます。エクスポート反復グループ・ビューは表示されません。
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選択したエクスポート・ビューは、表示されたインポート・ビューにマップされます。「詳細」から「マッピング」を選
択することによっても、プロシージャ・ステップのビューをマップできます。

隠ぺいフィールドの「エクスポート・ビュー」

「エクスポート・ビュー」では、属性からデータを受け取るエクスポート・エンティティ・ビューを指定します。

特定の属性を隠ぺいフィールドとしてインプリメントしているため、リストには、その属性を含むエンティティ・ビュー
のみが表示されます。エクスポート反復グループ・ビューは表示されません。

選択したエクスポート・ビューは、表示されたインポート・ビューにマップされます。「詳細」から「マッピング」を選
択することによっても、プロシージャ・ステップのビューをマップできます。

「リスト特性」の「エクスポート・ビュー」

「エクスポート・ビュー」では、リスト内の属性からデータを受け取る反復グループ・ビューを指定します。このリスト
に含まれるのは、プロシージャ・ステップの反復グループ・ビューだけです。

表示されたエクスポート・ビューの属性ビューは、属性選択リストに表示されます。別のエクスポート・ビューを選択す
ると、リストが更新されます。

多重反復グループ・ビューは、どのタイプのリストでもサポートされていません。

複数行入力フィールドの「エクスポート・ビュー」

「エクスポート・ビュー」では、属性からデータを受け取るエクスポート・エンティティ・ビューを指定します。

特定の属性を複数行入力フィールドとしてインプリメントしているため、リストには、その属性を含むエンティティ・
ビューのみが表示されます。エクスポート反復グループ・ビューは表示されません。

選択したエクスポート・ビューは、表示されたインポート・ビューにマップされます。「詳細」から「マッピング」を選
択することによっても、プロシージャ・ステップのビューをマップできます。

ラジオ・ボタンとドロップダウン・リストの「エクスポート・ビュー」

「エクスポート・ビュー」では、属性からデータを受け取るエクスポート・エンティティ・ビューを指定します。

特定の属性をインプリメントしているため、リストには、その属性を含むエンティティ・ビューのみが表示されます。エ
クスポート反復グループ・ビューは表示されません。

選択したエクスポート・ビューは、表示されたインポート・ビューにマップされます。「詳細」から「マッピング」を選
択することによっても、プロシージャ・ステップのビューをマップできます。

Export View is not Defined （エクスポート・ビューが定義されていません）

自動レイアウトするには、エクスポート・ビューが最低１つ必要です。

エクスポート・ビューを定義するには、［ビュー保守］を使用してください。

［エクスポート・ビュー］ドロップダウン・リスト

このドロップダウン・リストを使うと、フィールド情報を取り出すためのエクスポート・ビューが選択できます。エクス
ポート・ビューがインポート・ビューにマップされていない場合、選択リストには「未マップ（not yet mapped）」が表
示されます。
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［エクスポート・ビュー配置リスト］ダイアログ

［エクスポート・ビューの配置リスト］ダイアログ・ボックスには、選択されたプロシージャ・ステップ（画面）用に定
義されたエクスポート・ビューが表示されます。

各属性は、画面フィールドに割り当てるか、隠ぺいフィールドとしてフラグを付ける必要があります。

自動レイアウトの概念

ここでは、隠ぺいフィールドを使って並行性エラーが起こらないようにしていることを概念的に説明します。並行性と
は、２つの別々のワークステーションから同時にレコードの更新が行なわれることです。日付/時刻スタンプは、そのレ
コードのバージョンを示します。

PROCEDURE STEP

_ _

EXPORT VIEW                             IMPORT VIEW

Output Current Time: 10:17:22 --------> Input Current Time: 10:17:22

Output Current Date: 09/03/1995 ------> Input Current Date: 09/03/1995

Output Employee Number: 149 ----------> Input Employee Number: 149

Output Employee Salary: 10/hr --------> Input Employee Salary: 10/hr

_ _

EMPLOYEE SALARY DISPLAY SCREEN

EMPLOYEE NUMBER: 149

EMPLOYEE SALARY: $10.00/HR

下記に、プロシージャ・ステップ・ロジックの処理について説明します。

1. 従業員レコードが、プロシージャのエクスポート・ビューに読み取られます。（レコードが最後に更新された日付/タ
イムスタンプを含んでいます。）従業員レコードは画面上に表示されますが、日付/タイムスタンプは非表示です。

2. オペレータにより従業員レコードが更新されます。
3. 画面からの値と非表示の日付/時刻スタンプは、プロシージャ・インポート・ビューにマップされます。
4. プロシージャは、データ・ストアからその従業員レコードを再度読み込みます。最初に読み込まれた日付/時刻スタン
プと２番目に読み込まれた日付/時刻スタンプとが一致する場合には、プロシージャ・ステップでその従業員レコード
が更新されます。一致しない場合には、オペレータはその新規バージョンのレコードを更新できます。

「エクスポート･ビュー」選択リスト

「エクスポート･ビュー」選択リストには、プロシージャ･ステップのエクスポートエンティティ･ビューと、それにマッ
プされたインポート･エンティティ･ビューが表示されます。

下の選択リストから選択したインポート・ビューは、マップされると、このリストに表示されます。
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［エクスポート・ビューのテンプレートの選択］ダイアログ

［エクスポート・ビューのテンプレートの選択］ダイアログ ボックスでは、画面オブジェクトを自動的に配置するため
の 1 つまたは複数のテンプレートを選択できます。選択したテンプレートは生成した画面に組み込まれます。

アクション図におけるブール演算子による式

このリストにある式は、ブール演算子（AND、OR）の選択後に表示されます。

ANDはブール（論理）演算子であり、２つの命題を結合して１つの命題を作ります。１つの命題が真、または２つの命
題が共に真の場合、新しくできる命題は真になりますが、２つの命題が偽の場合は偽の命題ができます。たとえば、ス
テートメントIF A=1 AND B=1 THEN C=1にて、Ｃを１に設定するには、AとBが１に等しくなければなりません。AとB
の一方か両方が１に等しくなければ、Cは変化しません。

ORはブール（論理）演算子であり、２つの命題を結合して１つの命題を作ります。１つの命題が真、または２つの命題
が共に真の場合、新しくできる命題は真になりますが、２つの命題が偽の場合は偽の命題ができます。一方または両方の
命題が真である場合、命題全体が真になります。２つの命題が共に偽の場合は、全体が偽になります。ステートメント
IF A=1 OR B=1 THEN C=1 にて、Ｃ を １ に設定するには、A または B が １ に等しくなければなりません。それ以外の
場合、C は変化しません。

詳しくは該当する式を選択してヘルプを参照してください。

• 属性ビュー
• クライアント・パスワード
• クライアント・ユーザID
• コマンド
• 現在日付
• 現行の言語
• 現在時刻
• 現在のタイムスタンプ
• エンティティ・ビュー
• エグジット ステート
• 関数（任意）
• 日付ビュー
• グループ・ビュー
• LAST
• 左かっこ '('
• MAX
• プリンタ ID
• 添字
• 端末 ID
• トランコード
• 単項マイナス
• ユーザ ID
• アプリケーション・オブジェクト
• トランザクション再試行回数
• トランザクション再試行限界

EXTERNAL

EXTERNALは、アクション・ブロック・を、外部アクション・ブロックとします。
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下記の例では、READLOGという名前の外部アクション・ブロックを示しています。

 -READLOG

| IMPORTS:

| Entity View import customer (mandatory,transient,import only)

| name (mandatory)

| number (mandatory)

| address (mandatory)

| city (mandatory)

| state (mandatory)

| zip (mandatory)

| EXPORTS:

| Entity View export customer (transient,export only)

| name

| number

| address

| city

| state

| zip

| LOCALS:

| ENTITY ACTIONS:

|

| EXTERNAL

 ---
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［外部オブジェクト特性］ダイアログ

［外部オブジェクト特性］ダイアログ・ボックスには、外部オブジェクトの特性が表示されます。

このダイアログ・ボックスのフィールドは以下のとおりです。

• 外部オブジェクト
外部オブジェクト名で、情報のでどころまたは宛て先を表わします。
この名前は、個々の外部オブジェクトを区別するための、短いことばです。
エンティティ・タイプ、エンティティ・サブタイプ、またはワーク・セットと同じ名前は使えません。

• 説明
［記述］には複数行のエリアがあり、外部オブジェクトの特性、およびプロセスへのオブジェクトの影響を記述しま
す。

• 了解
外部オブジェクトの詳細を保存するには、［了解］をクリックします。

• 取消
［外部オブジェクト特性］ダイアログ・ボックスで行った変更を中止する場合は、［取消］をクリックします。

［外部オブジェクト］ダイアログ

［外部オブジェクト］ダイアログ・ボックスには、モデル内にある外部オブジェクトが表示されます。 外部オブジェク
トは、２ 重の赤いボックスで表わします。

I下記の例では、「業者」は外部オブジェクトであり、「配達物を受け取る」というプロセスに情報を与えます。

 

外部オブジェクトとプロセスとの相互作用は、その外部オブジェクトとそのプロセスとを結ぶ線として図示します。これ
は依存関係線ではなく、情報フロー（情報ビューの流れ）です。

ルート・プロセスを選択してから、［外部オブジェクトの追加］を選択することによって、このダイアログ・ボックスに
アクセスした場合、以下の操作を行うことができます。

• リストへの外部オブジェクトの追加

NOTE
注： 別の外部オブジェクトを選択してアクティビティ依存関係図に追加する場合、アクティビティ依存関係
図で外部オブジェクトを強調表示しないでください。追加すると、追加されたオブジェクトは、強調表示さ
れたオブジェクトに置き換わります。

• リストからの外部オブジェクトの削除
• リスト内の外部オブジェクトの特性の表示
• リスト内の外部オブジェクトの検索
• ダイアグラム上に配置する外部オブジェクトの選択

ダイアグラム内で既存の外部オブジェクトを選択してから、［外部オブジェクトの置換］を選択してこのダイアログ・
ボックスにアクセスした場合、外部オブジェクトをリストから選択して、ダイアグラム上で強調表示した外部オブジェク
トを置き換えることができます。（これは、外部オブジェクトを削除して新しい外部オブジェクトを追加するための簡単
な方法です）。

外部オブジェクトを置換すると、そのオブジェクトはダイアグラムから削除されます。

外部オブジェクトが基本プロセスに関係づけられると、その結合線は情報ビューとなります。情報ビューの線は水色で表
示されます。これにより、アクティビティを接続する白い依存関係線と区別されます。
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１つの外部オブジェクトは、１回しか依存関係図に追加できません。しかし、各依存関係が同一のルート・ファンクショ
ンの下にある場合は、そのオブジェクトをいくつかの依存関係図の間で共用できます。

外部オブジェクトは、基本プロセスのみに関連付ける必要があります。しかし CA Gen では、外部オブジェクトを基本
プロセス以外のプロセスとも関連づけて図示できます。

外部オブジェクトの位置を選択してあれば、［配置/置換］ボタンを使って、ダイアグラムにオブジェクトを配置できま
す。位置が選択されていないと、［配置/置換］ボタンはアクティブになりません。

ダウンストリーム効果

一貫性検査によって、外部オブジェクトが下記の規則に従っているかどうか検証できます。

• 外部オブジェクトのそれぞれが、最低１つのアクティビティと関連づけられている必要がある。
• 外部オブジェクトのそれぞれが、最低１つのインポート・ビューまたはエクスポート・ビューを持つ必要がある。

このダイアログ・ボックスのフィールドは以下のとおりです。

• 外部オブジェクト・リスト
このリストには、現在のモデル内の外部オブジェクトが含まれています。

• Add
このボタンをクリックすると、新しい外部オブジェクトの名前と説明を入力できるダイアログ・ボックスが表示され
ます。

• 削除
このボタンをクリックすると、削除対象として選択したオブジェクトや従属物が削除され、ダイアログ・ボックスが
閉じます。

• 検索
このボタンは、［検索文字列の入力］フィールドにある文字列の検索を開始します。

• 特性
このボタンをクリックすると、選択したオブジェクトの特性が表示され、特性の変更が可能になります。

• 配置/置換
このボタンをクリックすると、外部オブジェクトの配置または置換ができます。ダイアグラム上の位置を選択する
と、リストから選択した外部オブジェクトが、ダイアグラム上のその位置に配置されます。外部オブジェクトをダイ
アグラム上で選択すると、そのオブジェクトは、リストから選択された外部オブジェクトで置き換わります。

• クローズ
このボタンをクリックすると、変更を実施せずにダイアログ・ボックスが終了します。

外部特性

CA Gen アプリケーション開発者は、このパネルを無視するべきです。ただし、外部プロシージャ・ステップ特性の定義
が必要な、別の製品を使っている場合は、その製品のドキュメントを参照することにより、このパネルへの入力方法を調
べてください。

外部特性アイテム

CA Gen のアプリケーション開発者は、このパネルを無視する必要があります。ただし、外部プロシージャ・ステップ特
性の定義が必要な、別の製品を使っている場合は、その製品のドキュメントを参照することにより、このパネルへの入力
方法を調べてください。

［外部特性］ダイアログ・ボックス

このダイアログ・ボックスでは、この外部アクション・ブロックでの SQL の使用に関連づけられた DBRM モジュール
の名前を追加、変更、または削除できます。これらの DBRM モジュールは、バインド処理中に DB2 プランに含められま
す。
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• ［追加］ボタンを使用すると、新しい DBRM モジュールを追加できます。
• ［特性］ボタンを使用すると、DBRM モジュール名を変更できます。
• ［削除］ボタンを使用すると、DBRM モジュールを削除できます。
• ［検索］ボタンを使用すると、DBRM リスト内の特定の DBRM モジュールを検索できます。
• ［クローズ］ボタンを押すと、変更をインプリメントせずにダイアログ・ボックスを終了します。
• ［ヘルプ］ボタンを押すと、このヘルプのダイアログ・ボックスが表示されます。

［機能特性］ダイアログ

［機能特性］ダイアログでは、企業目標を満たしてその目的をサポートするための計算機資源を指定します。

各機能を、ハードウェア、ソフトウェア、通信機能のいずれであるかを指定します。

現在提供されている機能の量、必要量、機能を測定する単位、を指定します。

詳細情報：

マトリックス・プロセッサの操作手順

Field Already Exists in the Template （フィールドはテンプレートにすでに存在します）

選択したフィールドはこの画面のテンプレートに存在しているので配置できません。他のフィールドを選択してくださ
い。

Field Clear メソッド

使用法 Clear ()
説明 フィールドの選択された部分をクリアします。
引数 None.
戻り値 None.

Field Copy メソッド

使用法 Copy ()
説明 フィールドの選択された部分をクリップボードに複写します。
引数 None.
戻り値 None.

Field CssClass 特性

使用法 CssClass (String)
説明 HTML 要素のカスタム・スタイル・シート（CSS）クラスの値を

設定または取得します。
引数 新しい CSS クラス名の文字列。CSS クラス名を照会する場合、

入力引数は指定しません。
戻り値 この特性は、エンド・ユーザに表示する文字列を戻します。
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備考 この特性
は、Button、CheckBox、DropDownList、Field、GroupBox、HypertextLink、ListBox、Literal、Picture、StatusBar、ToolBar、Window
に対して使用できます。

Field Cut メソッド

使用法 Cut ()
説明 フィールドの選択された部分をクリップボードに複写してから、

そのフィールドをクリアします。
引数 None.
戻り値 None.

［フィールド定義］ダイアログ

［フィールド定義］ダイアログ・ボックスでは、プロンプトのタイプ、およびフィールドの特性（表示長、小数部、編集
パターン、およびヘルプ ID）を指定します。［特性］プッシュ・ボタンを選択することにより、プロンプト、フィール
ド、およびエラー・メッセージの表示特性も設定できます。

NOTE
注： メタモデルは、各種言語についてフィールド表示特性をサポートしていません。表示特性は省略時言語に
ついてだけ定義できます。

「編集パターン」フィールドは、省略時以外の言語を選択し、リスト内の編集パターンのみが省略時編集パターンとして
省略時言語で定義されている場合、不活性化になっています。「編集パターン」フィールドを活性化するには、「言語に
よる編集パターンの使用」を参照してください。

詳細については、CA Gen マニュアルの「Design Guide」を参照してください。

反復グループ配置の例

下記は「顧客リスト」の画面の例です。スクロール量とコマンドは、特殊フィールドです。「顧客番号の開始」を使う
と、リストの開始位置を制御できます。

多重反復グループを追加するには、字下げを行ってフィールドの従属物を反復グループの別のフィールドへ挿入します。
多重反復グループは、レベル３まで位置づけできます。上位グループのフィールドは下位グループのフィールドの前に位
置づけます。最後のフィールドを位置づけたあとで、CA Gen により、最下位グループから最上位グループまでの残りの
オカレンスの配置レイアウトを指定する指示が出されます。

反復グループに空白を設定する場合は、注意する必要があります。この例では、各行が反復グループの１つのオカレン
スとなっています。そのあとに設定される空白は、「顧客リスト」の画面で反復グループを設計するときに使ったもので
す。

フィールド 設定
追加オカレンス数 8
各行オカレンス数 1
オカレンス間のブランクの数 2
各オカレンスでのプロンプトの表示 無効化
スペース Single

 1162

https://techdocs.broadcom.com


 CA Gen - 86JP - Japanese - Japan

最大カージナリティが表示行数を超える場合、反復グループと多重反復グループを追加するにはスクロール用の特殊
フィールドを追加してください。テンプレートまたは画面に特殊属性（スクロール位置メッセージ、スクロール量メッ
セージ、スクロール標識メッセージ）を追加してください。

NOTE
注： スクロールは、多重反復グループの最上位においてのみ行なわれます。

z/OS編集パターン

外部データ表現とは、内部に保存されているデータをユーザが利用できる形に変換および編集した結果をいいます。バイ
ナリ・データは、わかりやすく表示できないので、数量を表わす文字表現に変換されます。

外部編集パターンは、すべてのフィールドについて生成されます。ユーザが編集パターンを選択しない場合は、ジェネ
レータがそのフィールドおよび変数のデータ型の特徴に一致するパターンを合成します。これは下記の２つの理由から実
行されます。

第 1 に、すべての入力変換およびトランスフォーメーション（コード・ページ間の変換、大文字変換など）は、入力編
集時に実行されます。一貫性のある動作になるよう省略時編集パターンが生成されます。

第２に、編集ルーチンにより、入力編集エグジットを使用して定義されているインプリメンテーション動作が処理されま
す。つまり、ユーザ入力編集エグジットで、バイパスするべきではない特定のカスタマに固有の動作がインプリメントさ
れる可能性があるということです。すべての入力処理、したがって入力編集エグジット処理を、入力編集により実行する
ことで、カスタマはすべての入力動作を完全に制御できます。カスタマがある条件のもとでエグジットをバイパスする必
要があれば、自分で、エグジット内に適切なロジックをコーディングしなければなりません。

さらに、「未編集」フィールドの動作はそのままインプリメントされます。生成される省略時編集パターンは、単純な編
集パターンであり、フィールドのそれぞれの表示位置について指定された文字からなります。区切り文字やその他のリテ
ラル文字は挿入されません。

NOTE
注： 編集パターンの詳細については、CA Gen マニュアルの「Design Guide」を参照してください。

 1163



 CA Gen - 86JP - Japanese - Japan

言語による編集パターンの使用

すべてのモデルには、省略時の言語が暗黙的に決まっています。画面設計ツールは、他の言語が定義されたり、使われな
い場合、省略時の言語を使います。省略時の言語の名前は「省略時解釈」（Default）です。追加する言語は、指定言語
として参照されます。画面設計ツールにおいて、「言語定義」の「設計」プルダウンにおいてオプション ? 言語、また
は追加/選択により、異なる言語を選択できます。

CA Gen ツールでは、省略時の編集パターンやカスタム編集パターンも使用します。

省略時の編集パターンは、［ビジネス・システムの省略時解釈］で指定したパターン、または CA Gen が自動的に設定
するパターンです。ビジネス・システム省略時解釈では、省略時言語や指定言語の省略時編集パターンを定義できます。
画面設計ツールにおいては、省略時編集パターンは、省略時言語を使うと、すべての画面上の画面フィールドについて選
択可能です。

カスタム編集パターンは、［フィールドの定義］ダイアログ ボックスの［編集パターン］フィールドで指定した編集パ
ターンです。

カスタム編集パターンは、ユーザがパターンを指定した画面フィールドに対してのみ適用します。たとえば、画面フィー
ルド１に定義したカスタム編集パターンは、画面フィールド２の選択項目としては使えません。指定言語に定義したカス
タム編集パターンは、その指定言語にのみ適用されます。省略時言語に定義したカスタム編集パターンは、すべての指定
言語で使用可能です。

これを下表にまとめます。

使用している言語 使用可能な省略時言語編集パ
ターン

使用可能なユーザ定義編集パ
ターン（省略時言語のもとで定
義）

使用可能なユーザ定義編集パ
ターン（指定言語のもとで定
義）

デフォルト Yes Yes No
指定済み No Yes Yes

この表の 2 列目は、以下の両方の条件が真である場合に、［フィールドの定義］ダイアログ・ボックスの［編集パター
ン］フィールドが、すべての指定言語に対して不活性化されることを示します。

• リスト内の編集パターンのみが省略時言語で定義された省略時編集パターンであること（注参照）。
• 指定言語を選択していること（省略時言語以外の言語）。

編集パターン・フィールドの活性化

編集パターン・フィールドを活性化するには、画面設計ツールで下記の手順を実行してください。

1. 「オプション」→「言語」を選択してください。
2. 「省略時」を選択してください。
3. ［了解］を選択します。
4. 画面上に配置するフィールドを選択してください。
5. ［詳細］→［特性］を選択して、［フィールド定義］ダイアログを表示してください。
6. 「編集パターン・フィールド」にユニークな編集パターンを入力してください（注参照）。
7. ［了解］を選択します。
8. 「オプション」→「言語」を選択してください。
9. 省略時言語以外の言語を選択してください。
10.［了解］を選択します。
11.画面上に配置するフィールドを選択してください。
12.［詳細］→［特性］を選択して、［フィールド定義］ダイアログを表示してください。これで「編集パターン」
フィールドが活性化されます。「編集パターン」フィールドのリスト内に表示されている編集パターンのみが、その
指定画面フィールドに追加したカスタム編集パターンとなります。
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NOTE
注： 追加するすべてのカスタム編集パターンが省略時編集パターンと一致する場合、［編集パターン］フィー
ルドは不活性状態のままです。たとえば、省略時編集パターンの１つがZZZZZZZZZ9であるとします。これに
気がつかないでZZZZZZZZZ9をパターンとして入力すると、画面設計ツールは、これをカスタム編集パターン
ではなく省略時編集パターンとして解釈してしまいます。省略時編集パターンに間違わないようにしたい場合
は、ドロップダウン・リストを表示して、リスト内にないパターンを指定してください。

詳細ついては、CA Gen のマニュアルの「Design Guide」を参照してください。

フィールド削除エラー

トランスフォーメーション時に、エンティティ・タイプはテーブルとなり、識別子はそのテーブルへの索引となります。
モデルの保全性を保つため、そのような索引を削除することはできません。エンティティ・タイプの識別子を見るには、
［データ・モデル］または［データ・モデル・リスト］の、［詳細］の下にある、［識別子］ダイアログを参照してくだ
さい。

［フィールド設計］ダイアログ

［フィールド設計］ダイアログ・ボックスでは、ウィンドウまたはダイアログ・ボックスに追加するフィールドのタイプ
を指定します。１つのフィールドは、エンティティ･タイプまたはエンティティ･サブタイプの属性の１つの単一オカレン
スを表わします。

反復グループ･ビュー内の属性は、もしまだリスト･ボックス内に配置されていなければ、単一オカレンス･フィールドと
して配置できます。多重反復グループ・ビュー内の属性は、いかなる状況でも配置できません。

フィールドとは、下記のようないくつかのタイプのコントロールをいいます。「フィールド」という語が記述名に含まれ
ているコントロールだけをいうのではありません。

• チェック・ボックス
• ドロップダウン・リスト
• 入力フィールド（単一行入力フィールド）
• 隠ぺいフィールド
• 複数行入力フィールド
• ラジオ・ボタン
• 特殊フィールド

このダイアログでは、現行プロシージャ・ステップに対して（そして現行ウィンドウまたはダイアログ・ボックスに対し
て）定義された、すべてのエクスポート・ビューも表示します。

フィールドを追加するには、リストでアスタリスク"*"がついていない属性を選択し、「タイプ」ドロップ・リストから
フィールド・タイプを選択してください。（アスタリスクは、その属性がすでにウィンドウまたはダイアログ・ボックス
上に配置されていることを示します）。

下記の条件で、このダイアログのプッシュ・ボタンが活性化されます。

プッシュ ボタン 活性化条件
配置 まだ配置されていない属性を選択します。
特性 まだ配置されていない属性を選択します。
移動 ビューを選択、または特殊属性以外の属性を選択します。

詳細は、個々のコントロールのヘルプを参照してください。

 1165



 CA Gen - 86JP - Japanese - Japan

「フィールド設計」ビューのリスト

この選択リストは下記のものを表示します。

• 現行プロシージャ・ステップに対して定義されたすべてのエクスポート・ビュー
• 属性に対してインプリメントされたフィールドのタイプ
• 配置済みのフィールドを示す標識"*"
• フィールドに対してマップ済みのビューを示す標識"d"
• 隠ぺいフィールド、または配置されてから削除されたフィールドを示す標識"h"
• フィールドと関連づけられたプロンプト
• ウィンドウまたはダイアログ・ボックスに対してインプリメントできる、特殊なシステム属性フィールド

フィールドとしてインプリメント（配置）したい属性を選択してください。リストで複数の属性を選択すると、複数の属
性を配置できます。

属性名の左にアスタリスク"*"がある場合、その属性はすでにウィンドウまたはダイアログ･ボックス内に配置されてい
て、現行ウィンドウまたはダイアログ･ボックスには再び追加できません。この属性は、同一プロシージャ・ステップ内
で、別のウィンドウまたはダイアログ・ボックスに配置できます。

属性名の左にdがある場合、その属性に対して特性が定義されています。属性に対して特性を定義するには、［特性］
プッシュ・ボタンを選択するか、その属性をダブルクリックします。

NOTE
注： ［特性］プッシュ・ボタンを選択すると、適合するマッピングが存在する場合に、ナビゲーション図
ツールが、そのフィールドのインポート・ビューとエクスポート・ビューを自動的にマップします。たとえ
ば、CAR という名前の属性を持つ IMPORT VEHICLE という名前のインポート・ビューと、CAR という名前
の属性を持つ OUTPUT VEHICLE という名前のエクスポート・ビューがあると仮定します。ナビゲーション
図ツールは、これらのビューの間に適合するマッチングがあることを判断でき、IMPORT VEHICLE CAR を
OUTPUT VEHICLE CAR にマップします。

属性名の左にhがある場合、下記のことを示します。

• フィールドのタイプが隠ぺいされています。
• インポート・ビューとエクスポート・ビューは、［隠ぺいフィールドの特性］ダイアログ・ボックスまたは
［ビュー・マッピング］ダイアログ・ボックスからマップされています。［ナビゲーション図］ウィンドウから
［ビュー・マッピング］ダイアログにアクセスするには、［詳細］→［マッピング］の順に選択してください。

• フィールドがウィンドウ上に配置されたときに、インポート・ビューとエクスポート・ビューはマップされました。
その後にフィールドがウィンドウから削除されましたが、ビューのマップは解除されませんでした。

選択リストの一番下には、特殊なシステム属性フィールドが表示されます。この特殊フィールドには、オペレーティン
グ・システムから、または CA Gen 実行時からの、読取専用情報が表示されます。

特殊フィールドの説明を下記に示します。

フィールド 説明
Current_Date ウィンドウまたはダイアログ・ボックスが表示された時点の、シ

ステム日付を表示します。
Current_Time ウィンドウまたはダイアログ・ボックスが表示された時点の、シ

ステム時刻を表示します。
Current_Timestamp システム日付とシステム時刻を連結して表示します。
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Errmsg エラー、警告、情報、なし、の 4 つのすべてのメッセージ・タ
イプのエグジット・ステートに関連づけられた、メッセージ・テ
キストを表示します。メッセージ・タイプがエラーの場合、メッ
セージ・ボックスも表示します。たとえば、メッセージ・タイプ
がエラーのエグジット・ステートによってフローが発生し、ダイ
アログ・ボックスがクローズすると仮定します。「エラー・メッ
セージ」フィールド（Errmsg）にメッセージ・テキストが表示さ
れ、ダイアログ・ボックスがクローズしたあとで、メッセージ・
ボックスも表示されます。
実行時には、コントロールに関連づけられたヘルプ記述も、「エ
ラー・メッセージ」フィールドに表示されます。ヘルプ記述は、
コントロールの上にマウス・ポインタを置くと表示されます。ヘ
ルプ記述の追加は、［ヘルプ記述］ダイアログ（［詳細］-->［ヘ
ルプ記述］の順にアクセス）で行います。
Errmsg フィールドに表示できるのは最大80文字です。文字列に
ステートメントの区切り文字がある場合、その区切り文字よりあ
との文字は表示されません。ピリオドとスペース の組み合わせに
よって、文を区切ります。

Local_System_ID WRSYSIDユーザ・エグジットが提供するシステムIDの値を表示
します。このエグジットが提供する省略値は、Windows アプリ
ケーションについては Win です。

Terminal_ID WRTERMIDユーザ・エグジットが提供する端末IDを指定します
。このエグジットが提供する省略値はNoneです。

トランコード プロシージャ・ステップに関連づけられたクリア・スクリーン・
トランザクション・コードを指定します。

User_ID WRUSRIDユーザ・エグジットが提供し、オペレーティング・シ
ステムがユーザを認識する識別子を指定します。このエグジット
が提供する省略値はNoneです。

Field EditedValue 特性

使用法 EditedValue (String)
説明 フィールドの編集値を設定または検索します。
引数 フィールドの新しい内容にする文字列。
戻り値 この特性は、エンド・ユーザに表示する文字列を戻します。
備考 値は常にテキスト文字列として表現されます。このメソッドは、

ユーザがウィンドウからフィールドに入力し、ウィンドウ上の別
のロケーションへ移動したかのように処理されます。編集はすべ
て行われ、変更イベントが実行されます（存在する場合）。戻り
値が表示されます。

［フィールド編集パターン］ダイアログ

［フィールド編集パターン］ダイアログでは、選択したフィールド編集パターンのフォーマットのタイプを変更できま
す。

編集パターンには、以下の 2 つのカテゴリがあります。

• スペシャル
• フィールド

特殊編集パターンでは、CA Gen 生成属性の編集パターンを変更できます。（たとえば、日付のフォーマットを月-日-年
から年/月/日に変更できます）。
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フィールド編集パターンは、特定のフィールド専用です。編集パターンをフィールド・レベルでカスタマイズできます。
フィールド編集パターンが表すデータのドメインに応じて、フィールド編集パターンに名前を付ける必要があります。た
とえば、すべての通貨の値がすべての画面で同じ形式で表示されることを確認するには、「通貨」というフィールド編集
パターンを作成します。フィールド編集パターンを使って、システム全体のフィールドの表示形式を変更してください。

このダイアログ・ボックスのフィールドは以下のとおりです。

• タイプ
変更するフィールド編集パターンのタイプを定義します。フィールド編集パターンのタイプを以下に示します。
– 数値

9 Z $ + - . ,* 0 は、このタイプのフィールド編集パターンで有効な文字です。
– 時刻

HH MM SS / - : （スペース）は、このタイプのフィールド編集パターンで有効な文字です。
– 日付

C MM DD YY YYYY JJJ / - : （スペース）は、このタイプのフィールド編集パターンで有効な文字です。
– テキスト

0 ～ 9 および A ～ Z は、このタイプのフィールド編集パターンで有効な文字です。
– 全半角テキスト

0 ～ 9、A ～ Z 、およびすべての DBCS 文字は、このタイプのフィールド編集パターンで有効な文字です。
– 全角テキスト
すべての DBCS 文字は、このタイプのフィールド編集パターンで有効な文字です。

– タイムスタンプ
YYYY MM DD HH MI SS NNNN / - : （スペース）は、このタイプのフィールド編集パターンで有効な文字です。

• パターン
フィールド表示と入力の形式を制御するマスクを定義します。数値、時間、日付の記号を組み合わせて使うと、エ
ラーとなります。テキスト・タイプの記号では、英数字をどのように組み合わせても有効です。

特性の選択を完了するには、［了解］をクリックします。選択を破棄する場合は、［取消］をクリックします。

 

 

Field EditPattern 特性

使用法 EditPattern (String)
説明 フィールドの編集パターンを設定または検索します。
引数 フィールド用の新しい編集パターンにする文字列。リストの編集

パターンの照会では、入力引数は指定されません。
戻り値 この特性が戻す文字列は、フィールドの現行編集パターンです。

フィールド編集パターン

「フィールド編集パターン」では、編集パターンのタイプやフォーマットの追加、変更、削除を行なえます。

各種［フィールド編集パターン］ダイアログ

新しいモデルは、時間、日付、通貨、量、タイムスタンプなどの一般的なドメインが含まれるフィールド編集パターン
のベース・セットを使用して作成されます。編集パターンを使用して、ユーザ定義のフィールドを表示する際に使用す
るフォーマットと、これらのフィールドへのデータの入力に必要なフォーマットを定義します。［フィールド編集パター
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ン］ダイアログ・ボックスでは、新しいパターンの追加および既存の編集パターンの変更または削除を実行できます。下
記は、日付と時刻を表す編集パターンの例です。

編集パターン 説明
HH:MM:SS 時、分、秒の単位による時刻の表示または入力を制御します。単

位の間はコロンで区切ります。
MM/DD/YY 日付を月、日、年で表示または入力するコントロールです。単位

の間はスラッシュで区切ります。

フィールド編集パターンの作成と変更

フィールド編集パターンを作成または変更するには、以下の有効文字のリストから文字記号を組み合わせます。数値で
は、テキスト、日付、および時刻文字記号も使用できます。たとえば、XXX-XX-XXXXの編集パターンは、9桁の社会保
障番号に使用できます。

ドメイン 文字 説明
9 先行ゼロを含む数値
Z 抑止された先行ゼロを含む数値
$ 浮動ドル記号
+ 正符号
- 負符号
. 小数点
, コンマ
* アステリスク

数値

0 ゼロ
H 時間（最大2桁）
M 分（最大2桁）
S 秒（最大2桁）

時刻
 

/ - : . （空白） 分離記号
C 世紀（1桁のみ）
M 月（最大2桁）
D 日（最大2桁）
Y 年（2桁または4桁のみ）
J 年間通算日（3桁のみ）

日付
 

/ - : . （空白） 分離記号
テキスト 0-9 A-Z １つ以上の英字を含む任意の英数字の組み

合わせ。文字Xはプレースホルダとして使
用され、文字0-9、A-Zのどれもが、その位
置に存在できます。一覧内のほかの文字を
使用すると、文字入力はその位置に限定さ
れ、その文字しか入力できません。たとえ
ば、編集パターンがXXX-abc-XXXの場合は
、入力で、最初の2文字および最後の2文字
にどの文字でも入力できますが、真ん中に
は-abc-を入力する必要があります。
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全半角テキスト 0-9 A-Z 全角文字 半角英数字または全角文字の任意の組み合
わせ。文字Xはプレースホルダとして使用
され、文字0-9、A-Zのどれもが、その位置
に存在できます。1つの全角文字を置くに
は、2つのMプレースホルダ文字が必要で
す。一覧内のほかの文字を使用すると、文
字入力はその位置に限定され、その文字し
か入力できません。 たとえば、編集パター
ンが MMMM-abc-MMMM の場合は、入力
で、最初の 2 文字および最後の 2 文字にど
の DBCS 文字でも入力できますが、真ん中
には -abc -を入力する必要があります。

全角テキスト 全角文字 全角文字の任意の組み合わせ。全角文字「
Ｘ」はプレースホルダとして使用され、任
意の全角文字が、その位置に存在できます
。一覧内のほかの文字を使用すると、文字
入力はその位置に限定され、その文字しか
入力できません。

このダイアログ・ボックスのフィールドは以下のとおりです。

• フィールド編集パターン
既存の編集パターンの名前、タイプ、パターンを表示します。

• Add
このボタンをクリックすると、ダイアログ・ボックスのレベルで表示される有効な文字の文字記号を使用して、
フィールド編集パターンを作成できます。

• 特性
このボタンをクリックすると、既存のフィールド編集パターンを変更できます。

• 削除
このボタンをクリックすると、削除対象として選択したオブジェクトや従属物が削除され、ダイアログ・ボックスが
閉じます。

• クローズ
［クローズ］ボタンは、変更を実行せずにダイアログ・ボックスが終了します。

フィールド編集パターンの例

例として、社会保障番号のエクスポート・ビューの内容を以下に示します。

123456789

ここで、XXX-XX-XXXX（社会保障番号の共通フォーマット）という編集パターンを適用してから画面に表示させると、
下記のようになります。

123-45-6789

通貨値を全画面で統一するには、「通貨」というフィールド編集パターンを $$$$$$$9.99 というフォーマットで作成し
ます。

［活動状態の言語のフィールド編集パターン］ダイアログ

［活動状態の言語のフィールド編集パターン］ダイアログ・ボックスでは、選択したフィールド編集パターンを指定した
言語に定義できます。省略時編集パターンは、時間、日付、通貨、数量です。また、フィールド編集パターンを削除でき
ます。

編集パターンの分類

 1170



 CA Gen - 86JP - Japanese - Japan

編集パターンには、下記の２種類があります。

• スペシャル
• フィールド

特殊編集パターンでは、CA Gen 生成属性の編集パターンを変更できます。（たとえば、日付のフォーマットを月-日-年
から年/月/日に変更できます）。

フィールド編集パターンは、特定のフィールド専用です。フィールド編集パターンを使って、システム全体のフィールド
の表示形式を変更してください。

詳細は、個々のコントロールのヘルプを参照してください。

Field Enabled 特性

使用法 Enabled (String)
説明 フィールドの活性状態を設定または検索します。
引数 フィールドの新しい活性状態を示す文字列。「真」は、オブジェ

クトが活性状態であることを示します。活性状態を照会する場合
には、入力引数は指定しません。

戻り値 この特性が戻す文字列は、フィールドの現在の活性状態を示しま
す。「真」は、オブジェクトが活性状態であることを示します。

フィールドの充填文字

「フィールドの充填文字」では、定義したフィールド長より短いフィールドに入力する文字を指定できます。充填文字は
１文字でなければなりません。

長さが５桁のフィールドに999を右詰めしたときに、充填文字０を使うと、下記のようになります。

00999

Cannot change field format （フィールド・フォーマットを変更できません）

 

属性のドメインと一致するフィールド・フォーマットにしてください。たとえば日付属性のフィールドには日付用の編集
パターンを指定してください。

Field インターフェース・オブジェクト

アスタリスク（*）は、Web生成アプリケーションでサポートされていない関数を示します。これらの関数は「グレー表
示」されませんが、一貫性検査が使用される場合は、その際に選択されます。また、Web生成アプリケーションに対し
作成されるモデルにこれらの関数が存在する場合は、無視されます。

PromptFontSize*

メソッド 特性
Clear* アプリケーション
Copy* BackgroundColor
Cut* EditedValue
ListPermittedValues EditPattern
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Paste* Enabled*
Redraw* Focus*
SetSelection* FontSize*
Undo* FontStyle*

CssClass
FontType*
ForegroundColor*
Handle*
Height*
Left*
Multiline
名前
ObjectType
親（Parent）
Prompt*
PromptBackgroundColor*
PromptCssClass*
PromptFontStyle*
PromptFontType*
PromptForegroundColor*
PromptHeight*
PromptLeft*
PromptTop*
PromptWidth*
ReadOnly
Top*
値
Visible*
Width*

フィールドの長さ

CA Gen のアプリケーション開発者は、このパネルを無視する必要があります。ただし、外部プロシージャ・ステップ特
性の定義が必要な、別の製品を使っている場合は、その製品のドキュメントを参照することにより、このパネルへの入力
方法を調べてください。

Field Length Does Have Even Numbered Byte Count （フィールド長に偶数のバイト・カウントが含まれ
ていません）

フィールド長のバイト・カウント数が必ず偶数であることを確認してください。

フィールド長のエラー

配置しようとしているフィールドが、画面の許容長を超えています。フィールドを、短縮するか ２ 行に分けてくださ
い。

ユーザ定義編集パターンより大きいフィールド長

入力したフィールド長がそのフィールドのユーザ定義編集パターンの長さを超えています。フィールドの長さを変更して
ください。
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Field LineCssClass 特性

使用法 LineCssClass (String)
説明 行のカスタム・カスケーディング・スタイル・シート（CSS）ク

ラスの値を設定または取得します。
引数 新しい CSS クラス名の文字列。CSS クラス名を照会する場合、

入力引数は指定しません。
戻り値 この特性は、エンド・ユーザに表示する文字列を戻します。
備考 この特性は、GroupBox に使用できます。

Field ListPermittedValues メソッド

使用法 ListPermittedValues ()
説明 許容値オブジェクトが定義されていれば、そのリストを取り出し

ます。
引数 None.
戻り値 このメソッドは、集まりタイプのGUIオブジェクトを返します。

この集まりには、ウィンドウ上の集まりタイプのGUIオブジェク
トがすべて含まれます。該当するオブジェクトが定義されていな
い場合、このメソッドはNULLを戻します。

Field メソッド

使用法 Field (String)
説明 入力した名前のフィールド・オブジェクトを検索します。
引数 検索する入力可能リスト・ボックスの名前である文字列
戻り値 このメソッドは、指定した名前の GUI オブジェクトを返します。

オブジェクトが見つからないかエラーが発生した場合、このメ
ソッドは Null を返します。

ファイル・アクセスの問題

ファイルのアクセスに問題が起きました。

同じコマンドを再実行してください。問題が解消されない場合は、モデルを保存し終了してください。再び起動し同じ操
作をしてみてください。

File Cannot be Accessed （ファイルにはアクセスできません。）

指定されたファイルにアクセスできません。パスが有効で正しいのものであることを確認してください。また、ディレク
トリもファイルも読取保護されていないことを確認してください。

「取消」を選択すると、CA Genが終了します。

ファイルの書き込みエラー

ファイル書込エラーが発生しました。ディスク・スペースが十分あるか確認してください。ハードウエア上の問題も調べ
てください。
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フォント・ファイルが不明

テキストを表示または印刷するのに必要なアウトライン フォントが見つかりません。処理を続行するには、フォント
ファイルをインストールする必要があります。インストール方法は当該オペレーティング システムのインストール マ
ニュアルをご覧ください。

Format of the Field and Attribut Domain do not Match （フィールドのフォーマットと属性のドメインが一
致しません）

フィールドの編集パターンは属性のドメインに適合していなければなりません。フィールドのフォーマットは、属性のド
メインに適合していなければなりません。

属性のドメインか、フィールドのフォーマットを変更してください。

プロセス合成の生成

プロセス合成によって生成される出力は、手作業で作成したプロセスおよびプロセス・ロジックにより生成された出力と
同じものです。種々のダイアグラムにおいてプロセス合成機能は、各基本プロセス内に下記のものを作成します。

• プロセス・ボックス
• ビュー
• 期待効果
• 特性
• プロセス・ロジック（ユーザのビジネスに関する規則を反映するために必要なロジック以外の、完全なロジック）

プロセス合成機能を使うと、手作業より迅速に作業できます。なぜなら、プロセス合成機能は、上記の情報を自動作成
するだけでなく、サブジェクト・エンティティ・タイプと関係で結ばれている周囲のエンティティ・タイプ（複数あり
える）も考慮するからです。つまり、関係先エンティティ・タイプそれぞれに対しても、必要なビューとアクション・ス
テートメントを自動作成します。直結エンティティ・タイプを考慮することは特に、作業対象のエンティティ・タイプが
複数の関係を持つ場合に役立ちます。

プロセス合成機能は、同時に、相手方のロジックとビューも作成します。また、基本プロセス/エンティティ・マトリッ
クスへのセルの記入もなされます。

NOTE
注： あるデータ・モデルのサブセットでプロセス合成をする場合、そのモデル全体の範囲指定をしてからその
サブセットに含めてください。指定しないと、生成したPADは、サブジェクト・エンティティ・タイプの関係
先エンティティ・タイプを処理しない、不完全なものになりえます。

たとえば、「在庫に新しい部品を追加」というプロセスは、製品在庫というタイプのエンティティの、作成、読取、削除
を行う可能性があります。このプロセスに対してプロセス合成すると、下記の基本プロセスを合成できます。

• 在庫品を作成
• 在庫品を更新
• 在庫品を削除
• 在庫品を読取
• 在庫品を一覧表示

ダウンストリーム効果

分析段階で合成したプロセスは、設計段階でプロシージャを作るときの基礎部品となります。プロセス合成後にデータ・
モデルを変更すると、プロシージャにプロセスを組み込む作業が不成功になります。たとえば、生成したプロセスがアク
セスするエンティティ・タイプの、識別子を変更すると、インプリメンテーションの一貫性検査でエラーが起きます。こ
の場合、その問題を解決しなければなりません。プロセスを設計段階に首尾良くインプリメントするには、まずそのプロ
セスを削除してから作成し直さなければならない場合があります。
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プロセス・アクション図にロジックを追加した場合は、プロセスを削除して生成し直す代わりに、特定のエラー条件だけ
を訂正することにより問題を解決することもできます。なぜなら生成し直すと、プロセスを削除すると、そのビュー、期
待効果、プロセス・アクション図内に生成されたロジック、追加したロジックなど、プロセスに対して保存したすべての
情報が失われてしまうからです。

こういった損失や不測の事態を避けるために、プロセスをプロシージャに組み込む前に、必ず一貫性検査を行ってくださ
い。

生成のエラー

選択した一部のオブジェクトについて生成が完了しています。メッセージは、生成されなかったオブジェクトの数を示し
ています。

導入を続けるには、［了解］をクリックします。

導入をやめるには、［取消］をクリックします。

［Group View （グループ・ビュー）］チェック・ボックス

親がグループ・ビューであるビューのチェック・ボックスは選択できません。その従属物も、この特性を親から引き継ぎ
ます。

ホスト通信エラー

ホスト・セッションにログオンして、作動可能状態にする必要があります。使うホスト・セッションを切り替えることに
より、これを真にします。

不正な編集パターン

不正な編集パターンです。ドロップ・ダウン・リストから編集パターンを選択するか、カスタム・パターンを入力してく
ださい。

不正な月数

月のフィールドに１から12まで以外の数字があります。

正しい月を入力してください。

不正なパス

ファイルの正しいパスを指定してください。

［オプション］-［パス］を選択してください。

入力フィールドの非活動状態エラー

入力フィールドが活動状態でないときにフィールドに文字を入力した可能性があります。実行環境によっては、活動状態
でないフィールドにも、カーソルを置けば文字を入力できてしまいます。しかしその場合、［了解］ボタンを選択した時
点で、アプリケーションは入力値がないと見なします。このフィールドを活動化するには、このフィールドをクリックし
てください。
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不正なコード名

このエラーは、インライン・コード・ステートメントのコード名が選択された言語で有効ではないことを示します。コー
ド名にハイフン（-）を含めることはできません。COBOL 言語を対象とするコード名のみにハイフンが含まれます。

無効な日の値

この月に対してこの日は無効です。

２月については１から28までを入力してください（ただし閏年には29まで）。４月、６月、９月、11月の場合は１から
30までの数字を入力してください。その他の月の場合は、１から31までの数字を入力してください。

無効な省略時アルゴリズム名

省略時アルゴリズムの名前は下記の文字に限ります。

• A - Z
• 0 ～ 9
• 空白スペース
• 下線 "_"

上記以外の文字はすべて除去してください。

限界以下の名前を入力してください。

無効な重要度係数

5 より大きい数値が［重要度係数］フィールドに入っています。このフィールドで許可されるのは、0 から 5 までの数字
のみです。

0 ～ 5 のいずれかを入力してください。

無効なオカレンス

１行あたり、反復グループ・ビューのオカレンスが最低１つなければなりません。ゼロは受け付けられません。

Work Set is not a valid parent （ワーク・セットは有効な親ではありません）

ワーク・セットは親になれません。新しい親として、別のタイプのオブジェクトを選択してください。

無効な親タイプ

オブジェクトの親の変更時には、有効な親だけを選択できます。

オブジェクトにとっての有効な親は、下記のとおりです。

• エンティティ・タイプの親は、サブジェクト・エリアまたは区分
• 区分の親は、エンティティ・タイプまたはサブタイプ
• サブタイプの親は、サブタイプまたは区分
• サブジェクト・エリアの親は、サブジェクト・エリア
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無効なパス名

パス名とファイル名が正しいか確認してください。名前にタイプ・ミスがあるとシステムはファイルにアクセスできませ
ん。

パス名とファイル名に綴り誤りがないか確認してください。同時に、その名前が大・小文字に関するオペレーティング・
システムの標準に従っているか確認してください。

無効な関係

選択した置換関係は、置換エンティティ・タイプ間で有効な関係ではありません。

置換エンティティ・タイプ間に存在する関係しか持たない元の関係を置換できます。

関係を置換する場合、最初に元の関係の一方のエンティティ・タイプ置換をマッチング解消してください。

無効な TD 名

TD名がブランクであってはなりません。半角英数字の名前を入力してください。先頭は英字でなければなりません。32
字以下でなければなりません。

無効な値

これらの編集フィールドにはブランクがあってはなりません。妥当な文字だけを入力してください。

無効なワーク・パス名

ワーク・パスに対して無効な名前を入力しました。拡張子.iefは、モデル・ディレクトリ用に予約されているので、ワー
ク・パスに付けることはできません。

これらのパスを更新するには、ワーク・パスをクリアするか、またはワーク・パス・ディレクトリに有効な名前を入力し
てください。有効名は、文字、数字、下線、ピリオドとを組み合わせたものです（.iefだけは禁止）。

［マトリックス定義］ダイアログ

［マトリックス定義］ダイアログ・ボックスでは、カスタム・マトリックスの名前と軸を一覧表示します。

軸の名前は、マトリックス名の下に字下げして表示されます。

このダイアログ・ボックスのフィールドは以下のとおりです。

• マトリックス定義リスト
この選択リストには、カスタム・マトリックスの名前と各マトリックス内の軸があります。

• Add
このボタンをクリックすると、カスタム・マトリックスの特性を追加するダイアログ・ボックスが表示されます。

• 削除
このボタンをクリックすると、削除対象として選択したオブジェクトやその従属物がリストから削除されます。

• 特性
このボタンをクリックすると、ユーザ定義マトリックスの名前、説明、予想されるセル値を変更できます。軸は変更
できません。

• 検索
ボタンをクリックすると、キーワードを使用して、オブジェクトやその従属物の検索ができます。

• クローズ
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このボタンをクリックしてダイアログを閉じます。

［マトリックス定義の特性］ダイアログ

このダイアログ・ボックスでは、新しいマトリックスの特性を追加したり、既存のマトリックスの特性を変更したりでき
ます。

カスタム・オブジェクトを作成するには、「軸」フィールドの１つにオブジェクト名を入力してください。

このダイアログ・ボックスのフィールドは以下のとおりです。

• 名前
追加するカスタム・マトリックスを識別します。
マトリックス名は、最大 32 文字の英数字です（入力必須）。ロケーションの名前は、最大32文字（半角）で、特殊
文字は使えません。

• 軸 1
リストからオブジェクトを選択するか、新しいオブジェクトの名前を入力します。
フィールドに使う文字は、最大32文字（半角）で、特殊文字も使えます。ロケーションの名前は、最大32文字（半
角）で、特殊文字は使えません。

• 軸 2
リストからオブジェクトを選択するか、新しいオブジェクトの名前を入力します。
フィールドに使う文字は、最大32文字（半角）で、特殊文字も使えます。ロケーションの名前は、最大32文字（半
角）で、特殊文字は使えません。

• Numeric
マトリックスのセル値として １ ～ ９ の数値に限定します。
このボタンは数値関与標識と呼ばれ、セルに記入された値で行と列の交差部分の関与の強さを示します。関与の強さ
は 9 が最大です。

• CRUD
マトリックスのセル値として C、R、U、または D に限定します。
「CRUD」で、マトリックスにデータの用途を表示します。セル値は下記４つです。
– C = 作成
– R = 読取
– U = 更新
– D = 削除

• X、1 ～ 9
マトリックスのセル値として X または １ ～ ９ に限定します。
Xは単純関与標識です。このフィールドは、交差する行と列上のオブジェクト間の関与を特定します。
1から９は数値関与標識です。このフィールドは、交差する行と列上のオブジェクトの関与の強さを示します。関与の
強さは 9 が最大です。

• 説明
このボタンをクリックすると、ダイアグラムに含まれるオブジェクトの説明を記述できる［記述説明］ダイアログ・
ボックスが開きます。記述は簡潔にし、関連すると考えられる情報をすべて記載してください。

［了解］をクリックし、変更を保存してダイアログ・ボックスを閉じます。［取消］をクリックすると、変更を保存せず
にダイアログ・ボックスが終了します。

マトリックスの表示エラー

現在のモニタの設定ではこのマトリックスの全体を表示できません。マトリックスの全体を表示するには、オペレーティ
ング・システムのセットアップ機能で、ディスプレイ装置関連の構成を変更してください。変更できない場合でも、マト
リックスの部分表示はできます。
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［マトリックスの選択］ダイアログ

［マトリックスの選択］ダイアログ・ボックスでは、標準マトリックスまたは既存のカスタム・マトリックスの軸ごとに
オブジェクトを選択できます。

このダイアログ・ボックスのフィールドは以下のとおりです。

• 縦軸の選択
この選択リストには、標準マトリックスのすべてのオブジェクトと、カスタム・マトリックス用に追加したオブジェ
クトが含まれます。カスタム・オブジェクトには、アスタリスク（*）が付いています。
このリストからオブジェクトを選択すると、「横軸の選択」の選択リストに、関連オブジェクトが表示されます。

• 横軸の選択
この選択リストには、「縦軸の選択」の選択リストで強調表示されたオブジェクトに対応したオブジェクトが表示さ
れます。標準マトリックスのオブジェクトと、カスタム マトリックス用に作成したオブジェクトが表示されます。カ
スタム・オブジェクトには、アスタリスク（*）が付いています。
このリストからオブジェクトを選択すると、選択リストの上部にマトリックス名が表示されます。

マトリックスを選択することも、マトリックスの２次ウィンドウにアクセスすることもできます。2 次ウィンドウにアク
セスするには、［取消］ボタンを選択します。

Max

MAXは、明示的に添字付けされたグループ・ビューのアクション図ツールのロジックにMAX OF特殊属性を書き加えま
す。MAX OFは、反復グループ・ビューの実際のサイズ（反復グループ・ビューの特性の１つとして指定した最大カージ
ナリティ）を表わします。値は正で一定です。実行中に変更できません。数値属性のビューや数値と比較できます。数値
の特殊属性や数値属性ビューを目標ととするSETステートメントのソースとしても使えます。

添字としてのMAX OFとLAST OFの相違点を考えてみます。MAX OFは、最大カージナリティを参照し、植値済みビュー
のこともあれば植値済みビューでないこともあります。LAST OFは、使用されている最大オカレンス数を参照し、つね
に植値済みビューです。

形式： MAX OF <explicitly_indexed_repeating_group_view>

例：

 --IF SUBSCRIPT OF repeating_product IS EQUAL TO

| MAX OF repeating_product

|<--|------ ESCAPE

 ---

「最大量」（「スクロール量」）

画面の一番上または一番下にスクロールする値とアクセレレータ・キーを指定してください。画面の一番上または一番下
への省略時スクロール値は MAX です。省略時のアクセレレータ・キーは M です。

［最大化ボタン］チェック・ボックス

「最大化ボタン」チェック・ボックスで、ウィンドウに最大化ボタンを表示するかどうかを指定します。最大化ボタンを
選択すると、ウィンドウがデスクトップ内で可能な最大サイズに拡大されます。
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ウィンドウの省略時解釈値は［はい］です。このチェック・ボックスは、ダイアログ・ボックスには適用されません。

NOTE
注： UNIX プラットフォームのウィンドウ設計ツールでは、設計中のウィンドウに最大化ボタンは表示されま
せん。ただし、そのアプリケーションを生成し導入すると、最大化ボタンがウィンドウに表示されます。

Maximized 特性

使用法 Maximized (String)
説明 ウィンドウの最大化状態を設定、または検索します。
引数 ウィンドウの新しい最大化状態となる文字列値。「True」の値は

、ウィンドウが最大化されていることを示します。
戻り値 この特性が戻す文字列値は、ウィンドウの最大化状態を示します

。「True」の値は、ウィンドウが最大化されていることを示しま
す。

Maximum

Maximum関数は、指定された属性または式の最大値を返します。目標プラットフォーム（DBMS）の照合シーケンスに
よって値が判別されます。

パス名の最大長到達エラー

ページ名は、終了のスラッシュを含めて、最大60文字までです。終了のスラッシュがない場合は自動的に補われます。
したがって、終了のスラッシュを入力しない場合、開発者が入力できるのは59文字までです。

フィールド名の最大長エラー

フィールドの長さが当DBMSの制限を越えています。当DBMSのマニュアルを参照してください。

Maximum Number of New Objects Reached （新しいオブジェクトの最大数に到達しました）

新しいオブジェクトをこれ以上追加する前に、モデルをチェックインしてください。

CA Gen ソフトウェアでは、各回のアップロードとその次のアップロードとの間に作成できる新しいオブジェクトの個数
に制限があります。今その制限に達してしまっています。

モデルをチェックインするには「モデル」→「エンサイクロペディア」→「モデルの更新とチェックイン」の順に選択し
てください。

オブジェクトの最大数の警告

CA Gen ソフトウェアでは、各回のアップロードとその次のアップロードとの間に作成できる新しいオブジェクトの個数
に制限があります。当メッセージは、新しいオブジェクトの個数がその制限にほとんど達しそうであることの警告です。
個数制限に達してしまった場合、その時点でいったんモデルをチェックインおよびチェックアウトしなければ、残りの新
しいオブジェクトを作成できません。

CA Gen ソフトウェアはモデルが前回チェックインされた後に作成されたオブジェクトの個数をモニタしており、その数
は［モデル情報］ダイアログ・ボックスに表示されます。「モデル情報」ポップアップ・ウィンドウを表示するには「モ
デル」→「情報」の順に選択してください。
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モデルをチェックインするには「モデル」→「エンサイクロペディア」→「モデルの更新とチェックイン」の順に選択し
てください。

［メンバ名/トランザクションコード］ダイアログ

［メンバ名/トランザクションコード］ダイアログ・ボックスでは、ソース・コード・ファイルおよび画面コード・ファ
イルを命名し、対話フローとクリア・スクリーンのトランザクション・コードを指定し、z/OS が目標の場合にプロシー
ジャ・ステップの動的リンクのビジネス・システム省略時解釈を無効にします。

［画面制御...］ プッシュ・ボタンは、IMS マップ画面でのみアクティブ状態になります。

このダイアログ・ボックスの情報は、オンライン・プロシージャ・ステップに関連付けられます。生成ツールでは、プロ
シージャ・ステップのコード生成時に、ソース・ファイル名と画面コード・ファイル名を割り当てます。

NOTE
注： メンバ名として DBMS の予約語を使用すると、生成および導入時に問題が起きることがあります。目標
DBMSのマニュアルを読んで予約語を避けてください。

クリア・スクリーン・トランザクション・コードのダウンストリーム効果

各プロシージャ・ステップには、最低１つのトランザクション・コード（trancode）を割り当てなければなりません。ト
ランザクション・コードは、クリア・スクリーンまたは対話フローのトランザクション・コードとして、プロシージャ・
ステップに割り当てることができます。

非先頭プロシージャ・ステップはクリア・スクリーンにて実行できません。そのため、クリア・スクリーン・トランザク
ション・コードを先頭プロシージャ・ステップ以外に割り当てることはできません。

先頭プロシージャ・ステップである場合、アプリケーションの設計内容に応じて、クリア・スクリーンにて実行させるこ
ともできます。先頭プロシージャ・ステップをクリア・スクリーンにて実行したい場合、一意のクリア・スクリーン・ト
ランザクション・コードを割り当ててください。TPモニタは、クリア・スクリーン・トランザクション・コードを使っ
て、実行対象であるロード・モジュールを呼び出します。対話マネージャは、そのロード・モジュールを使って、クリ
ア・スクリーン入力にて実行するプロシージャ・ステップを見つけます。

TP モニタ IEFAE でアプリケーションをテストすると、CA Gen は AEENV という特殊ファイルを作成します。AEENV
ファイルには、すべてのモデルの全ロード・モジュールに対するクリア・スクリーン・トランザクション・コードが入っ
ています。クリア・スクリーン・トランザクション・コードがAEENVファイル内で一意でない場合、アプリケーション
の実行時に問題が起きえます。

対話フロー・トランザクション・コードの概念

各プロシージャ・ステップには、最低１つのトランザクション・コード（trancode）を割り当てなければなりません。ト
ランザクション・コードは、プロシージャ・ステップのパッケージング先ロード・モジュールに設定済みです。トランザ
クション・コードは、クリア・スクリーンまたは対話フローのトランザクション・コードとして、プロシージャ・ステッ
プに割り当てることができます。

対話マネージャは、対話フロー･トランザクション･コードを使って、プロシージャ･ステップ間のフロー（リンクと転
送）を管理します。リンクまたは転送される全プロシージャ・ステップには、対話フロー・トランザクション・コードを
割り当てる必要があります。

非先頭プロシージャ・ステップすべてに、対話フロー・トランザクション・コードを割り当てる必要があります。この
種のプロシージャ・ステップは、別のプロシージャ・ステップから対話フローが結ばれています。このプロシージャ・ス
テップはクリア・スクリーンからは呼び出せません。

先頭プロシージャ・ステップは、別のプロシージャ・ステップからのフローを結べる場合、対話フロー・トランザクショ
ン・コードを必要とします。クリア・スクリーンからのみアクセスできる先頭プロシージャ・ステップには、対話フ
ロー・トランザクション・コードは必要ありません。
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１つ以上のプロシージャ・ステップに、同じ対話フロー・トランザクション・コードを割り当てることができます。TP
モニタは、対話フロー・トランザクション・コードを使って正しいロード・モジュールを呼び出します。対話フロー・マ
ネージャでは、フロー・メッセージ内の別の情報を使って、実行するプロシージャ・ステップを見つけます。

対話フローを開始する対話マネージャでは、対話フローを結ぶプロシージャ・ステップの対話フロー・トランザクショ
ン・コードを使って、TPモニタを呼び出します。TPモニタは、対話フロー・トランザクション・コードと関連づけのあ
るロード・モジュールを呼び出します。フローを受け取る対話マネージャでは、フロー・メッセージの情報によって、宛
て先プロシージャ・ステップを決めます。

対話フロー・トランザクション・コードののダウンストリーム効果

各プロシージャ・ステップには、最低１つのトランザクション・コード（trancode）を割り当てなければなりません。ト
ランザクション・コードは、プロシージャ・ステップのパッケージング先ロード・モジュールに設定済みです。トランザ
クション・コードは、クリア・スクリーンまたは対話フローのトランザクション・コードとして、プロシージャ・ステッ
プに割り当てることができます。

対話マネージャは、対話フロー･トランザクション･コードを使って、プロシージャ･ステップ間のフロー（リンクと転
送）を管理します。リンクまたは転送される全プロシージャ・ステップには、対話フロー・トランザクション・コードを
割り当てる必要があります。

非先頭プロシージャ・ステップすべてに、対話フロー・トランザクション・コードを割り当てる必要があります。この
種のプロシージャ・ステップは、別のプロシージャ・ステップから対話フローが結ばれています。このプロシージャ・ス
テップはクリア・スクリーンからは呼び出せません。

先頭プロシージャ・ステップは、別のプロシージャ・ステップからのフローを結べる場合、対話フロー・トランザクショ
ン・コードを必要とします。クリア・スクリーンからのみアクセスできる先頭プロシージャ・ステップには、対話フ
ロー・トランザクション・コードは必要ありません。

１つ以上のプロシージャ・ステップに、同じ対話フロー・トランザクション・コードを割り当てることができます。TP
モニタは、対話フロー・トランザクション・コードを使って正しいロード・モジュールを呼び出します。対話フロー・マ
ネージャでは、フロー・メッセージ内の別の情報を使って、実行するプロシージャ・ステップを見つけます。

対話フローを開始する対話マネージャでは、対話フローを結ぶプロシージャ・ステップの対話フロー・トランザクショ
ン・コードを使って、TPモニタを呼び出します。TPモニタは、対話フロー・トランザクション・コードと関連づけのあ
るロード・モジュールを呼び出します。フローを受け取る対話マネージャでは、フロー・メッセージの情報によって、宛
て先プロシージャ・ステップを決めます。

プロシージャ・ステップ・リストのダイナミック・リンク（z/OS）

このプルダウンでは、目標がz/OSの際に、プロシージャ・ステップのダイナミック・リンクのためのビジネス・システ
ム省略時解釈を指定変更できます。

SELECT TO
デフォルト ［MVS 環境パラメータ］ダイアログ・ボックスで指定されたプロ

シージャ・ステップに、ビジネス・システムの省略時解釈を使用
します。

Yes ［ダイナミック・リンク］オプションが［Yes］に設定されたプ
ロシージャ・ステップは、実行時に動的に呼び出され、DLL 内に
常駐します。

No ［ダイナミック・リンク］オプションが［No］に設定されている
をプロシージャ・ステップは、実行時に動的ではなく静的に呼び
出され、それ自体は、プロシージャ・ステップがパッケージング
されているロード・モジュール用に作成された DLL 内に常駐しま
す。

互換性 ［ダイナミック・リンク］オプションが［互換性］に設定された
プロシージャ・ステップは、実行時に動的に呼び出され、非 DLL
モジュール内に常駐します。
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ダイナミック・リンクの z/OS 機能の詳細については、z/OS のマニュアルを参照してください。

画面リストのダイナミック・リンク（z/OS）

このプルダウンは、目標が z/OS の場合に、ダイナミック・リンクのビジネス・システムの省略時解釈を無効にできま
す。

SELECT TO
デフォルト ［MVS 環境パラメータ］ダイアログ・ボックスで指定された画面

マネージャに、ビジネス・システムの省略時解釈を使用します。
Yes ［ダイナミック・リンク］オプションが［Yes］に設定された画

面マネージャは、実行時に動的に呼び出され、DLL 内に常駐しま
す。

No ［ダイナミック・リンク］オプションが［No］に設定されている
を画面マネージャは、実行時に動的ではなく静的に呼び出され、
それ自体は、画面マネージャがパッケージングされているロー
ド・モジュール用に作成された DLL 内に常駐します。

互換性 ［ダイナミック・リンク］オプションが互換性に設定された画面
マネージャは、実行時に動的に呼び出され、非 DLL モジュール内
に常駐します。

ダイナミック・リンクの z/OS 機能の詳細については、z/OS のマニュアルを参照してください。

分散トランザクション参加（Tuxedo、EJB および .NET サーバのみ）

このオプションは、協調パッケージング/生成を実行する場合のみ利用可能です。トランザクションを拡張された作業単
位に参加させる場合は、［分散トランザクション参加］を選択します。これにより、プロシージャが参加できるようにな
ります。分散トランザクション参加の詳細については、「分散処理の概要」のトランザクション処理の説明を参照してく
ださい。

メンバ名 - トランザクションコード

［メンバ名/トランザクションコード］ダイアログ・ボックスでは、ソース・コード・ファイルを命名し、対話フローと
クリア・スクリーンのトランザクション・コードを指定します。このダイアログは、ウィンドウ・アプリケーションのプ
ロシージャ・ステップにのみ適用されます。

対話フロー・トランザクション・コードはオプションです。ウィンドウ・アプリケーションでは、このトランザクショ
ン・コードを使いません。

クリア・スクリーン・トランザクション・コードは、ユーザのアプリケーションが、複数のプロシージャ・ステップを持
つロード・モジュールを含む場合に使われます。

生成ツールは、プロシージャ・ステップのコード生成時に、ソース・ファイル名を割り当てます。

注： メンバ名として DBMS の予約語を使用すると、生成および導入時に問題が起きることがあります。目標DBMSのマ
ニュアルを読んで予約語を避けてください。

詳細は、個々のコントロールのヘルプを参照してください。

メモリ検証

このアクションを使用できるのは、弊社の社員のみです。お客さまは、弊社のテクニカル・サポートからの指示のもとで
のみ使用してください。
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ナビゲーション図のメニュー・バー表示特性のメニュー・バー・ノード

［メニュー・バー］ノードは、アプリケーション内のウィンドウのメニュー・バーの以下の特性を指定します。

ウィンドウとヘルプの生成

このフィールドは、デフォルト・システム・ウィンドウおよびヘルプ・メニューが存在するかどうかを指定します。

［ウインドウとヘルプ・メニューの生成］フィールドは、［メニュー・バーの表示特性］ダイアログ・ボックスの［メ
ニュー・バー］ノード内にあります。

HTML メニューが占める割合（%）

このフィールドでは、HTMLで生成されたアプリケーションでメニューが占めるウィンドウの割合を指定します。この
フィールドには、0 ～ 100 の範囲の値を入力できます。0 を指定すると、生成されたアプリケーションではメニューが表
示されません。100 を指定すると、生成されたアプリケーションでの表示項目はメニューのみになります。このフィール
ドがブランクの場合、省略時解釈値は 25 です。

［% Occupied by HTML menu］フィールドは、［メニュー・バーの表示特性］ダイアログ・ボックスの［メニュー・
バー］ノード内にあります。

メニュー・バーの特性の編集方法

1. ナビゲーション図で、必須ウィンドウを選択します。

2. ［編集］-［メニュー設計］を選択します。

    ［メニュー設計］ダイアログ・ボックスが表示されます。

3. ダイアログ・ボックスに一覧表示されているメイン・メニュー・バーを選択します。

    ［特性］ボタンが使用可能になります。

4. ［特性］ボタンをクリックします。

5. ［メニューバー］ノードをクリックします。

6. ［ウインドウとヘルプ・メニューの生成］チェック・ボックスをオンまたはオフにします。

7. ［% Occupied by HTML menu］フィールドで値を指定します。

 

ナビゲーション図のメニュー・バー表示特性

［% Occupied by the HTML menu］フィールドで、HTML メニューが占めるスペースの割合を指定できます。

また、必要であればウィンドウとヘルプのメニュー・バーの生成も指定できます。

NOTE
注： メニュー・バーの表示特性に移動するには、ウィンドウの［メニュー設計］ダイアログ・ボックスを開き
ます。メイン・メニューバーを選択し、［特性...］をクリックします。

［メニューからプロシージャへのフロー］ダイアログ

［メニューからプロシージャへのフロー］ダイアログ・ボックスでは、別のプロシージャ・ステップへのメニュー・フ
ローを指定できます。メニュー・フローにより、現在のプロシージャ・ステップを、別のプロシージャ・ステップへのメ
ニューとして使えます。

下記の選択リストを使って、メニュー・フローを指定してください。

• ビジネス・システム
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宛て先ビジネス・システムを表示します。メニュー・フロー上でプロシージャ・ステップの分岐先となる宛て先ビジ
ネス・システムを選択してください。現在のビジネス・システムは、つねに表示されます。

• プロシージャ・ステップ
宛て先ビジネス・システム内のプロシージャ・ステップを表示します。メニュー・フローの宛て先となるプロシー
ジャ・ステップを選択してください。

• コマンドと別名
フローの実行に使えるコマンドまたは同義語を選択します。

［選択］プッシュ・ボタンをクリックすると、選択内容が一番上の選択リストに追加されます。［適用］プッシュ・ボタ
ンをクリックすると、一番上の選択リストに表示される全メニュー・フローが、CASE コマンドとしてアクション図内に
生成されます。

詳細は、個々のコントロールのヘルプを参照してください。

Menu Check 特性

使用法 Check (String)
説明 メニュー項目のチェック状態を設定または検索します。
引数 メニュー項目の新しいチェック状態を示す文字列。「真」の値は

、メニュー項目がチェックされていることを意味します。
戻り値 この特性が戻す文字列は、メニュー項目の現在のチェック状態を

示します。「真」の値は、メニュー項目がチェックされているこ
とを意味します。

Menu Click メソッド

使用法 Click ()
説明 マウスのクリックでメニュー項目を選択します。
引数 None
戻り値 None

［メニュー設計］ダイアログ

［メニュー設計］ダイアログ・ボックスには、ウィンドウのメニュー・レイアウトが表示されます。このレイアウトは、
メニュー項目の追加、削除、移動をすると設計できます。また、レイアウトの一部を展開または縮小して見やすくした
り、特定のメニュー項目の特性を指定したりできます。

メニュー項目のレイアウトは字下げリストとして表示されるため、確認が容易で設計も楽です。

以下の条件により、このダイアログのボタンが有効になります。

• 移動
リストからメニュー項目または下位メニュー項目を選択します。

• 親の変更
リストからメニュー項目または下位メニュー項目を選択します。

• 展開/圧縮
リストから項目を選択

• Add
メニュー項目に追加可能な項目をリストから選択します。

（コマンドに関連付けられた項目には下位メニュー項目を追加できません。）
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• 削除
リストからメニュー項目または下位メニュー項目を選択します。

［メニュー設計］ダイアログの選択リスト

このリストには、現在選択されているウィンドウに関するメニュー項目の階層が表示されます。メニュー項目は、字下げ
リストのレイアウトで表示されます。

最上位レベルのメニュー項目には 2 つのダッシュ"--"がつきます。これらのメニュー項目は、そのウィンドウのメ
ニュー・バーに表示されます。

4 つ以上のダッシュは、下位メニュー項目を示します。ダッシュの個数が、下位レベル数を表わします。

Windows アプリケーションの場合、文字の前にアンパサンド（&）が付加されます。（ニーモニックを使用すると、ユー
ザはマウスで選択する代わりに、キーボードのニーモニック・キーを押すことによりメニュー項目を選択できます。）

メニュー項目にアクセレレータ･キーが割り当てられている場合は、そのメニュー項目の右側に表示されます。

Menu インターフェース・オブジェクト

メソッド 特性
Click アプリケーション
再描画 検査
 Enabled
 Handle
 名前
 ObjectType
 親（Parent）

［メニュー項目特性］ダイアログ

［メニュー項目特性］ダイアログ・ボックスでは、メニュー項目の特性を指定します。メニュー項目を追加できるのは
ウィンドウに対してだけであり、ダイアログ・ボックスには追加できません。

メニュー項目で下記ができます。

• 「了解」、「取消」、または「ヘルプ」の特殊アクションの実行
• 主ダイアログ・ボックス以外のダイアログ・ボックスの表示（ダイアログ・ボックスの呼び出し）
• プロシージャ・ステップのプロシージャ・アクション図ロジックの実行
• メニュー項目に関連づけられた「クリック」イベントの実行
• 自動フローに関連づけられたコマンドの呼び出しによる自動フローの実行

NOTE
注： 保存、名前を付けて保存、ロード、挿入、特殊貼り付け、取り消し、オブジェクト、戻るの各特殊アク
ションは、32 ビットの Windows 環境でのみサポートされます。

メニュー・バーのメニュー項目または下位メニュー項目に対して、ニーモニック・キーを定義できます。また、下位メ
ニュー項目（メニュー・バーにないメニュー項目）に対してのみ、アクセレレータ・キーを定義できます。
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以下の条件により、このダイアログ・ボックスのコントロールが使用可能になります。

制御 活性化条件
前に区分線を表示 メニュー項目はプルダウン内になければなりませんが、プルダウ

ンの先頭のメニュー項目であってはなりません。
Shift アクセレレータ・キーはファンクション・キーでなければならず

、英数字キーであってはなりません。

詳細は、個々のコントロールのヘルプを参照してください。

Menu メソッド

使用法 Menu (String)
説明 入力した名前のメニュー・オブジェクトを検索します。
引数 検索するメニュー・オブジェクトの名前である文字列
戻り値 このメソッドは、指定した名前の GUI オブジェクトを返します。

オブジェクトが見つからないかエラーが発生した場合、このメ
ソッドは Null を返します。

メニュー・テキスト

［メニュー・テキスト］で、メニュー項目に表示する文字を指定します。このフィールドでは英数字を使えます。

テキストは、なるべく短い表意語句にしてください。

メニュー表示特性

［表示特性］を使って、ウィンドウまたはダイアログ・ボックス上のオブジェクトの色やフォントを指定します。ここで
選択をすると、［ビジネス・システム省略時解釈］で選択した内容が指定変更されます。

ウィンドウのフォントを変更すると、そのウィンドウのすべてのコントロールにそのフォントが継承されます。ウィンド
ウの色を変更すると、下記のコントロールに新しい色が継承されます。

• リテラル
• グループ・ボックス
• プロンプト
• ラジオ・ボタン
• チェック・ボックス

個々のコントロールにフォントまたは色を指定して、継承した内容を指定変更できます。

［表示特性］では、生成したアプリケーションのユーザに対する表示方法を決定します。［表示特性］は、表示するダイ
アグラムのフォントまたはリスト・ボックスのフォントには影響しません。

生成したアプリケーションのフォントと色

選択したフォントが、生成したアプリケーションを実行するコンピュータで使えない場合、フォントの省略時解釈は、オ
ペレーティング・システムの選択内容になります。

選択した色が使用できない場合、省略時解釈の「最適化」になります。アプリケーションは選択した色と最も一致する色
を使用して表示されます。

色とフォントの変更は、なるべくしないでください。強調したい場合にのみ、フォントと色を変更するようにしてくださ
い。
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フォントと色のリセットの活動化

「フォントと色のリセット」は、下記の２つの理由で非活動状態（灰色表示）になる場合があります。

• 表示したダイアグラム上の複数のオブジェクトを強調表示した。これを修正する際は、クリックしてオブジェクトを
１つ選択してください。

• フォントと色を変更していないオブジェクトを強調表示した。これを修正する際は、別のオブジェクトを選択してく
ださい。

フィールドのヘルプ

前景色

背景色

フォント選択

フォントと色のリセット

 

プッシュ・ボタンのヘルプ

プッシュ ボタン 説明
了解 ［了解］プッシュ・ボタンをクリックすると、CA Gen によって

新規または変更した情報がインプリメントされ、ウィンドウが閉
じます。

特性 メニューの表示特性のヘルプ・トピックを表示します。
取消（クローズと採用） フォントと色の変更を終了する際は、このプッシュ・ボタンを選

択します。ダイアログがクローズして、選択した内容を採用しま
す。モデルを保管して選択内容を保管する必要があります。

ヘルプ メニューの表示特性のヘルプ・トピックを表示します。

モデルのチェックアウトの確認

［はい］をクリックすると、指定したモデルが新しい長い名前でチェックアウトされます。現在オープンしているモデル
が上書きされます。

現在のモデルを上書きしない場合は、［いいえ］をクリックします。

新しいローカル名を入力すれば、現行モデルは上書きされません。

モデルの非互換性エラー

使っているソフトウエアは、モデルに対する互換性がありません。そのモデルが、別のバージョンで作成されているため
です。

このモデルと互換性のあるバージョンのAdvantage Gen(またはCOOL:Gen、Composer、IEF)でモデルをチェックイン
し、そのあとで、現行のソフトウエアでモデルをチェックアウトしてください。

Toolset Support Functions

このアクションを使用できるのは、弊社の社員のみです。お客さまは、弊社のテクニカル・サポートからの指示のもとで
のみ使用してください。

 1188



 CA Gen - 86JP - Japanese - Japan

モデルの長い名前の未保存エラー

モデルの長い名前（セントラル・エンサイクロペディア名）は、変更しても、モデルを保管するまでは反映されません。

モデル保存

モデルを保存するには、［はい］をクリックします。

モデルを保存しないで終了するには、［いいえ］をクリックします。

モデルを保存しないでメイン・メニューに戻るには、［取消］をクリックします。

モデルの保存エラー

モデルの妥当性検査中にエラーを検出しました。

• モデルを保存するには、［はい］をクリックします。
• モデルを保存しないで終了するには、［いいえ］をクリックします。
• モデルを保存しないでメイン・メニューに戻るには、［取消］をクリックします。

モデルの更新エラー

モデルの更新中にエラーが発生しました。ディスク・ドライブのハードウエア上の問題、オペレーティング・システムの
誤動作、オープンしたファイルが多すぎる、などいくつかの原因が考えられます。

オープンしているファイルをいくつかクローズしてから、更新とチェックインをしてください。

排他制約の削除

排他関係は、最低２つの関係からなります。最後の２つの関係のいずれかが削除されると、自動的にその排他条件も削除
されます。

• 排他制約を削除するには、［はい］をクリックします。
• 排他制約を削除しない場合は、［いいえ］をクリックします。

Mutually Exclusive Relationship Name Exists （排他関係の名前が存在します）

同名の排他関係がすでに存在します。モデル内で名前が重複してはなりません。一意の名前を入力するか、既存の排他関
係を削除してください。

Name Cannot be Blank （名前は空白にできません）

名前を入力する必要があります。ブランクの名前フィールドは許されません。

名前を入力してください。

属性なし

このエンティティ タイプには、転送する属性がありません。転送する属性が含まれているエンティティ タイプを選択し
てください。
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ディスク・スペースなし

ディスク・スペースがなくなりました。

不要なファイルを削除してください。十分なスペースがあるにもかかわらず同じエラー・メッセージが出続ける場合、
ハードウェアの問題が考えられます。

Number of Additional Occurences Exceeds Cardinality （追加オカレンス数がカージナリティを超えてい
ます）

グループ・ビューのカージナリティが、追加オカレンス数よりも小さくなっています。追加オカレンス数を変更してくだ
さい。

1 ページあたりの行数のエラー

１ ページの行数は 10 以上の値を入力してください。

すでに選択済みのオブジェクト

選択した外部オブジェクトはすでにこのダイアグラム内に表示されています。ダイアグラムの外にあるオブジェクトを選
択してください。

１つの外部オブジェクトを、複数のダイアグラムに表示することはできますが、同じダイアグラムの複数箇所に表示する
ことはできません。

画面上に配置されたオブジェクト

現在、削除用に選択したオブジェクトが画面にあります。このオブジェクトを削除すると、画面からも削除されます。

オブジェクト更新メッセージ

更新されたオブジェクトの再作図中です。少しお待ちください。

オカレンスの割合のエラー

オカレンスの割合は100%を超えることはできません。割合を100%（カージナリティが「時々」の場合は100%未満）に
変更してください。

OLEControl TextAlign 特性

使用法 TextAlign (String)
説明 OLEコントロールのテキスト位置を設定、または検索します。
引数 OLEコントロールの新しいテキスト位置タイプである文字列。有

効な値は「省略時解釈」、「左」、「右」、「センター」、また
は「なし」です。

戻り値 この特性が戻す文字列は、OLEコントロールの現在のテキスト位
置タイプを示します。有効な値は「省略時解釈」、「左」、「右
」、「センター」、または「なし」です。
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インポート・ビュー初期設定の最適化

「インポート・ビュー初期設定の最適化」チェック・ボックスで、呼び出されたアクション・ブロックがインポート・
ビューの初期設定をバイパスできることを指定します。CA Gen のすべてのリリースで、すべての呼び出しアクション・
ブロックが生成されます。つまり、呼び出しアクション・ブロックによってインポート・ビューの初期設定が完全に行な
われるため、呼び出されたアクション・ブロックによって再び行なう必要はなく、すべての呼び出しアクション・ブロッ
クが生成されます。以前のリリースについては、CA テクニカル・サポートにお問い合わせください。

コンセプト

「インポート・ビュー初期設定の最適化」チェック・ボックスを選択すると、呼び出されたアクション・ブロックにおけ
るインポート・ビューの初期設定に影響します。

最適化を選択しない場合のビュー初期設定の処理（5.Xリリース）。

最適化を選択していない場合、呼び出されたアクション・ブロックは低い値を捜すことによって、インポート・ビュー
のあらゆるフィールドを検証します。見つかった場合、このフィールドはゼロかブランクに設定され、呼び出されたアク
ション・ブロックが実行を開始する際にインポート・ビューに有効な値が入っているようにします。

ビュー初期設定の最適化による性能の向上。

バッチ・アプリケーションでよく行なわれるように、１つのアクション・ブロックが頻繁に呼び出される場合、ビュー初
期設定に関連するオーバーヘッドが過剰になります。「インポート・ビュー初期設定の最適化」を選択すると、呼び出さ
れたアクション・ブロック内で低い値を捜す処理は行なわれません。そのため、呼び出しに関連するオーバーヘッドが減
少します。

推奨

「インポート・ビュー初期設定の最適化」オプションを選択することをお勧めします。

OPTIMIZE USING名

この入力フィールドを使って、クエリ・アウトライン名を指定します。

フィールドの最大長は32です。クエリ・アウトライン名の先頭文字は、アルファベットでなければなりません。残りの
文字はアルファベットでも数字でもかまいません。

対話フロー・ブラウザにアクセスするためのオプション

フローをダブルクリックするか、以下のダイアグラム内の既存のフローを選択した後で［詳細］-［特性］を選択するこ
とにより、対話フロー・ブラウザを呼び出せます。

• 対話フロー図（対話設計）
• ナビゲーション図
• フロー保守図

もう 1 つの方法として、2 つのプロシージャ・ステップを関係付けてから、対話フロー図で［詳細］-［特性］を選択し
ても対話フロー・ブラウザを呼び出すことができます。

プロシージャ定義レポートのオプション

［レポート・オプション］ダイアログ・ボックスでは、プロシージャ定義レポートを作成する対象として、選択したプロ
シージャまたはすべてのプロシージャのどちらかを選択します。

このダイアログ・ボックスのフィールドは以下のとおりです。

• ［全プロシージャ］レポート・オプション
このレポート・オプションを選択すると、当該ダイアグラム上に表示されている全プロシージャがレポートに加わり
ます。

• ［選択したプロシージャ］レポート・オプション
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このレポート・オプションを選択すると、当該ダイアグラム上のプロシージャのうち強調表示されているものだけが
レポートに加わります。

プロシージャ・ステップ定義レポートのオプション

［プロシージャ・ステップ定義レポート］ダイアログ・ボックスでは、プロシージャ・ステップ定義レポートの内容を選
択できます。

いったん選択すると当該セッション中は継続しますが、モデルと一緒には保存されません。

このダイアログ・ボックスのフィールドは以下のとおりです。

• すべてのプロシージャ・ステップ
図に一覧表示されたプロシージャ・ステップをすべてレポートに含めるように指定します。

• 選択されたプロシージャ・ステップ
図に一覧表示されたプロシージャ・ステップから選択したプロシージャ・ステップをレポートに含めるように指定し
ます。

• 特性
選択したプロシージャ・ステップの特性をレポートに含めるように指定します。省略時特性（オプション未選択状態
で記載される特性）として下記があります。
– 当プロシージャ・ステップの所属先である、モデル、ビジネス・システム、プロシージャ
– 対話フローで結ばれているプロシージャ・ステップ群
– フロー・オン・エグジット・ステートと渡しデータ
– リターン・オン・エグジット・ステートと戻しデータ
情報がないレポート内容オプションを選択した場合、そのオプションには「なし」と表示されます。

• ビュー・セット
表示されたレポートで選択したプロシージャ・ステップのビュー・セットをレポートに含めるように指定します。

• 両方
内容およびビュー・セットの詳細のそれぞれに応じて、選択したリスト項目の特性とビュー・セットの両方をレポー
トに含めて、表示レポートを拡張するように指定します。

データ・モデル・ブラウザの「オプション」

データ・モデル・ブラウザの「オプション」を選択すると、下記ができます。

アクション 説明
追加 ダイアグラムにオブジェクトを１つ追加します。
連続して追加 このアクションを取り消すまで、複数のオブジェクトを次々にダ

イアグラムへ追加します。
TD 名の指定 トランスフォーメーション時に使う、エンティティ・タイプ名ま

たは属性名を指定します。
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環境ツールにおける「オプション」

「オプション」を選択すると、下記を行なえます。

アクション 説明
フォント ダイアグラム内に表示する書体を指定します。
ポップアップ・メニューのカスタマイズ ポップアップ・メニューに表示する項目の順序をカスタマイズし

ます。

#############

［オプション］を選択すると、以下の項目を選択できます。

メニュー・オプション 説明
追加 １回に１つのオブジェクトをダイアグラムに追加します。
連続して追加 キャンセルするまで、１回に１つづつ、いくつかのオブジェクト

をダイアグラムに追加します。
TD 名の指定 トランスフォーメーション時に使う、エンティティ・タイプ名ま

たは属性名を指定します。
属性つきで展開 ダイアグラム内の属性の展開を有効（チェック）または無効（チ

ェックしない）にします。
関係つきで展開 ダイアグラム内の関係の展開を有効（チェック）または無効（チ

ェックしない）にします。
フォント ダイアグラムに表示するテキストの書体とサイズを指定します。
ポップアップ・メニューのカスタマイズ ポップアップ・メニューに表示する項目の順序をカスタマイズし

ます。

##########

マトリックスで［オプション］を選択すると、以下の項目を選択できます。

メニュー・オプション 説明
追加 １回に１つのオブジェクトをダイアグラムに追加します。
連続して追加 キャンセルするまで、１回に１つづつ、いくつかのオブジェクト

をダイアグラムに追加します。
言語 多言語アプリケーションのサポートを提供します。
フォント ダイアグラムに表示するテキストの書体とサイズを指定します。
ポップアップ・メニューのカスタマイズ ポップアップ・メニューに表示する項目の順序をカスタマイズし

ます。

##################

［オプション］を選択すると、以下の項目を選択できます。

メニュー・オプション 説明
追加 １回に１つのオブジェクトをダイアグラムに追加します。
連続して追加 キャンセルするまで、１回に１つづつ、いくつかのオブジェクト

をダイアグラムに追加します。
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ツールバー ［ツールバー］メニュー項目を使って、ダイアグラムのツールバ
ーを表示か非表示にします。このメニュー項目の隣にチェック・
マークが付くと、ダイアグラムのツールバーが表示されます。

ダイアグラム・フォントの省略時解釈 ダイアグラム内のテキストの書体を変更します。
リスト・ボックスの省略時フォント リスト・ボックス内のテキストの書体を変更します。
白を省略時背景色とする すべてのダイアグラムの背景色を、白にします。
黒を省略時背景色とする すべてのダイアグラムの背景色を、黒にします。
プリンタ プリンタ用に１ページあたりの行数と１行あたりの文字数を定義

します。
パス ファイルの読取元と書込先になるサブディレクトリを定義します

。
エンサイクロペディア通信 エンサイクロペディア通信のパラメータを設定します。
エンサイクロペディアの選択 エンサイクロペディアの位置を確認します。
パスワード CA Gen を起動するときのアクセス・コードを設定します。
ボックスの大きさ ERD と ADD の省略時のボックス・サイズを定義します。
一貫性検査レベル 不整合が報告されるレベルを定義します。

########### 1 ###########################

 

選択したプロシージャ・ステップには、複数のエンティティ・タイプのビューがあります。「置換しつつ複写」を実行す
る場合、プロシージャまたはプロシージャ・ステップのエンティティ・タイプは、ただ１つでなければなりません。

ビューにエンティティ・タイプが１つしかない、別のプロシージャ・ステップを複写してください。あるいは、「プロ
シージャの追加」または「プロシージャ・ステップの追加」を使って、新たにアクション図を作成してください。

############

［オプション］を選択すると、以下の項目を選択できます。

メニュー・オプション 説明
追加 １回に１つのオブジェクトをダイアグラムに追加します。
連続して追加 キャンセルするまで、１回に１つづつ、いくつかのオブジェクト

をダイアグラムに追加します。
フォント ダイアグラムに表示するテキストの書体とサイズを指定します。
ポップアップ・メニューのカスタマイズ ポップアップ・メニューに表示する項目の順序をカスタマイズし

ます。

#############

 

［オプション］を選択すると、以下の項目を選択できます。

メニュー・オプション 説明
追加 １回に１つのオブジェクトをダイアグラムに追加します。
連続して追加 キャンセルするまで、１回に１つづつ、いくつかのオブジェクト

をダイアグラムに追加します。
画面の反転 テキストの向きを逆にして、右から左に読むようにします。
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言語 多言語アプリケーションのサポートを提供します。
フォント ダイアグラムに表示するテキストの書体とサイズを指定します。
ポップアップ・メニューのカスタマイズ ポップアップ・メニューに表示する項目の順序をカスタマイズし

ます。

TD #########

［オプション］を選択すると、以下の項目を選択できます。

メニュー・オプション 説明
追加 １回に１つのオブジェクトをダイアグラムに追加します。
連続して追加 キャンセルするまで、１回に１つづつ、いくつかのオブジェクト

をダイアグラムに追加します。
TD 名の指定 トランスフォーメーション時に使う、エンティティ・タイプ名ま

たは属性名を指定します。
フォント ダイアグラムに表示するテキストの書体とサイズを指定します。
ポップアップ・メニューのカスタマイズ ポップアップ・メニューに表示する項目の順序をカスタマイズし

ます。

生成における「オプション」

生成で［オプション］を選択すると下記を行えます。

アクション 説明
生成の省略時解釈 コード生成ツールで使われる省略時解釈を指定します。
フォント 表示書体を指定します。
ポップアップ・メニューのカスタマイズ ポップアップ・メニューに表示する項目の順序をカスタマイズし

ます。

マトリックスにおける「オプション」

マトリックスで［オプション］を選択すると、以下の項目を選択できます。

メニュー・オプション 説明
追加 「追加」が選択されたのち、１つのオブジェクトを追加します。
連続して追加 「追加」が選択されたのち、いくつかのオブジェクトを追加しま

す。
マトリックスの色 マトリックスの各部分の色を指定します。
フォント 画面に表示される文字の書体とサイズを指定します。
ポップアップ・メニューのカスタマイズ ポップアップ・メニューに表示する項目の順序をカスタマイズし

ます。

ナビゲーション図における「オプション」
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「オプション」メニュー（Options）では、下記のメニュー項目が使えます。

メニュー・オプション 説明
追加 オブジェクトを１つ追加します。
連続して追加 複数のオブジェクトを次々に連続して追加します。
追加時の表示特性 ウィンドウが使うビューを最初に作成することなくウィンドウ・

レイアウトを作成できます。
ツールバー ツールバーの表示をトグルします。
ツール・パレット ツールパレットの表示をトグルします。
グループの移動 グループ・ボックスとその中のコントロールを、１単位として移

動します。
言語の範囲... ウィンドウおよびダイアログ・ボックスの範囲を、１言語に絞っ

たり、複数の言語に広げたりできます。
エンティティ範囲... 選択した、ワーク・セット、サブジェクト・エリア、およびエン

ティティ・タイプによって、ウィンドウとダイアログ・ボックス
の範囲を縮小または拡大します。

グリッド... 選択したオブジェクトを移動する横方向と縦方向の値を設定し、
座標とスナップ情報を指定します。

フォント... 個々の「ナビゲーション図」のペイン用のフォントを選択できま
す。

色 ダイアグラム全体の背景色を選択できます。
ポップアップ・メニューのカスタマイズ ポップアップ・メニューのメニュー・コマンドの選択と順序決定

をします。

スタートアップ・ウィンドウの「オプション」

スタートアップ・ウィンドウ内で、CA Gen のアクション・バーから［オプション］メニューを選択すると、以下のオプ
ションが表示されます。

アクション 説明
ツリー ビュー ［ツリー・ビュー］メニュー項目を使って、ツリー・ビューを表

示または非表示にします。このメニュー項目の隣にチェック・マ
ークが付くと、ツリー・ビューが表示されます。

ツールバー ［ツールバー］メニュー項目を使って、ダイアグラムのツールバ
ーを表示か非表示にします。このメニュー項目の隣にチェック・
マークが付くと、ダイアグラムのツールバーが表示されます。

自動保存 自動保存の時間の間隔をしていします。
MRUの設定 最も最近使用されたファイルの（MRU）リストに表示するファイ

ルの番号を指定します。
ダイアグラム・フォントの省略時解釈 ダイアグラム内のテキストの書体を変更します。この変更はすべ

てのウィンドウに反映されます。
固定幅フォントの省略時解釈 テキスト・ベースのダイアグラムに表示されるテキストの書体を

変更します。この変更はすべてのウィンドウに反映されます。
白を省略時背景色とする すべてのダイアグラムの背景色を白から黒へ切り換えます。この

変更はすべてのウィンドウに反映されます。
黒を省略時背景色とする すべてのダイアグラムの背景色を白から黒へ切り換えます。この

変更はすべてのウィンドウに反映されます。
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パス CA Gen ファイルの読取元と書込先になるサブディレクトリを定
義します。

エンサイクロペディア通信 エンサイクロペディア通信のパラメータを設定します。
エンサイクロペディアの選択 エンサイクロペディアの位置を確認します。
パスワード CA Gen の使用開始時に入力するための、新しいアクセス・コー

ドを指定するか、既存のアクセス・コードを変更できます。
ウィンドウのサイズと位置を記憶 各ウィンドウを次に開いたときに、最後に使用した設定に基づい

てサイズとロケーションを指定します。

NOTE
注： フォントと色に関する変更内容は、すべてのウィンドウに反映されます。ダイアグラムに特有つまりロー
カルに変更を加える場合は、そのダイアグラムの「オプション」プルダウン・メニューで行ないます。

特性のオプション・メニュー

オプション・メニューに対するさまざまな選択を提供します。

Oracleデータベースの省略時解釈の「データ・ブロック・サイズ」

このドロップダウン・リストから、データベースの省略時解釈のデータ・ブロック・サイズを選択してください。リスト
には 1024、2048、3072、4096、6144、7168、8192 が含まれます。この値は自動サイズ変更に使用されます。

Oracleデータベースの省略時解釈の「名前」 - データベース

このフィールドは、データベースの省略時解釈の名前を指定するのに使います。最初の省略時解釈の名前は、CA Gen に
よって提供されます。このフィールドは［了解］をクリックする前に入力する必要があります。

Oracleデータベースの省略時解釈

このウィンドウは、ORACLEデータベースの名前とデータ・ブロック・サイズのテクニカル設計の省略時解釈値を設定
するのに使います。

• 名前
データベースの省略時解釈の名前。変換テーブル名は最大８文字です。このフィールドの入力は必須です。この
フィールド内の最初の値は、CA Gen によって設定されます。

• データ・ブロック・サイズ
バイト数でのデータ・ブロック・サイズ。選択肢は、1 KB 単位の 1028、2048、8192 です。

このダイアログ・ボックスには、以下のフィールド情報が含まれます。

アクション・バーから「ヘルプ」を選択すると、下記のオプションが表示されます。

• キーワード・ヘルプ
CA Gen のファンクション・キーをリストおよび定義します。

• ヘルプ索引
当該ツールセットのヘルプ・パネルの一覧。そこから任意のパネルを選択可

• 一貫性検査エラー・メッセージ
一貫性検査をしたときに出るエラー・メッセージの一覧。エラー・コードの範囲別にグループ分けされている。

• 実行時エラー・メッセージ
生成したアプリケーションの実行時に出るエラー・メッセージの一覧。エラー・コードの範囲別にグループ分けされ
ている。

• バージョン情報
この CA Gen のバージョン番号
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Oracle データベースの特性

［Oracleデータベースの特性］ウィンドウでは、新しいデータベースの特性を定義したり、既存のデータベースの特性を
変更することができます。データベース特性には、以下のようなものがあります。

• 総称名
総称名のエントリを指定します。総称名により、データベースのデフォルト名が定義されます。このフィールドは、
新しいデータベースではブランクですが、ブランクのままにしておくことはできません。

• ORACLE 名
DBMS 固有名の入力フィールドを指定します。新しいデータベースではブランクですが、ブランクのままにしておい
てはなりません。文字の長さと大・小文字の識別に関する要件は、「総称名」の場合と同じです。既存のデータベー
スでは、このフィールドは集団データベース名に強制変更するとき使ってください。

• データ・ブロック・サイズ
テーブルに割り当てるデータ ブロックのサイズを指定します。サイズの単位はバイト数で、1024～8196 の範囲の値
を指定します。

• Owner
データベースの認定所有者 ID を指定します。ID は英字で始めなければなりません。

• 説明
データベースの記述を指定します。

NOTE
注： DBMS 固有のデータベース名に使える文字数は、開発プラットフォームのファイル・システムにより異な
ります。

Oracleのデータファイルの特性

このウィンドウは新しいデータ・ファイルを追加するとき、または既存のデータ・ファイルの特性を変更するとき使って
ください。

データファイルの以下の特性を処理できます。

特性 説明
ファイル名 データファイルのパス名
ファイルのサイズ バイト、KB、またはMB単位の、データファイル・サイズ
再利用 既存のデータファイルを再利用するするときこのオプションをオ

ンにしてください。ファイルがすでに存在しているときは、ファ
イルのサイズがサイズ・パラメータの値と一致しているかDBMS
が検証します。ファイルが存在しない場合は、DBMSがサイズを
作成します。

説明 定義ずみデータファイルの説明文

Oracle索引の省略時解釈

このウィンドウは、ORACLE データベースの索引を作成するための、テクニカル設計のデフォルト・オプションの設定
に使用します。

• 索引の省略時解釈
• – 省略時テーブルスペース

ドロップダウン・リストから［デフォルト・テーブルスペース］オプションを選択します。<Table>（デフォル
ト）、<Unique> または名前のオプションを入力できます。
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「<テーブル>」を選択した場合、テーブルの索引がテーブルと同じ省略時解釈のテーブルスペース内に作成されま
す。
「<ユニーク>」を選択すると、個々の索引がユニークな省略時解釈のテーブルスペース内に作成されます。
テーブルスペース名を入力すると、すべての索引が命名された索引のテーブルスペース内に作成されます。

– フリー・パーセント
ORACLEデータベースのフリー・パーセント。省略時解釈は、10パーセントを割り当てる（システム）で
す。Percent Free および Percent Used の合計は 100 未満である必要があります。ユーザは 1 ～ 99 の数値を入力
できます。

– 初期トランザクション
初期トランザクションの省略時解釈。ユーザは <system> または 1 ～ 255 の範囲の数値を選択できます。省略時解
釈は system です。初期トランザクション値は最大トランザクション値以下でなければなりません。

– 最大トランザクション
最大トランザクションの省略時解釈の設定。ユーザは <system> または 1 ～ 255 の範囲の数値を選択できます。省
略時解釈は system です。最大トランザクション値は最小トランザクション値以上でなければなりません。

– NOSORTチェック・ボックス
NOSORTの省略時解釈を決定するためのチェック・ボックス。省略時解釈はオフです。

• 記憶の省略時解釈
• – 初期値の単位

［初期値の単位］オプションの［バイト］、［KB］、［MB］が含まれるドロップダウン・リスト。
– 次の値の単位
［次の値の単位］オプションの［バイト］、［KB］、［MB］が含まれるドロップダウン・リスト。

– 最小エクステント
「最小エクステント」は、１以上、最大エクステント以下の数字でなければなりません。省略時解釈は「（テーブ
ルスペース）」です。

– 最大エクステント
「最大エクステント」は、１以上、かつ最小エクステントより大きい数字でなければなりません。省略時解釈は
「（テーブルスペース）」です。

– フリーリスト
フリーリストは 1 以上の数値であることが必要です。省略時解釈値は <Tablespace> です。

このダイアログ・ボックスには、以下のフィールド情報が含まれます。

アクション・バーから「ヘルプ」を選択すると、下記のオプションが表示されます。

• キーワード・ヘルプ
CA Gen のファンクション・キーをリストおよび定義します。

• ヘルプ索引
当該ツールセットのヘルプ・パネルの一覧。そこから任意のパネルを選択可

• 一貫性検査エラー・メッセージ
一貫性検査をしたときに出るエラー・メッセージの一覧。エラー・コードの範囲別にグループ分けされている。

• 実行時エラー・メッセージ
生成したアプリケーションの実行時に出るエラー・メッセージの一覧。エラー・コードの範囲別にグループ分けされ
ている。

• バージョン情報
この CA Gen のバージョン番号

Oracle索引の特性

このウィンドウはテーブルの列の索引の特性を変更修正するとき使ってください。

索引の以下の特性を処理できます。

• 総称名
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DBMS固有名が提供されないときの索引の省略時解釈の名前

• ORACLE 名

索引の DBMS 固有名を指定します。このフィールドは、索引の総称名より優先されます。

• 索引長推定 行の長さ

推定される索引の行長さを指定します。この特性は、ある種の「自動サイズ」の算出に使用されます。

• フリー・パーセント

各索引のデータ・ブロック内で更新および挿入するため空けておくスペースのパーセンテージを指定します。

• 初期トランザクション

テーブルに割り当てられる各データ・ブロック内で割り当てる並行トランザクション入力フィールドの初期数を指定しま
す。この値は 2 ～ 255 の範囲で変動でき、省略時解釈は 2 です。このパラメータは、並行トランザクションの最小数に
よるブロック更新を保証します。

• 最大トランザクション

テーブルに割り当てられているデータ・ブロックを更新できる並行トランザクション入力の最大数を指定します。この値
は１～255の値とし、データ・ブロック・サイズの関数が省略時解釈になります。

• NOSORT

昇順に行がデータベース内に格納されることをORACLEに示すときにこのボックスをオンにしてください。したがって
ORACLEは索引を作成するとき行を分類する必要があります。このパラメータを使うと、索引を作成するのに必要なス
ペースが少なくてすみます。

• 初期値

バイト単位で索引の最初のエクステントのサイズを指定します。索引が作成されるときこのエクステントにスペースが割
り当てられます。最小値は、２データ・ブロック・サイズです。

• 次の値

バイト単位で索引の2番目（次の）エクステントのサイズを指定します。最小値は、１ データ・ブロック・サイズです。

• 最小エクステント

セグメントの作成時にORACLEが割り当てることができる総エクステント数を指定します。この値は、0 ～ 505 の間の
値とすることができます。

• 最大エクステント

最初のエクステントを含むセグメントを作成するときORACLEが割り当てることのできる総エクステント数を指定しま
す。この値は、0 ～ 505 の間の値とすることができます。

• フリーリスト

索引の各フリー・リスト・グループごとにフリー・リスト数を指定します。省略時解釈値と最小値は 1 で、各フリー・
リスト・グループにフリー・リストが 1 つだけ含まれていることを意味しています。最大値は、データ・ブロック・サ
イズにより異なります。

• 増分パーセント

２番目のエクステントの後ろの各エクステントが前のエクステントを超えるパーセントを指定します。最小値は０であ
り、最初のエクステント以降のエクステントすべてが同サイズであることを意味します。

• ロギング

索引に関するログ記録が実行されるかどうかを指定します。デフォルトは DEFAULTED です。オプションは、
「DEFAULTED」、「ENABLED」、「DISABLED」です。値「DEFAULTED」は、索引を含むテーブルスペースのロギ
ング属性を使用するようデータベースに指示します。これは必須フィールドです。
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• ビットマップ

索引が BITMAP によって整理されるかどうかを指定します。デフォルトはNO（いいえ）です。オプションは YES およ
び NO です。これは必須フィールドです。

• 反転(REVERSE)

索引のバイト順序が反転されるかどうかを指定します。デフォルトはNO（いいえ）です。オプションは YES および NO
です。これは必須フィールドです。

• バッファ プール

索引の省略時解釈のバッファプールの場所を指定します。省略時解釈は「DEFAULT」です。オプションは、
「DEFAULT」、「KEEP」、「RECYCLE」です。これは必須フィールドです。

記述を追加するには、［記述］を選択します。

Oracleテーブルの省略時解釈

このウィンドウは、Oracleデータベースで作成されたテーブルに関するテクニカル設計の省略時解釈オプションを設定す
るのに使います。

省略時テーブルスペース

• ドロップダウン・リストから［デフォルト・テーブルスペース］オプションを選択します。
• ユーザはオプション <TABLETBS> （デフォルト）、<Unique>、または名前を入力できます。
• 「TABLETBS」を選択すると、すべてのテーブルがTABLETBSテーブルスペース内に作成されます。
• 「<ユニーク>」を選択すると、個々のテーブルがユニークな省略時解釈のテーブルスペース内に作成されます。
• テーブルスペース名を入力すると、すべてのテーブルが命名されたテーブルスペース内に作成されます。
• Owner
作成したテーブルの所有者のユーザ入力フィールド。作成したテーブルの所有者のユーザ名を入力してください。こ
の所有者は、作成したテーブルの修変更特権を所有します。省略時解釈の入力はブランクです。

• フリー・パーセント
作成したテーブルの所有者のユーザ入力フィールド。作成したテーブルの所有者のユーザ名を入力してください。こ
の所有者は、作成したテーブルの修変更特権を所有します。省略時解釈の入力はブランクです。

• 使用パーセント
Oracleデータベースのフリー・パーセント。省略時解釈は、10パーセントを割り当てる（システム）です。Percent
Free および Percent Used の合計は 100 未満である必要があります。ユーザは 1 ～ 99 の数値を入力できます。

• 初期トランザクション
初期トランザクションの省略時解釈。ユーザは <system> または 1 ～ 255 の範囲の数値を選択できます。省略時解釈
は system です。初期トランザクション値は最大トランザクション値以下でなければなりません。

• 最大トランザクション
最大トランザクションの省略時解釈の設定。ユーザは <system> または 1 ～ 255 の範囲の数値を選択できます。省略
時解釈は system です。最大トランザクション値は最小トランザクション値以上でなければなりません。

• 初期値の単位
この入力フィールドは、テーブルの初期単位値を決定します。デフォルトは BYTES で
す。BYTES、KBYTES、MBYTES の選択肢があります。

• 次の値の単位
この入力フィールドは、テーブルの次の単位値を決定します。デフォルトは BYTES で
す。BYTES、KBYTES、MBYTES の選択肢があります。

• 最小エクステント
「最小エクステント」は、１以上、最大エクステント以下の数字でなければなりません。省略時解釈は「（テーブル
スペース）」です。

• 最大エクステント
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「最大エクステント」は、１以上、かつ最小エクステントより大きい数字でなければなりません。省略時解釈は
「（テーブルスペース）」です。

• フリーリスト
フリーリストは 1 以上の数値であることが必要です。省略時解釈値は <Tablespace> です。

• フリーリスト・グループ
フリーリスト・グループは 1 以上の数値であることが必要です。省略時解釈値は <Tablespace> です。

このダイアログ・ボックスには、以下のフィールド情報が含まれます。

アクション・バーから「ヘルプ」を選択すると、下記のオプションが表示されます。

• キーワード・ヘルプ
CA Gen のファンクション・キーをリストおよび定義します。

• ヘルプ索引
当該ツールセットのヘルプ・パネルの一覧。そこから任意のパネルを選択可

• 一貫性検査エラー・メッセージ
一貫性検査をしたときに出るエラー・メッセージの一覧。エラー・コードの範囲別にグループ分けされている。

• 実行時エラー・メッセージ
生成したアプリケーションの実行時に出るエラー・メッセージの一覧。エラー・コードの範囲別にグループ分けされ
ている。

• バージョン情報
この CA Gen のバージョン番号

Oracleテーブル「フリーリスト」

フリーリストは 1 以上の数値である必要があります。省略時解釈値は <Tablespace> です。

Oracleテーブル「フリーリスト・グループ」

フリーリスト・グループは 1 以上の数値である必要があります。省略時解釈値は <Tablespace> です。

Oracleテーブルの「初期トランザクション」

これは、初期トランザクションの省略時解釈の設定です。<system> または 1 ～ 255 の範囲で数を選択してください。省
略時解釈は system です。初期トランザクション値は最大トランザクション値以下でなければなりません。

Oracleテーブルの「初期値の単位」

この入力フィールドは、テーブルの初期単位値を決定します。デフォルトは BYTES で
す。BYTES、KBYTES、MBYTES の選択肢があります。

Oracleテーブルの「最大エクステント」

「最大エクステント」は、１以上、かつ最小エクステントより大きい数字でなければなりません。省略時解釈は「（テー
ブルスペース）」です。

Oracleテーブルの「最大トランザクション」

これは、最大トランザクションの省略時解釈の設定を表示します。<system> または 1 ～ 255 の範囲で数を選択してくだ
さい。省略時解釈は system です。最大トランザクション値は最小トランザクション値以上でなければなりません。
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Oracleテーブルの「最小エクステント」

「最小エクステント」は、常に最大エクステント以下でなければなりません。選択肢は、<Tablespace>、または 1 以上
の数値です。省略時解釈は「（テーブルスペース）」です。省略時解釈を選択すると、最小エクステントが1になりま
す。

Oracleテーブルの「次の値の単位」

この入力フィールドは、テーブルの次の単位値を決定します。デフォルトは BYTES で
す。BYTES、KBYTES、MBYTES の選択肢があります。

Oracleテーブルの「所有者」

これは、作成したテーブルの所有者のユーザ入力フィールドです。作成したテーブルの所有者のユーザ名を入力してくだ
さい。この所有者は、作成したテーブルの修変更特権を所有します。省略時解釈の入力はブランクです。

ORACLEテーブルの「フリー・パーセント」

これは、ORACLEデータベースのフリー・パーセントを表示します。省略時解釈は、10パーセントを割り当てる（シス
テム）です。Percent Free および Percent Used の合計は 100 未満である必要があります。1 ～ 99 の数値を入力するこ
とができます。

Oracleテーブルの「使用パーセント」

これは、ORACLEデータベースの使用パーセントを表示します。省略時解釈は、10パーセントを割り当てる（システ
ム）です。Percent Free および Percent Used の合計は 100 未満である必要があります。1 ～ 99 パーセントの間の任意
の数値を入力することができます。

Oracleテーブルの特性

このウィンドウはデータベースのテーブルの特性を変更するのに使ってください。

テーブルの以下の特性を処理できます。

特性 説明
総称名 DBMS固有名が提供されないときのテーブルの省略時解釈の名前
ORACLE 名 DBMS固有のテーブルの名前。このフィールドは集団データベー

ス名に強制変更するとき使ってください。
フリー・パーセント テーブルの行を今後更新するのに予約するテーブルの各データ・

ブロックのスペースのパーセンテージを指定してください。値
は、１～99の間の整数でなければなりません。0 の値は、ブロッ
ク全体に新しい行が挿入されることになります。

Owner 命名されたテーブルの所有者ID
使用パーセント テーブルの各データ・ブロックごとにDBMSが保持する使用スペ

ースの最小パーセンテージを指定します。ブロックは、使用率（
パーセント）の値を使用スペースが下回ったとき行挿入の候補と
なります。値は、１～99の間の整数でなければなりません。

初期トランザクション テーブルに割り当てられる各データ・ブロック内で割り当てる並
行トランザクション入力フィールドの初期数を指定します。この
値は 1 ～ 255 の範囲で変動でき、省略時解釈は 1 です。このパラ
メータは、並行トランザクションの最小数によるブロック更新を
保証します。
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最大トランザクション テーブルに割り当てられているデータ・ブロックを更新できる並
行トランザクション入力の最大数を指定します。この値は１～2
55の値とし、データ・ブロック・サイズの関数が省略時解釈にな
ります。

初期値 バイト、KBまたはMB単位の、テーブルの最初のエクステントの
サイズを指定します。テーブルの作成時に、エクステントにスペ
ースが割り当てられます。最小値は、２データ・ブロック・サイ
ズです。

次の値 テーブルの２次（次の）エクステントのサイズを、バイト、KB、
またはMBで指定します。最小値は、１ データ・ブロック・サイ
ズです。

最小エクステント セグメントの作成時にORACLEが割り当てることができる総エク
ステント数を指定します。この値は、0 ～ 505 の間の値とするこ
とができます。

最大エクステント セグメントの作成時に、ORACLEが割り当てできる、最初のエク
ステントを含む総エクステント数を指定します。この値は、0 ～
505 の間の値とすることができます。

フリーリスト テーブルの各フリー・リスト・グループごとにフリー・リスト数
を指定します。省略時解釈は「（テーブルスペース）」です。最
小値は１で、各フリー・リスト・グループにフリー・リストが１
つだけ含まれていることを意味しています。最大値は、データ・
ブロック・サイズにより異なります。

フリーリスト・グループ テーブルのフリー・リスト・グループ数を指定します。このパラ
メータの省略時解釈と最小値は１です。

増分パーセント ２番目のエクステントの後ろの各エクステントが前のエクステン
トを超えるパーセントを指定します。最小値は０であり、最初の
エクステント以降のエクステントすべてが同サイズであることを
意味します。

バッファ プール テーブルにおける省略時解釈バッファプールの場所を指定するフ
ィールド。省略時解釈は「DEFAULT」です。オプションは、「D
EFAULT」、「KEEP」、「RECYCLE」です。これは必須フィー
ルドです。

編成 テーブルの編成の種類を指定します。デフォルトは HEAP です。
オプションは HEAP と INDEX です。これは必須フィールドで
す。

圧縮 テーブルでキー圧縮を行なうかどうかを指定します。デフォルト
はNO（いいえ）です。オプションは、NO および YES です。こ
れは必須フィールドです。

パーセントしきい値 索引編成テーブルの索引ブロックに予約するスペースのパーセン
トを指定するフィールド。省略時解釈は50パーセントです。１か
ら50パーセントを指定できます。これは必須フィールドです。

Overflow 索引編成テーブルの、指定しきい値を超えたデータ行をデー
タ・セグメントに入れるかどうかを指定します。デフォルトは
NO（いいえ）です。オプションは、NO および YES です。これ
は必須フィールドです。

ロギング テーブルにおけるロギングを実行するかどうかを指定する
フィールド。デフォルトは DEFAULTED です。オプションは、
「DEFAULTED」、「ENABLED」、「DISABLED」です。値
「DEFAULTED」は、索引を含むテーブルスペースのロギング属
性を使用するようデータベースに指示します。これは必須フィー
ルドです。

記述を追加するには、［記述］を選択します。

 1204



 CA Gen - 86JP - Japanese - Japan

Oracleテーブルスペースの「オフライン」チェック・ボックス

ORACLEオンライン/オフラインの省略時解釈を決定するためのチェック・ボックス。省略時解釈はオンラインで、オフ
です。オンラインでは、作成直後にテーブルスペースが、許可を得ているすべてのユーザにとって使えるようになりま
す。オフラインでは、作成直後にテーブルスペースが使用不可になります。

OR論理演算子

使用する命題は、真の命題でも偽の命題でもかまいません。１つの命題が真、または２つの命題が共に真の場合、新し
くできる命題は真になりますが、２つの命題が偽の場合は偽の命題ができます。ステートメントIF A=1 or B=1 THEN
C=1において、Cを1に設定するには、AとBが1に等しくなければなりません。AとBの一方または両方が1に等しくなけれ
ば、Cは変化しません。

OTHERWISE

属性値ごとに条件を追加することは、いくつかの条件アクションをアクション図に追加する作業の一部であり、CASE
OFと従属CASEのアクション・ステートメントの作成から構成されます。属性値がCASEステートメントの定数と等しく
ないときは、OTHERWISE条件が実行されます。

OTHERWISEアクション・ステートメントのフォーマットを下記に示します。

CASE OF expression-1

CASE constant-1

action-statement-list-1

[CASE constant-2

action-statement-list-2]...

[OTHERWISE

action-statement-list-3]

CASEアクションは、特定の１属性の値で、実行するべきアクションを選びます。すべてのアクションは、同一の属性ご
との排他関係にあります。OTHERWISEアクション・ステートメントでは、属性値がどのCASEアクションとも等しくな
い際に行なう処理を指定してください。

-- CASE OF competitive vendor company_rating

+- CASE "BEST"

| MOVE competitive vendor TO preferred vendor

+- CASE "GOOD"

| MOVE competitive vendor TO ok vendor

+- OTHERWISE
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| MOVE competitive vendor TO export vendor

--

「輪郭線」ラジオ・ボタン

このラジオ・ボタンは、グラフィック・オブジェクトごとの輪郭線を示してダイアグラムを印刷します。オブジェクトの
名前は輪郭線の内側に書かれます。

用紙にダイアグラムを印刷またはプロットする場合に、このラジオ・ボタンを使えます。

「ページ印刷」ラジオ・ボタン

このラジオ・ボタンは、ダイアグラムの１ページ分を印刷します。つまり、ダイアグラム内の、画面に現在表示されてい
る部分だけを印刷します。

データ・ストア・リストにおける区分の詳細化

区分で［詳細］を選択すると、以下のアクションが表示されます。

アクション 説明
特性 テーブルスペースまたは索引スペース,の省略時の区分特性を指定

したり、区分のキー値を修正します。
区分 物理記憶域でありアドレス可能な区分記憶域を、テーブルスペー

スと索引スペースに分割します。

［区分索引スペースの特性］ダイアログ

［区分索引スペースの特性］ダイアログ・ボックスでは、選択した索引スペースの記憶特性を指定します。下記は、変更
可能フィールドのリストです。

• 名前
• パスワード
• クローズ
• 消去
• サブページ
• バッファ プール
• ストレージ・グループ
• VCAT
• データ・セットの１次割り振り量、２次割り振り、数量単位
• データ・セットのフリー・ページとフリー・パーセント
• 値を省略時解釈として使わない
• 区分に省略時解釈として次の値を使用

テーブルスペースと索引スペースは、DB2に関係しています。DDL生成中は、これらの特性を使用しDBMSに対しオブ
ジェクトを定義できます。
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区分テーブルスペース

区分テーブルスペースは、選択したテーブルスペースのデータ特性を指定するダイアログ・ボックスをアクティブ化しま
す。

データ・ストア・リストの区分ウィンドウの「画面設定」

［区分］で［ビュー］を選択すると、下記の操作を実行できます。

アクション 説明
ホーム ウィンドウ表示を、クライアント・エリアの左上にスクロールし

ます。
検索 英数字からなる文字列を見つけます。
すべての選択解除 クライアント・エリアにあるすべての選択オブジェクトの強調表

示を解除します。

パスワード

DBMSは、指定したパスワードをVSAMなどの適切なアクセス・サービスに渡し、データ・セットにアクセスします。パ
スワードは、VSAMのマスタ・レベルのパスワードです。パスワードの長さは、８文字以内です。

リスト・オカレンス入力フィールドの「パスワード」

「パスワード」を選択すると、実行時に、リスト・オカレンス入力フィールドへの入力内容が非表示になります。ユーザ
はフィールドに情報を入力できますが、入力内容は表示されません。パスワードは、設計上、入力フィールドは必要だが
入力内容は表示したくない、という場合に適します。

「パスワード」を選択すると、「読取専用」チェック・ボックスが不活性化されます。この２つの特性は排他関係にあり
ます。

メニューの表示特性における「% Occupied by HTML Menu」

このフィールドでは、HTMLで生成されたアプリケーションでメニューが占めるウィンドウの割合を指定します。この
フィールドには、0 ～ 100 の範囲の値を入力できます。「0」を指定すると、生成されたアプリケーションではメニュー
が表示されません。「100」を指定すると、生成されたアプリケーションで表示されるのはメニューのみになります。こ
のフィールドがブランクであれば、省略値「25」となります。

「% Occupied by HTML Menu」フィールドは、「Menu Properties」ダイアログ･ボックス上にあります。

達成基準

「達成基準」では、進行状況の指標を指定します。

達成基準は、最大半角 32 文字です（入力必須）。ロケーションの名前は、最大32文字（半角）で、特殊文字は使えませ
ん。

一貫性検査の実行

許容値の省略時解釈の強制

このフィールドは、［省略時解釈］、［CA Gen］、［DBMS］の 3 つの選択肢があるドロップダウン・リストです。省
略時には、省略時解釈が選択されます。CA Gen は、コード生成時に CREATE および UPDATE アクションにおける許容
値の検査を実行します。テーブルの値は、強制変更または継承されます。
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「CREATE/UPDATEアクションにおける許容値の省略時解釈値の強制」

このフィールドは、［CA Gen］と［DBMS］の 2 つの値を持つドロップダウン・リストです。省略時解釈は［CA
Gen］です。CA Gen は、コード生成時に CREATE および UPDATE アクションにおける許容値の検査を実行します。
テーブルの値は、強制変更または継承されます。

READアクションにおける許容値の省略時解釈値の強制

このフィールドは、［活性状態］と［不活性状態］の 2 つの値を持つドロップダウン・リストです。「活性状態」が省
略時解釈です。活性状態を選択すると、READ アクションにおける許容値の検査を CA Gen が実行します。

READSアクションにおける許容値の省略時解釈値の強制

このフィールドは［省略時解釈］、［活性状態］、［不活性状態］の 3 つの選択肢を持つドロップダウン・リストで
す。省略時には、省略時解釈が選択されます。活性状態を選択すると、READ アクションにおける許容値の検査を CA
Gen が実行します。

［許容値の表示］ダイアログ

［許容値の表示］ダイアログ・ボックスを使うと、許容値のプロンプトを変更できます。「プロンプト」のドロップダウ
ン･リストから新しいプロンプトを選択するか、またはプロンプトを入力できます。

このダイアログ・ボックスは、ドロップダウン・リストまたはラジオ・ボタンに表示される許容値にのみ適用されます。

詳細情報

How to in Navigation Diagram

［許容値］ダイアログ

許容値とは、特定の属性に指定できる値です。許容値を指定すれば、属性のドメインを１つの値または値の集合に制限で
きます。

属性に許容値を指定するには、属性の特性を指定する必要があります。発生源分類（基本または設計）、ドメイン、長さ
を指定してください。

許容値は、個々の値か、値の範囲か、またはその両方のいずれかで指定できます。個々の値は、１つの文字（M、Xな
ど）、文字の組合せ（N/A）、個々の数字（１、10など）のいずれかでなければなりません。範囲は、10-50のように２
つの数字で指定します。

下記の例は許可できる範囲の指定例です。

000 ～ 500

501 ～ 750

下記の例は、範囲が重なっているので許可されない範囲の指定例です。

501 ～ 750

300 ～ 750

ダウンストリーム効果

許容値は、分析段階と設計段階の両方のアクション図で使います。特に、CREATE、READ、UPDATEの各アクションで
は許容値が検査されます。生成システムでは、データ・モデルに定義した許容値以外のデータを、画面上のフィールドに
入力できません。許容値を指定しない場合、属性のドメインと指定の長さの範囲内の値であれば、CA Gen はすべての値
を受け付けます。

このダイアログ・ボックスのフィールドは以下のとおりです。
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• 単一値
属性の許容値とする、テキスト文字列または数値を指定してください。
たとえば、州が顧客（CUSTOMER）の属性であるとします。顧客の所在地がすべて南東部である場合は、ビジネス
の対象となる州を指定できます。これらの州名が、州の許容値となります。

• 省略時解釈値
このオプションを選択すると、値名フィールドで定義された許容値がこの属性のデフォルト値に指定されます。
前の例において、南東のすべての州を許容値として定義できます。しかし、顧客（CUSTOMER）の大半がフロリダ
在住であるため、フロリダをデフォルト値として指定することもできます。

• 下限値と上限値
範囲は、下限値と上限値とで設定します。１ つの属性に複数の範囲を指定できますが、範囲が重ならないようにする
必要があります。範囲を許容値として定義する場合は、「単一値」フィールドはブランクのままにしておく必要があ
ります。

リスト・オカレンスのラジオ・ボタンとドロップダウン・リストの許容値

リスト・オカレンス・ラジオ・ボタンとドロップダウン・リスト用のこの選択リストには、属性の許容値が表示されま
す。この値は、リスト・オカレンス・ラジオ・ボタン、またはリスト・オカレンス・ドロップダウン・リスト内の項目と
してインプリメントできます。

許容値に付いているアスタリスク"*"は、その値がウィンドウまたはダイアログ・ボックスに配置されるものであること
と、現行のウィンドウにもダイアログ・ボックスにも再び加えることはできない、ということを表わします。この属性
は、同一プロシージャ・ステップ内で、別のウィンドウまたはダイアログ・ボックスに配置できます。

選択リスト内での値の順序（上から下）によって、リスト・オカレンス・ラジオ・ボタンの順序またはドロップダウン・
リスト内の項目順序が決まります。項目の順序を変更するには、［移動］プッシュ・ボタンを選択してください。（１つ
または複数の値をリスト・オカレンス・ラジオ・ボタンとして配置すると、ラジオ・ボタンに関して「移動」は不活性化
されます）。

許容値のすべてまたは特定のものを選択し、ラジオ・ボタンとして加えるか、またはドロップダウン・リストに取り込め
ます。［すべて］プッシュ・ボタンをクリックすると、すべての値にマークが付きます。

［除去］プッシュ・ボタンをクリックすると、インプリメントされたドロップダウン・リストの値からマークが除去さ
れます。その後、［了解］を選択すると、リストから値が削除されます。ただし［除去］では、インプリメントされたラ
ジオ・ボタンは削除されません。ラジオ・ボタンを削除するには、削除するラジオ・ボタンを選択してから、［編集］-
［削除］の順に選択してください。

許容値の「特性」

［特性］では、選択した許容値に使うプロンプトを指定します。プロンプトは、選択リストの「表示内容」カラムに表示
されたテキストです。このプロンプトは、ドロップダウン・リスト内に表示されるか、またはラジオ・ボタンとして表示
されます。

「許容値」選択リスト

「許容値」選択リストには、属性の許容値が表示されます。これらの値は、ラジオ・ボタンまたはドロップダウン・リス
ト内の項目としてインプリメントできます。

許容値に付いているアスタリスク"*"は、その値がウィンドウまたはダイアログ・ボックスに配置されるものであること
と、現行のウィンドウにもダイアログ・ボックスにも再び加えることはできない、ということを表わします。この属性
は、同一プロシージャ・ステップ内で、別のウィンドウまたはダイアログ・ボックスに配置できます。

選択リスト内での値の順序（上から下）によって、リスト・オカレンス・ラジオ・ボタンの順序またはドロップダウン・
リスト内の項目順序が決まります。項目の順序を変更するには、［移動］プッシュ・ボタンを選択してください。（１つ
または複数の値をラジオ・ボタンとして配置すると、ラジオ・ボタンに関して［移動］は不活性化されます）。
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許容値のすべてまたは特定のものを選択し、ラジオ・ボタンとして加えるか、またはドロップダウン・リストに取り込め
ます。［すべて］プッシュ・ボタンをクリックすると、すべての値にマークが付きます。

［除去］プッシュ・ボタンをクリックすると、インプリメントされたドロップダウン・リストの値からマークが除去さ
れます。その後、［了解］を選択すると、リストから値が削除されます。ただし［除去］では、インプリメントされたラ
ジオ・ボタンは削除されません。ラジオ・ボタンを削除するには、削除するラジオ・ボタンを選択してから、［編集］-
［削除］の順に選択してください。

仕様サブジェクト・エリア内の実エンティティ・タイプ

##################オプションは、現行の仕様サブジェクト・エリアに照らした一貫性検査の制御に使用されます。

コンポーネント・モデリング標準を遵守する場合、仕様サブジェクト・エリアには TRANSIENT エンティティ・タイプ
のみを含める必要があります。

実エンティティ・タイプを仕様サブジェクト・エリアに含める場合のみ、##################オプションを選択して
ください。このオプション（選択の必要がある場合）は、（仕様サブジェクト・エリアではなく）コンポーネント・イン
プリメンテーション・モデルを作成する場合のみに選択することをお勧めします。

このオプションを選択すると、一貫性検査の実行時に CBD 標準に対する違反は開発者に通知されません。

################オプションを選択すると、一貫性検査機能で仕様サブジェクト・エリアに照らして警告が記録されま
す（エラーが記録されると、DDL のビルドは許可されません）。このオプションは、不注意による CBD 標準違反の防止
に役立ちます。

仕様サブジェクト・エリアの詳細については、「サブジェクト・エリアの役割り」を参照してください。

実関係エラー・メッセージ

移動元のエンティティ・タイプ（またはサブタイプ）が実関係を持っていないか調べてください。実関係を持つエンティ
ティ・タイプ（またはサブタイプ）を、カプセル化構造の中に移すことはできません。

活動状態の言語のPFキー定義特性

［活動状態の言語の PF キー定義特性］ダイアログ・ボックスでは、ファンクション・キーに割り当てた新しい名前を、
指定した言語に定義できます。「PFキー特性」を使うと、アクション図を作成したり、コードやデータベースを生成し
なくても、オンラインの対話フローのプロトタイプを作成できます。

たとえば、［コマンド］フィールドにADDを入力してからENTERキーを押した場合と同じ効果を持つよう、ファンク
ション・キー4（F4）に［追加］を指定してください。下記の表は、オンライン環境でのファンクション・キーの割り当
て例です。

PFキー コマンド
F1 HELP
F2 EXTENDED HELP
F3 DISPLAY
F4 ADD
F5 CHANGE
F6 DELETE

詳細は、個々のコントロールのヘルプを参照してください。

PFキーの規則
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ファンクション・キーの定義には、できるかぎり一貫性をもたせるようにしてください。たとえば、同じファンクショ
ン・キー（F4）に対し、あるプロシージャに「変更」を割り当て、別のプロシージャには「削除」を割り当てたりする
と、そのシステムのユーザが混乱してしまいます。

プロトタイプを作成する時には、自動フローで各ファンクション・キーにコマンドを割り当ててください。

ファンクション・キーに対しては、コマンドを操作順に割り当ててください。たとえば、F3に「表示」、F4に「追
加」、F5に「変更」、F6に「削除」のように割り当てます。

 

［PFキー定義］ダイアログ

［PF キー定義］ダイアログ・ボックスでは、コマンドを 24 個のファンクション・キー（PK キー）にそれぞれ割り当て
ることができます。ファンクション・キーを使えば、オンライン環境のユーザは、コマンドを簡単にプロシージャへ送る
ことができます。

このダイアログ・ボックスのフィールドは以下のとおりです。

• キーのリスト
定義されたキーのリストを表示します。
ファンクション・キー（PFキー）の割り当て例を、下記に示します。各ファンクション・キーにコマンドを１つ割り
当て、メッセージ・タイプを指定します。改行キーとPFキー1から5までのメッセージ・タイプは、「標準」になって
います。メッセージ・タイプが「標準」の場合は、ビジネス・システム内の全プロシージャに対してコマンドが実行
されます。「省略時」の場合は（例ではPFキー6）、別のコマンドをそのPFキーにマップし、該当するプロシージャ
に関連づけることができます。
ファンクション（PF）キー定義

Key   Command Type

ENTER LIST    Standard

1     HELP    Standard

2     DISPLAY Standard

3     ADD     Standard

4     CHANGE  Standard

5     DELETE  Standard

6     SELECT  Default

...   ...     ...

• 特性
このボタンをクリックすると、選択したファンクション キーのコマンド名とタイプが表示されます。

• クローズ
このボタンをクリックしてダイアログを閉じます。
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［活動状態の言語のPFキー定義］ダイアログ

［活動状態の言語の PF キーの定義］ダイアログ・ボックスでは、コマンドを 24 個のファンクション・キー（PF
キー）にそれぞれ関連づけることができます。ファンクション・キーを使えば、オンライン環境のユーザは、コマンドを
簡単にプロシージャへ送ることができます。

コマンドをキーに関連づけるには、リストからキーを選択し、続いて［特性］プッシュ・ボタンを選択してください。

ファンクション・キー（PFキー）の割り当て例を、下記に示します。各ファンクション・キーにコマンドを１つ割り当
て、メッセージ・タイプを指定します。改行キーとPFキー1から5までのメッセージ・タイプは、「標準」になっていま
す。メッセージ・タイプが「標準」の場合は、ビジネス・システム内の全プロシージャに対してコマンドが実行されま
す。「省略時」の場合は（例ではPFキー6）、別のコマンドをそのPFキーにマップし、該当するプロシージャに関連づ
けることができます。

ファンクション（PF）キー定義

Key   Command Type

ENTER LIST    Standard

1     HELP    Standard

2     DISPLAY Standard

3     ADD     Standard

4     CHANGE  Standard

5     DELETE  Standard

6     SELECT  Default

...   ...     ...

［PFキー特性］ダイアログ

［PF キー特性］ダイアログ・ボックスでは、コマンドのタイプの指定、選択したファンクション・キーへのコマンドの
割り当て、その PF キーのファンクション・キー行への表示または非表示の制御を行なえます。「PFキー特性」を使え
ば、アクション図を作成したり、コードやデータベースを生成しなくても、オンラインの対話フローのプロトタイプを作
成できます。

このダイアログ・ボックスのフィールドは以下のとおりです。

• PFキーのタイプ
［PF キーのタイプ］では、ファンクション・キーに関連付けられたコマンドのタイプを定義します。以下に、PF
キー・コマンドのタイプを示します。
– デフォルト
選択したファンクション・キーにコマンドをプロシージャにマップします。選択したプロシージャ・ステップまた
は画面に対して、「省略時解釈値」のコマンドは指定変更できます。

– Standard
ビジネス・システム内の全プロシージャ・ステップにて、特定のコマンドを選択したファンクション・キーに割り
当てます。「標準」のコマンドは変更できません。

• PF キー・コマンド
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コマンド選択リストは、特定のファンクション・キーに使うコマンドの一覧です。
たとえば、［コマンド］フィールドにADDを入力してからENTERキーを押した場合と同じ効果を持つよう、ファンク
ション・キー4（F4）に［追加］を指定してください。以下の表に、オンライン環境における代表的なファンクショ
ン キーの割り当てを示します。

PFキー コマンド
F1 HELP
F2 EXTENDED HELP
F3 DISPLAY
F4 ADD
F5 CHANGE
F6 DELETE

PFキーの規則

• 可能な限り、ファンクション・キーの定義に一貫性を持たせる必要があります。たとえば、同じファンクション・
キー（F4）に対し、あるプロシージャに「変更」を割り当て、別のプロシージャには「削除」を割り当てると、その
システムのユーザが混乱します。

• プロトタイプを作成する時には、自動フローで各ファンクション・キーにコマンドを割り当ててください。
• ファンクション・キーに対しては、コマンドを操作順に割り当ててください。たとえば、F3に「表示」、F4に「追
加」、F5に「変更」、F6に「削除」のように割り当てます。

• PF キー行上に表示
このチェック・ボックスでは、ファンクション・キーとコマンドを生成画面上に表示するかどうかを指定できます。

NOTE
注： 画面上にキーを表示することを選択した場合、特殊フィールド［プログラム・ファンクション・キー］
を画面またはテンプレートに追加してください。

• コマンドの追加
このボタンをクリックすると、現在のビジネス・システムに新しいコマンドの名前を指定できます。

コマンドの追加を完了する場合は、［了解］をクリックします。変更を実行せずにダイアログ・ボックスを閉じる場合
は、［取消］をクリックします。

PF キー/コマンド

ファンクション・キーは、コマンドと各ファンクション・キーとを関連付けます。ファンクション・キー（PFキー)を使
うと、オンライン環境において、コマンドをプロシージャに対して素早くやりとりできるようになります。

Picture BitmapDisplayMode 特性

使用法 BitmapDisplayMode (String)
説明 ピクチャ・ビットマップ背景の表示モードを設定、または検索し

ます。
引数 ピクチャの新しい表示モードを表わす文字列。有効な値は、「Ce

ntered」、「Tiled」、または「Scaled」です。
戻り値 この特性が戻す文字列は、ピクチャの表示モードです。有効な値

は、「Centered」、「Tiled」、または「Scaled」です。
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Picture BitmapName 特性

使用法 BitmapName ()
説明 この読み取り専用特性はビットマップ名を取得します。
引数 None.
戻り値 この読み取り専用特性が戻す文字列には、ピクチャの現在のビッ

トマップ名が含まれます。

Picture インターフェース・オブジェクト

 

メソッド 特性
再描画 アプリケーション
SetBitmapName BackgroundColor
 CssClass
 BitmapDisplayMode
 BitmapName
 Enabled
 Focus
 FontSize
 FontStyle
 FontType
 前景色
 Handle
 Height
 Left
 名前
 ObjectType
 親（Parent）
 Top
 Width

Picture メソッド

使用法 Picture (String)
説明 入力した名前のピクチャ・オブジェクトを検索します。
引数 検索するピクチャ・オブジェクトの名前である文字列
戻り値 このメソッドは、指定した名前の GUI オブジェクトを返します。

オブジェクトが見つからないかエラーが発生した場合、このメ
ソッドは Null を返します。
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［ピクチャ特性］ダイアログ

［ピクチャ特性］ダイアログで、現行ウィンドウ上に表示するビットマップを選択し、タイル表示、拡大縮小、センタリ
ングのどれで表示するかを指定できます。

高度な用途

背景とピクチャの両方にビットマップを選択した場合、ウィンドウ・オブジェクトとビットマップは、背面から前面へ下
記のように重なって表示されます。

• 背景のビットマップ
• ピクチャのビットマップ。選択された順序、または順序付けで定義された順に重なります。
• コントロールとテキスト

NOTE
注：  CA Gen でサポートされるビットマップは、16 色（4 ビット）と 256 色（8 ビット）のみです。たいてい
のグラフィック・ソフトウェア・パッケージは、この形式のうちの一方または両方でビットマップを保存しま
す。

同じビットマップの複数のピクチャを追加するには、または背景と同じビットマップを使うピクチャを追加するには、す
べてに同じスタイル（タイル表示、拡大縮小、またはセンタリング）を指定してください。または、複数のスタイルで使
うビットマップを、別ファイルとしてインポートし（１スタイルにつき１ファイル）、必要に応じて使用してください。
どちらの方法でも、既存のビットマップのスタイルが、あとから追加される同じビットマップのスタイルに合わせて自動
変更されることを防げます。

GUI および C# アプリケーションの場合、ピクチャ・コントロールはビットマップを指定せずに追加できます。ただし、
構築に成功する前にインポートして選択する必要があります。GUI アプリケーションでは、<NONE> がデフォルトとし
て残され、インポートされたビットマップが選択されていない場合、NONE.bmp がビットマップ・ディレクトリに存在
しない限り、ビルド・エラーが発生します。

フィールドのヘルプ

• 「タイル表示」「拡大縮小」「センタリング」ラジオ･ボタン
• 「ビットマップ」ドロップダウン･リスト
• ピクチャをビットマップ･サイズに揃える
• 名前フィールド
• HTML画像拡張子フィールド

プッシュ・ボタンのヘルプ

プッシュ・ボタン 説明
了解 CA Gen は、新しい情報または変更された情報をインプリメント

して、ウィンドウをクローズします。
ビットマップ ［特性］から［ビットマップ管理］ダイアログを表示します。導

入済みビットマップのプレビューと、開始する［特性］ダイアロ
グに戻すビットマップの選択ができます。
この経路によるビットマップの選択は、［ビットマップ］ドロッ
プダウン・リストからのビットマップの選択（プレビューできな
い）に代わるものです。
ナビゲーション図ツールでウィンドウ設計中に使うビットマップ
を保守するためにこのプッシュ・ボタンを選択することもできま
す。

取消 変更を加えずにダイアログをクローズします。
ヘルプ この［ピクチャ特性］ダイアログを表示します。
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Picture SetBitmapName メソッド

使用法 SetBitmapName (String, String, String)
説明 ビットマップを設定します。設計段階の GUI、Web 生成、および

ASP.NET Web クライアント・アプリケーションでは、この関数
をコントロールに使ってピクチャ・コントロールのビットマップ
を設定することができます。

引数 ピクチャの新しいビットマップ・ファイル名を表わす文字列
 新しいビットマップ・ファイルへのフル・パス名である文字列
 ビットマップの新しい表示モードである文字列。有効な値は「中

央」、「タイル」、または「サイズ」です。
戻り値 None.

Pictures メソッド

使用法 Pictures ()
説明 ウィンドウ上のピクチャの集まりを検索します。
引数 None.
戻り値 このメソッドは、集まりタイプのGUIオブジェクトを返します。

この集まりには、ウィンドウ上の集まりタイプのGUIオブジェク
トがすべて含まれます。カウントがゼロになると、このメソッド
はリストを戻します。

すべて配置

特定のオブジェクトに関して非表示の子、孫、ひ孫すべてを自動指定するには、「すべて配置」を選択してください。こ
の操作は選択するとただちに実行されます。

エンティティの表示（Place Entity）/非表示ボックス

このオプションは、ダイアグラムによっては名前が異なりますが、機能は同じです。選択した項目の第1レベルの子が、
ダイアログに一覧表示されます。この操作では、ダイアグラム上に表示する項目を選択できます。

このダイアログ・ボックスのフィールドは以下のとおりです。

• 選択リスト
この選択リストには、選択したオブジェクトの第 1 レベルの子が表示されます。ダイアグラムに表示したいボックス
を選択してください。

• 配置
このボタンをクリックすると、図で選択したオブジェクトが指定した場所に配置されます。

• 検索
このボタンをクリックすると、特定の文字列を検索できます。

• クローズ
このボタンを使用すると、変更を実装せずにダイアログ・ボックスが終了します。

部分タイプ・モデル図内にエンティティ・タイプを配置

このオプションではダイアログ・ボックスが表示され、選択された項目の、モデル図にまだ置かれていないレベル 1 の
子が、すべて一覧表示されます。置きたいエンティティ・タイプを複数個選択することもできます（Shiftキーで）。可能
な場合、CA Gen はモデル図でクリックされた最後の場所に基づいてそれらのタイプを配置します。
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フィールド設計特性のフィールドの「配置」

［配置］では、［フィールド設計］ダイアログ ボックスを画面から消し、ウィンドウ上またはダイアログ ボックス上
に、フィールドとそのプロンプトを配置できます。フィールドのプロンプトを指定する場合、必ずプロンプトが最初に配
置され、そのあとにフィールドが配置されます。

複数のフィールド（属性）を配置するには、フィールド設計ビュー・リストで複数のフィールドを選択してください。
ナビゲーション図ツールでは、複数のフィールドを配置でき、ビュー・リストの表示と同じ順序で１回に１つのフィール
ドが配置されます。複数のフィールドを特定の順序で選択しても、配置される順序は、リストでのフィールドの表示順と
同じです。ただし、リスト内のフィールド位置を変更することにより、希望の順序にしてから配置することはできます。
フィールドの位置を変更するには、［移動］プッシュ・ボタンを使います。

［タイプを追加］ダイアログ・ボックス

［タイプを追加］ダイアログ・ボックスでは、既存のコンポーネント仕様タイプとインターフェース・タイプを、現在の
コンポーネント・アーキテクチャ図（CAD）に追加できます。ダイアログ・ボックスの上部にある「タイプ」ドロップ
ダウン・リスト・ボックスでは、表示するオブジェクトのタイプを指定します。省略値「ALL」で、すべてのコンポーネ
ント仕様タイプとすべてのインターフェース・タイプが表示されます。

複数のオブジェクトを一度に選択できます。現在のコンポーネント・アーキテクチャ図に配置するタイプをリスト・ボッ
クスから選択すると、一覧からはそれらのオブジェクトが除外されます。offer関連または用途依存関係で接続されてい
る、コンポーネント仕様タイプとインターフェース・タイプを選択した場合、タイプ間の必要な接続もダイアグラム上に
現れます。

NOTE
注： オブジェクトを、削除せずコンポーネント・アーキテクチャ図から除外するには、［タイプを取り去る］
機能を使用してください。除外するオブジェクトを強調表示し「CAD Edit」プルダウン・メニューの「タイプ
を取り去る」をクリックしてください。

フィールドのヘルプ

フィールド名 説明
タイプ コンポーネント・アーキテクチャ図に表示するオブジェクトを選

択します。選択項目は、「ALL」、「コンポーネント仕様タイプ
」、または「インターフェース・タイプ」です。

プッシュ・ボタンのヘルプ

プッシュ ボタン 説明
Add 現在のコンポーネント・アーキテクチャ図に加えるオブジェクト

（複数可）を選択します。
取消 変更を加えずにダイアログをクローズします。
ヘルプ 「タイプを追加」ダイアログ・ボックスのヘルプ・トピックを表

示します。

配置されていないボックスの配置

ダイアグラムにおいて選択したオブジェクトのみを表示するには、「配置されていないボックスの配置」を選択してくだ
さい。すると、ダイアグラムに現在表示されていないオブジェクトの第1レベルの子のリストが、ダイアログに表示され
ます。最初のオブジェクトは、マウスで親オブジェクトを選択した位置に表示され、それ以降のオブジェクトはすべてそ
の下に表示されます。
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PLACING 節 とPLACING GROUP 節

SUMMARIZEステートメントにはPLACING節を最低１つ持たせなければなりません。PLACING節は下記の特性を持って
います。

• 使っているアグリゲート関数を定義します。
• 関数照会の結果を収める属性ビューを含んでいて （その属性ビューは非常駐かつ変更可能でなければなりません）、
アグリゲート関数の結果を格納できるだけの容量が必要です。

SUMMARIZE EACHステートメントには、WITH THE SAME属性ビューごとにPLACING節が１つなければなら
ず、PLACING GROUP節（複数可）を含めることができます。PLACING節で、結果を受け取るための変更可能な属性
ビューを定義します。PLACING GROUP節は、上記SUMMARIZEステートメントのPLACING節と同様に、１つのアグリ
ゲート関数を参照し、結果を受け取るに十分な容量を持つ変更可能な属性ビューを指定していなければなりません。

［計画オブジェクト レポート］ダイアログ

［計画オブジェクト レポート］ダイアログは、標準とカスタムのマトリックスに表示するオブジェクトの一覧です。

以下にオプションを示します。

• 計画のオブジェクト
この選択リストには現行モデルの計画段階オブジェクトすべてが記載されます。

• 了解
［了解］ボタンをクリックすると、CA Gen によって新規の情報または変更した情報が確定され、ウィンドウが閉じ
ます。

• 取消
このボタンを使用すると、変更を実装せずにダイアログ・ボックスが終了します。

• 検索
このボタンは、［検索文字列の入力］フィールドにある文字列の検索を開始します。

• すべて選択
このボタンを使用すると、選択リスト内のすべての項目を同時に選択できます。

• すべての選択解除
このボタンを使用すると、選択されているすべてのオブジェクトの強調表示が解除されます。

加算の算術演算子

加算は、算術式で２つのオペランドを足す際に使う算術演算子です。

値と算術演算子を使って、数値リテラルと数値属性値を結合して算術式を作ります。

アクション図における［位置］ダイアログ

このダイアログ・ボックスでは指定の行またはステートメント番号までアクション図をスクロールさせます。

このポップアップには下記の情報が表示されています。現在表示されている最上行の行番号。

表示されている全行数。圧縮された行数を含みません。したがって圧縮や展開をするたびに表示値が変化します。

このダイアログ・ボックスのフィールドは以下のとおりです。

• 行番号
このオプションを使用すると、アクション図の画面上端の位置が、［新しい位置］で指定した表示可能行番号に配置
されます。「表示可能な」行数は、アクション図に現在表示されている行によって決まります。圧縮されている行は
数えません。たとえば、アクション図に100行含まれていて、45行が圧縮されている場合、表示可能な行数は全部で
55行です。

• ステートメント番号
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このオプションを使用すると、アクション図の画面上端の位置が、［新しい位置］で指定したステートメント番号に
配置されます。全ステートメント数。つまり当該アクション図が持つREAD、CASE OF、MAKEなどといった命令語
の総数です。このラジオ・ボタンはスクロール単位をスクロール番号とします。

• 新しい位置
入力した位置がアクション図のウィンドウの先頭に来るよう、アクション図が縦スクロールされます。

アクション図における［位置］

アクション図を指定の位置までスクロールするには「位置」を選択してください。

ナビゲーション図内の「位置」

「位置」は、選択したオブジェクトのサイズと位置を決定します。複数のオブジェクトの位置合わせ、複数のオブジェク
トの縦方向と横方向の分離、縦方向の位置を動かさずに複数のオブジェクトを横方向に移動、横方向の位置を動かさずに
複数のオブジェクトを縦方向に移動、などができます。

「有効な提供インポート･ビュー」選択リスト

「有効な提供インポート･ビュー」選択リストには、そのプロシージャ･ステップのエクスポート･エンティティ･ビューへ
のマッピングが可能な、インポート･エンティティ･ビューが表示されます。

このリストから選択したビューは、マップされると、上のリストに表示されます。

前に区分線を表示

このチェック・ボックスを選択すると、メニュー項目の上に横線が表示されます。横線を表示すると、２つのメニュー項
目を見分けやすくなります。

このチェック・ボックスは、プルダウンのメニュー項目のみに適用されます。区分線を表示するメニュー項目は、プルダ
ウンの先頭のメニュー項目、またはメイン・メニュー・バーのメニュー項目であってはなりません。

プレゼンテーション特徴

下記の特性は、プレゼンテーション特徴に影響をあたえます。これらの特性を使用できるインターフェースは、個々の特
性についてのヘルプに列挙されています。

• BackgroundColor 特性
• Enabled特性
• Focus特性
• FontSize特性
• FontStyle特性
• FontType特性
• ForegroundColor特性
• Height特性
• Left特性
• Top特性
• Visible特性
• Width特性

 1219



 CA Gen - 86JP - Japanese - Japan

暗黙の関係解消を防止する

この制約は、ASSOCIATEアクションが１対多関係に適用されると、外部キーの値が上書きされる作用に関するもので
す。外部キーが植値され、カスケード削除ロジックが実行されていない場合、その効果はDISASSOCIATEアクションと
同じです。これを、暗黙の関連解消と呼びます。データベース保全性チェックを実施せずに実行されるからです。

CA Gen で生成されたコードでは、ASSOCIATE アクションの実行前に、外部キーの基礎になっている属性が NULL であ
るようにします。ヌルでなければ、要求された関連はすでに存在しているものと一致していなければなりません。外部
キーの値が、基づいている属性の値と等しい場合に、関連は「存在する」といいます。外部キーがヌルでなく、また要求
されたキーと同じ値でもない場合には、トランザクションで重大エラーが発生します。

プライマリ

「基本」では、索引に基本キーの印を付けます。基本キーは、トランスフォーメーション、リトランスフォーメーショ
ン、または各 RI プロセス時に、参照保全性プロセスが設定します。

各テーブルは、基本キーを１つしか持ちません。

「主ダイアログ･ボックス」ラジオ･ボタン

「主ダイアログ･ボックス」ラジオ･ボタンで、ユーザとプロシージャ･ステップ間の主対話がダイアログ･ボックスを通じ
て行なわれるよう指定します。プロシージャ･ステップの主対話は、ウィンドウを通じても行なえます。いずれを選択す
るかは設計によります。ウィンドウとダイアログ・ボックスは似ています。ただし、ウィンドウは、メニュー項目を持つ
ことができ、またボーダのサイズを変更できます（ダイアログ・ボックスではどちらもできません）。

すべてのプロシージャ・ステップには、主ウィンドウか主ダイアログ・ボックスが最低１つなければなりません。１つの
プロシージャ・ステップが両方を持つことはできません。

主ダイアログ・ボックスは、アプリケーション設計上必要な任意個数のダイアログ・ボックスを持てます。

基本キーの選択

「基本キーの選択」により、ソース・テーブルと目標テーブルから、選択した強制と関連のある外部キーのカラムが特定
されます。

主ウィンドウのラジオ・ボタン

このラジオ･ボタンでは、ユーザとプロシージャ･ステップ間の主対話がウィンドウを通じて行なわれるよう指定します。
プロシージャ･ステップの主対話は、ダイアログ･ボックスを通じても行なえます。いずれを選択するかは設計によりま
す。ウィンドウとダイアログ・ボックスとは似ています。ただし、ウィンドウは、メニュー項目を持つことができ、また
ボーダのサイズを変更できます（ダイアログ・ボックスではどちらもできません）。

すべてのプロシージャ・ステップには、主ウィンドウか主ダイアログ・ボックスが最低１つなければなりません。１つの
プロシージャ・ステップが両方を持つことはできません。

主ウィンドウは、副ダイアログ・ボックスを、アプリケーション設計上必要な任意の個数だけ持てます。

ダイアグラムまたはレポートの印刷

ダイアグラムまたはレポートをプリンタまたはプロットに出力するときは、「印刷」を選択してください。次に表示され
るダイアログは、印刷するダイアグラムによって異なります。

プリンタ ID

プリンタIDは、PRINTER_TERMINAL_ID特殊属性をアクション図のロジックに書き加えます。プリンタ端末IDのドメイ
ンはテキストです。プリンタに接続したシステムの端末IDを指定しておけば、画面を印刷したい時にそのアクションを要
求できます。
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下記は、プリンタ端末IDの変更例です。

PRINTER TERMINAL IS "NYP7P2"

下記は、テキスト属性ビューとの比較例です。リテラルとの比較もできます。

 -- IF PRINTER TERMINAL ID IS NOT EQUAL TO "NYP7P2"

| EXIT STATE IS define_printer_terminal_id

 ---

下記は、テキスト属性ビューを目標とするSETステートメントのソースとしての使用例です。

SET work save_pterm TO PRINTER TERMINAL ID

［合成オプション］ダイアログ

このダイアログ ボックスにて、ファイルに出力するリストの 1 行文字数と 1 ページ行数を設定します。

［プリンタ オプション］ダイアログ・ボックスは、任意のツールセットのリストをファイルに出力する際に使用できま
す。リストは下記のものがあります。

• データ・モデル・リスト
• データ構造リスト
• データ・ストア・リスト

［プリンタ オプション］ダイアログ・ボックスには以下のフィールドがあります。

• 行/ページ

1 ページに印刷するテキスト行数を指定し、ファイルに出力するテキストの 1 ページあたりの行数を制御します。

• 文字/行

1 行に印刷する文字数を指定し、ファイルに出力するテキストの 1 行あたりの文字数を制御します。

 

プリンタ・セットアップ

プリンタ・セットアップには、省略時のプリンタまたはプロッタに対する出力オプションが表示されます。

ダイアログで指定したプリンタまたはプロッタは、省略時のプリンタです。プリンタ ドライバでは、ダイアログに表
示されるオプションを制御します。省略時のプリンタを変更するには、Windowsコントロール・パネルを使ってくださ
い。

PRINTER TERMINAL IS

PRINTER TERMINAL ISでは、特殊属性であるプリンタ端末IDの値を設定します。プロシージャ・ステップで実行を完了
するとき、プリンタ端末IDの値が指定されていると、プロシージャ・ステップによって関連画面のコピーが、指定された
プリンタに印刷されます。このステートメントは、オンラインのプロシージャにのみ適用されます。
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プリンタ端末IDの値には、文字ビュー、SPACES、またはプリンタID（論理端末IDなど）を指定できます。

下記の例は、padptrという論理端末IDをプリンタ端末ID特殊属性に割り当てるPRINTER TERMINAL ISステートメントで
す。

PRINTER TERMINAL IS "padptr"

ナビゲーション図における「印刷」

このメニュー項目で使用可能なサブメニューでは、下記のペインを印刷できます。

• ネットワーク・ペイン
• 階層ペイン
• コントロール・ペイン

これらのオプションの 1 つを選択すると、CA Gen によって［プリンタ・オプション］ダイアログ・ボックスが表示され
ます。このオプションを使うことにより、自分の仕様に合わせて印刷を設定してください。

［プリンタ・オプション］ダイアログ・ボックス

［プリンタ・オプション］のダイアログ・ボックスでは、下記のものを指定できます。

• 出力媒体
• ファイル・フォーマット
• ページ・フォーマット
• 番号づけフォーマット（プロシージャ/プロセス・アクション図のみ）
• 内容

［印刷］実行時の現在の省略時プリンタは、ダイアログの一番上に表示されます。

このダイアログ・ボックスのフィールドは以下のとおりです。

• ファイル
テキストをファイルに出力します。［ファイル］オプションを選択すると、ダイアログ・ボックスにファイルの宛て
先が表示されます。省略時のディレクトリのファイル名、または別のディレクトリとファイル名を入力できます。CA
Genでは、ファイルに出力するテキストの、１行あたりの文字数と１ページあたりの行数を設定できます。これらの
プリンタ・オプションを使うには、CA Gen モデル・ウィンドウで［オプション］-［設定］-［プリンタ］の順に選択
してください。

• プリンタ
このオプションを選択すると、［プリンタ・オプション］ダイアログ・ボックスの最上部に名前が表示されている装
置にテキストが出力されます。
ポップアップ・ウィンドウで指定したプリンタまたはプロッタは、省略時のプリンタです。省略時のプリンタを変更
するには、Windowsコントロール・パネルを使ってください。

• ASCII テキスト文字
図形文字を ASCII テキスト文字に変換し、図をファイルに出力します。
プリンタによっては、グラフィックの線記号を印刷できないこともあります。ASCIIテキスト文字を選択した場合、
このファイルを印刷すると、グラフィックの線記号は適切なテキスト文字に変換されます。たとえば、隅を示すグラ
フィック文字を"+"で、縦線を示すグラフィック文字を"|"で代用することがよくあります。
グラフィック文字による四角形をテキスト文字を用いて印刷すると以下のようになります。

+----------+

|          |
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+----------+

• ASCII 図形文字
図形文字をファイルに出力します。このファイルの線は、［ASCII図形文字］を選択した場合、このままの状態で印
刷されます。
プリンタが線記号を認識しない場合は、ASCII テキスト文字を指定してください。線記号は、適切なASCIIテキスト文
字に変換されます。
たとえばグラフィック文字による四角形をテキスト文字を用いて印刷すると以下のようになります。

+----------+

|          |

+----------+

• ページ
ページ番号をレポートおよびリストに印刷します。

• ページングなし
レポートおよびリストにページ番号は印刷しません。

• ダイアグラム全体
リスト全体またはレポート全体を印刷します。

• 選択された行のみ
レポート内の強調表示されている行のみを印刷します。このオプションは、行が強調表示される場合のみ使用可能で
す。

• line
このオプションを選択すると、アクション図を印刷する際に、すべての行に番号が付けられます。

• ステートメント
このオプションを選択すると、アクション図を印刷する際に、すべてのステートメントに番号が付けられます。

• なし
このオプションを選択すると、PAD を印刷する際に番号は付けられません。

［プリンタ・オプション］ダイアログ（グラフィック図の場合）

［プリンタ・オプション］ダイアログで、下記のダイアグラムにおけるレポートとページ調整の内容を指定します。

• データ モデル図
• アクティビティ階層図
• アクティビティ依存関係図
• 組織階層図
• 構造チャート
• アクション・ブロック用途
• 対話設計図

［印刷］実行時の現在の省略時プリンタは、ダイアログの一番上に表示されます。

ダイアログ・ボックスの設定可能なオプションは以下のとおりです。

• 画面
このオプションを選択すると、図の画面で表示されている部分が印刷されます。

• ダイアグラム全体
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このオプションを選択すると、図全体が印刷されます。
• タイトルとボーダ
このオプションでは、ページのタイトルと枠線を印刷するかどうかを指定できます。
タイトルのフォーマットは下記のとおりです。

Model Name Date

Subset Name Time Page #

NOTE
注： ページ番号は、複数のページにダイアグラム全体を印刷した場合にのみ印刷されます。ボーダは、タイト
ルとグラフィックの間の区切り線であり、印刷ページの周囲に印刷されます。

• グラフィックス
このオプションでは、図に表示されているとおりにグラフィックを印刷するかどうかを指定できます。「グラフィッ
クス」を選択すると、グラフィックが画面表示時と同じ状態で印刷され、グラフィック・オブジェクトが充填されま
す。たとえば、エンティティ・タイプのボックスは赤色で、関係線は白色で、作図されます。これを選択すると便利
なのは、カラー・プリンタを持っている場合と、カラー情報を持たせたまま CA Gen グラフィックスを別のソフト
ウェア・システムにインポートしたい場合です。
「グラフィックス」を選択すると、グラフィック・オブジェクトは充填されません。そのため、エンティティ・タイ
プのボックスは空になります。カラーのプリンタまたはプロッタがない場合、すべての色は白黒になります（白線と
テキストは黒に変わりますが、ほかの色はすべてそのまま）。

• 複数ページ
このオプションは、［ダイアグラム全体］オプションが選択されている場合のみ有効になります。「複数ページ」
は、ダイアグラム全体を、複数のページにわたって印刷します。デフォルト・ページ・サイズは、印刷またはプロッ
トの開始時に画面表示されるダイアグラム全体の比率によって決まります。たとえば、現在の画面に、ダイアグラム
全体に対して縦1/4と横1/4の比率のグラフィックがある場合、全部で16ページを印刷し、各ページにダイアグラムの
グラフィックの1/16を印刷します。各ページに表示されるグラフィックの量は、［ページ調整］ボタンで調整できま
す。
「複数ページ」を選択しないと、ダイアグラム全体が１ページに印刷されます。

• 複数印刷
このオプションは、［ダイアグラム全体］と［複数ページ］が選択されている場合のみ有効になります。［複数印
刷］を選択した後、［画面］を選択すると、［複数印刷］の選択は自動的に解除されます。
この機能により、１つの大きなジョブをいくつかの小さなジョブに分割できます。「複数印刷」は、複数ページのダ
イアグラム出力の各ページについて、各種印刷ジョブを作成します。そのため、各ページは待ち行列内の各種ジョブ
として扱われ、また関連SPOOLサブディレクトリ内の異なるファイルとして扱われます。このことが有効なのは、メ
モリ制限の厳しいレーザ・プリンタを使う場合や、ネットワークの問題などその他の理由がある場合です。

• ブランク・ジョブを省略（Omit blank jobs）
このオプションは、［ダイアグラム全体］と［複数ページ］を選択すると自動的に選択されます。白紙のページを印
刷する場合は、###########の選択を解除する必要があります。
この機能により、白紙ページを印刷しないようにできます。つまり、該当ページに何も作図しません。テキスト、グ
ラフィック、または「ワールド境界線」（たとえばデータ・モデル）がページ上にある場合、ページは白紙になりま
せん。白紙ページの判別に［タイトルとボーダ］オプションは考慮されません。

• 印刷内容の表示
このオプションを選択すると、#########が有効になり、各ページに印刷される内容を確認できます。選択すると、
［プリンタ・オプション］ダイアログの背後に、最大のズーム・レベルで画面表示が再作図されます。ドット付きグ
リッド線は、選択されたオプションに応じて、単一ページまたは複数ページに印刷するエリアを示します。各ページ
の内容と印刷する総ページ数を調整するには、［ページ調整］ボタンを使います。
注： このプレビューでは、プリンタ装置のフォントや画面表示のフォントによって異なるテキストの出力状態や、テ
キストが数ページに及ぶ状態を正確に表示しません。
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このオプションはトグル式です。［印刷内容の表示］オプションをオフにすると、画面表示は以前のズーム・レベル
に戻ります。

• 大/小
これらのオプションでは、ページ内容の調整時にページ境界のグリッド線に対して行なう調整の粗さを指定します。
これらのオプションは常に有効です。また、中央のボタンがデフォルトです。
このオプションでは、［+］ボタンおよび［-］ボタンをクリックしたときの移動量が、［小］に近くなるほど徐々に
小さくなり、［大］に近くなるほど徐々に大きくなります。

• ［+］（プラス）と［-］（マイナス）
これらのボタンでは、特定のページに印刷する図の量を指定します。［+］ボタンと［-］ボタンは、［複数ページ］
を選択した場合や［印刷内容の表示］を選択した場合に有効になります。
［+］ボタンをクリックすると、1 ページに表示される図情報が増加します。クリックごとに、複数ページ印刷で出力
されるページ数が減少します。
［-］ボタンをクリックすると、1 ページに表示される図情報が減少します。クリックごとに、複数ページ印刷で出力
されるページ数が増加します。
 用紙長： 2
 用紙幅： 2
上記の例では、縦横２ページ分つまり合計４ページ分が、１ページに印刷されます。

• 取消
［取消］ボタンは、変更を実行せずにダイアログ・ボックスが閉じます。

• 了解
［了解］ボタンをクリックすると、CA Gen によって新規の情報または変更した情報が確定され、ウィンドウが閉じ
ます。

［プリンタ・オプション］ダイアログ（マトリックスの場合）

［プリンタ・オプション］ダイアログ・ボックスで、レポートとページ調整の内容を指定します。［印刷］実行時の現在
の省略時プリンタは、ダイアログの一番上に表示されます。

このダイアログ・ボックスのフィールドは以下のとおりです。

• 画面
このオプションを選択すると、マトリックスの画面で表示されている部分が印刷されます。

• ダイアグラム全体
このオプションを選択すると、マトリックス全体が印刷されます。

• タイトルとボーダ
このオプションでは、ページのタイトルと枠線を印刷するかどうかを指定できます。

NOTE
注： ページ番号は、複数ページのマトリックス全体を印刷する場合のみ印刷されます。ボーダは、タイトル
とグラフィックの間の区切り線であり、印刷ページの周囲に印刷されます。

• グラフィックス
このオプションでは、図に表示されているとおりにグラフィックを印刷するかどうかを指定できます。「グラフィッ
クス」を選択すると、グラフィックが画面表示時と同じ状態で印刷され、グラフィック・オブジェクトが充填されま
す。たとえば、エンティティ・タイプのボックスは赤色で、関係線は白色で、作図されます。これを選択すると便利
なのは、カラー・プリンタを持っている場合と、カラー情報を持たせたまま CA Gen グラフィックスを別のソフト
ウェア・システムにインポートしたい場合です。
「グラフィックス」を選択すると、グラフィック・オブジェクトは充填されません。そのため、エンティティ・タイ
プのボックスは空になります。カラーのプリンタまたはプロッタがない場合、すべての色は白黒になります（白線と
テキストは黒に変わりますが、ほかの色はすべてそのまま）。

• 空白の行/列を省略
このオプションを選択すると、空白の行と列を印刷しないように指定できます。たとえば、100 行 × 10 列のマトリッ
クスで、このオプションが選択されていない場合、100 × 100 マトリックスの軸行とセルが印刷されます。このオプ
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ションを選択すると、定義されている行と列のみ印刷されます。これにより印刷時間を節約でき、印刷ジョブのサイ
ズが小さくなり、出力が読みやすくなります。

• 複数ページ
このオプションは、［ダイアグラム全体］オプションが選択されている場合のみ有効になります。「複数ページ」
は、ダイアグラム全体を、複数のページにわたって印刷します。デフォルト・ページ・サイズは、印刷またはプロッ
トの開始時に画面表示されるダイアグラム全体の比率によって決まります。たとえば、現在の画面に、ダイアグラム
全体に対して縦1/4と横1/4の比率のグラフィックがある場合、全部で16ページを印刷し、各ページにダイアグラムの
グラフィックの1/16を印刷します。各ページに表示されるグラフィックの量は、［ページ調整］ボタンで調整できま
す。
「複数ページ」を選択しないと、ダイアグラム全体が１ページに印刷されます。

• 複数印刷
このオプションは、［ダイアグラム全体］と［複数ページ］が選択されている場合のみ有効になります。［複数印
刷］を選択した後、［画面］を選択すると、［複数印刷］の選択は自動的に解除されます。
この機能により、１つの大きなジョブをいくつかの小さなジョブに分割できます。「複数印刷」は、複数ページのダ
イアグラム出力の各ページについて、各種印刷ジョブを作成します。そのため、各ページは待ち行列内の各種ジョブ
として扱われ、また関連SPOOLサブディレクトリ内の異なるファイルとして扱われます。メモリ制限の厳しいレー
ザ・プリンタを使う場合や、ネットワークの問題などその他の理由がある場合に、このオプションが便利です。

• 全ページに軸名
このオプションを選択すると、複数ページの図の印刷において、行と列の軸名がすべてのページに印刷されます。そ
の結果、複数ページのダイアグラムの印刷ページ数は増えます。このオプションは、［複数ページ］が選択されてい
る場合のみ有効になります。

• 印刷内容の表示
このオプションを選択すると、#########が有効になり、各ページに印刷される内容を確認できます。選択すると、
［プリンタ・オプション］ダイアログの背後に、最大のズーム・レベルで画面表示が再作図されます。ドット付きグ
リッド線は、選択されたオプションに応じて、単一ページまたは複数ページに印刷するエリアを示します。各ページ
の内容と印刷する総ページ数を調整するには、［ページ調整］ボタンを使います。
注： このプレビューでは、プリンタ装置のフォントや画面表示のフォントによって異なるテキストの出力状態や、テ
キストが数ページに及ぶ状態を正確に表示しません。
このオプションはトグル式です。［印刷内容の表示］オプションをオフにすると、画面表示は以前のズーム・レベル
に戻ります。

• 大/小
これらのオプションでは、ページ内容の調整時にページ境界のグリッド線に対して行なう調整の粗さを指定します。
これらのオプションは常に有効です。また、中央のボタンがデフォルトです。
このオプションでは、［+］ボタンおよび［-］ボタンをクリックしたときの移動量が、［小］に近くなるほど徐々に
小さくなり、［大］に近くなるほど徐々に大きくなります。

• ［+］（プラス）と［-］（マイナス）
これらのボタンでは、特定のページに印刷する図の量を指定します。［+］ボタンをクリックすると、1 ページに表示
される図情報が増加します。押すたびに、複数のページに印刷されるページ数が減ります。
［-］ボタンをクリックすると、1 ページに表示される図情報が減少します。クリックごとに、複数ページ印刷で出力
されるページ数が増加し、ページに印刷される行数と列数が減少します。
用紙長： 2
用紙幅： 2
行： 122
列： 92
上記の例では、縦横２ページ分つまり合計４ページ分が、１ページに印刷されます。各ページは、ブランクの行と列
も印刷すると、合計で122行と92列です。

• 取消
［取消］ボタンは、変更を実行せずにダイアログ・ボックスが閉じます。

• 了解
［了解］ボタンをクリックすると、CA Gen によって新規の情報または変更した情報が確定され、ウィンドウが閉じ
ます。
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［プリンタ・オプション］ダイアログ（画面設計の場合）

［プリンタ・オプション］ダイアログ・ボックスで、レポートとページ調整の内容を指定します。［印刷］実行時の現在
の省略時プリンタは、ダイアログの一番上に表示されます。

詳細は、個々のコントロールのヘルプを参照してください。

［プリンタ・オプション］ダイアログ（テキスト図の場合）

［プリンタ・オプション］のダイアログ・ボックスでは、下記のものを指定できます。

• 出力媒体
• ファイル・フォーマット
• ページ・フォーマット
• 番号づけフォーマット（プロシージャ/プロセス・アクション図のみ）
• 内容

［印刷］実行時の現在の省略時プリンタは、ダイアログの一番上に表示されます。

このダイアログ・ボックスのフィールドは以下のとおりです。

• ファイル
テキストをファイルに出力します。［ファイル］オプションを選択すると、ダイアログ・ボックスにファイルの宛て
先が表示されます。省略時のディレクトリのファイル名、または別のディレクトリとファイル名を入力できます。CA
Genでは、ファイルに出力するテキストの、１行あたりの文字数と１ページあたりの行数を設定できます。これらの
プリンタ・オプションを使うには、CA Gen モデル・ウィンドウで［オプション］-［設定］-［プリンタ］の順に選択
してください。

• プリンタ
このオプションを選択すると、［プリンタ・オプション］ダイアログ・ボックスの最上部に名前が表示されている装
置にテキストが出力されます。
ポップアップ・ウィンドウで指定したプリンタまたはプロッタは、省略時のプリンタです。省略時のプリンタを変更
するには、Windowsコントロール・パネルを使ってください。

• ASCII テキスト文字
図形文字を ASCII テキスト文字に変換し、図をファイルに出力します。
プリンタによっては、グラフィックの線記号を印刷できないこともあります。ASCIIテキスト文字を選択した場合、
このファイルを印刷すると、グラフィックの線記号は適切なテキスト文字に変換されます。たとえば、隅を示すグラ
フィック文字を"+"で、縦線を示すグラフィック文字を"|"で代用することがよくあります。
グラフィック文字による四角形をテキスト文字を用いて印刷すると以下のようになります。

+----------+

|          |

+----------+

• ASCII 図形文字
図形文字をファイルに出力します。このファイルの線は、［ASCII図形文字］を選択した場合、このままの状態で印
刷されます。
プリンタが線記号を認識しない場合は、ASCII テキスト文字を指定してください。線記号は、適切なASCIIテキスト文
字に変換されます。
たとえばグラフィック文字による四角形をテキスト文字を用いて印刷すると以下のようになります。

+----------+
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|          |

+----------+

• ページ
ページ番号をレポートおよびリストに印刷します。

• ページングなし
レポートおよびリストにページ番号は印刷しません。

• ダイアグラム全体
リスト全体またはレポート全体を印刷します。

• 選択された行のみ
レポート内の強調表示されている行のみを印刷します。このオプションは、行が強調表示される場合のみ使用可能で
す。

レポートの「印刷」

「印刷」で、プリンタのモデルを表示して、レポートの印刷形態を下記のように設定できます。

• ファイルまたはプリンタに出力
• ページ番号付またはページ番号なし
• レポート全体または選択した行のみ

PrintWindow 関数

使用法 PrintWindow(Handle, PrintDialogBox)
説明 指定されたウィンドウをキャプチャし、それをプリンタに送って

印刷します。
引数 Handle： 印刷しようとするウィンドウの内部識別子を含む数

値。値が'0'の場合は、現行ウィンドウが印刷されます。
 PrintDialogBox： 2 つの値のうちの 1 つ： "PrintDialogBox"

は、［印刷セットアップ］ダイアログ・ボックスを表示しま
す。"DefaultPrinter"は、出力を直接に省略時のプリンタに送りま
す。

戻り値 None.
備考 GetHandle メソッドを使ってウィンドウ・ハンドルを取得してく

ださい。
 「印刷セットアップ」（Print Setup）特性の中のオプションを使

えば、印刷部数を変更できます。
例 アクション図ステートメント例は下記のようになります。
 INVOKE PrintWindow(GetHandle(MATH_MENU), PrintDialogBox)
 ここで、MATH_MENUはウィンドウ・プロシージャの名前です。

重要成功要因の「優先度」

「優先度」では、プロジェクトの成功に影響を与える重要成功要因の重要度係数を格付けします。

フィールドには、１つの数字が入ります。格付けには、0 （最小）から 9 （最大）までの優先度を使います。
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目標の「優先度」

「優先度」では、目標の重要度を格付けします。

フィールドには、１つの数字が入ります。格付けには、0 （最小）から 9 （最大）までの優先度を使います。

情報ニーズの「優先度」

「情報ニーズの優先度」では、目標と重要成功要因に影響を与える情報ニーズの重要度係数を格付けします。

格付けのフィールドには、１つの数字が入ります。格付けには、0 （重要度最小）から 9 （重要度最大）までの優先度を
使います。

目的の「優先度」

「優先度」では、企業が達成すべき目的の重要度を格付けします。

格付けのフィールドには、１つの数字が入ります。格付けには、0 （最小）から 9 （最大）までの優先度を使います。

戦略の「優先度」

「優先度」では、目的に対する戦略の重要度を格付けします。

格付けのフィールドには、１つの数字が入ります。格付けには、0 （最小）から 9 （最大）までの優先度を使います。

プロシージャ定義オプション

ダイアログ・ボックスのオプションは以下のとおりです。

プロシージャ：

この選択リストに表示されるのは、選択したレポート種別にとって選択可能な全プロシージャです。レポートの内容を選
択したプロシージャのみに限定する場合は、それらのプロシージャを強調表示し、［了解］をクリックします。

• すべて選択
リスト内の項目をすべて選択する必要があることを指定します。

• 取消
変更を加えずにダイアログをクローズします。

• 検索
このボタンをクリックすると、［検索文字列の入力］フィールドの文字列で検索が開始されます。

 

［プロシージャ定義］レポートのダイアログ

［プロシージャ定義］レポートのダイアログは、ビジネス システム内の全プロシージャの一覧です。

ダイアログ・ボックスのオプションは以下のとおりです。

• プロシージャ
この選択リストに表示されるのは、選択したレポート種別にとって選択可能な全プロシージャです。レポートの内容
を選択したプロシージャのみに限定する場合は、それらのプロシージャを強調表示し、［了解］をクリックします。

• 取消
このボタンを使用すると、変更を実装せずにダイアログ・ボックスが終了します。

• 検索
このボタンは、［検索文字列の入力］フィールドにある文字列の検索を開始します。

• すべて選択
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このボタンを使用すると、選択リスト内のすべての項目を同時に選択できます。
• すべての選択解除
このボタンを使用すると、選択されているすべてのオブジェクトの強調表示が解除されます。

プロシージャの例

プロシージャは、CA Gen を使用して特定のタスクを実行するためのステップバイステップの手順を示します。

［プロシージャの特性］ダイアログ

［プロシージャの特性］ダイアログ・ボックスを使うと、プロシージャの作成、定義、名前の変更を行なえます。以下の
２ 種類のプロシージャがあります。

• プロセス組み込みプロシージャ
分析の結果としてのプロセスを実装します。

• 設計時追加プロシージャ
ビジネス・システムの実現体を改善または簡素化し、分析結果にはなりません。設計時追加プロシージャは、プロセ
ス組み込みプロシージャを呼び出すメニューとして使われるのが最も一般的です。設計時追加プロシージャは、エン
ティティ・タイプの「作成」、「更新」、「削除」は実行しません。

バッチ・プロシージャは、図に名前が表示されます。プロシージャ名の下のかっこ内に BATCH と表記されます。オンラ
イン・プロシージャには、ラベルは付きません。バッチ・プロシージャ名として、たとえば「顧客の一斉更新」などがあ
ります。

NOTE
注： 基本プロセスのインプリメントをしないのに、依然としてそのビジネスに関係しているプロシージャは作
成しないでください。この場合、さらに分析または詳細化をする必要があります。

「記述」には、選択したフィールドの意味と用途を記述できる複数行のフィールドがあります。オブジェクトを言葉で説
明することも、ダイアグラムのオブジェクトを定義する作業の一部です。記述フィールドは、プロシージャの関連情報を
記述するのに使います。記述は簡潔にし、関連すると考えられる情報をすべて記載してください。

例

オンラインのプロセス組み込みプロシージャを使用して新しい顧客を追加し、その顧客に関する情報を更新する必要があ
る場合は、「顧客の保守」などの名前を入力してください。

注文入力システムのメニューとして、オンラインの設計時追加プロシージャが必要となる場合は、「注文入力」などの名
前を入力してください。

それ以外のオンライン・プロシージャ名の例には、下記のものがあります。

• 注文の処理
• リストの照会
• 製品の照会

［プロシージャ・ステップ定義］レポートのダイアログ

［プロシージャ・ステップ定義］レポートのダイアログ・ボックスで、レポートの内容を選択できます。レポートに含め
るプロシージャ・ステップを選択するほか、ビュー セットや特性の情報を含めるかどうかを決定します。

特性に関するレポートが必要な場合、説明、返信データや送信データ、PF キー、画面やウィンドウに関する情報をレ
ポート内容に含めることができます。

ビュー・セットに関するレポートが必要な場合、説明、特性、定義したビュー・セットの属性に関する情報をレポートに
含めることができます。

情報が存在しないレポートに対してレポート内容オプションを選択すると、「##」と表示されます。いったん選択する
と当該セッション中は継続しますが、モデルと一緒には保存されません。
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ダイアログ・ボックスのオプションは以下のとおりです。

• 特性
このレポート・タイプを選択すると、選択した項目の特性を、表示されるレポートに追加できます。省略時の特性は
下記のとおりです。
– 名前
– タイプ
– 親

• 両方
このレポート・タイプを選択することにより、選択したリスト項目のビュー・セットと特性の両方を追加できます。
レポートに表示される情報は、内容とビュー・セットのそれぞれによって異なります。

• ビュー・セット
このレポート・オプションを選択すると、レポート内容に選択したプロシージャ・ステップのビュー・セットを追加
できます。

• 説明

このレポート・オプションを選択することにより、レポート内容に、選択したプロシージャ・ステップのビュー・セット
をより詳細に記述したテキスト（あれば）を追加できます。

• 返信データ
このレポート・オプションを選択することにより、レポート内容に、戻しデータ（リンク型フローでの戻り時にリン
ク先プロシージャ・ステップからリンク元プロシージャ・ステップに渡されるデータ）を追加できます。

• 送信データ
このレポート・オプションを選択すると、プロシージャ間で送信されたデータに関する情報がレポート内容に追加さ
れます。

• PF キー
このレポート・オプションを選択すると、選択したプロシージャ・ステップの PF キー定義に関する情報がレポート
内容に追加されます。

• 画面
このレポート・オプションを選択すると、選択したプロシージャ・ステップの画面定義に関する情報がレポートに追
加されます。

• Windows
このレポート・オプションを選択すると、選択したプロシージャ・ステップのウィンドウ定義に関する情報がレポー
トに追加されます。

• プロシージャ ステップ
この選択リストには、当該レポート・オプションにとって選択できる全プロシージャ・ステップがあります。選択し
たプロシージャ・ステップだけをレポートに記載する場合、該当するプロシージャ・ステップを強調表示し「了解」
を選択します。

• 取消
このボタンを使用すると、変更を実装せずにダイアログ・ボックスが終了します。

• 検索
このボタンは、［検索文字列の入力］フィールドにある文字列の検索を開始します。

• すべて選択
このボタンを使用すると、選択リスト内のすべての項目を同時に選択できます。

• すべての選択解除
このボタンを使用すると、選択されているすべてのオブジェクトの強調表示が解除されます。

プロシージャ・ステップ・フロー

このダイアログ・ボックスは、プロトタイピングのときに、現在のプロシージャの後に生じる可能性のあるフローを示し
ています。 フローを選択して、次のウィンドウに移動します。
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ダイアグラム内のプロシージャ・ステップ

破線の立体のボックスは、"with Display"属性セットを持つプロシージャ・ステップを表します。プロシージャ・ステッ
プがウィンドウを持つと、プロシージャ・ステップ・ボックスはウィンドウ・ボックスに置き換わります。ボックス内の
テキストは、プロシージャ・ステップの名前です。

手順のステップ名

このフィールドを使用すると、［置き換えつつ複写］で作成した新規のプロシージャに名前を付けることができます。
［置き換えつつ複写］は新規のプロシージャが必要で、既存のプロシージャは複写できません。

命名規則

• プロシージャの名前はビジネス・システム内で一意で、32文字以内でなければなりません。
• 名前の文字は、英字、数字、スペースが使えますが、特殊文字は使えません。
• クライアント/サーバ・アプリケーションの名前には、「クライアント」(CLIENT)または「サーバ」(SERVER)という
語を付けてください。そうすることにより、パッケージング定義時にクライアント・プロシージャ・ステップとサー
バ・プロシージャ・ステップを区別しやすくなります。

• プロシージャの名前を動詞と名詞の組み合わせにすることで、プロシージャの目的が思い出しやすくなります。大
抵、名詞はエンティティ・タイプまたは属性の名前です。

例

ローカル・アプリケーションのプロシージャ名の、ほかの例を下記に示します。

ADD PRODUCT

UPDATE CUSTOMER

CALCULATE ACCOUNT BALANCE

クライアント/サーバ・アプリケーションのプロシージャ名の例を下記に示します。

CREATE ORDER CLIENT

CREATE ORDER SERVER

LIST CUSTOMERS CLIENT

LIST CUSTOMERS SERVER

プロシージャ･ステップの特性

特定のフィールドを選択し F1 キーを押すか［ヘルプ］プッシュ・ボタンをクリックすると、このパネルのヘルプが表示
されます。

［プロシージャ・ステップ特性］ダイアログ

［プロシージャ・ステップ特性］ダイアログ・ボックスでは、プロシージャ・ステップの作成、定義、および名前の変更
ができます。下記のような理由で、プロシージャ・ステップを作成してください。

• 単一ステップ・プロシージャのビューの内容が大きすぎて、１つの画面に収まらない。
• １つのプロシージャ・ステップにすると、ユーザの混乱を招く恐れがある。

たとえば、購入の取消というプロシージャには、購入の取消と明細行の取消という 2 つのプロシージャ・ステップを含
めることができます。

１つまたは複数のプロシージャ・ステップを作成する場合には、最後のプロシージャ・ステップで「作成」、「更新」、
「削除」のデータベースの変更が行なわれるよう設計してください。これによって、1回のプログラムの実行で関連デー
タベースの更新が行なわれ、ビジネスを一貫した状態に保てます。
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プロシージャをダイアグラムに追加すると、CA Gen はそれを単一ステップ・プロシージャとして追加します。別のス
テップをプロシージャに追加した場合は、そのプロシージャの下に２つのプロシージャ・ステップが表示されます。最初
のプロシージャ・ステップにはそのプロシージャと同じ名前が付けられ、2番目のステップには新しいステップ名が付け
られます。

プロシージャ・ステップは、親プロシージャのインプリメンテーションのタイプ（バッチまたはオンライン）を想定しま
す。プロシージャ・ステップがバッチ・プロシージャの一部である場合、そのプロシージャ・ステップはジョブ・ステッ
プと同じものと考えられます。

「記述」には、選択したフィールドの意味と用途を記述できる複数行のフィールドがあります。オブジェクトを言葉で説
明することも、ダイアグラムのオブジェクトを定義する作業の一部です。

「記述」フィールドは、プロシージャ・ステップと、ほかのステップとの関係についての情報を記述するのに使います。
記述は簡潔にし、関連すると考えられる情報をすべて記載してください。

プロシージャ・ステップを詳細化するには、以下を指定します。

• 表示装置を使う（オンラインの場合のみ）または使わない（オンラインまたはバッチの場合）
• プロシージャ名
• そのプロシージャ・ステップの説明文

このダイアログ・ボックスのフィールドは以下のとおりです。

• オンライン・リスト
このドロップダウン・リストでは、オンライン・プロシージャ・ステップのタイプを指定します。
「オンライン表示」は、画面を持ち、対話式です。
「オンライン非表示」は、画面を持ちません。そのトランザクションは、バックグラウンド・オンライン・トランザ
クションと呼ぶことがあります。
クライアント/サーバ・アプリケーションにおいては、クライアント・アプリケーションがユーザ・インターフェー
スを表示し、サーバ・アプリケーションがデータを読取、更新、格納します。したがってクライアント・プロシー
ジャ・ステップは、画面ありまたは画面なしのオンラインにしなければなりません。他方、サーバ・プロシージャ・
ステップは、画面なしのオンラインにしなければなりません。

• ダウンストリーム効果
プロシージャ・ステップを画面で実行するかどうかを選択することは、リンク、エグジット・ステート、クリア・ス
クリーン入力の使用と関連します。クリア・スクリーン入力の場合、不定様式データをプロシージャ内の先頭プロ
シージャ・ステップに渡せます。
画面に表示するプロシージャ・ステップは、インポート・ビューをエクスポート・ビューにマップできます。画面に
表示するプロシージャ・ステップがほかのプロシージャ・ステップにリンクしている場合、戻り時に、インポート・
ビューは下記のものを含みます。
インポート・ビューにマップされているエクスポート・ビュー
宛て先プロシージャ・ステップによって戻されるデータ
画面に表示しないプロシージャ・ステップは、インポート・ビューをエクスポート・ビューにマップしません。そ
の結果、画面に表示しないプロシージャ・ステップがほかのプロシージャ・ステップにリンクしている場合、戻り時
に、呼び出し側のインポート・ビューは宛て先プロシージャ・ステップによって戻されるデータだけを含みます。
このため、呼び出し側のエクスポート・ビュー内の情報を取得したい場合は、データを宛て先プロシージャ・ステッ
プに渡し、宛て先プロシージャ・ステップにデータを戻させます。あるいは、画面に表示する呼び出しを定義し、イ
ンポート・ビューをエクスポート・ビューにマップすることもできます。

プロシージャ・ステップの特性 - タブつきダイアログ・ボックス

［プロシージャ・ステップ特性］ダイアログ・ボックスには 2 つのノートブック・タブがあります。それらにより、一
般特性を表示および定義できます（Tuxedoの特性も）。

各タブのその他のヘルプを見るには、フィールドを１つ選択し、F1または［ヘルプ］プッシュ・ボタンをクリックして
ください。
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プロシージャ・ステップ（画面）の［プロシージャ・ステップ］選択リスト

「プロシージャ・ステップ」の選択リストには、プロトタイピングの対象とすることができるプロージャ・ステップ（画
面）が表示されます。

################## - ########

この選択リストでは、メニュー・フローの宛て先プロシージャ・ステップを選択できます。選択したビジネス・システム
のプロシージャはここに表示されます。

［プロシージャ・ステップ］ダイアログ

 

［プロシージャ・ステップ］ダイアログ・ボックスには、プロトタイピングの対象とすることができるプロシージャ・ス
テップ（画面）の選択リストが表示されます。

プロシージャ・ステップの選択

既存のプロシージャ・ステップを選択するか、新規のプロシージャ・ステップを追加してください。

選択リストは、全ビジネス・システムにあるオンラインの非表示プロシージャ・ステップすべてを表示します。

使用（USE）するプロシージャ・ステップを選択したら、次にインポート・ビュー、エクスポート・ビュー､ローカル・
ビュー､エンティティ・アクション・ビューをマッチングしてください。対応するビューが存在しない場合、ビューを＜
none＞にマッチングさせておけばあとでChange関数を使ってビューを変更できます。

下記の例は、イベント・ハンドラにおけるプロシージャ・ステップUSEステートメントを示しています。

 -- EVENT ACTION update_customer

| USE s_customer_server (procedure step)

| WHICH IMPORTS: Entity View export_c_customer_detail customer TO Entity View import customer

| WHICH EXPORTS: <none> FROM Group View export_group_customer

| Entity View export_c_customer_detail customer FROM Entity View export_maintained customer

|

|

 ---

NOTE
注： この作業は、ASYNC ステートメントにもあてはまります。

［プロシージャ・ステップ］選択リスト - 自動フロー

「プロシージャ・ステップ」選択リストでは、自動フローのフロー先プロシージャ・ステップを指定します。
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選択するプロシージャ・ステップによって、使えるフロー・タイプが異なります。ウィンドウとしてインプリメントさ
れたプロシージャ・ステップは、リンクも転送もできます。ダイアログ・ボックスとしてインプリメントされたプロシー
ジャ・ステップは、リンクのみできます。

#################

この選択リストには、選択されたビジネス・システムに使える全プロシージャ・ステップが示されます。いくつかのプロ
シージャ・ステップによって、１つの実行単位が構成されます。各プロシージャ・ステップは、その実行内容を記述した
アクション図に関連づけることができます。

オンライン・システムでは、プロシージャ・ステップは画面と関連づけられています。オンライン・プロシージャ・ス
テップに画面を必要としない場合もありますが、大抵は必要です。バッチ環境では、１つのプロシージャ・ステップは１
つのジョブ・ステップに相当します。

ナビゲーション図における［プロシージャ・ステップ］リスト

このリストには、現行ビジネス・システム内のすべてのプロシージャ・ステップが含まれています。このリストを使うこ
とにより、プロシージャ・ステップを選択してください。「ナビゲーション図」内に表示するために選択したウィンドウ
とダイアログ・ボックスは、このプロシージャ・ステップ内に置かれます。

「プロシージャ・ステップ」リスト（Procedure Step）内に一覧表示されているプロシージャ・ステップは、「ビジネ
ス・システム」フィールド（Business Systems）内に表示されるビジネス・システムに属すものです。新規ビジネス・
システムを選択すると、「プロシージャ・ステップ」リスト（Procedure Step）内に一覧表示されているプロシージャ・
ステップは、新規ビジネス・システムのプロシージャ・ステップを表示するように変更されます。

プロシージャ・ステップ USE

プロシージャ・ステップ内にUSEアクションを書くことにより、ほかのプロシージャ・ステップを呼び出せます（呼び
出される側は、オンラインの非表示プロシージャ・ステップでなければなりません）。

クライアント/サーバ・アプリケーションでは、クライアントのプロシージャ・ステップまたはアクション・ブロックは
サーバのプロシージャ・ステップを使用（USE）できます。

z/OS を目標環境とするアプリケーションでは、サーバのプロシージャ・ステップは別のサーバのプロシージャ・ステッ
プを使用（USE）できます。

プロシージャ・ステップが別のプロシージャ・ステップを使用（USE）する場合は、下記のようになります。

1. 呼び出すプロシージャ・ステップのロジックは、USEプロシージャ・ステップ・ステートメントが発生するまで実行
されます。

2. 呼び出すプロシージャ・ステップの実行が停止され、呼び出されたプロシージャ・ステップに制御が渡されます。
3. 呼び出されたプロシージャ・ステップのロジックが実行されます。実行が終了すると、制御は呼び出すプロシー
ジャ・ステップに戻されます。

4. 呼び出すプロシージャ・ステップが実行されると、下記のUSEプロシージャ・ステップ・ステートメントが即座に再
開されます。

アプリケーションがクライアント/サーバ環境で実行される場合、各プロシージャ・ステップの終了時にデータベースの
コミットが発生します。

アプリケーションがスタンドアロンの GUI アプリケーションとしてローカルにテストされる場合、すべてのプロシー
ジャ・ステップが終了した後で初めて、データベースのコミットが発生します。

プロシージャ・ステップの使用中、現在のエグジット・ステートとコマンド値は保持されます。たとえば、プロシー
ジャ・ステップ A がプロシージャ・ステップ B を使用するとします。プロシージャ・ステップ B が「Successful」を
エグジット・ステートに設定し、「ADD」をコマンドに設定する場合、これらの値は、制御がプロシージャ・ステップ
A に戻されるときに保持されています。

「設計」プルダウン・メニューから「アクション図」を選択すると、プロシージャ・ステップUseを使えます。
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下記の例は、イベント・ハンドラにおけるプロシージャ・ステップUSEステートメントを示しています。

 -- EVENT ACTION update_customer

| USE s_customer_server (procedure step)

| WHICH IMPORTS: Entity View export_c_customer_detail customer TO Entity View import customer

| WHICH EXPORTS: <none> FROM Group View export_group_customer

| Entity View export_c_customer_detail customer FROM Entity View export_maintained customer

|

|

 ---

サーバ間プロシージャ・ステップUSEの設計技法

プロシージャ・ステップUSEステートメントでアプリケーションを設計するときは、各プロシージャ・ステップは別個
の働きをするユニットであることを忘れないでください。データベースのコミットは、各プロシージャ・ステップの終了
時に発生します。

アプリケーションがスタンドアロンのGUIアプリケーションとしてローカルにテストされる場合、すべてのプロシー
ジャ・ステップが終了したあとで初めて、データベースのコミットが発生します。

USEDプロシージャ・ステップがエラー条件を検出すると、ロール・バックが発生するようエグジット・ステートが設定
されることがあります。データベースの更新が取り消され、制御は呼び出しプロシージャ・ステップに戻されます。

USEDプロシージャ・ステップの終了に成功したが、USINGプロシージャ・ステップがエラー条件を検出するときは、リ
カバリが必要です。この状況では、USEDプロシージャ・ステップは終了しています。USEDプロシージャ・ステップの
実行で生じたデータベースのコミットはすべて、手操作でリカバリしなければなりません。

USINGプロシージャ・ステップとUSEDプロシージャ・ステップが同一サーバ上のエンティティに対してエンティティ・
アクションを共有する場合、コンテンションの問題が発生することがあります。テーブルのデッドロックを避けるに
は、USINGプロシージャ・ステップから順番に呼び出される２つの異なるUSEDプロシージャ・ステップを作成してく
ださい。USINGプロシージャ・ステップは、どちらのUSEDプロシージャ・ステップのエンティティに対するエンティ
ティ・アクションも含むべきではありません。

z/OSユーザ・エグジットについては関連文書を参照してください。

サーバ間プロシージャ・ステップ USE の z/OS の動作要件

z/OS の場合、CA Gen は CICS と IMS Transaction Processor 上で協調処理をサポートしています。CICSには独自のLU
6.2サービスがバンドルされています。IMSではAPPC/IMSがインストールされなければならず、かつ、APPC/z/OSがイ
ンストールされたz/OSがバンドルされなければなりません。

リカバリの最小化

オンラインの非表示サーバ・プロシージャ・ステップを呼び出すサーバ・プロシージャ・ステップでアプリケーションを
設計する場合は、USEDまたはUSINGプロシージャ・ステップのエラーからリカバリするのに要する労力を考慮してくだ
さい。

項目をコレクションに追加するアプリケーションについて考えてください。ビジネス・ルールでは、新規の項目が追加さ
れると、コレクション内の最も古い項目が削除される必要があります。
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下記の図は、サーバ・プロシージャ・ステップTran_Add_ObjectがTran_Dlet_Oldestをどのように使用（USES）するの
かを示しています。これは、Useステートメントを実行するために、必要なビューをTran_Add_Objectプロシージャ・ス
テップまたはアクション・ブロックに配置することを暗に示しています。

この技法では、プロシージャ・ステップTran_Dlet_OldestをUsedプロシージャ・ステップ呼び出しの末尾に配置しま
す。少なくとも手操作でリカバリする必要があるからです。

Tran_Dlet_Oldestが不成功のとき、Tran_Add_Objectはリターン・エグジット・ステート上の障害を検知し、適切にロー
ル・バックできます。

Tran Dlet_Oldestは成功するがTran_Add_Objectが不成功のときは、ロール・バックしても、すでにTran_Dlet_Oldestに
よって実行された作業には影響しません。設計に応じて、Tran_Dlet_Oldestのリカバリは最小限になります。

コンテンションの最小化

オンラインの非表示サーバ・プロシージャ・ステップを呼び出すサーバ・プロシージャ・ステップでアプリケーションを
設計する場合は、USINGプロシージャ・ステップとUSEDプロシージャ・ステップによって共有されるエンティティにつ
いて考慮してください。

USINGプロシージャ・ステップとUSEDプロシージャ・ステップが共通するエンティティ・タイプに対してエンティ
ティ・アクションを共有するときは、テーブルのデッドロックが発生することがあります。

テーブルのデッドロックを避けるには、項目をコレクションに追加するアプリケーションの例で示すように、2 つの異
なる USED プロシージャ・ステップを作成してください。ビジネス・ルールでは、新規の項目が追加されると、コレク
ション内の最も古い項目が削除される必要があります。

下記の図は、サーバ・プロシージャ・ステップTran_Add_ControllerがTran_Dlet_Oldestをどう使用（USES）するかを
示しています。これは、Useステートメントを実行するために、必要なビューをTran_Add_Controllerプロシージャ・ス
テップまたはアクション・ブロックに配置することを暗に示しています。

IMS範囲 - 設計上の留意点
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IMSについては、サーバ・プロシージャ・ステップがオンラインの非表示サーバ・プロシージャ・ステップを呼び出す場
合、範囲の有効性を考慮しなければなりません。

トランザクションがプロシージャ・ステップを使用（USE）する場合、USINGプロシージャ・ステップはその動作範囲
内で活性化状態のまま残ります。USINGプロシージャ・ステップがUSEDプロシージャ・ステップからのレスポンス待ち
の間は、範囲をそれ以上のスケジューリングに使うことはできません。

下記の例では、呼び出しには２つ以上の範囲が必要です。

下記の例では、Tran_Add_ObjectがTran_Dlet_Oldestを使うため、３つの範囲が必要です。

［プロセス定義］ダイアログ

このダイアログを使用してプロセスを定義します。プロセスを定義するには、名前を指定する必要があります。任意で、
下記を行うこともできます。

• プロセスをインプリメントする実行形態の選択
• プロセスが基本プロセスであるかどうかの指定
• プロセスが反復プロセスであるかどうかの指定
• 追加するプロセスが基本プロセスである場合、作用対象のエンティティ・タイプを選択します。また、インスタン
ス・オペレーションかタイプ・オペレーションかの指定

• プロセスの記述

このダイアログ・ボックスのフィールドは以下のとおりです。

• プロセス名
プロセス名で、おもにどのエンティティ・タイプ（または属性）に対し何をするか、を表わしてください。既存のプ
ロセス名を変更するには、カーソルを「名前」フィールドの先頭に置いてから新しい名前を入力してください。
プロセスの名前によって、個々のプロセスを区別します。名前は以下のようにします。
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– 動詞と名詞（エンティティ・タイプ名または属性名）で表わす。
– ビジネス内でユニークにする。
– 最大 32 文字の英数字を使用可
– 特殊文字は使用不可
– 2 つの異なるプロセスに同じ名前を付けることはできません。
プロセス名の例
– 配達物を受け取る
– 在庫要求を受け取る
– 注文を作成する
– 製品を追加する
– 顧客を更新する
– 勘定残高を計算する

NOTE
注： 2 つの異なるプロセスに対して同じ名前を使用することはできませんが、階層内で 1 つのプロセスを再
使用することはできます。

• 基本
ビジネスにおいて本質的に基本プロセスであるプロセスを見つけることは簡単ではありません。プロセスが基本であ
ると見なすには、各実行が以下の条件を満たしている必要があります。
– 実行後もビジネス（データ）を一貫した状態に保つ。
– それ自体がユーザにとって完全で意味のある結果を出力する。
– 初めから終わりまで、ある決まった場所で中断なく行なわれる。
また、基本プロセスはその一部分だけを個別には実行できません。
ダウンストリーム効果
基本プロセスの洗い出しは、分析段階と外部設計段階に影響します。下記の構成要素は、洗い出した基本プロセスと
その情報（ビューなど）を使って定義します。
– プロセス・アクション図（分析段階）
– プロシージャとプロシージャ・ステップ（設計段階）
– 画面設計
– プロシージャ・アクション図（設計段階）
– アクション・ブロック（分析段階と設計段階）
プロセスを基本プロセスとして指定した時点で、そのプロセスは、プロセス・アクション図（アクション図ツールで
作成）のリストに加わります。以後、それら基本プロセスは、システム開発工程での基本部品となり、プロシージャ
を設けてそこからそれら基本プロセスを呼び出します。たとえば「注文を追加する」という基本プロセスを、「受
注」というオンライン・プロシージャから呼び出して実行します。そのプロシージャ（またはプロシージャ・ステッ
プ）に付属する、画面とアクション・ブロックは、プロセス・アクション図（PAD）内のロジックによって処理され
ます。

• 反復
反復プロセスとは、複数回連続実行することのあるプロセスをいいます。プロセスを反復プロセスとして指定した場
合、対応するプロセス・アクション図内のロジックが、反復可能なものでなければなりません。
たとえば、「受注」というプロセスを下記の 2 つの従属プロセスに分割します。
– 注文見出しを記録する
– 注文行を記録する
受注があると、注文見出しの記録は１回だけ行ないます（反復しない）。他方、注文行の記録は、注文行ごとに１回
ずつ行ないます（反復する）。
ダウンストリーム効果
プロセスを、反復プロセスと指定することは、そのプロセスのアクション図のロジックを何回か連続して呼び出すこ
とがある、ということを意味します。反復プロセスと指定したからといって、反復させるためのロジックが自動的に
付加されるわけではありません。

• 実行形態
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実行形態とは、どのような方式で実行するかをいいます。通常、インプリメンテーションに関することは、設計段階
と構築段階にて考慮します。しかし、システムがどのようにインプリメントされるかを知っている場合は、この時点
で実行形態を記録できます。
下記の４形態から選択してください。
– バッチ
コンピュータがバッチ・ジョブによって、非対話式でプロセスを実行
例： 仕訳トランザクションの一斉更新

– オンライン
コンピュータのオペレータ（操作者）が、端末にてプロセスを実行
例： 注文入力

– 手動
コンピュータ化せず、手、紙、ペン、電話、などで行なうプロセス
例： 従業員のタイム・カード

– その他
オンラインとバッチ以外の何らかの形態でコンピュータ化する。（ビジネス上ごくまれ。例：リアル・タイム・シ
ステムや生産ライン自動制御システム）。
例： プロセス制御システム

• エンティティ・タイプの選択
［エンティティの選択］ボタンを使って、オペレーションの作成時に所有するエンティティ・タイプまたはサブタイ
プを選択できます。ボタンを選択して、エンティティ・タイプまたはサブタイプが選択されると、その名前は［オペ
レーション:］フィールドの右側に表示されます。アクション図がオペレーションでない場合には、名前の代わりに
<<NONE>> が表示されます。エンティティ・タイプまたはサブタイプが選択された場合、［インスタンス・オペレー
ション］および［タイプ・オペレーション］オプションが使用可能になります。［オペレーション・パッケージ］オ
プションは、現在のアクション図がプロシージャ・ステップである場合に使用可能になります。

• インスタンス・オペレーション
インスタンス・オペレーションは、所有エンティティ・タイプの単一の既存オカレンス（インスタンス）に対して適
用されます。
既存の１エンティティ（１インスタンス）を更新または削除するオペレーションは、理想としては、インスタンス・
オペレーションとして登録するべきです。既存のインスタンスを読み取って、そのインスタンス、またはそのインス
タンスに関連したインスタンスに関するデータを取り出す場合（または関連したインスタンスを更新する場合）、イ
ンスタンス・オペレーションとして、これを登録する必要があります。
CA Gen では、インスタンスの基本識別子を定義するインポート・ビューと、そのインスタンスのエンティティ・ア
クション・ビュー（常駐タイプに定義されている）が、自動的に追加されます。
規則
インスタンス・オペレーションには、下記の条件のいずれかが要求されます。
– 所有タイプ（所有タイプのスーパータイプやサブタイプは不可）の基本識別子がインポートされていること
– 所有タイプ（所有タイプのスーパータイプやサブタイプは不可）の常駐ビューがインポートされていること
外部アクション・ブロック、非常駐タイプのオペレーション、およびプロシージャ・ステップとして指定できるの
は、非常駐インポート・ブロックだけです。
基本識別子は、必須のビューに配置されている必要があります。反復グループ・ビューに配置することはできませ
ん。
第２オプションで、常駐ビューをインポートする際に、<常駐、必須> インポート・ビューとして、または <常駐、イ
ンポート> 外部ビューとして、これを行なえます。
– インスタンス・オペレーションを非オカレンスのエンティティ・タイプに対して定義することはできません。
– インスタンス・オペレーションは、カプセル化オプションの許容範囲内で、同一のタイプまたは別のタイプの、別
のインスタンスを更新または読み取りできます。it. インスタンス・オペレーションは、別のタイプの任意の非保護
オペレーションを起動できます。したがって、インスタンス・オペレーションの範囲は、特定のインスタンスに限
定されるわけではなく、このインスタンスは、オペレーションの中心フォーカスになります。

– アクション・ブロック合成により、更新、削除、読み取りの各アクションは、インスタンス・オペレーションとし
て自動的に分類されます。

アクション図の各インスタンス・オペレーションに対して、下記のことが可能です。

 1240



 CA Gen - 86JP - Japanese - Japan

– 各アクション図から、このオカレンスを更新、削除、または単に読み取ることができます。
– 各アクション図から、同じエンティティ・タイプまたは別のエンティティ・タイプの、別のオカレンスを読み取る
か、または更新できます。

– プロシージャ・ステップ、または外部アクション図がインスタンス・オペレーションとして定義されている場合、
所有エンティティ・タイプの基本識別子は、プロシージャ・ステップのインポート・ビューに表示される必要があ
ります。

– オペレーションのオカレンスは、常駐ビューとしてインポートされていることで識別が可能です。でなければ、所
有エンティティ・タイプの基本識別子を、アクション図の非常駐インポート・ビューとしてインポートできるはず
です。

用途
通常、インスタンス・オペレーションの結果として、オペレーションを明快に定義できます。オペレーションの名前
のうち、動詞またはアクションの部分に対する主語は、インポートされた常駐ビューまたは基本識別子により識別さ
れるサブジェクト・インスタンスを指します。インスタンス・オペレーションが等価ならば、異なるオカレンス・タ
イプを持つオペレーションに、同じ動詞またはアクションを与える必要があります。これにより、開発者は自分たち
の間に共通する方法で、ビジネスの諸機能を容易に解析できます。
オペレーションの方法論としては、インスタンス（オブジェクト）のオペレーションが、より一般的に使われます。
この場合、インスタンス・オペレーションは、"think objects" の開発に貢献します。ただし、指定を省略すると、オペ
レーションは「タイプ・オペレーション」に分類されます。タイプ・オペレーションとして任意のオペレーションを
効果的に分類できるからです。プロジェクトによっては、まずこのオブジェクトのモデル化の手順を選択することも
できます。

• タイプ・オペレーション
タイプ・オペレーションは、既存の単一の所有エンティティ・タイプのオカレンス（インスタンス）以外を対象とし
ます。
タイプ・オペレーションの対象となるのは、新規の単一のオカレンス（たとえば、オペレーション作成）や、複数の
オカレンス（たとえば、リスト・オペレーション、一意ではない検索キーを使用した検索オペレーションなど）で
す。
規則
– タイプ・オペレーションには、これを所有するエンティティ・タイプのビューが含まれている必要があります（そ
のサブタイプやスーパータイプのビューだけでは不十分です）。

– タイプ・オペレーションでは、カプセル化オプションの許容する限り、所有タイプ、またはその他のタイプのイン
スタンスを更新、または読み取ることができます。タイプ・オペレーションでは、保護されていないタイプの異な
る任意のオペレーションを起動できます。したがって、オペレーションのメイン・フォーカスがこのタイプであれ
ば、タイプ・オペレーションの対象は単一タイプのオカレンスに限定されません。

– アクション・ブロックの合成では、作成ブロックおよびリスト・ブロックは、自動的にタイプ・オペレーションと
して分類されます。

アクション・ブロックにおけるタイプ・オペレーションでは、下記のことが可能です。
– 各アクション図から、このオカレンスを更新、削除、または単に読み取ることができます。
– 各アクション図から、同じエンティティ・タイプまたは別のエンティティ・タイプの、別のオカレンスを読み取る
か、または更新できます。

– プロシージャ・ステップがタイプ・オペレーションとして定義されている場合、所有エンティティ・タイプの
ビュー（サブタイプやスーパータイプでは不可）を含んでいる必要があります。

用途
単一タイプのビューを含むオペレーションならば、オペレーションによらず、そのタイプのタイプ・オペレーション
として定義できます。これは、省略時の設定です。
通常、コマンドを含むプロシージャ・ステップは、オペレーション・パッケージとして分類されます。

• 説明
プロセスを説明します。
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プロセスの「記述」

「記述」パネルには必要な説明文を入力します。記述は簡潔かつ完全でなければなりません。そのプロセスが何を行なう
のかを書いてください。また、なぜそれを行なうのかを書き足してもかまいません。しかし、そのプロセスの実行者、実
行時期、実行方法などを書いてはなりません。なぜならそれらは、プロセスの存在理由ではないからです。また、ただ１
回分の実行についてのみ書いてください。

［記述］プッシュ・ボタンを選択すると記述エディタが現れます。記述時には、記述エディタのワープロ機能を使えま
す。

「プロセス」プッシュ・ボタン

［プロセス］プッシュ・ボタンを選択すると、［プロセス選択］ダイアログ・ボックスが現れ、エンティティ・ライフ・
サイクル図に関与している 2 つの状態間で状態遷移を起こすプロセスを選択できるようになります。

［プロセス選択］ダイアログ

このリストに、当該エンティティ・タイプに対して実行できるプロセスが一覧表示されます。プロセスを選択し、［了
解］を選択してください。

「プロセス選択」リスト

分類属性として使うプロセスを選択するには、該当するプロセスを強調表示し「了解」を選択してください。

アクティビティ階層/アクティビティ依存関係における［プロセス合成］ダイアログ

「プロセス合成」ダイアログ・ボックスでは、1 回で最大 5 つのプロセスのアクション対話が生成されます。エンティ
ティ・タイプ選択リストは、データ・モデル内の使用可能なエンティティ・タイプの一覧です。候補プロセス・リストに
は、選択したエンティティ・タイプに対して作成されうる基本プロセスが表示されます。（名前は変更できます）。割り
当てるエンティティ・タイプと候補プロセスを選択してください。そして、アクション対話オプションを選択して、プロ
セス合成の実行方法をカスタマイズしてください。プロセス合成の詳細については、「プロセス合成」を参照してくださ
い。

このダイアログ・ボックスのフィールドは以下のとおりです。

• 「エンティティ」選択リスト
この選択リストには、データ・モデル内の全エンティティ・タイプが表示されます。選択したエンティティ・タイプ
は、プロセス合成のサブジェクト・エンティティ・タイプになります。

• デフォルト・アクションの確認
このオプションでは、以下をいずれかを指定できます。
– プロセスまたはアクション・ブロックの合成中に、直結エンティティ・タイプに対して実行するアクションを持た
せるかどうか

– このアクションをユーザ割り当てにするかどうか
最初の項目を選択すると、アクションは自動的に生成されます。省略時アクションを選択できる後続のダイアログは
表示されません。
2 番目の項目を選択すると、各アクション対話に対して下記のウィンドウが表示されます。
– Create
エンティティ・タイプを作成します。

– Read
識別子（サブジェクト・エンティティ・タイプや関連のエンティティ・タイプに対して複数の識別子が存在する場
合）。

– 更新
エンティティ・タイプを更新します。

– 削除
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エンティティ・タイプを削除します。
– リスト
識別子（サブジェクト・エンティティ・タイプや関連のエンティティ・タイプに対して複数の識別子が存在する場
合）。

たとえば、「顧客を作成」というプロセスに対してアクションを生成し［省略時アクションのレビュー］を選択する
と、［顧客の作成］ダイアログ・ボックスが表示されます。そこで、表示された各エンティティ・タイプの読取と作
成をこのプロセスでするかどうかを指定してください。

• エンティティ・タイプの一貫性検査
このオプションでは、プロセスまたはアクション・ブロックの合成開始前に一貫性検査を実行するかどうかを指定し
ます。エンティティ・タイプにエラーか警告がある場合、メッセージが表示されます。このボックスは、レポートを
作成してプロセスまたはアクション・ブロックの合成が実行されなかったことを、開発者に通知します。作業を続行
するには、下記のどちらかの操作を行なってください。
– 一貫性検査レポートに示されたエラーを訂正し、プロセスまたはアクション・ブロックの合成を再度実行します。
– 一貫性検査をせずに、プロセスまたはアクション・ブロックの合成を再度実行します。

• 属性ビュー自動選択
このオプションでは、以下の指定ができます。
– 自動的に、必要なエンティティ・タイプのすべての非誘導属性が選択されるようにするかどうか
– このアクションを、手作業によるユーザ選択にするかどうか
最初の項目を選択すると、インポート、エクスポート、エンティティ・アクション・ビューの設定が行なわれます。
属性のダイアログは表示されません。
2 番目の項目を選択すると、サブジェクト・エンティティ・タイプと直結エンティティ・タイプのすべての属性をリ
ストした、［属性］ダイアログ・ボックスが表示されます。ここにて、プロセス・アクション図のロジックに含めた
い属性を選択できます。

• 候補プロセス・リスト
このリストには、エンティティ選択リストからエンティティ・タイプを選択した時に割り当てられた、５つのエント
リ・フィールドがあります。プロセス名は、必要に応じて編集してください。たとえば、「顧客を作成」を「顧客を
追加」に変更できます。プロセス名は最大32文字です。

• 値を挿入
このオプションでは、プロセス合成によって生成するプロセスを選択できます。プロセスを生成するには、オプショ
ンを選択し［了解］をクリックします。

データ・モデリングのダイアグラムにおける［プロセス合成］ダイアログ

［プロセス合成］ダイアログ・ボックスは、データ・モデル図、データ・モデル・リスト、およびデータ・モデル・ブラ
ウザで 1 度に 1 つのプロセスに対してアクション図を生成します。候補プロセス・リストには、既存の非基本プロセス
または基本プロセスが表示されます。下記の条件に合うプロセスだけが一覧表示されます。

• 基本プロセスのアクション図にアクション文がない。
• 非基本プロセスに、子（従属）プロセスがない。

リストで候補プロセスを選択してから、アクション対話（作成、読取、更新、削除、またはリスト）のモード、つまり必
要なタイプを選択してください。そして、アクション対話オプションを選択して、プロセス合成の実行方法をカスタマイ
ズしてください。

詳細は、個々のコントロールのヘルプを参照してください。

コンセプト

プロセス合成によって生成される出力は、手作業で作成したプロセスおよびプロセス・ロジックにより生成された出力と
同じものです。種々のダイアグラムにおいてプロセス合成機能は、各基本プロセス内に下記のものを作成します。
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• プロセス・ボックス
• ビュー
• 期待効果
• 特性
• プロセス・ロジック（ユーザのビジネスに関する規則を反映するために必要なロジック以外の、完全なロジック）

プロセス合成機能を使うと、手作業より迅速に作業できます。なぜなら、プロセス合成機能は、上記の情報を自動作成
するだけでなく、サブジェクト・エンティティ・タイプと関係で結ばれている周囲のエンティティ・タイプ（複数あり
える）も考慮するからです。つまり、関係先エンティティ・タイプそれぞれに対しても、必要なビューとアクション・ス
テートメントを自動作成します。直結エンティティ・タイプを考慮することは特に、作業対象のエンティティ・タイプが
複数の関係を持つ場合に役立ちます。

プロセス合成機能は、同時に、相手方のロジックとビューも作成します。また、基本プロセス/エンティティ・マトリッ
クスへのセルの記入もなされます。

NOTE
注： あるデータ・モデルのサブセットでプロセス合成をする場合、そのモデル全体の範囲指定をしてからその
サブセットに含めてください。指定しないと、生成したPADは、サブジェクト・エンティティ・タイプの関係
先エンティティ・タイプを処理しない、不完全なものになりえます。

たとえば、「在庫に新しい部品を追加」というプロセスは、製品在庫というタイプのエンティティの、作成、読取、削除
を行う可能性があります。このプロセスに対してプロセス合成すると、下記の基本プロセスを合成できます。

• 在庫品を作成
• 在庫品を更新
• 在庫品を削除
• 在庫品を読取
• 在庫品を一覧表示

ダウンストリーム効果

分析段階で合成したプロセスは、設計段階でプロシージャを作るときの基礎部品となります。プロセス合成後にデータ・
モデルを変更すると、プロシージャにプロセスを組み込む作業が不成功になります。たとえば、生成したプロセスがアク
セスするエンティティ・タイプの、識別子を変更すると、インプリメンテーションの一貫性検査でエラーが起きます。こ
の場合、その問題を解決しなければなりません。プロセスを設計段階に首尾良くインプリメントするには、まずそのプロ
セスを削除してから作成し直さなければならない場合があります。

プロセス・アクション図にロジックを追加した場合は、プロセスを削除して生成し直す代わりに、特定のエラー条件だけ
を訂正することにより問題を解決することもできます。なぜなら生成し直すと、プロセスを削除すると、そのビュー、期
待効果、プロセス・アクション図内に生成されたロジック、追加したロジックなど、プロセスに対して保存したすべての
情報が失われてしまうからです。

こういった損失や不測の事態を避けるために、プロセスをプロシージャに組み込む前に、必ず一貫性検査を行ってくださ
い。

プロファイル・マネージャの概念

［プロファイル・マネージャ］は、対話マネージャまたはサーバ・マネージャによって呼び出され、プロファイル・デー
タベースを保守します。

プロファイル・データベースは、プロシージャ・ステップのエクスポート・ビューを格納する一時的な実行時スタックで
す。このスタックは、スクロール、隠ぺいフィールド、ほかのプロシージャとのリンク、ヘルプ要求またはプロンプト要
求、アプリケーションの再始動、に必要なプロシージャ・ステップ間の情報を保管します。

CA Gen ソフトウェアは各ビジネス・システムとそのユーザに対して、1 つのスタックを確保しています。

スタック内のデータがプロシージャ・ステップに転送されると、このスタックは消去され、データ転送先のプロシー
ジャ・ステップのエクスポート・ビューだけがスタック上に残ります。スタック内のデータがプロシージャ・ステップに
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リンクされると、既存の入力項目はスタックに残り、リンクされたプロシージャ・ステップのエクスポート・ビューがス
タックの最上部に置かれます。

アプリケーションが再始動可能な場合は、アプリケーションのセッションを中断してから、データを失うことなく同じ
アプリケーションを再実行できます。これはプロファイル・マネージャが、プロファイル・データベース内のデータを、
ユーザによりアプリケーションが再始動されるまで保管するからです。ビジネス・システムから抜け出て別のアプリケー
ションを使ったり、CA Gen生成アプリケーションと無関係のアクティビティを実行したりできます。

アプリケーションが再始動可能でない場合、プロファイル・マネージャでは、スクロール、隠ぺいフィールド、ほかのプ
ロシージャ・ステップとのリンク、ヘルプ要求またはプロンプト要求をサポートするプロファイル・データベースへのア
クセスだけが可能となります。

［プロファイル・マネージャ］オプション

［プロファイル・マネージャ］ドロップ・ダウン・リストでは、プロファイル・データベースを制御するプロファイル・
マネージャのタイプを選択します。選択肢はSQL（Structured Query Language）とTSQ（Temporary Storage Queue）
です。

SQLはあらゆるオペレーティング・システムに適用されます。プロファイル・データが関係データベース管理システム
（DBMS）に格納される場合はSQLを選択してください。

TSQが適用されるのは、オペレーティング・システムがMVSでありかつTPモニタがCICSであるときだけです。プロファ
イル・データが（関係データベースでなく）CICS一時記憶のキューに格納される場合は、TSQを選択してください。

プロモート

「プロモート」は、アクション・ブロックを基本プロセスに変更します。基本プロセスに関連した既存のビューとアク
ション・ステートメントは、すべてプロモートしたアクション・ブロックのビューやアクション・ステートメントに置換
されます。

NOTE
注： さらに、プロモートしたアクション・ブロックは物理記憶域から削除されます。これが「プロモート」と
「複写」との違いです。「コピー」は、コピーしたアクション・ブロックを削除しません。

［アクション・ブロックにおけるプロモート］ダイアログ

［アクション・ブロックにおけるプロモート］ダイアログ・ボックスでは、アクション・ブロックのプロモート先として
使える基本プロセスの選択リストを表示します。プロモートするアクション・ブロックには、プロモート先のプロセス名
が付きます。

WARNING
重要： 別のアクション・ブロックをプロセスにプロモートした場合、既存のすべてのビューとアクション・ス
テートメントがそのプロセスから削除されます。さらに、プロモートしたアクション・ブロックが物理記憶域
から削除されます。

ワーク・セットのプロモート

ワーク・セットをプロモートするのは、おもに、GUI（グラフィカル・ユーザ・インターフェース）環境からウィンドウ
を作成するときです。ナビゲーション図で、ウィンドウに対してワーク・セットが自動的に作成されるよう設定できま
す。そして、ワーク・セットのビューをウィンドウに追加すると、これらがコントロール（両方のタイプの入力フィール
ド、チェック・ボックス、オプション、ドロップダウン・リスト、リスト・ボックス）に自動的に関連付けられます。こ
の関連づけは、ビューをウィンドウに追加する際に行なわれます。

アクション図でコントロールを追加する際、重複のない一意のワーク・セット名が、インポート、エクスポートの両方に
対して作成されます。この名前は、ウィンドウまたはダイアログ・ボックスの名前に基づいて決定されます。対象となる
各コントロールに対してワーク・セットの属性ビューが作成され、重複のない名前が与えられます。
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この機能にアクセスするには、モデル・ツリー・ビュー内でワーク・セットを右クリックしてください。

ワーク・セット、またはワーク・セットに含まれる個々の属性を選択すると、エンティティ・タイプまたはサブタイプを
選択できます。ワーク・セットの属性は、エンティティ・タイプまたはサブタイプに、その属性として追加されます。属
性の特性の入力が、許容値、入力要求、別名の入力とともに求められます。
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プロモーションに成功すると、プロモートされたワーク・セット属性が、エンティティ・タイプまたはサブタイプの属性
に追加されます。ワーク・セットのビューはエンティティ・ビューに変換され、ワーク・セットは削除されます。

プロモーションが不成功になった場合、ワーク・セットおよびワーク・セットのビューは削除されません。プロモートさ
れなかった属性は、すべてワーク・セットに残ります。
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いつプロモートするか

アプリケーション・インターフェースが設計変更を受ける場合には、ワーク・セット・ビューは、GUIコントロールに関
連づけた方がよいでしょう。インターフェースの設計が固まったあとに、ワーク・セットをプロモートすることにより、
コントロールを適切なデータ（エンティティ・タイプ）と関連づけできます。

制限事項

ワーク・セットを選択すると、ワーク・セットの属性は、すべてプロモートされます。特定の属性（ワーク・セット全
体でなく）だけをプロモートしたい場合は、属性だけを個々に選択してください。選択できるのは、１つのワーク・セッ
ト内の属性（複数可）だけです。複数のワーク・セットから属性を選択することはできません。CA Gen 提供のワーク・
セット（IEF_SUPPLIED など）は、プロモートできません。

サブセットをプロモートするには、ワーク・セットに対して「削除」プロテクションが必要です。また、プロモート先の
エンティティ・タイプには「変更」プロテクションが必要です。ドメインがGUIオブジェクトである属性を含むワーク・
セットは、プロモートできません。

メッセージ

プロモート・ワーク・セットは、１個の確認メッセージと２個のエラー・メッセージを持ちます。確認メッセージは、
「ワーク・セットのプロモーションは、正常に終了しました」（Work set promotion has completed successfully）で
す。

エラー・メッセージの１つは、「ワーク・セット[ワーク・セット名]がプロモートされました。ワーク・セットまたはそ
のビューは、プロテクトされているため、これらを削除できませんでした。必要に応じて、モデルのクリーン・アップを
実行してください」このエラーは、ワーク・セットまたはそのビューに対して「削除」プロテクションがない場合に発生
します。この場合、ワーク・セットまたはそのビューがプロテクトされていたため、ワーク・セットのプロモーションの
際にこれらが削除されませんでした。ワーク・セットのプロモーションは完了しますが、アクション図には不要なビュー
が含まれています。不要なビューは、アクション図で削除してください。

もう１つのエラー・メッセージは、GUIオブジェクトのドメインを持つ属性を含むワーク・セットをプロモートできない
ことを知らせます。エンティティ・タイプでは、GUIオブジェクト・ドメイン属性をサポートしていません。この属性を
別のワーク・セットに転送するか、プロモート対象として別のワーク・セットを選択してください。

このダイアログ・ボックスのフィールドは以下のとおりです。

• エンティティ・タイプ
このリストには、ワーク・セットのプロモーションの宛て先として使用可能なエンティティ・タイプとサブタイプが
一覧表示されます。目的のエンティティ・タイプが表示されていない場合は、［追加］をクリックして作成してくだ
さい。

• 了解
このボタンをクリックすると、ワーク・セットの属性がプロモートされます。プロモーションが終了した後、プロ
モーションのステータスが表示されます。

• Add
このボタンをクリックすると、エンティティ・タイプを追加できます。新しく作成されたエンティティ・タイプは、
［ワーク・セットのプロモート］ダイアログの選択リストに表示されます。

• 検索
ボタンをクリックすると、ダイアログ・ボックスが表示され、選択リストで特定のエンティティ・タイプを検索でき
ます。見つかると、選択リストは発見位置までスクロールされるので、そのエンティティ・タイプが見えるようにな
ります。
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ラジオ・ボタンの許容値のプロンプト

「プロンプト」には、許容値の目的または意味を記述します。プロンプトは、入力するか、またはドロップダウン・リス
トから選択できます。ドロップダウン・リストには、許容値用に入力したプロンプトが表示されます。

このダイアログ・ボックスは、ラジオ・ボタンの許容値にのみ適用されます。そのため、ラジオ・ボタンに関連づけられ
たテキストとして表示されます。

プロンプトには任意の英数字を使用できますが、60文字を超えてはなりません。プロンプトには DBCS 文字を使用でき
ますが、DBCS では 30 文字を超えてはなりません。

NOTE
注： 当初、ラジオ・ボタン・グループの幅は、グループ・ボックスのテキストまたはラジオ・ボタンのプロン
プトの幅に合わせたサイズになります。追加するプロンプトの幅によっては、ラジオ・ボタン・グループとそ
のラジオ・ボタンのプロンプトの、両方または一方をサイズ変更する必要がある場合があります。

#####################

「プロンプト」には、許容値の目的または意味を記述します。プロンプトは、入力するか、またはドロップダウン・リス
トから選択できます。ドロップダウン・リストには、許容値用に入力したプロンプトが表示されます。

このプロンプトは、ドロップダウン・リストの許容値にのみ適用されます。

 プロンプトには任意の英数字を使用できますが、60文字を超えてはなりません。プロンプトには DBCS 文字を使用でき
ますが、DBCS では 30 文字を超えてはなりません。

NOTE
注： 当初、ドロップダウン・リストの幅は、リスト内で最も幅が広いプロンプトに合わせたサイズになりま
す。それより幅が広いプロンプトを追加する場合は、ドロップダウン・リストのサイズを変更する必要があり
ます。

###########################

「プロンプト」には、許容値の目的または意味を記述します。プロンプトは、入力するか、またはドロップダウン・リス
トから選択できます。ドロップダウン・リストには、許容値用に入力したプロンプトが表示されます。

このプロンプトは、リスト・オカレンス・ドロップダウン・リストの許容値だけに適用されます。

プロンプトには任意の英数字を使えますが、60文字を超えてはなりません。

###########################

「プロンプト」では、許容値の目的または意味に関する情報をユーザに提供する説明テキストを指定します。プロンプト
は、入力するか、またはドロップダウン・リストから選択できます。ドロップダウン・リストには、許容値用に入力した
プロンプトが表示されます。

このダイアログ・ボックスは、リスト・オカレンス・ラジオ・ボタンの許容値のみに適用されます。

プロンプトには任意の英数字を使えますが、60文字を超えてはなりません。

オブジェクト名のプロンプト

見つけたいオブジェクト名を入力してください。

プロンプト名

見つけたい名前を入力してください。
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「リスト・ボックス・フィールド特性」の「プロンプト位置」

「プロンプト位置」で、リスト・ボックスのデータ列に割り当てたプロンプトの配置（左、右、中央）を指定します。こ
の配置は、ドロップダウン・リストから選択できます。省略時解釈は「中央」です。「プロンプト位置」は「文字の揃え
方」とは無関係です。

PromptBackgroundColor 特性

使用法 PromptBackgroundColor (Number)
説明 プロンプトの背景色 RGB 値を設定、または取得します。
引数 プロンプトの背景色に対する新しい RGB 値とする数値。背景色

を照会する場合には、入力引数は指定しません。
戻り値 この特性が返す 9 桁の数値は、プロンプトの背景色 RGB 値で

す。

プロンプト・ドロップダウン

このドロップダウンの組み合わせボックスを使うと、ドロップダウン・リストからのプロンプトの選択、新しいプロンプ
ト名の入力（60文字以下）、プロンプトなしでフィールド表示する「プロンプトなし」（No Prompt）、の選択ができま
す。

プロンプトは、フィールドを詳細化して「プロンプトなし」（No Prompt）を選択することにより削除できます。

PromptFontSize 特性

使用法 PromptFontSize (Number)
説明 プロンプトのフォントのポイント・サイズを設定、または検索し

ます。
引数 プロンプトのフォントに対する新しいポイント・サイズとする数

値。フォント・サイズを照会する場合には、入力引数は指定しま
せん。

戻り値 この特性が戻す数値には、プロンプトのフォント・ポイント・サ
イズが含まれます。

PromptFontStyle 特性

使用法 PromptFontStyle (String)
説明 プロンプトのフォント・スタイルを設定、または検索します。
引数 プロンプトの新しいフォント・スタイルを含む文字列。プロンプ

トのフォント・スタイルを照会する場合、入力引数は指定しませ
ん。

戻り値 この特性が戻す文字列には、コンマで区切られたフォント・スタ
イル名が含まれます。有効な値は「ボールド」、「ボールドなし
」、「下線」、「下線なし」、「取消線」、「取消線なし」、「
標準」です。「標準」は「ボールドなし、下線なし、取消線なし
」と同じ意味です。
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PromptFontType 特性

使用法 PromptFontType (String)
説明 プロンプトに対して「ヘルベチカ」などのフォント・タイプを設

定、または検索します。
引数 プロンプトに対する新しいフォント・タイプ名を含む文字列。プ

ロンプトのフォント・タイプを照会する場合、入力引数は指定し
ません。

戻り値 この特性が戻す文字列には、プロンプトに対するフォント・タイ
プ名が含まれます。

チェック・ボックスの「プロンプト」

「プロンプト」では、チェック・ボックスの目的または意味を記述します。プロンプトは、入力するか、またはドロップ
ダウン・リストから選択できます。ドロップダウン・リストには、属性の名前と、ユーザがそのチェック・ボックスに対
して入力したプロンプトが表示されます。

プロンプトは、真偽条件の形になっている場合があります。

プロンプトには任意の英数字を使えますが、60文字を超えてはなりません。プロンプトには DBCS 文字を使用できます
が、DBCS では 30 文字を超えてはなりません。

PromptForegroundColor 特性

使用法 PromptForegroundColor (Number)
説明 プロンプトに対する前景色RGB値を設定、または取得します。
引数 プロンプトの前景色に対する新しい RGB 値とする数値。プロン

プトの前景色を照会する場合、入力引数は指定されません。
戻り値 この特性が戻す９桁の数値は、プロンプトの前景色に対するRGB

値です。

入力フィールドの「プロンプト」

「プロンプト」には、入力フィールドの目的または意味を記述します。プロンプトは、入力するか、またはドロップダウ
ン・リストから選択できます。ドロップダウン・リストには、属性の名前とそのフィールド用に入力したプロンプトが表
示されます。

プロンプトには任意の英数字を使用できますが、60文字を超えてはなりません。プロンプトには DBCS 文字を使用でき
ますが、DBCS では 30 文字を超えてはなりません。

「リスト・ボックス・フィールド特性」の「プロンプト」

「プロンプト」には、リスト・ボックス内のリストまたは列の、目的または意味を記述します。リスト・ボックスの属性
のプロンプトが、そのリスト・ボックスの列見出しになります。プロンプトは、入力するか、またはドロップダウン・リ
ストから選択できます。ドロップダウン・リストには、属性の名前とそのフィールド用に入力したプロンプトが表示され
ます。

プロンプトには任意の英数字を使用できますが、60文字を超えてはなりません。プロンプトには DBCS 文字を使用でき
ますが、DBCS では 30 文字を超えてはなりません。

NOTE
注： 別のエンティティ・タイプの属性にも同じプロンプトがある場合は、プロンプトが重複しないようにして
から属性をリスト・ボックスに組み込みます。
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プロンプトは、背景エリア内で折り返して表示されます。（背景は、周囲のボックスに影響を与えます）。プロンプトの
背景エリアのサイズを調整することにより、複数行のプロンプトを作成できます。

リスト・フィールドの特性を定義しても、フィールドを配置しないと、リスト・フィールドの特性は保存されません。

リスト・オカレンスのチェック・ボックスの「プロンプト」

「プロンプト」には、リスト・オカレンス・チェック・ボックスの目的または意味を記述します。プロンプトは、入力す
るか、またはドロップダウン・リストから選択できます。ドロップダウン・リストには、属性の名前、リスト・オカレン
ス・チェック・ボックス用に入力したプロンプトが表示されます。

プロンプトは、真偽条件の形になっている場合があります。

プロンプトには任意の英数字を使えますが、60文字を超えてはなりません。プロンプトには DBCS 文字を使用できます
が、DBCS では 30 文字を超えてはなりません。

リスト・オカレンス入力フィールドの「プロンプト」

「プロンプト」には、リスト・オカレンス入力フィールドの目的または意味を記述します。プロンプトは、入力するか、
またはドロップダウン・リストから選択できます。ドロップダウン・リストには、属性の名前とそのフィールド用に入力
したプロンプトが表示されます。

プロンプトには任意の英数字を使用できますが、60文字を超えてはなりません。プロンプトには DBCS 文字を使用でき
ますが、DBCS では 30 文字を超えてはなりません。

リスト・オカレンス複数行入力フィールドの「プロンプト」

「プロンプト」で、リスト・オカレンス複数行入力フィールドの目的または意味を説明するテキストを指定します。プロ
ンプトは、入力するか、またはドロップダウン・リストから選択できます。ドロップダウン・リストには、属性の名前と
そのフィールド用に入力したプロンプトが表示されます。

プロンプトには任意の英数字を使えます。一般則として、短い表意名にするのが賢明です。

特殊フィールドの「プロンプト」

「プロンプト」では、特殊フィールドの目的と意味を記述します。プロンプトは、入力するか、ドロップダウン・リスト
から選択することができます。ドロップダウン・リストには、システム属性の名前と、ユーザがその属性に対して入力し
たプロンプトが表示されます。プロンプトの省略時解釈はシステム属性名です。

どの特殊フィールドにもプロンプトを指定できます。

プロンプトには60文字までの英数字を使用できます。ただし一般則として、なるべく短い、表意的なプロンプトにする
べきです。

PromptHeight 特性

使用法 PromptHeight (Number)
説明 プロンプトの高さを設定、または検索します。
引数 プロンプトの新しい高さを任意の「単位」で表わした数値。プロ

ンプトの高さを照会する場合、入力引数は指定しません。
戻り値 この特性が戻す数値は、任意の「単位」によるプロンプトの高さ

です。
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PromptLeft 特性

使用法 PromptLeft (Number)
説明 フィールドに対してプロンプトの左端ロケーションを設定、また

は検索します。
引数 プロンプトの新しい左端ロケーションとする数値。プロンプトの

ロケーションを照会する場合、入力引数は指定しません。
戻り値 この特性が戻す数値は、プロンプトの左端ロケーションです。

プロンプト・プレゼンテーション特徴

下記の特性は、プロンプト・プレゼンテーション特徴に影響をあたえます。これらの特性を使用できるインターフェース
は、個々の特性についてのヘルプに列挙されています。

• Prompt 特性
• PromptBackgroundColor 特性
• PromptFontSize 特性
• PromptFontStyle 特性
• PromptFontType 特性
• PromptForegroundColor 特性
• PromptHeight 特性
• PromptLeft 特性
• PromptTop 特性
• PromptWidth 特性

Prompt 特性

使用法 Prompt (String)
説明 フィールドのプロンプトを設定、または検索します。
引数 オブジェクトの新しいプロンプトとする文字列。オブジェクトの

プロンプトを照会する場合、入力引数は指定しません。
戻り値 この特性が戻す文字列には、オブジェクトのプロンプトが含まれ

ます。

ほかの言語でサイズ変更されたプロンプト/リテラル

もしユーザが、ある言語にてプロンプトまたはリテラルのサイズを決め、次に別の言語にかえてからそのサイズを変更し
たとします。その場合、その後は大きい方のサイズが有効です。下記の例で説明します。

デフォルトの言語とフランス語という 2 種類の言語を使用できるとします。言語Ａにて25文字の長さのリテラルを設け
たとします。次に言語Ｂにてその長さを10文字に縮めたとします。この場合、画面設計図ツールにおけるそのリテラル
の長さは10です。

ところが、そのリテラルを選択して複写か移動をしようとすると、そのリテラルを囲む枠は長さが25文字のままです。
つまり、そのリテラルのために確保されている領域は大きいままです。このことが、2言語間を行き来する際に領域の問
題が起こることを防いでいます。

25文字の長さのリテラルを使っている場合にのみ、10文字の長さのリテラルを指定できることに注意してください。た
とえば、他のフィールドでは、25文字の長さのリテラルを使っている場合以外は、10文字の長さのリテラルを指定でき
ません。

 1253



 CA Gen - 86JP - Japanese - Japan

PromptTop 特性

使用法 PromptTop (Number)
説明 フィールドに対するプロンプトの上端ロケーションを設定、また

は検索します。
引数 プロンプトに対する新しい上端ロケーションとする数値。
戻り値 この特性が戻す数値は、オブジェクトの上端ロケーションです。

PromptWidth 特性

使用法 PromptWidth (Number)
説明 プロンプトの幅を設定、または検索します。
引数 プロンプトの新しい幅とする数値。プロンプトの幅を照会する場

合、入力引数は指定されません。
戻り値 この特性が戻す数値は、プロンプトの幅です。

［特性］ダイアログ ボックス

このダイアログ・ボックスには、特性（コンポーネント仕様タイプ、インターフェース・タイプ、インプリメンテーショ
ン・タイプの）が表示されます。新しいタイプを作成した場合、「特性」ダイアログ・ボックスには、そのタイプに設定
されている、省略時の特性が表示されます。既存のタイプの場合、そのタイプが持っている実際の値が表示されます。

インターフェース・タイプを作成した場合、インターフェース・タイプ・モデルも１つ作成されます。インターフェー
ス・タイプを削除した場合、関連するインターフェース・タイプ・モデルも削除されます。インターフェース・タイプ・
モデルだけを単独で作成することはできません。

コンポーネント・アーキテクチャ図（CAD）の場合

このダイアログ・ボックスでは、コンポーネント仕様タイプまたはインターフェース・タイプを、現行のコンポーネ
ント・アーキテクチャ図に作成できます。この（新規オブジェクトの）［特性］ダイアログ・ボックスを表示するに
は、CAD の［編集］メニューの［コンポーネント仕様タイプを追加］（または［インターフェース・タイプを追加］）
をクリックします。

• タイプ名
新しいコンポーネント仕様タイプまたはインターフェース・タイプの名前を指定します。このフィールドには、最大
の 32 バイトの文字を指定できます。
CA Gen は次の特性を使用してエンティティ・タイプを定義します。
– エンティティ・タイプ名
– ビジネス・オブジェクト・タイプ
– カプセル化タイプ
– 予想オカレンス数
– エンティティ・タイプのオカレンスの予想成長率
– データ構造が仮想かどうか
– テクニカル設計（TD）名をエンティティ名とするかどうか
– TD名を設定する場合、指定される名前
説明
たとえば、製品を購入するエンティティ（個人や企業）のグループを、CUSTOMER エンティティ・タイプとしま
す。この場合、複数形の名前（CUSTOMERS）は不適切です。
オブジェクト・モデリング機能
CA Gen にはさまざまな特性があり、エンティティ・タイプによってオブジェクト・タイプを表したり、データ・モ
デルにオブジェクト・モデルの性格を持たせることができます。特性は下記のとおりです。
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– オペレーション（［編集］と［詳細］プルダウン・メニューにあります）。
– カプセル化タイプ
– 仮想オプション
– ビジネス・オブジェクト・タイプ
– オカレンスなしかどうか

• ビジネス・オブジェクト・タイプ
ビジネス・オブジェクト・タイプは、1 つ以上のトランザクション・オペレーションを所有し、社員に意味があり、
複数のオカレンスがあるエンティティ・タイプです。
ビジネス・オブジェクト・タイプは、タイプ・モデル図上に独特のアイコンで表示されます。ビジネス・オブジェク
ト・タイプは、そのモデルの「主要」エンティティ・タイプとみなせます。
プロシージャ・ステップをオペレーションとして登録することにより、トランザクション・オペレーションは CA
Gen の中で定義されます。
規則
– ［単一オカレンス］と指定されたエンティティ・タイプは、ビジネス・オブジェクト・タイプとしては登録されま
せん。

– ビジネス・オブジェクト・タイプとしてマークされたエンティティ・タイプがトランザクション・オペレーション
を持たない場合、検査コマンドからエラーが表示されます。

– エンティティ・タイプが、トランザクション・オペレーションを付与されたと仮定します（つまり、プロシー
ジャ・ステップがエンティティ・タイプのオペレーションとして登録されていると仮定）。その場合、そのエン
ティティ・タイプは、ビジネス・オブジェクト・タイプとして自動的にマークされます。

– ビジネス・ユーザが関与するかぎり、トランザクション・オペレーションは、意味のある作業単位であるべきで
す。また、トランザクション・オペレーションは、データベース・コミット単位でなければなりません。トランザ
クション・オペレーションは、プロシージャ・ステップかその中のコマンドとしてインプリメントされます。

用途
トップ・ダウン方式で、オブジェクト・モデルまたはデータ・モデルを作成するときは、主要なエンティティ・タイ
プ群を、ビジネス・オブジェクト・タイプとしてください。なぜならそれらは、トランザクション・オペレーション
を与えるであろうエンティティ・タイプだからです。
平行分解をする場合、中核エンティティ・タイプをビジネス・オブジェクト・タイプとしてマークするべきです。
トランザクション・オペレーションを付与されたエンティティ・タイプは、いずれにしてもビジネス・オブジェク
ト・タイプとしてマークされます。

• 単一オカレンス
単一オカレンスのエンティティ・タイプ（「単数エンティティ・タイプ」とも呼ばれる）は、オペレーション、属
性、および関係を持っていますが、データベース・オカレンスはありません。
つまり、ファンクショナリティの組み合わせでありその「状態」を記録するためのデータ構造を持っている、とい
うことを表わすためのオブジェクトが、オカレンスなしエンティティ・タイプです。インスタンスのないエンティ
ティ・タイプ、またはどのエンティティ・タイプにも所属しない単一のインスタンスとみなすことも可能です。
規則
– オカレンスなしエンティティ・タイプは、仮想エンティティ・タイプでなければなりません。
– オカレンスなしエンティティ・タイプのオペレーションはすべて、タイプ・オペレーションでなければなりませ
ん。

– 識別子を持つことはできません。
– オカレンスの、最小数、平均数、最大数を持てません。
– 区分を持つことはできません。
用途
ものごとの「種類」でなく下記のような単一のものごとに対するファンクショナリティ・パッケージをモデル内に表
わすために設けます。
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– 既存システムのファンクショナリティ
– ユーティリティのオペレーションをサポートする仮想タイプのファンクショナリティ（日付のフォーマット変換な
ど）

– 単一のオカレンスを持つタイプのファンクショナリティ。この場合、複数のオカレンスが存在する可能性はほとん
どありません。たとえば、会社、本社、政府などです。

– 現時点ではオカレンスが １ つしかないが後で増える可能性がある場合、複数オカレンスのエンティティ・タイプ
として記録し、オカレンス数の最小、最大、平均を １ と指定しておくことをお勧めします。

大半のエンティティ・タイプは、ものごとの「種類」を表わします。たとえば顧客や社員、特性のように、実行時に
オカレンス（インスタンス）が複数あります。通常、１エンティティ・タイプ内の１オカレンスがオペレーションの
対象となります（インスタンス・オペレーション）。

• オカレンスの予想数
ビジネス・オブジェクト・タイプが選択されると、［予想オカレンス数］エリアの 3 つのフィールドがすべて有効に
なります。
エンティティ・タイプの予想オカレンス数は、アプリケーション実行中にこのエンティティ・タイプに記録するであ
ろうオカレンスの個数です。下記３つの予想オカレンス数を指定します。
– 最小値（min）
– 平均値（avg）
– 最大値（max）
これらの数値は、過去の記録やビジネス予想をもとに導き出せます。CA Gen では、最小値未満の最大値や、最大値
より大きい平均値は、入力できないようになっています。
ダウンストリーム効果
設計段階では、エンティティ・タイプのオカレンス数として指定した数値を基に物理設計が行なわれます。データ
ベースのデータ・セットのサイズは、この数値にもとづいて計算されます。また、自動化の費用/利益が最大となる箇
所をデータベース設計者が決定する際にも役立ちます。

• カプセル化タイプ
エンティティのカプセル化タイプとして、「オープン」（デフォルト）、「制限付き」、「カプセル化」がありま
す。

• 予想成長率
ビジネス・オブジェクト・タイプと単一オカレンスの両方に対し、［年］ドロップダウン・リストが有効になりま
す。「% per」フィールドは、ビジネス・オブジェクト・タイプについてのみ活性状態です。
エンティティ・タイプの予想成長率は、ある期間におけるエンティティ・オカレンス数の、見込まれる増加率（また
は減少率）です。１日当り、１週当り、１月当り、または１年当りのパーセントで表わします。
ダウンストリーム効果
内部設計段階では、エンティティ・タイプのオカレンス数として指定した数値をもとに物理設計が行なわれます。
データベースのデータ・セットのサイズは、この数値にもとづいて計算されます。また、自動化の費用/利益が最大と
なる箇所をデータベース設計者が決定する際にも役立ちます。

• 了解
コンポーネント仕様タイプ（またはインターフェース・タイプ）を作成し、新しいタイプを現行のコンポーネント・
アーキテクチャ図内に配置します。

• 説明
新しい CAD を説明します。最大 4K バイトの文字列を入力できます。

• 取消
このダイアログ・ボックスを閉じて CAD に戻ります。

詳細情報：

• コンポーネント・アーキテクチャ図
• コンポーネント仕様タイプ
• インターフェース・タイプ
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仕様タイプとエンティティ・タイプの［特性］ダイアログ・ボックス

このダイアログ・ボックスには、仕様タイプとレギュラ・エンティティ・タイプの、特性が表示されます。

新しいタイプを作成した場合、「特性」ダイアログ・ボックスには、そのタイプに設定されている、省略時の特性が表示
されます。既存のタイプの場合、そのタイプが持っている実際の値が表示されます。

［変更］および［プロモート］プッシュ・ボタンが活性化するのは、既存のタイプの特性が表示されたときです。

プッシュ・ボタン 説明
変更 既存の仕様タイプをレギュラ・エンティティ・タイプに変換し、

レギュラ・エンティティ・タイプを仕様タイプに変換します。変
換後、ダイアログ・ボックスにはその新しいタイプの名前が表示
されます。そのタイプの既存の特性はすべて、もとのまま残りま
す。

プロモート 既存の、仕様タイプまたはレギュラ・エンティティ・タイプを、
インターフェース・タイプへとプロモートします。この変換は不
可逆です。つまり、あるタイプをいったんインターフェース・タ
イプにプロモートすると、その変換結果を取り消すことはできま
せん。
もとの特性はすべて、新しいインターフェース・タイプ内にその
まま残ります（例外は「仮想」特性）。インターフェース・タイ
プは仮想タイプでなければならず、「プロモート」は自動的に
「仮想」特性をオンにします。

「了解」を押すまでは、「変更」と「プロモート」の変換はコミットされません。

ユーザ定義オブジェクトの［特性］ダイアログ・ボックス

このボタンをクリックすると、選択したオブジェクトの特性が表示されます。

このダイアログ・ボックスのフィールドは以下のとおりです。

• オブジェクト
新しいオブジェクトの名前を指定します。

• 説明
新しいユーザ定義オブジェクトの説明を記述するための複数行パネルを提示します。記述文を入力する際、記述エ
ディタのワープロ機能を使えます。

• 了解
情報を受理します。

• 取消
変更を加えずにダイアログ・ボックスをクローズします。

エンティティ・ライフ・サイクル図における［特性］ダイアログ

エンティティ状態は、エンティティがとる個々の状態です。エンティティ・タイプまたはサブタイプのライフにおいて、
エンティティは作成から削除までの多くの状態間を遷移する傾向があります。選択したエンティティ・タイプまたはサブ
タイプの、エンティティ状態とその記述文を追加してください。

• エンティティ状態
このエンティティ状態（サブタイプ）に割り当てる名前を追加します。

• 終了
エンティティ・タイプのライフ・サイクルにおいて、現在の状態が、アーカイブまたは削除される前の最後の状態で
ある場合に、これを選択します。

• 説明
このエンティティ状態を説明する任意の記述文を入力してください。
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変更を保存してダイアログ・ボックスを閉じる場合は、［了解］をクリックします。変更を中止してダイアログ・ボック
スを閉じる場合は、［取消］をクリックします。

アクション図とオペレーションの特性

［特性］ダイアログ・ボックスを使って、新規または既存の、アクション図またはオペレーションに対して特性を指定で
きます。

アクション図を新しく追加する場合、名前および記述を入力してください。非表示のオンラインのプロシージャ・ステッ
プを追加する場合、デフォルトのオンライン・プロシージャがプルダウン・リストに表示されていることを確認してくだ
さい。

これらの特性は、アクション図やオペレーションの定義に使用されます。

• アクション図の名前
• オペレーションの所有エンティティ・タイプまたはサブタイプの名前
• アクション・ブロックやオペレーションが、カプセル化または制限付きのエンティティ・タイプを持つ場合の保護の
設定

• オペレーション・タイプ。
• オペレーション・パッケージ設定。オペレーションがプロシージャ・ステップでない場合、このオプションは使用で
きません。

• 実行ステートメント番号オプション。
• ハイ・パフォーマンス・ビュー・パッシング・オプション。このオプションは、プロシージャ・ステップでは使用で
きません。

• コード・オプションに MISSING フラグを生成します（外部アクション・ブロックのみが対象）。
• アクション図が所属するビジネス・システムの名前（存在する場合）。
• アクション図の説明。

一部のコントロールは、各種の条件が揃わないと、使用可能になりません。

• ［アクション図のタイプ］ドロップダウン・リストは、データ・モデル・ブラウザ、データ・モデル・リスト、また
はコンポーネント・アーキテクチャ図を使用してオペレーションを作成する場合のみ有効になります。それ以外の場
合には、このタイプは不活性状態であり、単に現在のアクション図のタイプが表示されるだけです。

• ［プロテクトされた］オプションは、カプセル化または制限付きのエンティティ・タイプのオペレーションを作成す
る場合以外は無効化されています。

• フィールドの右側のエンティティ・タイプ名またはサブタイプ名は、新規または既存のアクション図をオペレーショ
ンに作成する場合以外は、<<NONE>> の状態になります。所有エンティティ・タイプまたはサブタイプの名前を選択
するには、［エンティティの選択］ボタンを使用します。

• ［オペレーション・パッケージ］オプションは、現在のアクション図またはオペレーションもプロシージャ・ステッ
プである場合のみ有効になります。

このダイアログ・ボックスのフィールドは以下のとおりです。

• アクション図
「アクション図の名前」は、現在のアクション図の名前を識別したり、オペレーションを追加する際に候補となる図
名をリスト表示します。
新しい名前を入力する場合、重複しない名前を 32 文字以内で割り当てます。アクション・ブロックの名前に
「Main」を使用しないでください。アクション図またはプロシージャ・ステップの名前が「Main」の場合、一般保護
違反が発生する可能性があります。

NOTE
注： アクション図がオペレーションでもある場合、所有するエンティティ・タイプまたはサブタイプの名前
が［オペレーション］フィールドに表示されます。

• アクション図タイプ・リスト
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このリストには、現在選択されているアクション図のタイプが表示されます。アクション図のタイプには、下記の４
種類があります。
– BAA ブロック - 基本プロセスにはできません。
– BSD ブロック - プロシージャ・ステップに関連付けることはできません。
– 基本プロセス - プロセスの定義と関連を持つ必要があります。
– プロシージャ・ステップ - プロシージャ・ステップと関連を持つ必要があります。
このリストは、データ・モデル・ブラウザまたはデータ・モデル・リスト・ツールを使用してオペレーションを追加
した場合に使用可能になります。オペレーションの追加の際に、そのオペレーションの実行に必要なアクション図の
タイプを選択できます。選択されたアクション図のタイプに応じて、候補となるアクション図が［アクション図の名
前］フィールドに表示されます。すでにオペレーションとして定義されているアクション図のタイプは、変更できま
せん。

• エンティティ・タイプの選択
このドロップダウン・リストには、現在選択されているアクション図のタイプが表示されます。アクション図のタイ
プには、下記の４種類があります。
– BAA ブロック - 基本プロセスにはできません。
– BSD ブロック - プロシージャ・ステップに関連付けることはできません。
– 基本プロセス - プロセスの定義と関連を持つ必要があります。
– プロシージャ・ステップ - プロシージャ・ステップと関連を持つ必要があります。
このリストは、データ・モデル・ブラウザまたはデータ・モデル・リスト・ツールを使用してオペレーションを追加
した場合に使用可能になります。オペレーションの追加の際に、そのオペレーションの実行に必要なアクション図の
タイプを選択できます。選択されたアクション図のタイプに応じて、候補となるアクション図が［アクション図の名
前］フィールドに表示されます。すでにオペレーションとして定義されているアクション図のタイプは、変更できま
せん。

• 保護オペレーション
プロテクトされたオペレーションは、所有エンティティ・タイプのインプリメンテーションに対してのみ表示されま
す。
［保護オペレーション］オプションは、制限付きエンティティ・タイプまたはカプセル化エンティティ・タイプまた
はサブタイプにオペレーションを追加する場合に有効になります。オペレーションがプロテクトされている場合、そ
の属性と関係の表示は制限されます。
モデルに対して、プロテクトされたオペレーションを変更、削除、または追加できます。そのインパクトの範囲は、
所有エンティティ・タイプのインプリメンテーションの内部に限定されます。
規則
プロテクトされたオペレーションは、呼び出す側のアクション図からのみ使用可能です。
– 呼び出す側のアクション図としては、下記の各アクション図を選択できます。（プロテクトされたオペレーション
の）所有エンティティ・タイプのオペレーション

– （プロテクトされたオペレーションの）所有エンティティ・タイプの、サブタイプまたはスーパータイプの、オペ
レーション

– プロシージャ・ステップとオープン・エンティティ・タイプの、オペレーションはプロテクトできません。
– 制限タイプまたはカプセル化タイプに所有される、基本プロセスおよび共通アクション・ブロックは、プロテクト
できません。

– プロテクトされたオペレーションを別のアクション図から呼び出すには、呼び出す側のアクション図で、下記の条
件のどちらかが満たされている必要があります。

– 同じ所有エンティティ・タイプのオペレーションであること
– 同じエンティティ・タイプの、サブタイプまたはスーパータイプの、オペレーションであること
省略時には、オペレーションはプロテクトされません。
用途
プロテクトされたオペレーションの用途は、下記の通りです。
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– 同じエンティティ・タイプの、多くのオペレーション（プロテクトされていないもの）に共通の、アプリケーショ
ンの残りの部分から直接に起動されることのないプロセスを定義する場合

– 大きなオペレーション（プロテクトされていないもの）のロジックを分割する場合
– 頻繁に変更されるオペレーション（プロテクトされていないもの）に属する、特定のロジックを抽出するため。

• インスタンス・オペレーション
インスタンス・オペレーションは、所有エンティティ・タイプの単一の既存オカレンス（インスタンス）に対して適
用されます。
既存の１エンティティ（１インスタンス）を更新または削除するオペレーションは、理想としては、インスタンス・
オペレーションとして登録するべきです。既存のインスタンスを読み取って、そのインスタンス、またはそのインス
タンスに関連したインスタンスに関するデータを取り出す場合（または関連したインスタンスを更新する場合）、イ
ンスタンス・オペレーションとして、これを登録する必要があります。
CA Gen では、インスタンスの基本識別子を定義するインポート・ビューと、そのインスタンスのエンティティ・ア
クション・ビュー（常駐タイプに定義されている）が、自動的に追加されます。
規則
インスタンス・オペレーションには、下記の条件のいずれかが要求されます。
– 所有タイプ（所有タイプのスーパータイプやサブタイプは不可）の基本識別子がインポートされていること
– 所有タイプ（所有タイプのスーパータイプやサブタイプは不可）の常駐ビューがインポートされていること
外部アクション・ブロック、非常駐タイプのオペレーション、およびプロシージャ・ステップとして指定できるの
は、非常駐インポート・ブロックだけです。
基本識別子は、必須のビューに配置されている必要があります。反復グループ・ビューに配置することはできませ
ん。
第２オプションで、常駐ビューをインポートする際に、<常駐、必須> インポート・ビューとして、または <常駐、イ
ンポート> 外部ビューとして、これを行なえます。
インスタンス・オペレーションを非オカレンスのエンティティ・タイプに対して定義することはできません。
インスタンス・オペレーションは、カプセル化オプションの許容範囲内で、同一のタイプまたは別のタイプの、別の
インスタンスを更新または読み取りできます。it. インスタンス・オペレーションは、別のタイプの任意の非保護オペ
レーションを起動できます。したがって、インスタンス・オペレーションの範囲は、特定のインスタンスに限定され
るわけではなく、このインスタンスは、オペレーションの中心フォーカスになります。
アクション・ブロック合成により、更新、削除、読み取りの各アクションは、インスタンス・オペレーションとして
自動的に分類されます。
アクション図の各インスタンス・オペレーションに対して、下記のことが可能です。
– 各アクション図から、このオカレンスを更新、削除、または単に読み取ることができます。
– 各アクション図から、同じエンティティ・タイプまたは別のエンティティ・タイプの、別のオカレンスを読み取る
か、または更新できます。

– プロシージャ・ステップ、または外部アクション図がインスタンス・オペレーションとして定義されている場合、
所有エンティティ・タイプの基本識別子は、プロシージャ・ステップのインポート・ビューに表示される必要があ
ります。

– オペレーションのオカレンスは、常駐ビューとしてインポートされていることで識別が可能です。でなければ、所
有エンティティ・タイプの基本識別子を、アクション図の非常駐インポート・ビューとしてインポートできるはず
です。

用途
通常、インスタンス・オペレーションの結果として、オペレーションを明快に定義できます。オペレーションの名前
のうち、動詞またはアクションの部分に対する主語は、インポートされた常駐ビューまたは基本識別子により識別さ
れる、サブジェクト・インスタンスを指します。インスタンス・オペレーションが等価ならば、異なるオカレンス・
タイプを持つオペレーションに、同じ動詞またはアクションを与える必要があります。これにより、開発者は自分た
ちの間に共通する方法で、ビジネスの諸機能を容易に解析できます。
オペレーションの方法論としては、インスタンス（オブジェクト）のオペレーションが、より一般的に使われます。
この場合、インスタンス・オペレーションは、"think objects" の開発に貢献します。ただし、指定を省略すると、オペ
レーションは「タイプ・オペレーション」に分類されます。タイプ・オペレーションとして任意のオペレーションを
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効果的に分類できるからです。プロジェクトによっては、まずこのオブジェクトのモデル化の手順を選択することも
できます。

• タイプ・オペレーション
タイプ・オペレーションは、既存の単一の所有エンティティ・タイプのオカレンス（インスタンス）以外を対象とし
ます。
タイプ・オペレーションの対象となるのは、新規の単一のオカレンス（たとえば、オペレーション作成）や、複数の
オカレンス（たとえば、リスト・オペレーション、一意ではない検索キーを使用した検索オペレーションなど）で
す。
規則
– タイプ・オペレーションには、これを所有するエンティティ・タイプのビューが含まれている必要があります（そ
のサブタイプやスーパータイプのビューだけでは不十分です）。

– タイプ・オペレーションでは、カプセル化オプションの許容する限り、所有タイプ、またはその他のタイプのイン
スタンスを更新、または読み取ることができます。タイプ・オペレーションでは、保護されていないタイプの異な
る任意のオペレーションを起動できます。したがって、オペレーションのメイン・フォーカスがこのタイプであれ
ば、タイプ・オペレーションの対象は単一タイプのオカレンスに限定されません。

– アクション・ブロックの合成では、作成ブロックおよびリスト・ブロックは、自動的にタイプ・オペレーションと
して分類されます。

アクション・ブロックにおけるタイプ・オペレーションでは、下記のことが可能です。
– 各アクション図から、このオカレンスを更新、削除、または単に読み取ることができます。
– 各アクション図から、同じエンティティ・タイプまたは別のエンティティ・タイプの、別のオカレンスを読み取る
か、または更新できます。

– プロシージャ・ステップがタイプ・オペレーションとして定義されている場合、所有エンティティ・タイプの
ビュー（サブタイプやスーパータイプでは不可）を含んでいる必要があります。

用途
単一タイプのビューを含むオペレーションならば、オペレーションによらず、そのタイプのタイプ・オペレーション
として定義できます。これは、省略時の設定です。
コマンドを含むプロシージャ・ステップは、オペレーション・パッケージとして分類されます。

• オペレーション・パッケージ
オペレーション・パッケージは、複数のオペレーションのパッケージを表わすプロシージャ・ステップです。
プロシージャ・ステップでは、いくつかの独立した機能単位を提供できます。消費者は入力コマンドを使って、実行
する機能を選択します。これにより、各コマンドは、プロシージャ・ステップ内の、異なるオペレーションをうまく
表わせます。
［オペレーション・パッケージ］オプションを選択すると、１ つのプロシージャ・ステップにより、複数
の異なる機能が実行されます。これらは、実行時に、さまざまなコマンド値を使用して呼び出されます。
たとえば、あるプロシージャ・ステップに、CASE OF COMMAND 構造として、それぞれ別々の機能を持
つ、ADD、DROP、CHANGE、DISPLAY の各コマンドを持たせることができます。
規則
– 「オペレーション・パッケージ」という分類は、プロシージャ・ステップのオペレーション（トランザクション・
オペレーションとも呼ばれる）にのみ使用可能です。

– 入力コマンドを持たないプロシージャ・ステップは、オペレーション・パッケージとして分類できませんが、入力
コマンドを持つコマンドは、必ずしもオペレーション・パッケージとして分類しなくても構いません。

オペレーション・パッケージに対して、下記のことが可能です。
– 各プロシージャ・ステップは、このオカレンスを更新、削除、または単に読み取ることができます。
– 各プロシージャ・ステップは、同一、または別のエンティティ・タイプの、別のオカレンスを読み取ることや更新
することができます。

– 所有エンティティ・タイプの基本識別子が、プロシージャ・ステップのインポート・ビューに存在する必要があり
ます。

– 基本プロセスをオペレーション・パッケージとして定義することはできません。
用途
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データ・モデルブラウザでは、オペレーション・パッケージに含まれるオペレーションは、そのコマンド名でリスト
表示されます。したがって、ユーザーは、このパッケージに含まれるオペレーションをすべて見ることができます。
表示されるコマンドは、オペレーション・パッケージとして分類されたオペレーションに対するものだけです。

• 実行ステートメント番号
［実行ステートメント番号］オプションは、COBOL コードがアクション図ステートメント番号付きで生成されるか
どうかを指定します。
ステートメント番号は、生成されたアプリケーションのデバッグに便利です。このオプションを選択しておくと、プ
ロセスが異常終了した場合に、最後のステートメント番号が表示されます。
テストが終了した後、このオプションの選択をクリアし、アクション・ブロックまたはプロシージャ・ステップを再
生成してください。すると、ステートメント番号を実行するために必要な余分なコードなしで、ロード・モジュール
が生成されます。
このオプションを選択していない状態で異常終了が発生した場合には、異常終了メッセージに最後のステートメント
番号として Null が表示されます。

• ハイ・パフォーマンス・ビュー・パッシング
このオプションを使用すると、アクション・ブロック間でデータを効率的に渡すことができます。ハイ・パフォーマ
ンス・ビュー・パッシング機能は、プロセス・アクション図およびアクション・ブロックにおいて使えます。この機
能は、誘導アルゴリズム・アクション・ブロックや、プロシージャ・アクション図では使えません。
この機能を選択すると、アクション・ブロックを、別のモデルによる外部アクション・ブロックとして呼び出せま
す。
ハイ・パフォーマンス・ビュー・パッシングは、COOL:Genバージョン3.0以上を用いて作成される、アクション・ブ
ロックとプロセス・アクション図では省略時の値です。
［ハイ・パフォーマンス・ビュー・パッシング］オプションは、COOL:Gen 3.0 より前に作成されたプロセス・アク
ション図やアクション・ブロックに対しても選択できます。このオプションを選択した後、アクション・ブロックを
再生成する必要があります。さらに、選択したアクション・ブロックを使用するすべてのアクション・ブロック、プ
ロセス・アクション図、プロシージャ・アクション図も再生成する必要があります。
「コンポーネント・ベース開発」手法を使う場合には、「ハイ・パフォーマンス・ビュー・パッシング」チェック・
ボックスを選択した状態にしてください。globdata構造体全体をコンポーネント呼び出しに受け渡すために必要で
す。このオプションを選択しない場合、ENVIRONMENTDATA のみを含む部分構造体へのポインタだけしか渡されま
せん。このため、コンポーネントはデータベースと正常にやり取りできなくなります。

NOTE
注： 外部アクション・ブロックを使用して globdata の内容を変更しないことをお勧めします。

• コードにおける MISSING フラグの生成
このオプションでは、外部アクション・ブロックに渡されるビューの内部フラグが生成されるかどうかを指定しま
す。ビューには、CA Gen が内部的に使用するフラグが含まれています。このオプションを使用することで、外部ア
クション・ブロックのみに対するこれらのフラグの生成を無効化できます。フラグを生成しなければ、ビューに不要
なデータを渡すことがないので、システムのオーバーヘッドが減少します。

• 説明
［記述］では、アクション図の目的を明確かつ簡潔に記述するための複数行のフィールドが提供されます。

プロシージャ・ステップの特性

プロシージャ・ステップを詳細化するには、以下を指定します。

• 表示装置を使う（オンラインの場合のみ）または使わない（オンラインまたはバッチの場合）
• プロシージャ名
• そのプロシージャ・ステップの説明文

プロシージャ・ステップは、プロシージャの一部分であり、そのプロシージャを完了させるのに必要な個別に定義可能な
量の処理を実行します。プロシージャ・ステップは、下記の場合に必要となります。

• 単一ステップ・プロシージャのビューの内容が大きすぎて、１つの画面に収まらない。
• あるプロシージャ・ステップによるプロシージャのインプリメントが不適切で、ユーザの混乱を招く恐れがある。
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リスト・オカレンスのラジオ・ボタンとドロップダウン・リストの「特性」

［特性］では、選択した許容値に使うプロンプトを指定します。プロンプトは、選択リストの「表示内容」カラムに表示
されたテキストです。このプロンプトは、リスト・オカレンス・ドロップダウン・リスト内に表示されるか、またはリス
ト・オカレンス・ラジオ・ボタンとして表示されます。

「リスト特性」の「特性」

［特性］では、属性の下記のものを指定します。

• プロンプト
• プロンプトの位置合わせ
• 編集パターン
• 編集パターンの位置合わせ
• その属性がリスト・ボックスの選択インディケータであるかどうか

「クリア・スクリーン入力」における「特性」

実行する前に画面を表示するかどうかを指定するには、「特性」を選択してください。

データ・ストア・リストにおける「特性」

特性を指定することは、データベース、テーブルスペース、テーブル、索引スペース、またはストレージ・グループの詳
細化の一環です。下記は、オブジェクト・タイプによって変更されるフィールドです。

タイプ 特性
データベース データベース、ストレージ・グループ、バッファプール、所有者

、記述
表スペース 名前、パスワード、クローズ、消去、セグメント・サイズ、ロッ

ク・サイズ、バッファプール、ストレージ・グループ、VCATと
、基本数量、２次数量、数量単位、フリー・ページ、フリー・パ
ーセント、ボリューム通し番号、ボリュームの追加、ボリューム
の削除、記述などのデータ・セット情報

テーブル データベース、テーブル名、所有者、別名、テーブル名、編集プ
ロシージャ、有効プロシージャ、記述

索引スペース 名前、パスワード、クローズ、消去、サブページ、バッファプー
ル、ストレージ・グループ、VCATと、基本数量、２次数量、数
量単位、フリー・ページ、フリー・パーセント、ボリューム通し
番号、ボリュームの追加、ボリュームの削除、記述などのデータ
・セット情報

ストレージ・グループ ストレージ・グループ、VCAT、パスワード、許可ID、DASDボリ
ュームID、ボリュームの追加、ボリュームの削除、記述

データ構造リストの特性

［特性］では、選択したテーブル、カラム、外部キー、索引、強制を変更します。表の１列目には、オブジェクトのタイ
プが表示されます。２列目には、そのオブジェクトに指定できる特性が「特性」では、選択したテーブル、カラム、外部
キー、索引、強制を変更します。表示されます。

タイプ 特性
テーブル テーブル名、所有者、別名、テーブルの名前、編集プロシージャ

、有効プロシージャ、記述
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カラム カラム名、フォーマット、オプショナリティ、カラム プロシー
ジャ、パラメータ、記述

外部キー カラム名、フォーマット、オプショナリティ、カラム プロシー
ジャ、パラメータ、記述

制約 強制名、参照保全性オプション、ソース外部キー、カラム、記述
索引 索引、固有、クラスタ、基本、記述

対話設計における［特性］

この操作を使って定義される特性は、この操作を実行する際に選択するオブジェクトによって異なります。オプションを
以下に示します。

• プロシージャの特性
• プロシージャ･ステップの特性
• 対話フローの特性
• エグジット・ステートの特性

対話フロー・ブラウザの「特性」

これを選択すると、［特性］ダイアログ・ボックスに進みます。このポップアップでは、インポート・ビューまたはエク
スポート・ビューのリストボックス内で選択したオブジェクトの特性を、追加、変更、または表示します。［特性］の選
択時に選択されているオブジェクトによって、オープンされるダイアログが決まります。

環境ツールにおける特性

「特性」では、ビジネス・システムの環境パラメータを指定します。

ビジネス・システムのパラメータで、アプリケーションを実行する本番稼働環境を定義します。このパラメータは、モデ
ルの一部として保管されます。

フローの保守における「特性」
対話設計図のオブジェクトの定義を変更するときは、［特性］を選択してください。下記の定義項目の変更を行なえま
す。

• フロー・タイプ
• エグジット・ステートの特性
• 先表示型または先実行型

生成における特性

［特性］では、選択したオブジェクトの特性を指定します。ほとんどの場合、オブジェクトが追加（作成）されたあとで
一部のまたはすべての特性が指定されます。［特性］アクションを使うと、オブジェクトを追加したあとでこの性質を変
更できます。

マトリックスにおける［特性］

［特性］では、選択項目に関する特定情報を表示します。軸上のオブジェクトの特性と、セルの特性があります。マト
リックス上のオブジェクトの定義を変更するには、［特性］を選択します。

ナビゲーション図における［特性］

［ナビゲーション図］のペインの 1 つからオブジェクトを選択して［詳細］メニューの［特性］を選択すると、CA
Gen はそのオブジェクトに該当するダイアログ・ボックスを表示します。
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各ダイアログ・ボックスの詳細ヘルプは、そのダイアログ・ボックスにて参照できます。

組織階層の特性

［組織単位］ダイアログでは、組織、管理者、管理者の肩書、その組織の使命記述書を指定します。ダイアログには、選
択された項目に特有な特性が表示されます。

特性（部分タイプ・モデル図内の）

このダイアログ・ボックスにて、モデル図内の１項目（エンティティ・タイプ、サブタイプ、関係など）の特性を指定し
ます。ダイアログには、選択された項目に特有な特性が表示されます。

画面設計における［特性］

フィールドと特殊フィールドの特性に対して、下記を指定します。

• インポート・ビューとエクスポート・ビュー（フィールドの場合のみ）
• プロンプト
• フィールド表示長
• 小数点以下桁数
• 編集パターン
• ヘルプ ID
• 隠ぺいフィールド
• 表示特性

フィールドおよび特殊フィールドの特性について、以下を指定します。

• テキスト
• コンテンツ
• 表示特性

オブジェクトの特性
［特性］でデータ・モデル内のオブジェクトの特性を変更します。［特性］アクションを使うと、オブジェクトを追加し
た後でこの性質を変更できます。

［特性］プッシュ・ボタン

このプッシュ・ボタンは、既存のコマンド名を変更するときに使います。「新しい名前」は、最大８文字までです。

「特性レポート種別」オプション

特性レポートに記載されるものは、当該ビジネス・システム内の全ウィンドウ、またはいまオープンされているウィンド
ウ、のいずれかに関する下記の情報です。

• ビジネス・システム、プロシージャ、プロシージャ・ステップ
• ウィンドウ種別（ウィンドウかダイアログ・ボックスか）
• ウィンドウ・タイトル
• 一般の特性（初期位置、モーダリティ、背景、スタイル、アイコン・ファイル名、言語）
• ウィンドウ・コントロール（隠ぺいフィールド、リテラル、プッシュ・ボタンなど）

いったん選択すると当該セッション中は継続しますが、モデルと一緒には保存されません。

情報がないレポート内容オプションを選択した場合、そのオプションに［なし］が表示されます。
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［メニュー設計］ダイアログの［特性］

このプッシュ・ボタンは、リスト内で選択したオブジェクトの［特性］ダイアログ・ボックスが表示されます。表示され
るダイアログは、選択するオブジェクトによって異なります。

下表では、選択されたオブジェクトが左列、表示されるダイアログ・ボックスが右列です。

メイン・メニュー・バー メニュー表示特性
第１レベルのメニュー項目（メニュー・バーの項目） 下位メニュー項目特性
下位レベルのメニュー項目 メニュー項目特性

NOTE
注： リスト内のオブジェクトをダブルクリックしても、各種の特性ダイアログ・ボックスを表示できます。
たとえば、メイン・メニュー・バーをダブルクリックすると、［メニュー表示特性］ダイアログが表示されま
す。

保護

このチェックボックスでは、MAKEステートメントの条件にもとづいて、フィールドをプロテクトします。プロテクトさ
れたフィールドには文字を入力できません。複数行からなる入力フィールドがプロテクトされているときは、スクロール
できません。

プロテクトされたフィールドはエラー用に使われるのが普通ですが、アプリケーションでどのような理由が必要であって
も、フィールドをプロテクトできます。この条件はエラーである必要はありません。

フィールド、カラー、輝度などのその他の特性は、プロテクトされたフィールドに適用されます。

MAKE ステートメントでリスト・ボックス・フィールドをプロテクトすることにより、リスト・ボックスにさまざまな
プロテクト・レベルを設定できます。下記のシナリオは、ドロップダウン・リストと入力可能リストには当てはまりませ
ん。

シナリオ 1 - 選択インディケータでないリストボックス・フィールドをプロテクト

• 行は選択可能であり、リスト・オカレンス・ダイアログに表示できます。
• プロテクト・フィールドは、リスト・オカレンス・ダイアログに不活性状態として表示されます。
• フィールドに関連付けられているクリック・イベントは抑制されます。
• 行に関連付けられているクリック・イベントは処理されます。

シナリオ 2 - 少なくとも 1 つの行の選択インディケータをプロテクト

• マウスのクリックやスペースバーで行を選択するのを禁止します。
• 行またはその行の任意のフィールドと関連するクリック・イベントは抑制されます。
• プロテクトが適用される前にすでに行が選択されている場合、選択インディケータが「MAKE...PROTECTed」となっ
たときに行の選択解除（強調表示の解除）が自動的に行われることはありません。アクション図のアクションで選択
状態を変更する必要があります。

• 単一選択リスト・ボックスまたは単一選択動作のある拡張選択リスト・ボックス（つまり、範囲が選択されておら
ず、またリスト・ボックスがキーボード非結合選択モードでない（shift キー + F8））では、単一選択で任意の時点に
選択できる行は 1 つだけなので、プロテクトされた行の選択が解除されるまでは、マウスのクリックや上矢印キー/下
矢印キーでほかの行を選択できません。
常に 1 回の選択で 1 つの行のみが選択できるようになっているため、プロテクトされた行の選択が削除されるまで、
マウス クリックや上方向/下方向キーを使って別の行を選択することはできません。

• タブ・キーによるリスト・ボックスへの移動
• 単一選択リスト・ボックスでは、
行が選択されている場合、フォーカスは選択された行に置かれます（選択インディケータがプロテクトされているか
どうかに関係なく）。
何も選択されていない場合、フォーカスは次のプロテクトされていない行に置かれます。
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すべての選択インディケータが、不活性状態であり何も選択されていない場合、フォーカスは次のコントロールに移
動します。

• 拡張選択リスト・ボックスでは、
フォーカスは最後に選択された行に置かれます（選択インディケータがプロテクトされているかどうかに関係な
く）。
何も選択されていない場合、フォーカスは次のプロテクトされていない行に置かれます。
すべての選択インディケータが、不活性状態であり何も選択されていない場合、フォーカスは選択インディケータが
プロテクトされていた末尾の行に置かれます。

• 拡張選択リスト・ボックスでの範囲選択
• Shiftキー+上矢印キー/下矢印キー： 選択/選択解除しようとしている行がプロテクトされている場合、選択状態は変化
しません。

• Shiftキー+マウス：
新しい範囲内の行（ただしその範囲の先頭行を除く）に、プロテクトされた選択インディケータがある場合、ユーザ
は選択を実行できません。
プロテクトされている選択インディケータのある行が現在選択されており、新しい範囲に入らない場合、ユーザは選
択を実行できません。

• プロテクトされている選択インディケータで、行の選択/選択解除しようとすると、ビープ音が鳴ります。
• すべての行のすべての選択インディケータをプロテクトすると、すべての行の選択が不活性化されますが、リスト・
ボックスのスクロールは可能です。

シナリオ 3－すべての［配置］（表示）リスト・ボックス・フィールドをプロテクト

• リスト・ボックス全体が不活性状態になるため、リスト・ボックスにフォーカスを置けず、スクロールもできなくな
ります。

例：

リスト・ボックス1

----------------------------------------------------------------------------------------------

Row 1- A_Field  B_Field  C_Field  D_Field （選択インディケータ）

Row 2- A_Field  B_Field  C_Field  D_Field （選択インディケータ）

Row 3- A_Field  B_Field  C_Field  D_Field （選択インディケータ）

-----------------------------------------------------------------------------------------------

リスト・ボックス２（選択インディケータが指定されていない）

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Row 1- A_Field  B_Field  C_Field  D_Field

Row 2- A_Field  B_Field  C_Field  D_Field

Row 3- A_Field  B_Field  C_Field  D_Field

---------------------------------------------------------------------------------------------------

前述のシナリオ２では、行２をプロテクトしたい場合は、アクション図ツールは下記のようでなければなりません。

FOR SUBSCRIPT of Listbox ONE FROM 1 TO MAX OF Listbox ONE

{

 IF D_Field = *  Then MAKE D_Field PROTECTED

}

または、
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FOR SUBSCRIPT of Listbox TWO FROM 1 TO MAX OF Listbox TWO

{

 IF SUBSCRIPT = 2 Then MAKE A_Field PROTECTED

     MAKE B_Field PROTECTED

     MAKE C_Field PROTECTED

     MAKE D_Field PROTECTED

}

選択インディケータですべての行をプロテクトしたい場合

FOR SUBSCRIPT of Listbox ONE FROM 1 TO MAX OF Listbox ONE

{

 MAKE D_Field PROTECTED

}

シナリオ３では、リスト・ボックス全体をプロテクトしたい場合、アクション図ツールは下記のようでなければなりませ
ん。

FOR SUBSCRIPT of Listbox TWO FROM 1 TO MAX OF Listbox TWO

{

 MAKE A_Field PROTECTED

 MAKE B_Field PROTECTED

 MAKE C_Field PROTECTED

 MAKE D_Field PROTECTED

}

「プロテクトされた」チェック・ボックス

このチェック・ボックスをオンにすると、その属性はプロテクトされます。

プロテクト属性とは、付属先エンティティ・タイプからの実現体においてのみ可視的な属性をいいます。属性をプロテ
クトする目的は、当該アプリケーション内のほかの部分に影響することなく、エンティティ・タイプからの実現体に対し
てその属性を変更、削除、追加できるようにすることです。カプセル化エンティティ・タイプと制限付きエンティティ・
タイプの、非誘導属性（つまり基本属性、設計属性、または自動採番属性）のすべて（基本識別子を除く）に、プロテク
トをかけるのが理想的です。なぜなら基本識別子では、コンシューマ・エンティティ・タイプのオカレンス上に「ハンド
ル」を付けることができるからです。これは CA Gen による省略時解釈です。

規則

プロテクトされた属性を、ウィンドウ上や画面上のフィールドとすることはできません。また、下記に該当しないかぎ
り、エンティティ・ビューの中でも使えません。

• 属性つきエンティティ・タイプのオペレーション（または属性つきエンティティ・タイプの、サブタイプかスーパー
タイプの、オペレーション）の中で定義されている、エンティティ・アクションまたはローカル・ビュー

• インポート・ビューまたはエクスポート・ビューをその属性の所属先エンティティ・タイプ用に定義する（またはそ
の属性の所属先エンティティ・タイプの、サブタイプまたはスーパータイプのオペレーション用に）。

誘導属性をプロテクトする可能性がある。

用途
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制限付きエンティティ・タイプまたはカプセル化エンティティ・タイプの、すべての非誘導属性（基本識別子を除く）
を、プロテクトするべきです。そうすることにより、そのエンティティ・タイプのコンシューマに影響することなく、そ
のエンティティ・タイプからの実現体を変更できます。

基本識別子は、エンド・ユーザが意識せずに済むよう、単一属性識別子にすることをお勧めします。

ある属性の定義が非常に安定していて変更することが決してない、という確信がある場合は、その属性をプロテクトしな
くてもかまいません（アクション図を単純化するため）。将来その属性の記憶域を変更するときが来たら、開発者はその
時点でその属性を誘導属性に変え、その値を保管するための新しい実属性（複数可）を設けてください。

プロテクト誘導属性は、中間計算に使えます（つまりコンシューマが知る必要がまったくない値の記録用に）。

プロテクション検査エラー

アクティビティ階層図がすでに完成しているか、または一貫性検査エラーのため、このアクションを完了できません。

「プロテクトのためワーク・セットを削除できませんでした」

このエラーは、ワーク・セットまたは、そのビューがプロテクトされていたため、ワーク・セットのプロモーション時に
削除できなかったことを示します。ワーク・セットのプロモーションは完了しますが、アクション図には不要なビューが
含まれています。不要なビューは、アクション図ツールで削除してください。

このエラーを防ぐには、サブセットをチェックアウトする際に、ワーク・セットとそのビューに対して「削除」プロテク
ションを与えてあることを確認してください。（「削除」プロテクションは、削除を許す指定です）。

［プロキシ・コード生成］ダイアログ ボックス

このダイアログ・ボックスには、プロキシ・コードの生成に関するオプションが含まれています。

このダイアログ・ボックスのフィールドは以下のとおりです。

• コンポーネント・タイプ
プロキシ生成はコンポーネント・ベースの考え方に基づいて生成されます。プロキシ・コード生成プロシージャは、
各モデルが CBD 準拠していることを確認し、選択内容を適切に設定します。
このフィールドには、以下のオプションがあります。
– サーバ ロード モジュール
コンポーネント別ではなく、サーバ・マネージャごとにプロキシを生成するように指定します。各サーバ・マネー
ジャは、あたかもコンポーネントであるかのように一覧表示されます。この選択は、サーバ・マネージャを定義す
るあらゆるモデルに使用できます。モデルは、このタイプの CBD に準拠している必要はありません。

– CBD96
CBD96 準拠モデルのプロキシを生成するように指定します。ルート・サブジェクト・エリアは、CBD96 準拠モデ
ル内のコンポーネントとして一覧表示されます。

– コンポーネント
CBD 準拠モデルのプロキシを生成するように指定します。コンポーネント仕様タイプは、CBD 準拠モデル内のコ
ンポーネントとして一覧表示されます。

– カスタム・プロキシ
カスタム・プロキシ・ベースのサーバ・マネージャを生成するように指定します。これを選択する場合、Gen
Studio で定義されたカスタム・プロキシは、コンポーネントとして一覧表示されます。

• コンポーネント・リスト
コンポーネント・タイプ選択リストのステータスに基づいて指定されたコンポーネントを表示します。完全に展開す
ると、このリストにはコンポーネント、インターフェース、メソッドが表示されます。
表示されている各コンポーネントは、選択、選択解除、および展開ができます（該当する場合）。コンポーネントを
選択した後、個別に展開して、そのコンポーネントに所属するインターフェースを表示することができます。さら
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に、これらのインターフェースを個別に展開して、そのインターフェースに所属するメソッドを表示することもでき
ます。

• オペレーティング・システム
生成するプロキシ・コードのターゲットとなるオペレーティング・システムを指定します。

• 目標プロキシ・タイプ
生成するプロキシのタイプを指定します。「プロキシ・コード生成」ダイアログ・ボックス内のその他の設定が、指
定されたプロキシ・タイプに適した設定に変わります。

• 導入タイプ
生成されるコードの導入ロケーションを指定します。このフィールドの選択肢は、［リモート］および［ローカル］
です。

• 非同期
サーバ・マネージャとの非同期通信をサポートする追加コードの生成を指定します。

• XML
入力としての XML の使用をサポートする追加コードの生成を指定します。

• 欠落している UUID を自動で生成
UUIDが使われるのは、ActiveX/COMプロキシの生成中だけです。
このオプションを選択すると、コンポーネント、インターフェース、またはメソッド内の欠落している UUID が自動
的に生成されます。
このオプションが選択されていない場合、UUID が欠落していると、生成中にエラーが表示されます。
エラーを解消するには、以下のいずれかのアクションを実行します。
– このオプションを選択して、UUID を自動的に生成する。
– ［特性］ボタンをクリックして、［特性］ダイアログ・ボックスに UUID を入力する。

• Java にクラシック・スタイルの API を使用
Java プロキシにクラシック Java を 使用することを指定します。このオプションは、［コンポーネント・タイプ］が
［カスタム・プロキシ］の場合には有効化されません。

• 導入後に生成
ビルド・ツールを自動的に起動して、生成コードを導入します。このオプションが使えるのは、Cプロキシ生成中で
す。

• 展開
選択オブジェクトに従属しているすべての非表示オブジェクトを表示します。非表示オブジェクトへの展開表示は
１レベルごとに行なわれます。コンポーネントを展開するには、コンポーネントを １ つだけ選択し、［展開］ボタ
ンをクリックします。すると、関連インターフェースが表示されます。インターフェースを展開するには、インター
フェースを １ つだけ選択し、［展開］ボタンをクリックします。すると、関連メソッドが表示されます。

• 圧縮
選択したオブジェクトに従属しているオブジェクトをすべて非表示にします。オブジェクトは、一度に 1 レベルの表
示に圧縮されます。

• すべて選択
リストで現在表示（展開）されている項目をすべて選択します。

• すべての選択解除
リスト内のすべての項目の選択が解除されます。

• 特性
選択したオブジェクトに対してコンポーネント特性、インターフェース特性、またはメソッド特性のダイアログ・
ボックスを起動します。
この、「コンポーネント特性」ダイアログ・ボックスには、Typelib UUID、CoClass UUID、Client Typelib UUID、の
値が表示されます。
「インターフェース特性」ダイアログ・ボックスには、Interface UUIDの値が表示されます。
「メソッド特性」ダイアログ・ボックスには、client CoClass、UUID、Client Interface UUID、の値が表示されます。
一度に 1 つのオブジェクトしか選択できません。

• 生成
［プロキシ・コード生成］ダイアログ・ボックス内のすべての設定項目が指定された後に、プロキシを生成します。

• 取消
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変更を保存せずにダイアログ・ボックスを終了します。

PSB 名

「PSB名」で、IMS PSB（IMSプログラム指定ブロック）の名前を指定します。PSB名は、DLIBATCHまたはIMS BMPの
DB2アタッチタイプの場合に必要です。「PSB名」のフィールドは、DLIBATCHまたはIMS BMPに、「DB2アタッチ」
の設定をすると活動状態になります。

PSB 名には以下の制限事項があります。

• 英文字と数字が使えます。
• 先頭文字は英文字ある必要があります。
• ブランクと下線が使えます。ほかの特殊文字は使えません。
• 名前は 8 文字を超えることはできません。

擬似会話のサポート（CICS）

「擬似会話のサポート」チェック・ボックスで、CICSアプリケーションにおいて、使用中の画面を消去不可能にする
かどうか指定します。「擬似会話のサポート」を指定すると、CLEARキー、PA1キー、PA2キー、PA3キーを押しても
何も起きず、最新画面が表示されるだけです。ユーザは、対話設計図で設定されたプロシージャ・ステップ、または
NEXTTRANコマンドで呼び出されるトランザクションしか実行できません。

このチェック・ボックスは、CICSのTPモニタにだけ適用されますが、つねに活動状態です。CICS以外のTPモニタでア
プリケーションをテストするときも、このチェック・ボックスを選択できます。そのため、ロード・モジュールを疑似会
話のサポートに合わせて再生成しなくても、ビジネス・システムのロード・モジュールをあとで導入できます。

コンセプト

CA Gen で生成されたすべてのトランザクションは、擬似会話なので、メモリに常駐したり端末からの応答に対して待ち
状態になることはありません。擬似会話のサポートを指定すると、CA Gen生成アプリケーションは下記の２つの動作を
行ないます。

• １つのトランザクションが終了すると、CICSへの復帰に使うコマンドが、EXECCICS RETURN END-EXECから
EXEC CICS RETURNTRANSID（トランザクション・コード）END-EXECに変更されます。変更後、再びトランザク
ションが復帰し、CLEARキー、PA1キー、PA2キー、PA3キーを代行受信します。

• CLEAR キー、PA1 キー、PA2 キー、PA3 キーをトラップします。これらのどれかを押すと、画面がリフレッシュさ
れます。RESTARTコマンドを実行すると、クリア・スクリーンはトランザクション・コード入力状態になります。

クリア・スクリーンにはアクセスできないので、アプリケーションをログ・オフする手段がありません。CA Gen ではロ
グ・オフ・ルーチンを生成しませんが、開発者が自分専用に作成できます。下記はログ・オフの手順の例です。

• NEXTTRAN ステートメントを使用して非 CA Gen のプロシージャにフローを結んでください。
• アプリケーションをログ・オフする非 CA Gen プロシージャを作成してください。この非 CA Genプロシージャ内に
は、EXEC CICS ISSUE DISCONNECT END-EXECなどのコマンドがなければなりません。

• 別の CA Gen プロシージャを、NEXTTRAN を実行するよう設定してください。このコマンドにより、プロシージャ･
アクション図を修正することなく、自動的にほかのプロシージャとフローを結べます。

柔軟性を高めるために、アプリケーションをテストする際は、擬似会話のサポートを使わない方がよい場合もあります。

擬似会話は、使用中の画面を消去できないようにしたり、別のトランザクション・コードを入力できないよう設定したい
場合に便利です。このオプションにより、ユーザは、そのアプリケーションだけを使えます（そのため専用端末タイプ・
アプリケーションと呼びます）。
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「サブセット補足」ダイアログ・ボックスのプッシュ・ボタンの働き

［インクリメント・サブセット］ダイアログのプッシュ・ボタンは、下記のとおりです。

プッシュ・ボタン 説明
更新 開発者が選択したスコーピング・オブジェクトのうちステータス

が「追加済み」（Added）であるものの表をエンサイクロペディ
アに送信して、開発者のサブセットの定義を更新できるようにし
ます。このプッシュ・ボタンが活性化されるのは、いずれかのス
コーピング・オブジェクトが選択されている場合です。そうでな
い場合は、グレー表示されます。

詳細 ［チェックアウト状況の詳細］ダイアログ・ボックス（Checkout
Status Detail）を表示することにより、選択されたオブジェクト
に関する現行の情報を示します。このプッシュ・ボタンはすべて
のスコーピング・オブジェクトに対して活性状態になります。

クローズ ［インクリメント・サブセット］ダイアログ・ボックスを閉じて
［モデル・ウィンドウ］に戻ります。

ヘルプ ［インクリメント・サブセット］ダイアログ・ボックスに情報と
それに関連する手順を表示します。

［プッシュ・ボタンの特性］ダイアログ

［プッシュ・ボタンの特性］ダイアログ・ボックスでは、プッシュ・ボタンの性質を指定します。

プッシュ・ボタンでは、以下のようなアクションを実行できます。

• 了解、取消、ヘルプ（プッシュ・ボタンの記述の表示）、ヘルプのヘルプ（Microsoft ヘルプの表示）、キーのヘルプ
（メイン・コンテンツ・ページの表示）、拡張ヘルプ（ウィンドウの記述の表示）、ヘルプ索引（メイン・コンテン
ツ・ページの表示）、タイトル・カスケード、保存、名前を付けて保存、ロード、および挿入 ドロップダウン・リス
トには、各オプションの目的が記述されます。

• 主ダイアログ・ボックス以外のダイアログ・ボックスの表示（ダイアログ・ボックスの呼び出し）
• プロシージャ・ステップのプロシージャ・アクション図ロジックの実行
• メニュー項目に関連づけられた「クリック」イベントの実行
• 自動フローに関連づけられたコマンドの呼び出しによる自動フローの実行
• ハイパーテキスト・リンクとして機能

CA Gen では、［特性］を使用して、プッシュ・ボタンとメニュー項目にコマンドを割り当てることができます。（Click
イベントなどの）イベントがコントロールに追加されると、下記のようになります。

• ［特性］ウィンドウに表示されるテキストが、「コマンドが自動フローを実行」から「Click イベントを実行」に変わ
ります。

• 「特殊アクション」が非活動状態になります。
• 「ダイアログ・ボックス開始」が非活動状態になります。
• このコマンドは活動状態として表示されますが、イベント・コマンドが優先します。

コマンドは選択できますが、自動フローは「実行されません」。イベントは、関連づけると必ず実行されます。

アプリケーションを設計して、コントロールをアクション図から不活性化できます。これをするには、（GUIステートメ
ントの「不活性状態」（Disabled）コマンドを使って）そのコントロールに「不活性化」（Disable）コマンドを関連づ
ける必要があります。

プッシュ・ボタンは、ウィンドウまたはダイアログ・ボックスに追加できます。プッシュ・ボタンを持つツールバーを
展開することもできます。（ツールバーを持てるのはウィンドウだけです）。プッシュ・ボタンには、テキストかビット
マップのいずれかを定義できます。
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ツールバー上にないプッシュ・ボタンには、省略時プッシュ・ボタンを指定できます。１つのウィンドウまたはダイア
ログ・ボックスに対して指定できる省略時プッシュ・ボタンは、１つだけです。「省略時プッシュ・ボタン」チェック・
ボックスが不活性状態の場合、すでに省略時プッシュ・ボタンとして指定されているプッシュ・ボタンがあります（また
はプッシュ・ボタンがツールバー上にあります）。

アクセレレータ・キーを使うと、プッシュ・ボタンのアクションを１つのキーまたはキーの組み合わせに関連づけること
ができます。使用可能なアクセレレータ キーは、Control（Ctrl）、Alternate（Alt）、および Shift です。CtrlとAltには、
文字キー、数字キー、またはファンクション・キーを組み合わせることができます。ファンクション・キーがキーのド
ロップダウン・リストから選択された場合、または Ctrl か Alt のチェック・ボックスが選択された場合に、Shift チェッ
ク・ボックスを選択することができます。F1キーは、文脈依存ヘルプの呼び出し用に予約済みです。

設計の指針

• 通常、プッシュ・ボタンはダイアログ・ボックスの下部に水平に並べますが、ダイアログ・ボックスの右側に垂直に
並べることもあります。

• プッシュ・ボタンは、水平に並べた場合は高さを同じにし、垂直に並べた場合は幅を同じにしてください。
• 複数のプッシュ・ボタンが１つのダイアログ・ボックス内にある場合、ボールド・ボーダは省略時のプッシュ・ボタ
ンを示します。ユーザが別のプッシュ・ボタンを選択すると、ボールド・ボーダはカーソルとともに移動します。

• ボールド・ボーダは、ユーザが対話で肯定的な応答（たとえば「了解」など）をしたアクション上に現れます。取消
や削除などの否定的なアクションは、省略時にはサポートされません。

• 省略符号（...）は、プッシュ・ボタンに関連づけたアクションの結果が、別のダイアログ・ボックスに関連づけられ
ている場合に使用されます。省略符号と関連アクションの間にブランクを入れないでください。

ダイアログにおける標準プッシュ・ボタン

ダイアログ・ボックスの標準プッシュ・ボタンの名前と定義を使えば、ユーザは、アプリケーション間で容易に移動でき
ます。次のものが使用できます。

プッシュ・ボタン 目的
"アクション" そのプッシュ・ボタン上で実行できるアクションを示すプッシュ

・ボタン。アクションは、「印刷」のように明確にします。対話
において、１つのアクションのプッシュ・ボタンしか使わない場
合、ユーザがそのプッシュ・ボタンを選択すると、ダイアログ・
ボックスがクローズします。

了解 活動状態の動詞ではないが、ダイアログ・ボックスの変更情報を
アプリケーションが受け付けるための交換ソフトウェアで共通に
使用するプッシュ・ボタン。「了解」を選択すると、ダイアログ
・ボックスはクローズします。

適用 ダイアログ・ボックス内の変更情報をアプリケーションが受け付
けるためのプッシュ・ボタン。変更内容を受け付けたあとも、ダ
イアログ・ボックスはオープンしたままです。このためユーザは
、ダイアログ・ボックスを再選択してオープンしなくても、特性
の変更を続行できます。

リセット アプリケーションにまだ反映されていない、ユーザによる変更内
容を、取り消すプッシュ・ボタン。フィールドに対するすべての
変更情報を削除し、元の値を設定してから表示します。ユーザは
、ダイアログ・ボックスを再オープンすることなく、新しい変更
を行なえます。

取消 保存していない変更情報を実行せずに、ダイアログ・ボックスを
クローズするプッシュ・ボタン。［取消］プッシュ・ボタンは、
すでに保管済みの変更情報には影響しません。
注： Windows プラットフォームにおいては、編集パターン検証
は［取消］の前に行なわれます。許容値違反がある場合、「取
消」は行なわれません。
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ヘルプ カーソルを設定した場所でヘルプ情報を提供するプッシュ・ボタ
ン

ダイアログ・ボックスのプッシュ・ボタンの順序

アプリケーション固有のプッシュ・ボタンは、最初に配置します。たとえば、「了解」、「適用」、「リセット」があり
ます。「取消」と「ヘルプ」がこれに続きます。

フィールドのヘルプ

ボタン・エリア・フィールド

• テキスト・フィールド
• ニーモニック・キー・フィールド
• 名前フィールド
• 「省略時プッシュ・ボタン」チェック・ボックス
• ［ハイパーテキスト・リンクとして表示］
• 「Cmds」プッシュ・ボタン

アクセレレータ・エリア・フィールド

• 「Ctl」チェック・ボックス
• 「Alt」チェック・ボックス
• 「Shift」チェック・ボックス
• 「キー」ドロップダウン・ボックス

ボタン・アクション・エリア・フィールド

• 「特殊アクション」ラジオ・ボタン
• 「特殊アクション」ドロップダウン・ボックス
• 「ダイアログ・ボックスの呼び出し」ラジオ・ボタン
• 「ダイアログ・ボックスの呼び出し」ドロップダウン・ボックス
• 「プロシージャ・ステップの実行」ラジオ・ボタン

ビットマップ・エリア・フィールド

• 「ビットマップ」ドロップダウン・ボックス
• 「ピクチャのビットマップ数」フィールド
• 「ボタンをビットマップ・サイズに揃える」チェック・ボックス
• HTML画像拡張子フィールド

プッシュ・ボタンのヘルプ

プッシュ ボタン 説明
了解 CA Gen は、新しい情報または変更された情報をインプリメント

して、ウィンドウをクローズします。
ビットマップ ［特性］から［ビットマップ管理］ダイアログを表示します。導

入済みビットマップのプレビューと、開始する［特性］ダイアロ
グに戻すビットマップの選択ができます。
この経路によるビットマップの選択は、［ビットマップ］ドロッ
プダウン・リストからのビットマップの選択（プレビューできな
い）に代わるものです。
ナビゲーション図ツールでウィンドウ設計中に使うビットマップ
を保守するためにこのプッシュ・ボタンを選択することもできま
す。
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イベント ［イベント処理］ダイアログ・ボックスが表示され、イベント、
イベント・アクション、コマンドとメニュー項目への関連づけが
できます。

取消 変更を加えずにダイアログをクローズします。
ヘルプ ヘルプトピックを表示します。

カーソル位置

このチェックボックスでは、MAKEステートメントの条件にもとづいて、カーソルを配置するフィールドを指定します。
この条件はエラーである必要はありません。アプリケーションでどのような理由が必要とされても、カーソルをフィール
ドに配置できます。

フィールド、カラー、輝度などのその他の特性は、カーソルが配置されたフィールドに適用されます。

Qualifier

「修飾子」選択リストの項目を使うと、アクション図ツールにおけるREADとREAD EACHのアクションが修飾できま
す。

NOTE
注： READ または READ EACH ステートメントの選択基準は、属性、関係、これらの組み合わせによる各項目
で指定します。

以上のオプションは、READとREAD EACHステートメントのヘルプ・パネルに詳しく説明されています。

以下のステートメントは、修飾子が PAD でどのように使用されるか例証します。

--

+- READ EACH product

| WHERE DESIRED product code IS EQUAL TO "GA"

--

--

+- READ EACH product

| TARGETING group_export FROM THE BEGINNING UNTIL FULL

| WHERE code IS EQUAL TO "GA"

--

--

+- READ EACH customer

| order

| TARGETING out_group FROM THE BEGINNING UNTIL FULL
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| SORTED BY ASCENDING customer number

| WHERE DESIRED order contains

| CURRENT order_line

| AND (DESIRED order status IS EQUAL TO "Q"

| OR DESIRED order status IS EQUAL TO "T"

| OR DESIRED order status IS EQUAL TO "N")

| MOVE order to output order

| MOVE customer TO output customer

--

［修飾］プッシュ・ボタン

このプッシュ・ボタンでは、作成中のステートメント内のデータを修飾でき、特定の修飾子を指定できます。［修飾］
プッシュ・ボタンは、下記のアクション・ステートメント作成時にビューを選択すると、活動状態になります。

• FOR EACH
• READ
• READ EACH
• SUMMARIZE
• SUMMARIZE EACH
• REPEAT UNTIL
• WHILE

 

 

テーブルと索引を所有者識別子で修飾

「テーブルと索引を所有者識別子で修飾」チェック・ボックスでは、生成ツールを使って、DDLで生成したテーブルと
索引の名前の先頭に所有者IDを付けるかどうかを指定します。たとえば、CA Gen 生成の SQL ステートメント CREATE
TABLE "DEPT1"."CUSTOMER" には、DEPT1 という所有者 ID が、CUSTOMER というテーブル名の先頭に付いていま
す。

所有者 ID は、［テクニカル設計］の省略時解釈ダイアログ・ボックスで指定し、［設計］プルダウンから選択できま
す。テクニカル設計の省略時解釈を変更した場合は、モデルをトランスフォームまたはリトランスフォームする必要があ
ります。トランスフォームまたはリトランスフォームによって変更内容を反映しないと、生成ツールで、変更された省略
時解釈を認識できません。

テーブルに所有者IDが含まれている（所有者識別子で修飾されている）場合、そのIDがテーブルの所有者であり、すべ
ての権限を持っていることになります。それ以外の場合は、SQLステートメントの許可IDがテーブルの所有者となりま
す。DDL内に指定したIDと、そのDDLを導入した人のIDとが、異なる場合、所有者IDで修飾されたDDLの導入が難しくな
る場合があります。
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この省略時解釈は、下記の生成アクションに影響します。

• 全 DDL の生成
• 全 DDL の生成と導入
• 選択した DDL の生成

 

 

Queue Manager Name

これはローカル・キュー・マネージャ名です。省略時解釈値はヌルであり、これはクライアントとサーバの両方を省略時
Queueマネージャに接続します。

希望の値を入力することにより、フィールド内の指定名を変更できます。このフィールドの内容は、変更後
も、"DEFAULT"に戻せます。戻すには、フィールドをブランクにしダイアログ・ボックスを終了し再びそのダイアロ
グ・ボックスに戻ってください。

キュー名

これはローカル・キュー名です。これをクライアントは要求へのPutキューとして使います。MQSeriesサーバはこの
キューを、要求を受け取るためのGetキューとして使います。

このフィールドの省略時解釈値はサーバ・ロード・モジュール名です。

希望の値を入力することにより、フィールド内の指定名を変更できます。

ラジオ・ボタン

「ラジオ・ボタン」では、選択した属性がリスト・オカレンス・ラジオ・ボタンとしてインプリメントされます。属性に
は、ラジオ・ボタンのリスト・オカレンス・ラジオ・ボタンとしてインプリメントされる許容値がなければなりません。

［ラジオ・ボタンとドロップダウン・リスト特性］ダイアログ

このダイアログ・ボックスには、属性の許容値が表示されます。これらの値は、ラジオ・ボタンまたはドロップダウン・
リストの項目としてインプリメントできます。

個々のラジオ・ボタンをダブルクリックすると、それぞれを詳述できます。以下の 2 つの方法のどちらを使用しても、
ラジオ・ボタン・グループの特性について詳述できます。

1. ラジオ・ボタン・グループ内で右クリックします。［詳細］-［特性］の順に選択します。
2. ［ラジオ・ボタン・グループ］の境界をダブルクリックします。

許容値のすべてまたは特定のものを選択し、ラジオ・ボタンとして加えるか、またはドロップダウン・リストに取り込む
ことができます。［すべて］プッシュ・ボタンを選択すると、すべての値にアスタリスク"*"が付きます。このアスタリ
スクは、マークされた値が、ラジオ・ボタンとして加わるか、またはドロップダウン・リストに取り込まれる対象である
ことを表わします。

下記の条件で、このダイアログのプッシュ・ボタンが活性化されます。

プッシュ・ボタン 活性化条件
含める ラジオ・ボタンの場合は、選択リストから未配置の値を選択しま

す。ドロップダウン・リストの項目の場合は、リスト内の任意の
値を選択します。
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削除 ラジオ・ボタンの場合は、選択リストから未配置の値を選択しま
す。ドロップダウン・リストの項目の場合は、リスト内の任意の
値を選択します。

特性 選択リスト内の任意の値を選択します。
移動 ラジオ・ボタンの場合は、選択リストから未配置の値を選択しま

す。（1 つ以上の値が配置されると、ラジオ・ボタンで移動は使
用できなくなります。）ドロップダウン・リストの項目には、リ
スト内の任意の値を選択します。

詳細は、個々のコントロールのヘルプを参照してください。

ラジオ・ボタンの設計の指針

• ラジオ・ボタンのフィールドは、ユーザが選択を完了するのに適した順序で配置します。
• ラジオ・ボタンの位置合わせは、できるときに行ないます。グループ・ボックスは右側に拡大できるので、ほかのグ
ループ・ボックスと位置を合わせることができます。

• 略語、省略形、大文字表記の名詞以外は、選択項目の先頭文字だけを大文字にしてください。この場合、所定の大文
字表記の規則に従ってください。

ドロップダウン・リストの設計の指針

スペースが限られていたり、ほとんどの場合に省略時の選択を採用するときは、リスト・ボックスの代わりにドロップダ
ウン・リストを使ってください。

事前選択項目

ユーザの対話を速やかに完了させたい場合は、事前選択項目、つまり省略時の項目を与えてください。事前選択項目を与
えておくと、ユーザはただちに次のフィールドに移ることができます。

RadioButton Caption 特性

使用法 Caption (String)
説明 ラジオ・ボタンのタイトルとして使う文字列を設定、または検索

します。
引数 ラジオ・ボタンの新しいタイトルとする文字列。ラジオ・ボタン

のキャプションを照会する場合、入力引数は指定しません。
戻り値 この特性が戻す文字列には、ボタンの現在のキャプションが含ま

れます。

RadioButton Click メソッド

使用法 Click ()
説明 ユーザがボタンをクリックしたように動作します。
引数 None
戻り値 None
備考 RadioButtonGroupに対して定義済みの変更イベントがあればこの

メソッドによって稼働します。
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RadioButtonGroup Caption 特性

使用法 Caption (String)
説明 ラジオ・ボタン・グループの周辺のグループ・ボックスのタイト

ルを付けるための文字列を設定、または検索します。
引数 ラジオ・ボタン群の周辺のグループ・ボックスの新しいタイトル

とする文字列。ラジオ・ボタングループのキャプションを照会す
る場合、入力引数は指定しません。

戻り値 この特性が戻す文字列には、ボタンの現在のキャプションが含ま
れます。

RadioButtonGroup インターフェース・オブジェクト

メソッド 特性
RadioButtons アプリケーション
再描画 BackgroundColor
Get GroupBox メソッド Caption
Hide RadioButtonGroup メソッド Enabled
 Focus特性
 FontSize
 FontStyle
 FontType
 前景色
 Handle
 Height
 Left
 名前
 ObjectType
 親（Parent）
 Top
 値
 Width

RadioButtonGroup メソッド

使用法 RadioButtonGroup (String)
説明 入力した名前のラジオ・ボタン・グループ・オブジェクトを検索

します。
引数 検索するラジオ・ボタン・グループ・オブジェクトの名前である

文字列
戻り値 このメソッドは、指定した名前の GUI オブジェクトを返します。

オブジェクトが見つからないかエラーが発生した場合、このメ
ソッドは Null を返します。
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RadioButtonGroup RadioButtons メソッド

使用法 RadioButtons ()
説明 ラジオ・ボタン・グループのラジオ・ボタンのリストを返します

。
引数 None
戻り値 このメソッドは、集まりタイプのGUIオブジェクトを返します。

ラジオ・ボタン・グループ内の集まりタイプのGUIオブジェクト
すべてが、この集まりに含まれます。

RadioButtonGroups メソッド

使用法 RadioButtonGroups ()
説明 ウィンドウ上のラジオ・ボタン・グループの集まりを検索します

。
引数 None.
戻り値 このメソッドは、集まりタイプのGUIオブジェクトを返します。

この集まりには、ウィンドウ上の集まりタイプのGUIオブジェク
トがすべて含まれます。カウントがゼロになると、このメソッド
はリストを戻します。

RadioButtonGroup Value 特性

使用法 Value (Variant)
説明 ラジオ・ボタン・グループのビューの許容値を設定、または検索

します。
引数 ラジオ・ボタン・グループの新しい値とする バリエーション。
戻り値 この特性が戻すバリアント型値は、RadioButtonGroup の現行値

です。

RadioButton インターフェース・オブジェクト

 

 

メソッド 特性
Click アプリケーション
再描画 BackgroundColor
 Caption
 Enabled
 Focus
 FontSize
 FontStyle
 FontTypeName
 前景色
 Handle
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 Height
 Left
 ObjectType
 親（Parent）
 Top
 値
 Visible
 Width

RadioButton Value 特性

使用法 Value ()
説明 ラジオ・ボタンの状態を検索します。Returns
引数 None.
戻り値 この特性が戻す文字列は、ラジオ・ボタンが設定済みかどうかを

示します。「真」の値は設定済みを意味します。

ナビゲーション図での「高速テスト」

CA Gen の高速テスト機能を実行するときは、このメニュー項目を選択してください。高速テストの詳細ヘルプは、「高
速テスト」ウィンドウ（Rapid Test）とダイアログ・ボックスにて参照できます。

READ

READエンティティ・アクションの追加は、アクション図におけるエンティティ・アクションの作成の一部であり、３つ
の基本的作業からなります。

• READアクションの追加
• 選択条件の指定
• READ の例外条件の追加

READのエンティティ・アクションは、指定した選択基準を満たす、１つまたは複数のエンティティ・タイプのオカレン
スを１つ検索します。それによって、１つまたは複数のエンティティ・オカレンスが、それ以降のアクションに使えるよ
うになります。

下記は、READアクション・ステートメントのフォーマットです。

READ entity-view-list

[WHERE selection-condition]

[WHEN successful

action-statement-list-1]

[WHEN not found

action=statement-list-2]
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先頭行は、アクション名"READ"と、読み取りたいエンティティ・アクション・ビューです。２行目は、READの選択基
準です。残りの行は、READとステートメント・リストで使われる２種類の例外ステートメントであり、例外発生時に行
なわれるアクションが指定されています。

NOTE
注：

1. エンティティ・アクション・ステートメントから例外ステートメントを削除しても、ステートメントの一覧にて「例
外」（Exception）を選択すれば、ステートメントに条件が戻ります。エンティティ・アクション・ステートメントの
最終行を強調表示してください。次に、「編集」→「ステートメントの追加」→「例外」の順に選択します。

2. READステートメントのWHERE節では、NULL可能なビューは、NULLであるかNOT NULLであるかを判定できま
す。また、このようなビューは、関係演算子IS EQUIVALENT TOまたはIS NOT EQUIVALENT TOを使用して、等し
いかどうかを検査できます。詳細については、「NULL 特性」を参照してください。

READアクションの追加

READアクション自身の追加は、READアクション・ステートメントの作成の第１段階です。１つのREADアクション
で、１つまたは複数のエンティティを読み取れます。READステートメントのエンティティ・ビュー・リストに複数の項
目（またはエンティティ・アクション・ビュー）を指定することには、下記２つの利点があります。

• アクション図内のテキストの量が減ります。
• データベース管理システム（DBMS）のアクセス回数の減少によって、生成プログラムの効率が向上します。また

SQL言語のステートメント数も減ります。

複数のビューを読み取るREADステートメントは必ず、それらのビュー同士を結ぶWHERE節（関係または属性の比較）
を持っていなければなりません。たとえば、「部品」と「注文の明細行」との関係が、「注文の明細行」による任意指定
の場合は、「部品」と対をなさない「注文の明細行」を見る必要がなければ、両方のエンティティ・ビューをREADのリ
ストに指定しない方がよいでしょう。

選択条件の指定

選択条件は、真または偽に判定される式です。READエンティティ・アクションの選択条件の指定は、READエンティ
ティ・アクションをアクション図に追加することの一部であり、下記３作業またはそれらの組み合わせからなります。

• 属性条件の指定
• 関係条件の指定
• システム条件の指定

最初の２作業は、READ EACHの反復アクションにも適用されます。詳しくは該当のアクティビティのヘルプを参照して
ください。

READエンティティ・アクションの選択条件内に、属性条件と関係条件とを混在させる場合、属性条件を先に書いてくだ
さい。

READ選択条件と、READステートメント内でのその位置を下記に示します。

READ entity-view-list

WHERE ( attribute-condition-1 ) AND ( attribute-condition-2 )

relationship-condition-1 OR relationship-condition-2...

system-condition-1 system-condition-2

[WHEN successful

action-statement-list-1]
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[WHEN not found

action-statement-list-2]

READアクションの選択条件は、WHERE節の後ろに書きます。AND、OR、かっこで、選択条件を組み合わせたり関係
づけることができます。この選択条件によって、属性値のテストや対の存在の確認が行なわれます。

読み取られるエンティティ・アクション・ビューを、READステートメント内で、最低１つの選択条件で修飾してくださ
い。選択条件による修飾がない場合、すべてのオカレンスが読み取られます。READ ステートメントは、簡潔にも複雑
にも作成できます。読みやすい自然言語のステートメントにするために、ステートメントが多少複雑になる場合がありま
す。文が複雑になれば理解しにくくなることもあります。しかし、READステートメントの作成時には有効な選択肢だけ
が表示されるので、ステートメントを容易に作成できます。

READ の例外条件の追加

例外条件には、エンティティ・アクションの例外条件が発生したとき行なわれるアクションが定義されます。下記２種の
例外条件をREADアクションに追加できます。

• WHEN successful
• WHEN not found

先頭の例外条件（WHEN successful）は、READが成功後に行なわれるアクションを指定するのに使います。２番目の
例外条件（WHEN not found）は、選択基準を満足するエンティティ・オカレンスが見つからない場合に行なわれるアク
ションを指定するのに使われます。（これは、READのリスト内の各ビューでエンティティ・オカレンスを組み合わせる
際にも適用されます）。

下記の例では、READ ステートメントの例外条件の後ろに、入れ子構造のアクション・ステートメントが指定されてい
ます。このステートメントには、複数の例外条件を持つ複数のREADステートメントが指定されています。

 --READ requested product

| WHERE DESIRED requested product ordered_on CURRENT

| requested_customer order_line

+- WHEN successful

|  --READ requested finished_goods_stock

| | WHERE DESIRED requested finished_goods_stock location

| | IS EQUAL TO "J13"

| | AND DESIRED requested finished_goods_stock quantity for

| | CURRENT requested product IS EQUAL TO 100

| +- WHEN successful

| | -- IF requested finished_goods_stock_level IS GREATER OR

| | | EQUAL TO requested customer_order_line quantity
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| | |  -- UPDATE requested finished_goods_stock

| | | | SET level TO requested finished_goods_stock_level-

| | | | requested customer_order_line quantity

| | |  --

| | +- ELSE

| | |  -- UPDATE requested customer_order_line

| | | | SET status_code TO "BO"

| | |  --

| | | SET local customer_order status_code TO "BO"

| |  --

| +- WHEN not found

| | NOTE STOCK DOES NOT EXIST

| --

+- WHEN not found

| NOTE PRODUCT DOES NOT EXIST

 --

例外条件は、自動的にエンティティ・アクション・グループに追加されるわけではありません。例外が発生したときアク
ションを実行させる場合は、その例外アクションをエンティティ・アクション・グループに追加する必要があります。

例外ステートメントの例

この例は、作成当初のREADステートメントを示しています。WHEN successfulとWHEN not found の例外ステートメン
トは自動的に作成されます。

 --READ required supplier

| WITH code EQUAL TO input supplier_code

+- WHEN successful

+- WHEN not found

 ---
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この例は、自動作成された例外ステートメントが削除された、READステートメントです。

 --READ required supplier

| WITH code EQUAL TO input supplier_code

 ---

この例は、例外ステートメントを使って例外ステートメントが再作成された、READステートメントです。

 --READ required supplier

| WITH code EQUAL TO input supplier_code

+- WHEN successful

+- WHEN not found

 ---

ダウンストリーム効果

Reducing Database Access

複数のエンティティを READ ステートメントに指定し、データベースへのアクセス回数を減らすには、非正規化、また
は複数箇所におけるデータのコピー（設計段階で、データ構造リストに使用できる）を利用します。たとえば、データ・
モデルに「部品」と「注文の明細行」という２つのエンティティ・タイプがあります。「部品」には、「部品番号」と
いう識別属性があります。データ構造リストでは、「部品」と「注文の明細行」との関係は、外部キーとなる「部品番
号」によってインプリメントされます。またデータベースでは「品番」を基本キーとして「部品」テーブル内にインプリ
メントしました。「注文の明細行」テーブルでは、外部キーとしてインプリメントされます。「部品番号」は、非正規化
フィールドとなり、重複して格納されます。

ここで、アクション図内に、「部品」と「注文品目」の両方を読み取るREADステートメントを、両者に関する選択条件
とともに書いたと仮定します。この指定によって、コード生成時に便宜を図ることができます。コード生成ツールは、本
来は「部品」テーブルだけにあるはずの「品番」フィールドが「注文品目」にも格納されていることを知り、したがって
「品番」を、「部品」テーブルでなく「注文品目」テーブルから読み取ります。「部品」テーブルへの結合は行なわれま
せん。コード生成ツールでは、「部品番号」が「注文の明細行」テーブルから読み取られるだけです。そのため、データ
ベースのアクセスは１回だけで済みます。非正規化によって得られる利点や１回のREADステートメントで複数のビュー
を読み取る機能がなければ、「部品」と「注文の明細行」は別々のREADステートメントに表示されます。また、両方の
フィールドからデータを集めるときは、データベースで各エンティティ・タイプを表わす２つのテーブルの結合が必要で
す。

READまたはREAD EACHでの日付属性のフィルタ処理

日付フィールドを修飾子として使いたい場合は、CREATEでSETステートメントを使って日付属性を展開しないと、一部
のDBMSでは"01/01/0001"という値が挿入されることに注意してください。

これ以降は、日付を修飾子として使ってREADまたはREAD EACHステートメントをフィルタ処理すると、日付属性が
CREATE上で設定されていなかったオカレンスを返せます。
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CREATEでSETステートメントを使って日付属性を展開しないと、DBMSでは"01/01/0001"という値が挿入されることが
あります。これ以降に日付属性を使ってREADまたはREAD EACHステーテメントをフィルタ処理してもこのようなオカ
レンスは返されません。

たとえば、識別属性が「名前」で省略可能な属性が「誕生日」の「顧客」というエンティティ タイプがあるとします。
下記のステートメントを使えば、｢顧客｣のオカレンスを作成できます。

CREATE customer

SET name = 'Jones'

顧客が50才を超えているすべてのエンティティを除去するには、別のアクション図を使います。

READ EACH customer WHERE date_of_birth < current_date - 50 YEARS

WHEN SUCCESSFUL

DELETE customer

このステートメントは、省略時の「誕生日」が"0001-01-01"の意図しなかったエントリも選択（削除）してしまいます。
下記の方法を使う方がよいでしょう。

SET local_date = '001-01-01'

READ EACH customer

WHERE date_of_birth LESS THAN current_date - 50 YEARS

AND date_of_birth NOT EQUAL TO local_date

WHEN SUCCESSFUL

DELETE customer

CREATEでSETステートメントを使って日付属性を展開しないと、DBMSでは"01/01/0001"という値が挿入されることが
あります。これ以降に日付属性を使ってREADまたはREAD EACHステーテメントをフィルタ処理してもこのようなオカ
レンスは返されません。

READ、READ EACH、SUMMARIZE、SUMMARIZE EACH 特性

コントロールのヘルプを参照するには、ダイアログのタブで［ヘルプ］を選択してください。

詳細については、以下のトピックを参照してください。

• READ、READ EACH、SUMMARIZE、および SUMMARIZE EACH 特性ダイアグラムのタブ付きダイアログ ボック
ス。

• READ、READ EACH、SUMMARIZE、SUMMARIZE EACH の特性 - Oracle
• ［READ、READ EACH、SUMMARIZE、SUMMARIZE EACH 特性］ダイアログ ボックス - MS/SQL
• READ、READ EACH、SUMMARIZE、SUMMARIZE EACH 特性ダイアログ・ボックス - DB2

 1286



 CA Gen - 86JP - Japanese - Japan

READ、READ EACH、SUMMARIZE、SUMMARIZE EACH 特性ダイアログ・ボックス - DB2

READ、READ EACH、SUMMARIZE、および SUMMARIZE EACH 特性のダイアログ・ボックスの［DB2］タブで
は、DB2 for z/OS アプリケーションに対してクエリ番号の生成を指定できます。

［READ、READ EACH、SUMMARIZE、SUMMARIZE EACH 特性］ダイアログ ボックス - MS/SQL

［READ、READ EACH、SUMMARIZE、および SUMMARIZE EACH 特性］ダイアログ・ボックスの［MS/SQL］タブで
は、ステートメントに対する Query Optimizer のヒントを指定できます。ヒントは SQL ステートメントにコピーされま
す。ヒントはすべて SQL ステートメントの#に配置されます。

エンティティ・アクション・ステートメントで複数の SQL SELECT ステートメントが生成された場合は、最初のステー
トメントのみにヒントが含まれます。

クエリのヒントのみ使用できます。テーブルのヒントなど、他のヒントは使用できません。

READ、READ EACH、SUMMARIZE、SUMMARIZE EACH の特性 - Oracle

READ、READ EACH、SUMMARIZE、および SUMMARIZE EACH 特性のダイアログ・ボックスの［Oracle］タブで
は、ステートメントに対する Query Optimizer のヒントを指定できます。ヒントは SQL ステートメントに複写されま
す。

エンティティ・アクション・ステートメントで複数の SQL SELECT ステートメントが生成された場合は、最初のステー
トメントのみにヒントが含まれます。

READ EACH

READ EACHエンティティ・アクションのアクション図への追加は、下記６つのサブアクティビティからなります。

• READ EACH エンティティ・アクションの追加
• 任意のグループ・ビューの指定
• 目標グループ・ビュー
• グループ・ビューの展開
• READの順序の指定（任意）
• 選択基準の指定
• 詳しくは該当するサブアクティビティを選択してヘルプを表示してください。

READ EACHは、その選択基準を満足させるエンティティ・オカレンスの組み合わせごとに１回実行されます。読取リス
ト内にあるほかのビューによって新しいオカレンスが検索される場合は、複数回の反復で１オカレンスが検索されること
もあります。どの反復の場合も、すべてのビューが展開されます。指定されたオカレンスの組み合わせに対してビューが
展開されない場合、その組み合わせは拒否されます（反復しません）。

READ EACHは、下記の条件のうちいずれかが成立すると反復を停止します。

• 選択基準に一致するオカレンスがない。
• その READ EACH ステートメントにデータベース例外ステートメンがあるかどうかに関係なく、データベース例外が
発生する。

READ EACHステートメントに追加した、データベース例外ステートメントは、そのREAD EACHのかっこ内に、その
READ EACHの直下のレベルとして、ほかのステートメントの後ろに置かれます。新規の「（反復成功のたびに）」の
行も、そのような従属ステートメントの直前に表示されます。"(for each successful iteration)"行を圧縮すると、READ
EACHステートメントの隣にデータベース例外が表示されます。

NOTE
注： READ EACH ステートメントの WHERE 節では、NULL 可能なビューが NULL であるか NOT NULL
であるかを判定できます。また、このようなビューは、関係演算子IS EQUIVALENT TOまたはIS NOT
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EQUIVALENT TOを使用して、等しいかどうかを検査できます。詳細については、「NULL 特性」を参照して
ください。

最後の READ が正常に終了しない場合は、singleton READ が正常に戻らなかった場合と同様に、最後の READ は正常に
終了しません。

例

READ EACHステートメントの例を下記に示します。（アクション・ステートメント・リストは示されていません）。

--

+- READ EACH product

| WHERE DESIRED product code IS EQUAL TO "GA"

--

--

+- READ EACH product

| TARGETING group export FROM THE BEGINNING UNTIL FULL

| WHERE code IS EQUAL TO "GA"

--

--

+- READ EACH customer order_line

| WHERE DESIRED customer_order_line_part_of_CURRENT

| customer_order

--

詳細情報：

• RAED EACHのグループ・ビュー
• READ EACHの順序の指定
• READ EACHの選択基準の指定
• WHERE式の指定

［READ EACH特性］ - DB2

READ EACHス テートメントの生成を制御するには、DB2 の特性を選択してください。

DB2 z/OS のみ

• クエリ番号付きで生成

 1288

https://techdocs.broadcom.com


 CA Gen - 86JP - Japanese - Japan

［READ EACH 特性］ダイアログ - 一般

［READ EACH 特性］ダイアログ・ボックスでは、以下のオプションを指定できます。

各オプションの詳細については、下記のリンクをクリックしてください。

Distinct

• DISTINCTのカーソルをつねに生成
• DISTINCTでカーソルを生成しない。
• DISTINCTの要否を省略時解釈アルゴリズムで決定

N 行に制限（DB2 z/OS、MS SQL、および Oracle のみ）

• LIMIT TO 節を生成しない
• 指定された場合にTARGETING値を使用する。
• 値を使用

N 行に最適化（DB2 のみ）

• OPTIMIZE節を生成しない
• 指定された場合にTARGETING値を使用する。
• 値を使用

Multiple Row Fetch（DB2 z/OS、MS SQL、および Oracle のみ）

• 複数行のフェッチを生成しません。
• 指定された場合にTARGETING値を使用する。
• 値を使用

節の分離レベルの選択（DB2、SQL/MP、および SQL/MX のみ）

• Repeatable
• Read Stable
• Cursor Stable
• Uncommitted/Browse
• 指定しない

DB2 のみ

• カーソル・ホルド付きで生成

詳細情報：

アクション図の操作手順

入力フィールドの「読取専用」

「読取専用」（Read Only）では、入力フィールドが表示目的のみに制限され、入力を受け付けなくなるように指定しま
す。

「読取専用」を選択すると、「パスワード」チェック・ボックスが不活性化されます。この２つの特性は排他関係にあり
ます。

リスト・オカレンス入力フィールドの「読取専用」

「読取専用」を選択すると、リスト・オカレンス入力フィールドが表示目的のみに制限され、入力を受け付けなくなりま
す。
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「読取専用」を選択すると、「パスワード」チェック・ボックスが不活性化されます。この２つの特性は排他関係にあり
ます。

リスト・オカレンス複数行入力フィールドの「読取専用」

「読取専用」（Read Only）では、入力フィールドが表示目的のみに制限され、入力を受け付けなくなるように指定しま
す。

読取り専用モデルのメッセージ

セッションをクローズしようとしているか、モデルのコピーを保管しようとしています。そのコピーは、ホスト・エンサ
イクロペディアからチェックアウトされていません。

モデルのコピーに対して行なった変更は、保存できません。

正当な権限を持つモデルをチェックアウトして、必要な変更をしてからこのモデルをチェックインしてください。

READまたはCREATEエンティティ

エンティティの読取または作成：エンティティを更新する前には必ず、そのエンティティを読取または作成しておかなけ
ればなりません。適切な読取と作成のエンティティ・アクションを、アクション図に追加します。SETを使って、属性値
を変更します。

DELETEを指定して、属性値を削除できます。ただし、コード生成ではDELETEステートメントはサポートされていませ
ん。ASSOCIATE、DISASSOCIATE、またはTRANSFERを使って、関係を変更してください。

［READ特性］ダイアログ - 一般

［READ特性］ダイアログ・ボックスの［一般］タブでは、以下のオプションを指定できます。

カーソル生成の制御

オプション 説明
SELECT のみ この制御を選択して、READ ステートメントに対して生成される

コードに、SELECT ステートメントのみが含まれるようにしま
す。一部のDBMSでは、このため、複数の行がWHERE節を満た
した場合にエラーを発生します。さらに、ジェネレータがその行
をロックしなければならないと判断した場合には、このオプショ
ンは無視されます。

カーソルのみ このコントロールを選択すると、READステートメントに対し
て生成されるコードがカーソルを使ってインプリメントされま
す。READが返す行数に関係なく、カーソルは常にオープンされ
ます。複数の行でREADを満たせる場合は、このオプションを選
択して、DBMSのオーバーヘッドを軽減します。
注： この選択は、READ の結果が単一の行であることがわかって
いるときには必要でない場合があります。

SELECT とカーソルの両方 この制御を選択して、READ ステートメントに対して生成される
コードに、SELECT ステートメントとカーソルの両方が含まれる
ようにします。SELECTステートメントが実行され、複数の行が
返される場合には、カーソルがオープンされ、最初の行が返され
ます。

節の分離レベルの選択（DB2、SQL/MP、および SQL/MX のみ）
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• Repeatable
• Read Stable
• Cursor Stable
• Uncommitted/Browse
• 指定しない

読取固定

選択すると、カーソルの分離レベルが「Read Stability」に設定されます。

• DB2 では、「WITH RS」節が生成されます。
• SQL/MP では、この選択内容は有効ではありません。このオプションを選択すると、ジェネレータが実行を停止し、
エラー・メッセージを出力します。

• SQL/MX の場合、以下が異なるステートメントに対する「Read Stability」を説明するシナリオです。
– Read ステートメントの場合、この選択は更新可能なアクションで有効です。このオプションを選択すると、
「FOR STABLE ACCESS」節が生成されます。

– Read Each、Summarize、および Summarize Each ステートメントの場合、「Read Stability」節は無効です。

NOTE
注： ステートメントに更新アクションがある場合でも、Read Each ステートメントに Read Stable オ
プションを使用することはできません。Read Each ステートメントはカーソルを生成するので、Cursor
Stable オプションを使用します。

全ラインの再作図

ダイアグラム上に現在設定されているすべての線を自動的に再作図するには、「全ラインの再作図」を選択してくださ
い。この操作は、ダイアグラム上で選択した線が１本以上ある場合にのみ可能です。

CA Genにより線の経路は自動決定されます。この操作は選択するとただちに実行されます。

ダイアグラムの再作図

ダイアグラム全体を変更するには、「ダイアグラムの再作図」を選択してください。CA Genがオブジェクトをリセット
します。ダイアグラムが再作図されたときに表示されるのは、最上位のオブジェクトだけです。この操作は選択するとた
だちに実行されます。

ラインの再作図

ダイアグラム上で指定した線を再作図するには「ラインの再作図」を選択してください。この操作は選択するとただちに
実行されます。

参照保全性の省略時解釈

［テクニカル設計］プッシュ・ボタンは、［テクニカル設計］ウィンドウを呼び出します。このウィンドウにて［詳細の
特性］ダイアログを選択できます。このダイアログにて、参照保全性の省略値を確認および変更できます。

ドロップダウン・リストによる参照保全性の実施

このドロップダウン・リストで、選択した強制に適用するRI規則を選択できます。

参照保全性とは、データ間の関係の整合性をいいます。NULL以外のすべての外部キー値はつねに、そのとき存在するい
ずれかの基本キー値である必要があります。

参照保全性の実施規則
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参照保全性の実施には、下記の規則があります。

• 各外部キー値には、対応する基本キー値が存在する必要があります。
• 基本キー・テーブルへ挿入するときは、参照保全性に違反できません。そのため、検査は不要です。
• 外部キーを削除するときは、参照保全性に違反できません。そのため、検査は不要です。
• 基本キー値の変更は、対応する外部キー値がない基本キーに対してのみ行なえます。
• 指定された外部キー値の挿入またはその値の更新は、それに対応する値が基本キーに入っている場合にのみ行なえま
す。

• 対応する外部キー値が存在するとき基本キー値を削除しようとすると、下記のようになります。
外部キー制約がRESTRICTと指定されている場合、取り消し線で消されます。
制約がCASCADEと指定されている場合、対応する外部キー値が削除されます。
制約がSET NULLと指定されている場合、対応する外部キーにNULLが設定されます。

参照保全性の強制

このドロップダウン・リストは、参照保全性の強制を選択するのに使います。このリストから［目標 DBMS］または
［CA Gen］を選択できます。目標 DBMS が参照保全性の強制をサポートしない場合は、［CA Gen］が選択されリスト
が不活性状態になります。

REFRESH

REFRESH は、現行プロシージャ・ステップの全ウィンドウ類を、そのエクスポート・ビュー値ですぐに更新します。
ステートメントは、ウィンドウまたはダイアログ・ボックスの値をすぐに更新します。

REFRESHは、現行プロシージャ・ステップの全ウィンドウ内の全フィールドを、エクスポート・ビューの現行値
と、MAKE、ENABLE、DISABLE、MARK、またはUNMARKステートメントの結果で、更新します。REFRESHの典型的
な用例は、処理の進捗を示すステータス・バーの表示値を更新することです。

REFRESHの形式は下記のとおりです。

REFRESH

下記の例では、処理の進行に合わせてREFRESHのロジックによりバーが伸びていきます。下記の例では、REFRESH
で、カウンタが500,000に達するたびにバーに４角形を継ぎ足してバーを伸ばすことにより、処理の進捗を知らせていま
す。

このロジックは時間の遅延の起こる反復型ロジックの内部に置かなければなりません。

 --- EVENT ACTION click_update_progress_indicator

| SET export_work_fields temp_text_25 TO SPACES

|  -- FOR local number_control nbr FROM 1 to 24 BY 1

| | SET export work_fields temp_text_25 TO concat(trim(export work_fields

| | temp_text_25), " ")

| | REFRESH

| | FOR local_count _work_fields rep_nbr FROM 1 TO 5000000 by 1
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|  --

| CLOSE Dialog Box modify_shipment

| OPEN

 --

レジストリ関数

レジストリ関数はMicrosoft C API関数と似た機能を備えています。ただし、使いやすいようレジストリ関数には補足関数
が追加されています （Windows プラットフォーム向け REGEDIT32.EXE を使えば、レジストリの変更内容を表示できま
す）。

レジストリ関数は、ParentKey パラメータのように、キー・ハンドルをオープンするとともに、レジストリ・パスを受け
入れます。これは、レジストリ関数が所定のレジストリ・パスを移動し、必要に応じてキーをオープンしたりクローズし
たりしてパスの中の最終キーに到達することを意味しています。レジストリ・キーを明示的にオープンしなくても、いず
れかのサブキーで操作を実行できます。

レジストリ機能は次のとおりです。

• RegCloseKeys*
• RegCreateKey*
• RegDeleteKey*
• RegDeleteValue*
• RegEnumKey*
• RegOpenKey*
• RegQueryValue*
• RegSetValue*

NOTE
注： * は、Microsoft® Windows を対象とするアプリケーションでのみ有効な関数を表わします。

例： レジストリ・キーをオープンする

たとえば、レジストリ・キー//HKEY_CLASSES_ROOT/Software/Microsoft/Word 6.0:をオープンできますが、それには
下記の方法があります。

• ソフトウェア上、Microsoft 上、Word 6.0 上の順序で RegOpenKey を呼び出す。
• または、RegOpenKeyを一度呼び出して１番目のパラメータとしてフル（上記の）パスを渡す。

これらの関数も最も最近に使われた現行キーと親キーを保管します。

レジストリ・キー・ハンドルを追跡する

レジストリ・キー・ハンドルを追跡するには、許容値の一覧から値を選択します。レジストリ関数が別のキーをオープ
ンすると、保管されているいずれかのキーがクローズします。現行キーのサブキーがオープンされた場合は、親キーがク
ローズします。親キーのサブキーがオープンされた場合は、現行キーがクローズします。（新しくオープンされたキーが
現行キーと同一の場合でも、新規ハンドルがオープンされます）。

再グループ分け

再グループ分けは、前にグループ化解除したオブジェクトをもう一度組み合わせて、これらのオブジェクトが単位具のオ
ブジェクトであるかのように操作することができます。
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関係演算子

関係演算子は、属性条件または属性値を決定するときに使われます。

関係演算子の式 説明
IS EQUAL TO 値が、NULL かどうかに関係なく、値が同じかどうかを判断しま

す  （ヌル値は、ドメインに応じてゼロまたはスペースとして処
理されます）。

IS NOT EQUAL TO 値が、NULL かどうかに関係なく、値が同じでないかどうか判断
します。 （ヌル値は、ドメインに応じてゼロまたはスペースとし
て処理されます）。

IS EQUIVALENT TO ヌルの可能性がある特性および値を考慮した後で、属性が同じか
どうか判断します。同じであるためには、両方の属性が NULL で
あるか、または両方の属性が NOT NULL であり、かつ値が同じ
である必要があります。2 つの属性のうちいずれかがヌルの可能
性があり、他方がヌルの可能性がない場合は、ヌルの可能性があ
る属性は NOT NULL であり、値が一致する必要があります。

IS NOT EQUIVALENT TO ヌルの可能性がある特性および値を考慮した後で、属性が同じで
ないかどうか判断します。

IS GREATER THAN 最初の値が２番目の値よりも大きい値かどうかを決定します。
IS LESS THAN 最初の値が２番目の値よりも小さい値かどうかを決定します。
IS GREATER OR EQUAL TO 最初の値が２番目の値よりも大きい値または同じ値であるかどう

かを決定します。
IS LESS OR EQUAL TO 最初の値が２番目の値よりも小さい値または同じ値であるかどう

かを決定します。
IS VALID テキスト属性と数値属性の場合、IS VALID は属性の現在の値と、

属性に定義されている許可値を比較します。属性に定義されてい
る許可値がない場合、IS VALID は true の値を返します。
日付属性、時間属性、およびタイムスタンプ属性の場合、IS
VALID は、その属性に有効な日付、時間、またはタイムスタンプ
の値が含まれているかどうか検証します。
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IS LIKE 値が文字列に一致するかどうかを決定します。２重引用符は、テ
キスト文字列の先頭と末尾を意味する区切り文字です。
文字列には%（パーセント符号）と _ （下線）をワイルドカード
文字として使えます。
%（パーセント符号）は任意の数の文字（０個も可）を示しま
す。
_（下線）は、１文字を示します。
以下に例を示します。
 A IS LIKE "%SMITH %"
すべての文字列の終わりにSMITHが付くもので、下記のようにな
ります。
 SSMITH
 STEVE SMITH
 SMITH
文字列のいずれかの側に単一の%（パーセント記号）がある場
合、その文字列はフィールドの中のどこかにあれば見つかりま
す。以下に例を示します。
 A IS LIKE "%SMITH"
Or
 A IS LIKE "SMITH%"
ない場合には、フィールドの中のどこかで検索する文字列が含ま
れるフィールドを全体を%（パーセント記号）で埋めなければな
りません。
注： 文字列の長さではなく、フィールドの長さ分だけ埋めます。
フィールドが
 SMITH
で終わっているかどうか検査したい場合には下記のようにしてく
ださい。
 A IS LIKE "%SMITH %"
ワイルドカードを固定長属性の比較文字の末尾に付けて使うと、
予想外の結果となることがあります。比較文字が属性と同じ文字
ではない場合、文字列にはブランクが埋め込まれます。
たとえば、固定長属性が10の長さを持つ場合、
 A IS LIKE "SMITH%"
というステートメントは、内部で下記のステートメントに変換さ
れてしまいます。
 A IS LIKE ・SMITH
このIS LIKE節は、SMITHで始まり、０個または１個以上の文字
が続き、４個のブランクで終わる文字列を要求します。この問
題を回避するには、比較文字列の末尾を「%」記号で埋めるか
（SMITH%%%%%）、可変長属性を使います。

IS NOT LIKE 値が文字列に一致しないかどうかを決定します。２重引用符は、
テキスト文字列の先頭と末尾を意味する区切り文字です。
下記の例では、IS NOT LIKE節を弊社以外の顧客を選択するのに
使用しています。
 READ EACH CUSTOMER
  WHERE CUSTOMER STATE_CODE IS NOT   LIKE “TX”

IS NULL 値が存在しないかどうかを決定します。「IS NULL」オプション
は、エンティティ・アクション・ビューか常駐ビューである省略
可能な属性ビューに対してのみ使用できます。

IS NOT NULL 値が存在するかどうかを決定します。「IS NOT NULL」オプショ
ンは、エンティティ・アクション・ビューか常駐ビューである省
略可能な属性ビューに対してのみ使用できます。
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IS BETWEEN(最低値, 最高値) 値が、最低値と最高値の間にあるかどうかを判断します。 この
オペレータは、if ((値 >= 最低値) and (値 <= 最高値)) と同等で
す。 このオペレータは、READ、READ EACH、SUMMARIZE ま
たは SUMMARIZE EACH ステートメントの永続的な属性でのみ
使用することができます。

IS NOT BETWEEN （最低値、最高値） 値が、最低値と最高値の間にないかどうかを判断します。 この
オペレータは、if ((値 < 最低値) or (値 > 最高値)) と同等です。こ
のオペレータは、READ、READ EACH、SUMMARIZE または
SUMMARIZE EACH ステートメントの永続的な属性でのみ使用す
ることができます。

IS IN (テスト値-1 [, テスト値-n…]) 値が、一連の値のいずれかと等しいかどうかを判断します。 この
オペレータは、if (値 = テスト値-1 [or 値 = テスト値-n]) と同等で
す。このオペレータは、READ、READ EACH、SUMMARIZE ま
たは SUMMARIZE EACH ステートメントの永続的な属性でのみ
使用することができます。

IS NOT IN (テスト値-1 [, テスト値-n…) 値が、一連の値のいずれかと等しくないかどうかを判断し
ます。 このオペレータは、if (値 != テスト値-1 [and 値 != テ
スト値-n]) と同等です。このオペレータは、READ、READ
EACH、SUMMARIZE または SUMMARIZE EACH ステートメン
トの永続的な属性でのみ使用することができます。

例

関係演算子による属性条件の判定方法を下記に示します。

 -- READ selected product

| WHERE DESIRED product number IS EQUAL TO input

| product number

.

.

.

 -- READ customer

| WHERE SUBSTR(DESIRED customer status, 1,1) IS NOT EQUAL TO "Q"

.

.

.

 -- IF processing vendor reference_evaluation IS

| GREATER OR EQUAL TO 2
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| MOVE processing vendor TO export vendor

|

.

.

.

 -- IF competitive vendor average_delivery_time_in_days

| IS LESS OR EQUAL TO 5

| MOVE competitive vendor TO preferred vendor

名前

１つの関係は、２つのメンバシップで構成されますが、この２つのメンバシップにそれぞれ名前を付けなければなりませ
ん。名前は、それぞれ関与するエンティティ・タイプの 1 つから見た関係を表わす動詞です。この動詞は、関係のある
対を構成する 2 つのエンティティを関連付ける 2 つの理由のうちの 1 つを示します。

メンバシップの名前は、主語－述語－目的語の形式でエンティティ・タイプを互いにつなぎます。カージナリティに関係
なく、多対１や多対多の場合にも、メンバシップ名は 3 人称単数現在です。能動態でも受動態でもかまいませんが、完
全な形でなければなりません。完全な形を使えば、データ・モデルが読みやすくなり、アクション図の構文も簡潔になり
ます。

適切なメンバシップ名を使えば、モデルがわかりやすくなり、分析者もビジネスを確実に理解できます。明確で簡潔な名
前を使うと、モデルが一貫性に欠けたり重複することがよくあります。このため、uses や has のような単純すぎる名前
や漠然とした名前は避けてください。

2 つのメンバシップの名前は、ソース・メンバシップと宛て先メンバシップです。宛て先は任意で、関連付けるときに２
つのエンティティ・タイプを選択した順序になります。関係を作成するときに最初に選択したエンティティ タイプのメ
ンバシップがソース メンバシップとなり、次に選択したエンティティ タイプのメンバシップが宛て先メンバシップとな
ります。2 番目に選択するエンティティ・タイプのメンバシップは、送信先メンバシップです。

たとえば、顧客と製品との関係を顧客側から見ると、メンバシップ名は［orders（注文する）］となります
（CUSTOMER orders PRODUCT）。製品側から見ると、is ordered byというメンバシップ名となります（PRODUCTis
ordered by CUSTOMER）。ordersとis ordered byはそれぞれ関係を示す動詞であり、その関係のもとでエンティティを
対として関係づける理由を表わします。

カージナリティに関係なく、メンバシップ名は 3 人称単数現在です。能動態でも受動態でもかまいませんが、完全な形
でなければなりません。たとえば、ordered by ではなく、is ordered by を使ってください。完全な形を使えば、デー
タ・モデルが読みやすくなり、アクション図の構文も簡潔になります。

関係の特性

関係とは、ビジネスに関する１つまたは２つのエンティティ・タイプに属する複数のエンティティを関連させる理由づ
けです。1 つの関係は必ず 2 つのメンバシップで構成され、関係に関与するエンティティ・タイプ 1 つにメンバシップ 1
つが対応しています。メンバシップにはすべて、名前と特性を指定しなければなりません。

エンティティ・タイプは 1 つの関係に参加すると、同時に別の関係に参加できない場合、エンティティ・タイプの関係
は相互に排他的に命名されます。
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対は、関係のオカレンスの一種です。すなわち、1 つまたは 2 つのエンティティ・タイプに属するエンティティの組であ
り、対応するエンティティ・タイプ間に関係を設定することによって関連づけられています。

エンティティ・タイプの関係づけ

エンティティ・タイプの関係づけは、関係を作成するときに最初に行なう作業です。通常、エンティティ・タイプ間の線
は、エンティティ・タイプを関係付けることにより生じた関係を表しています。1 つのエンティティ・タイプが持つ関係
が 10（エンティティ・タイプ・ボックスを拡大せずに表示できる上限値）を超える場合、11 番目以降の関係は表示され
ません。

ダウンストリーム効果

「アクション図の転送」アクションを使えば、特定のエンティティ・オカレンス間で関係を転送したり、対を変更するこ
とができます。ただし、データ・モデル内で転送可能に設定した関係に限ります。「アクション図の転送」のアクション
によってデータ・モデル内の関係が変更されることはありません。

このダイアログ・ボックスのフィールドは以下のとおりです。

• オプショナリティ（ソース）
ソース・オプショナリティを指定します。

NOTE
注： オプショナリティの詳細については、「Optionality」を参照してください。

• カージナリティ（ソース）
ソース カージナリティ を指定します。

NOTE
注： カージナリティの詳細については、「カージナリティ」を参照してください。

• 関係名（ソース）
ソース関係名を指定します。関係名の詳細については、「名前」を参照してください。

• 関係名の表示（ソース）
各メンバシップのソース名を表示する必要があるかどうかを指定します。

• ASSOCIATE IS
関係メンバシップが更新型か参照型かを指定します。［更新］にした場合、関連先レコードがロックされます。［参
照］にした場合、関連先レコードがロックされません。アプリケーション実行時、メンバシップにおいて対を設ける
のは、アクション図上の、両エンティティへの READ 文と 1 つの ASSOCIATE 文です。デフォルトは更新型です。
更新型は、あるレコードの更新中、関連相手のレコードをロックします。
例
どの注文明細もいずれか 1 つの注文に所属し、その注文が持つ属性は合計額（注文明細の金額の総和）だけと仮定し
ます。この場合、ある開発者が注文明細のうちの 1 つを更新中であるときにほかの開発者がその注文を更新できるよ
うにするのは望ましくありません。したがって、注文と注文明細との関係は、更新型とする必要があります。
参照型は、あるレコードの更新中、関連相手のレコードも同時に更新できます。
どの注文明細もいずれか 1 つの注文に所属し、その注文が持つ属性は出荷先だけと仮定します。この場合、ある開発
者が注文明細のうちの 1 つを更新中であっても、ほかの開発者がその注文を更新できるようにするのが望ましいで
す。なぜならこの場合、注文の情報は、注文明細の値に影響しないからです。注文と注文明細との関係を参照型とす
ることにより、関連する注文と注文明細をユーザが同時に更新できるようになります。
たとえば、以下の関係メンバシップを考えます。
各注文行は、つねに 1 つの注文に表示されます。
このメンバシップは、おそらく変更されます。複数のユーザが同時に特定の順序でデータを変更することは好ましく
ないからです。そこで、次のメンバシップを考えます。
各顧客は時々 1 つ以上の注文を出す
このメンバシップは、おそらく参照されます。複数のユーザが同時に異なる注文を処理できるのが好ましいからで
す。

• 転送可能関係
関係が転送可能であることを示します。このオプションは、対の中のエンティティを別のエンティティに置換できる
ことを示します。たとえば、「顧客が車を借りる」というメンバシップにおいて、顧客が 1 台の車を返却し、当初の
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条件で別の車を借りることができる場合、このメンバシップは転送可能となります。転送可能性は、ビジネス規則を
実装する際に最も重要になります。

• オプショナリティ（宛て先）
宛て先オプショナリティを指定します。オプショナリティの詳細については、「Optionality」を参照してください。

• カージナリティ（宛て先）
宛て先カージナリティを指定します。カージナリティの詳細については、「カージナリティ」を参照してください。

• 関係名（宛て先）
宛て先関係名を指定します。関係名の詳細については、「名前」を参照してください。

• 関係名の表示（宛て先）
各メンバシップの関係名名を表示する必要があるかどうかを指定します。

• 保護
このオプションは、ユーザでは制御しません。プロテクト関係とは、それが結んでいる 2 つのエンティティ・タイプ
の実現体においてのみ可視である関係をいいます。
プロテクト関係は、変更や削除ができるほか、それら ２ つの関与しているエンティティ・タイプの実現体に追加する
ことが可能です。その際、アプリケーションのほかの部分には影響しません。
カプセル化エンティティ・タイプは、関係をサポートしません。
制限付きエンティティ・タイプを 1 つ以上ともなう関係には、自動的にプロテクトがかかります。
規則
プロテクト関係を参照できるのは（つまりREAD文の中に書けるのは）、その関係が結んでいるエンティティ・タイ
プ（1 つか 2 つ）のオペレーションだけです。所有エンティティ・タイプのみが、プロテクト関係における DAT アク
ションを実行できます。

• 仮想
関係が仮想であることを示します。仮想関係の詳細については、「仮想関係」を参照してください。

• ソース特性
このボタンをクリックすると、ソース関係メンバシップの特性を指定できます。ソース特性の定義では、以下の操作
を行います。
– 対の頻度を推定する（オプショナリティとして［時々］が選択されている場合）
– 対の最小値、平均値、最大値を推定する（カージナリティが １ 以上の場合）
– 数字が確定値か予想値のどちらであるかを指定する。
– 削除規則を指定する。

• 宛て先の特性
このボタンをクリックすると、宛先関係メンバシップの特性を指定できます。宛て先特性の定義では、下記を行いま
す。
– 対の頻度を推定する（オプショナリティとして［時々］が選択されている場合）
– 対の最小値、平均値、最大値を推定する（カージナリティが １ 以上の場合）
– 数字が確定値か予想値のどちらであるかを指定する。
– 削除規則を指定する。

変更を実行するには、［了解］をクリックします。変更を破棄する場合は、［取消］をクリックします。

詳細情報：

How to in Data Model Diagram

リレーションシップ

［関係］ダイアログ・ボックスでは、選択したエンティティ・タイプが属するすべての関係を表示します。このダイアロ
グにて、関係の特性を変更したり、関係がモデル内のどこで使われているかを洗いだせます。

詳細情報：

How to in Data Model Diagram
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［関係］ダイアログ

［関係］ダイアログ・ボックスでは、選択したエンティティ・タイプが属するすべての関係を表示します。このダイアロ
グにて、関係の特性を変更したり、関係がモデル内のどこで使われているかを洗いだせます。

このダイアログ・ボックスのフィールドは以下のとおりです。

関係リスト

この選択リストにて、選択したエンティティ・タイプに持たせる関係を選択してください。「作図」は、関係線がダイア
グラム上に実際に描かれているかどうかを表わします。関係では、関係名と、対に関与するエンティティ・タイプを指定
します。

• 特性
このボタンをクリックすると、選択した関係について以下の特性を変更できます。
– オプショナリティ
– 関係名
– カージナリティ
– 関係名を表示するかどうか
– 関係が転送可能かどうかの区別
– 関連づけを変更または参照するかどうかの区別

• Where
このボタンをクリックすると、モデルの全体を通じて、選択した関係のオカレンスのリストの表示、印刷、保存を行
えます。

• 削除
このボタンをクリックすると、選択したフィルタが削除されます。

• クローズ
このボタンをクリックしてダイアログを閉じます。

 

 

 

［置換の関係］ダイアログ

［置換の関係］ダイアログ・ボックスは、［置き換えつつ複写］ダイアログ・ボックスで選択した関係を置換できる関係
を表示します。

データ・モデル・ブラウザの「関係」

データ・モデル・ブラウザの「関係」は、データ・モデル内の２つのデータ・オブジェクト間の関係を表示します。関係
の特性を表示または変更するには、関係をダブルクリックします。

関係の選択リスト

この選択リストにて、選択したエンティティ・タイプに持たせる関係を選択してください。「作図」は、関係線がダイア
グラム上に実際に描かれているかどうかを表わします。関係では、関係名と、対に関与するエンティティ・タイプを指定
します。

関係の使用箇所（Relationship Where Used）

このダイアログ・ボックスでは、選択した関係を使用するアクション・ブロック、プロシージャ・ステップ、およびプロ
セスを示すレポートを生成できます。
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このダイアログ・ボックスのフィールドは以下のとおりです。

• 「使用する関係」選択リスト
このリストから、レポートに記載したい関係を選択してください。

• すべて選択
このボタンをクリックすると、リスト・ボックスで現在表示（展開）されている項目がすべて選択されます。

• 検索
ダイアログ・ボックスが表示され、選択リストから特定の項目を検索できます。見つかると、その項目が表示される
ように選択リストが配置されます。

• 取消
このボタンを使用すると、変更を実装せずにダイアログ・ボックスが終了します。

ウィンドウのサイズと位置を記憶

［ウィンドウのサイズと位置を記憶］では、ツールセットが各ダイアグラム・ウィンドウのサイズと配置を記憶すること
ができます。ウィンドウをもう一度開くと、最後に使用した状態と同じように、画面上にウィンドウがサイズ調整され、
配置されます。

「すべての除去」プッシュ・ボタン - ナビゲーション図

「すべての除去」プッシュ・ボタン - ナビゲーション図

［すべて除外］プッシュ・ボタン（Remove All）では、すべてのオブジェクトを［含まれるオブジェクト］リストから
除去します。

「含まれるオブジェクト」リストには、このプッシュ・ボタンを活性状態するために、少なくとも１つのエントリを含め
なければなりません。

「含まれるオブジェクト」リスト内のすべてのオブジェクトを除去することにより、選択を再び最初から始めたり、より
小さくグループ分けしたオブジェクトを含む新しいリストを作成できます。

省略時解釈値の除去

省略時解釈値が指定されたすべての属性には、別の値を明示的に設定していない限り、エンティティの作成時に、CA
Gen によって自動的に省略時解釈値が設定されます。省略時解釈値を除去する場合、明示的に属性の値を設定しなけれ
ばなりません。

「定義イベントの削除」プッシュ・ボタン

「定義イベントの削除」プッシュ・ボタンは、「定義イベント」選択リストの定義イベントを削除します。すると、定義
したイベント・タイプと、ウィンドウ、ダイアログ・ボックス、またはコントロールとの関連づけが、なくなります。リ
ストでイベントを選択すると、このプッシュ・ボタンが活性化されます。

NOTE
注： このプッシュ・ボタンは、イベント・タイプにのみ適用されます。このため、プロシージャ・アクショ
ン図のイベント・アクションを削除しません。イベント・アクションを削除するときは、まず、アクション図
ツールのイベント・アクションを選択します。そのあと、「編集」→「ステートメントの削除」の順に選択しま
す。［イベント処理］ダイアログの定義イベント選択リストに、イベント・アクションが表示されています。
アクション図ツールのイベント・アクションを削除すると、このイベント・アクションが表示されなくなりま
す。

エグジット・ステートの削除

このプッシュ・ボタンで、選択リストからエグジット・ステートを削除します。
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フローの削除

このプッシュ・ボタンは以下の処理を行います。

• ［メニューからプロシージャへのフロー］および［関連する選択リスト］ダイアログの一番上の選択リストから項目
を削除します。

• ［フローの選択リスト］のポップアップ・ウィンドウ上のすべての選択リストからの項目を取り消します。

対話フロー・ブラウザの「フロー・オンの除去」

これを使うことにより、1 つのプロシージャまたはプロシージャ・ステップから別のプロシージャまたはプロシージャ・
ステップへのフローを起動するエグジット・ステートを除去できます。トリガにより、リンクまたは転送から復帰しま
す。

リスト・オカレンスのラジオ・ボタンとドロップダウン・リストの「除去」

「除去」では、選択リストで選択した許容値が受け取られ、下記のいずれかが行なわれます。

• リスト・オカレンス・ドロップダウン・リストの項目としてその値が配置済みの場合は、［了解］を選択した時点
で、インプリメント後のドロップダウン・リストからその許容値が削除されます。ただし「除去」では、インプリメ
ントされたリスト・オカレンス・ラジオ・ボタンは、削除されません。ラジオ・ボタンを削除するには、削除するラ
ジオ・ボタンを選択してから、［編集］-［削除］の順に選択してください。

• 値がまだ配置されていない場合、「除去」を選択すると、その値の配置可能のマークが消えます。

「リスト特性」の「除去」

「除去」では、選択リスト内で選択した属性のマークを外し、下記のいずれかをします。

• その属性がほかの属性とともにリスト・ボックス内にすでに配置されている場合、「了解」を選択すると、リスト・
ボックスからその属性の列が削除されます。最後に残った属性（列）をリストから除去することはできません。これ
は 4 タイプのリストすべてに適用されます。（リスト・ボックス以外の３タイプは、設計上、１つの列しか表示しな
いようになっています）。

• その属性がまだ配置されていない場合、属性のマークが外され、リストに含める対象として選択できるようになりま
す。

• 属性が別のモード（ウィンドウ/HTML/ASP.Net）内に配置される場合、「n」は属性名の隣に配置されます。

ラジオ・ボタンとドロップダウン・リストの「除去」

「除去」では、選択リストで選択した許容値が受け取られ、下記のいずれかが行なわれます。

• ドロップダウン・リストの項目としてその値が配置済みの場合は、「了解」を選択した時点で、インプリメント後の
ドロップダウン・リストからその許容値が削除されます。ただし［除去］では、インプリメントされたラジオ・ボタ
ンは削除されません。ラジオ・ボタンを削除するには、削除するラジオ・ボタンを選択してから、［編集］-［削除］
の順に選択してください。

• 値がまだ配置されていない場合、「除去」を選択すると、その値の配置可能のマークが消えます。

マトリックスにおける「除去」

「除去」は、基本プロセスをビジネス・システムから除去し、ファンクションまたはエンティティ・タイプをビジネス・
エリアから除去します。

ナビゲーション図における［除去］
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現在の「ナビゲーション図」からオブジェクトを消去するには、「編集」メニュー（Edit）の「除去」メニュー項
目（Remove）を使ってください。１つまたは複数のオブジェクトを強調表示してから［除去］プッシュ・ボタン
（Remove）を選択してください。含まれるオブジェクト（またはスコーピング・オブジェクト）を除去すると、「ナビ
ゲーション図」はそこに接続しているオブジェクトをほかに接続することなく、すべて除去します。

NOTE
注： ダイアグラムからオブジェクトを除去しても、それらのオブジェクトはモデルからは除去されません。

［ネットワーク構造］ペインをオープンしておけば、ナビゲーション図を構成する 3 つのペインにおいて、除去したい
オブジェクトを選択できます。

「除去」（Remove）は、ネットワーク・ペイン内で何か選択すると活性状態になります。除去の対象となるペインがど
れであっても関係ありません。「除去」コマンド（Remove)は、つねにネットワーク・ペイン上で実行されます。［除
去］が不活性状態になるのは、［階層構造］ペインと［コントロール］ペインをオープンしているときだけです。

オブジェクトの除去

クライアント・エリアから選択したオブジェクトを削除するときは、「除去」を選択してください。オブジェクトが削除
されます。

「アクション・ブロックの表示」または「画面識別子」を選択してある場合、「除去」は働きません。それらはなければ
ならないものだからです。

ナビゲーション図における［除去］プッシュ・ボタン

オブジェクトを選択し［除去］プッシュ・ボタン（Remove）を選択するか、［含まれるオブジェクト］リスト内のオブ
ジェクトをダブルクリックすることにより、［除去］プッシュ・ボタン（Remove）で［含まれるオブジェクト］リスト
からオブジェクトを除去します。

プロシージャ合成における「除去」プッシュ・ボタン

選択リストの一番上において、コマンドまたは別名と、それに関連付けてあるアクション・ブロックを選択した場合に、
このプッシュ・ボタンは活動状態になります。このプッシュ・ボタンは、定義したコマンドまたは別名とアクション・ブ
ロックとの関連を解消します。

対話フロー・ブラウザにおける「リターン・オンの除去」

［リターン・オン］リストボックス内で選択したリターン・オン・エグジット・ステートを削除します。

REMOVE ROW

REMOVE ROWは、リスト・ボックスから行を隠ぺいします。この行は隠ぺいされているだけであってデータベースか
ら削除されたわけではありません。

REMOVE ROW文の形式は下記のとおりです。

REMOVE ROW FROM export_implicitly_indexed_repeating_group_view

[BEFORE|AFTER] CURRENT ROW

この、暗黙的添字付けをした反復グループ・ビューは、エクスポート反復グループ・ビューでなければなりません。

REMOVE ROW FROM export_explicitly_indexed_repeating_group_view

 1303



 CA Gen - 86JP - Japanese - Japan

[BEFORE|AFTER] [index_expression]

この添字式は、数値属性ビュー、またはこのグループ・ビューに滴した添字値です。明示的に添字付けした反復グルー
プ・ビューには、ユーザがアクセスできる索引があり、それによって反復グループ・ビュー内にある特定の項目を参照で
きます。

添字式は、数値属性ビュー、または反復グループ・ビュー内の行番号に分割可能な添字値です。

たとえば、REMOVE ROW は、リスト・ボックスから行を除去するのに使えます（ユーザがその行をダブルクリックし
たときに）。

 -- EVENT ACTION so_lb_export_sort_to_doubleclick

| GET ROW HIGHLIGHTED IN export_sort_to STARTING AT 1 GIVING

| SUBSCRIPT OF export_sort_to

| REMOVE ROW FROM export_sort_to AT SUBSCRIPT OF export_sort_to

 --

関連の削除 - 省略時アルゴリズム

この属性のための省略時アルゴリズムのアクション・ブロックを除去しようとしています。関連を削除するがアクショ
ン・ブロックは保存する場合は、「はい」を選択してください。

関連を取り消してそのまま使う場合は、「いいえ」と選択してください。

関連の削除 - 誘導アルゴリズム

この属性に関連する誘導アルゴリズムを除去するために選択します。関連を削除するがアクション・ブロックはそのまま
使用する場合は、［はい］をクリックします。

削除を取り消して関連を保持する場合は、［いいえ］をクリックします。

遷移プロセスの削除

「除去」プッシュ・ボタンで、強調表示されているプロセスを除外できます。

NOTE
注： モデルからプロセスが削除されるわけではありません。

名前の変更

名前の変更は、ユーザに対して新しいレポート名を指定するよう要求します。

［レポート名の変更］ダイアログ

［レポート名の変更］ダイアログ・ボックスでは、（ディレクトリ・パスを指定して、または指定せずに）レポートに対
して新しいレポート名を指定します。 レポート名に対して 255 文字まで指定することができますが、レポート名とパス
を合わせた長さが 260 文字を超えていないことを確認するために、検証が実行されます。パスが明示的に指定されない
場合は、<ローカル・モデル・ディレクトリ>\report\xml が使用されます。
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CA Gen は、同じレポートの後続の要求ごとにレポート・ファイルを上書きします。 特定のレポートのインスタンスを
保存する場合は、このダイアログ・ボックスを使用してレポートの名前を変更する必要があります。各タイプのレポート
では、レポート・ファイルの個別のセット（.html、.xml、.xsl）を生成します。 このモデルに対して生成されたレポート
のすべてのリストを表示するには、［ファイル］-［レポートのオープン］を選択します。

［了解］をクリックすると、レポートの名前を変更したり、レポートの名前の変更を中止することができます。

REPEAT

REPEATとUNTILアクションを組み合わせると、特定条件が満たされるまで、１つのアクションまたはグループのアク
ションが反復されます。反復実行後、その条件のテストが実行されます。そのため、REPEAT-UNTILは、少なくとも１
回は必ず反復されます。

REPEAT-UNTILステートメントには、暗黙の反復グループ・ビューを対象とする複数のTARGETINGステートメントを指
定できます。

REPEAT-UNTILのフォーマットを下記に示します。

REPEAT

[TARGETING repeating-group-view-1 [FROM THE BEGINNING]

[UNTIL FULL]] 

[AND TARGETING repeating-group-view-1 [FROM THE BEGINNING]

[UNTIL FULL]] ...

action-statement-list

UNTIL condition-1

NULL 可能なビューは、NULL であるか NOT NULL であるかを判定できます。また、このようなビューは、関係演算子
IS EQUIVALENT TOまたはIS NOT EQUIVALENT TOを使用して、等しいかどうかを検査できます。詳細については、
「NULL 特性」を参照してください。

たとえば、下記のステートメントでは、値が満たされるまで、find space という参照ビジネス・アルゴリズムが反復され
ます。

 --

+- REPEAT

| -- USE find space

| | WHICH IMPORTS: Entity View processing warehouse

| | WHICH EXPORTS: Entity View processing warehouse

| ---
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| UNTIL processing warehouse number_of_available_bins

| IS EQUAL TO 0

 --

下記のREPEAT-UNTILステートメントには、FOR EACHアクションが使われています。

 --

+- REPEAT

| FOR EACH product details

| ASSOCIATE processing...

| WITH received...

| UNTIL

 --

下記のステートメントでは、order_line_exportというグループ・ビューが対象となっています。

 --

+- REPEAT

| TARGETING order_line_export FROM BEGINNING UNTIL FULL

| UNTIL...

 --

節の分離レベルを反復可能に設定

これを選択すると、カーソルの分離レベルの節が、［反復読取］に設定されます。

DB2 では、「WITH RR」節が生成されます。

SQL/MP および SQL/MX では、「FOR REPEATABLE ACCESS」節が生成されます。

［エクスポートの反復グループ・オカレンス］ダイアログ

［エクスポートの反復グループ・オカレンス］ダイアログ・ボックスを使うと、反復グループ・フィールドのオカレンス
を画面に追加できます。

詳細は、個々のコントロールのヘルプを参照してください。
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下記の例では、NUMBER、NAME、STAT、ADDRESS、ST、ZIPの複数オカレンスをひとまとめにしたものが反復グ
ループです。この画面には、10個の反復グループ・オカレンスが表示されていますが、グループ・ビューの最大カージ
ナリティは100です。画面をスクロールすれば、反復グループのウィンドウを表示できます。そのウィンドウを使えば、
１度に10個のオカレンスを前後に移動させることができます。

TRANCODE DEMO

COMMAND => <<< CMD

CUSTOMER LIST

NUMBER NAME                     STAT  ADDRESS                            ST  ZIP

ZZZZZ9 XXXXXXXXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XX ZZZZ9

ZZZZZ9 XXXXXXXXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XX ZZZZ9

ZZZZZ9 XXXXXXXXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XX ZZZZ9

ZZZZZ9 XXXXXXXXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XX ZZZZ9

ZZZZZ9 XXXXXXXXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XX ZZZZ9

ZZZZZ9 XXXXXXXXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XX ZZZZ9

ZZZZZ9 XXXXXXXXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XX ZZZZ9

ZZZZZ9 XXXXXXXXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XX ZZZZ9

ZZZZZ9 XXXXXXXXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XX ZZZZ9

ZZZZZ9 XXXXXXXXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XX ZZZZ9

反復グループ ビューの条件

下記の式を使って、反復グループ・ビューを調べ、UPDATE、DELETE、ASSOCIATE、DISASSOCIATEの各アクショ
ンにGUIステートメントで使えるビューを決めます。

• IS FULL
• IS EMPTY
• IS NOT FULL
• IS NOT EMPTY
• IS HIGHLIGHTED
• IS NOT HIGHLIGHTED
• IS CLICKED
• IS NOT CLICKED
• IS VISIBLE
• IS NOT VISIBLE

IS FULL式とIS NOT FULL式は、反復グループ・ビューに値が満杯に入っているかどうかを調べます。

IS EMPTY式とIS NOT EMPTY式は、反復グループ・ビューが空（値がまったく入っていない）かどうかを調べます。

IS EMPTY式とIS NOT EMPTY式は、反復グループ・ビューが空である（値がまったく入っていない）かどうかを調べま
す。ステートメントは、IS HIGHLIGHTED、IS NOT HIGHLIGHTED、IS CLICKED、IS NOT CLICKED です。

強調表示された行とは、ユーザが選択した行、またはHIGHLIGHTで指定した行です。クリックされた行とは、ユーザが
選択した行です。

IS VISIBLE式は、反復グループ・ビュー内の行が非表示であるかどうかを判定します。行は、FILTERステートメントの
要件を満たすと表示状態になります。行は、FILTERステートメントの要件を満たさないと非表示状態になります。
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NOTE
注： 多重反復グループ・ビューは GUI ではサポートされていません。ただし、多重 RGV はウィンドウ・プロ
シージャ・ステップのインポートまたはエクスポート・ビューで使用することができるため、ウィンドウ・プ
ロシージャ・ステップからのフローで使用されます。また、call および view の機能で、RGV を持つ既存の一
般的なアクション・ブロックと照合することにより、これらの RGV は、ウィンドウ・プロシージャ・ステップ
のローカル・ビューで使用することができます。ただし、これらの RGV は Gen サーバに対するフローで使用
することはできません。

下記の例は、アクション図における反復グループ・ビューの条件の使用方法です。

 -- IF customer_group IS NOT FULL

| EXIT STATE IS cust_not_full

 --

反復グループ・ビュー

このステートメントに該当する反復グループ・ビューを選択してください。

下記の例では、反復グループ・ビューの用途を示しています。

--

+- READ EACH customer

| WHERE DESIRED customer places SOME order

| TARGETING local_list FROM THE BEGINNING UNTIL FULL

--

SET SUBSCRIPT OF export_list TO 1

--

+- FOR EACH local_list

| MOVE local customer TO export customer

| SET SUBSCRIPT OF export_list TO SUBSCRIPT OF export_list + 1

--

省略時解釈の置換

省略時アルゴリズムのアクション・ブロックを入力しましたが、省略時値がすでに存在します。そのアルゴリズム・アク
ション・ブロックを省略時解釈として置換するには、「はい」を選択してください。
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省略時解釈としてそのまま保存するには、「いいえ」と選択してください。

省略時アルゴリズムのアクション・ブロックを新しい省略時アルゴリズムで置換

省略時アルゴリズムのアクション・ブロックを入力しましたが、省略時アルゴリズムがすでに存在します。

旧省略時アルゴリズム・アクション・ブロックを新規に入力した省略時アルゴリズム・アクション・ブロックによって強
制変更するには、［はい］をクリックします。

旧省略時アルゴリズム・アクション・ブロックをそのまま使うには、［いいえ］をクリックします。

省略時アルゴリズム置換の確認

省略時解釈値を入力しましたが、省略時アルゴリズムがすでに存在します。アクション・ブロックと属性間の関連を削除
するには、「はい」を選択してください。その値が省略時解釈になります。

この入力を取り消し、アルゴリズム・アクション・ブロックを省略時解釈としてそのまま使うには、「いいえ」を選択し
てください。

外部オブジェクトの置換

ダイアグラムから選択した外部オブジェクトを、リストにて選択した外部オブジェクトで置き換えるには、「外部オブ
ジェクトの置換」を選択してください。

応答キュー名

クライアントはこの名前を、その応答キューの識別用に使います。応答キュー名を使用して、モデルキュー名またはロー
カル・キュー名を指定できます。

省略時の応答キュー名はSYSTEM.DEFAULT.MODEL.QUEUEです。

希望の値を入力することにより、フィールド内の指定名を変更できます。

エンティティ・タイプ定義用の［レポート・オプション］ダイアログ・ボックス

「レポート・オプション」を使うと、レポートに表示する情報のレベルを選択できます。

いったん選択すると当該セッション中は継続しますが、モデルと一緒には保存されません。

情報がないレポート内容オプションを選択した場合、そのオプションには「なし」と表示されます。

選択したエンティティ・タイプの活性化

選択オプションを有効にするには、［レポート・オプション］ダイアログ・ボックスにアクセスする前に、所定のエン
ティティ・タイプをダイアグラム・ウィンドウから選択します。

オブジェクトを選択すると、「選択したエンティティ・タイプ」が省略時解釈となります。その他の場合は「全エンティ
ティ・タイプ」が省略時解釈です。

このダイアログ・ボックスには、以下のオプションがあります。

• 全エンティティ・タイプ
このモデル内のすべてのエンティティ・タイプに関する情報を提供します。この詳細レポートは、完全性の確認用と
エンティティ・タイプの全情報公開用に使ってください。

• 選択したエンティティ・タイプ
「選択したエンティティ・タイプ」を使うことにより、選択したエンティティ・タイプだけの情報を表示してくださ
い。

• エイリアス
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このレポート・オプションを選択すると、レポートに、各エンティティ・タイプと各ワーク・セットの、別名が加わ
ります。

• オペレーション
このレポート・オプションを選択すると、レポートに、選択したエンティティ・タイプのオペレーションの一覧が加
わります。

• 属性
このレポート・オプションを選択すると、レポートに、選択したエンティティ・タイプの属性の一覧が加わります。

• 説明
このレポート・オプションを選択すると、レポートに、データ・モデルのエンティティ・タイプの、名前と記述文
（あれば）が加わります。

• リレーションシップ
このレポート・オプションを選択すると、レポートに、選択した各エンティティ・タイプの関係の特性の情報が加わ
ります。

• 識別子
このレポート・オプションを選択すると、レポートに、選択した各エンティティ・タイプの関係の特性の情報が加わ
ります。

• 区分
このレポート・オプションを選択すると、レポートに、選択した各エンティティ・タイプの分類属性の名前が加わり
ます。

• 排他関係
このレポート・オプションを選択すると、レポートに、選択した各エンティティ・タイプの排他関係の一覧が加わり
ます。

• 継承フィーチャ
このレポート・オプションを選択すると、レポートに、選択した各エンティティ・タイプの継承フィーチャの一覧が
加わります。

エンティティ・タイプ階層の［レポート・オプション］ダイアログ・ボックス

「レポート・オプション」を使うと、レポートに表示する情報のレベルを選択できます。

いったん選択すると当該セッション中は継続しますが、モデルと一緒には保存されません。

情報がないレポート内容オプションを選択した場合、そのオプションには「なし」と表示されます。

選択したエンティティ・タイプの有効化

選択オプションを有効にするには、［レポート・オプション］ダイアログ・ボックスにアクセスする前に、所定のエン
ティティ・タイプをダイアグラム・ウィンドウから選択します。

オブジェクトを選択すると、「選択したエンティティ・タイプ」が省略時解釈となります。その他の場合は「全エンティ
ティ・タイプ」が省略時解釈です。

ダイアログ・ボックスのオプションは以下のとおりです。

• 全エンティティ・タイプ
このレポート・オプションを選択すると、当モデルの全エンティティ・タイプに関する情報が記載されます。この詳
細レポートは、完全性の確認用とエンティティ・タイプの全情報公開用に使ってください。

• SDM 内のエンティティ・タイプ
このチェック・ボックスを選択すると、［コンポーネント・モデリング］の［部分データ・モデル］内のエンティ
ティ・タイプのみが含まれます。

• 選択したエンティティ・タイプ
［選択したエンティティ・タイプ］を使用すると、［データ・モデリング］で選択したエンティティ・タイプに関す
る情報を表示できます。

• オペレーションを表示
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このレポート・オプションを選択すると、記載されるエンティティ・タイプの全オペレーションがレポートに加わり
ます。

• 属性を表示
［属性を表示］を選択すると、当該エンティティ・タイプの属性の特性リストを取得できます。

ビジネス・システム定義における［レポート］

この［レポート］オプションを使用して、アクティビティ階層レポートとアクティビティ定義レポートを生成できます。

ナビゲーション図のレポート

この「レポート」アクションを使用して、オンラインで表示可能なレポート一覧を表示します。レポートは、表示後、印
刷できます。

レポートを１つ選択しても、「レポート」ウィンドウが表示され、そこでオンラインでほかのレポートを印刷したり表示
したりできます。

パッケージングのレポート

使用可能なレポートは、使用するパッケージング・オプションによって異なります。レポートは、下記の用途に作成でき
ます。

• オンライン・パッケージング
• バッチ・パッケージング
• ウィンドウ・パッケージング
• 協調パッケージング

前回の更新の再送

「前回の更新の再送」は、ワークステーションからエンサイクロペディアへ、前回不成功に終わった選択モデルの更新内
容を再送します。

「前回の更新の再送」のラジオボタン

このラジオボタンは前回の更新内容をエンサイクロペディアへ再度送信します。この機能を使うのはおもに、通信の障害
などで送信が不成功に終わった場合です。

このラジオ・ボタンは、自動ファイル転送の場合のみ再送を試行します。自動ファイル転送は、［エンサイクロペディ
ア・コミュニケーション］ダイアログ・ボックスで指定されるもので、省略時解釈です。ファイル転送は、自動（省略
時）または手動で選択できます。ファイル転送を手動で行なっている場合、このラジオ・ボタンは機能しません。

このラジオ・ボタンは、UPDATE.TRN ファイルがない場合は選択不可能です。このファイルがない原因は下記の２通り
があります。

• 開発者がモデルを別ディレクトリへ複写したとき、データ・ファイル（拡張子が.DAT であるもの）だけを複写した。
• 開発者が「モデルの複写」アクションでモデルを複写した。

予約語の検査

このフィールドは、予約語の検査の強制を選択するのに使います。下記から選択してください。

オプション 説明
None 予約語の強制なし
目標DBMS 目標DBMSによる予約語の強制のみ
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すべて すべてのDBMSによる予約語の強制

省略時の選択は、「目標DBMS」です。

予約語 - 印刷

このアクションを使用できるのは、弊社の社員のみです。お客さまは、弊社のテクニカル・サポートからの指示のもとで
のみ使用してください。

予約語

オブジェクトが予約語なので使用できません。「了解」を選択して、オブジェクト名を訂正するか、または置き換えてく
ださい。

リセット

「リセット」は、ダイアグラムの「オープン」によってオブジェクトが表示された場合にのみ活動状態になります。オブ
ジェクトが表示されて選択を行なった場合、「リセット」を選択すると、選択したオブジェクトはすべて非選択状態に戻
ります。

「リセット」を使えば、オブジェクトを非選択状態にできます。

下記の例は、選択したオブジェクトをリセットした結果を示しています。下記の例は、オンライン・アプリケーションの
オブジェクトです。オブジェクトは１つも選択されていません。

  Type        Trce Code Scrn Inst Name

Triggers             -         -  REFERENTIAL INTEGRITY TRIGGERS

Business Sys    -    -    -    -  BUS_SYSTEM

Dialog Mangr    -    -         -  ORDRENT

Proc Step       -    -         -  CUSTOMER_LIST

Proc Step       -    -         -  PART_MAINTENANCE

下記の例は、オブジェクトを選択した状態です。Yは選択したことを意味します。

  Type        Trce Code Scrn Inst Name

Triggers             Y         -  REFERENTIAL INTEGRITY TRIGGERS

Business Sys    -    -    -    -  BUS_SYSTEM

Dialog Mangr    Y    Y         -  ORDRENT

Proc Step       Y    Y         -  CUSTOMER_LIST

Proc Step       Y    Y         -  PART_MAINTENANCE
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下記の例は「リセット」したあとのオブジェクトです。選択したオブジェクト（Yが付いていたもの）が非選択状態に
戻っています。

  Type        Trce Code Scrn Inst Name

Triggers             -         -  REFERENTIAL INTEGRITY TRIGGERS

Business Sys    -    -    -    -  BUS_SYSTEM

Dialog Mangr    -    -         -  ORDRENT

Proc Step       -    -         -  CUSTOMER_LIST

Proc Step       -    -         -  PART_MAINTENANCE

メニューの表示特性のフォントと色のリセット

「リセット」を使って、選択したオブジェクトを、オペレーティング・システムの省略時のフォントまたは色に戻しま
す。

「リセット」では、下記のことは行ないません。

• 直前に選択したフォントまたは色に戻します。
• ナビゲーション図ツールから選択した内容を指定変更します。

パレットのリセット

表示されているツール・パレットを戻すには、［パレットをリセット］を選択します。

ツールバーのリセット

表示されているツールバーを戻すには、［ツールバーをリセット］を選択します。

サイズ変更

選択したオブジェクトのサイズを変更するには「サイズ変更」を選択してください。

RETRY TRANSACTION

RETRY TRANSACTIONは、RETRY TRANSACTIONステートメントがアクション・ブロック内にあろうと、プロシー
ジャ・ステップそれ自体の中にあろうと、プロシージャ・ステップの実行を終了させます。その結果、即座に終了し、更
新のロールバックを実行し、そのアクションが発生しなかったかのようにそのプロシージャ・ステップを再始動します。

唯一の違いは下記のとおりです。

• システム属性TRANSACTION_RETRY_COUNTは、トランザクションが再試行するごとにインクリメントします。
• システム属性TRANSACTION_RETRY_LIMITは、プロシージャ・ステップの始めの省略時値にリセットされず、属性
はRETRY TRANSACTIONステートメントが実行されたときに持っていた値を保持します。

RETRY TRANSACTIONは、通常、WHEN DATABASE DEADLOCK または TIMEOUT ステートメントの後ろに使われ
ますが、プロシージャ・ステップまたはアクション・ブロック内のどこででも使用できます。RETRY TRANSACTION
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は、WHEN DATABASE DEADLOCKまたはTIMEOUTステートメントが追加されたときにロジックに自動的に追加されま
す。

NOTE
注： 再試行を発行し、すでに再試行限界に達している場合、重大エラー・メッセージが表示されます。この状
態を避けるために、下記の例のようにしてください。

IF TRANSACTION_RETRY_COUNT < TRANSACTION_RETRY_LIMIT

RETRY TRANSACTION

ELSE

EXIT STATE IS WAIT_AWHILE_AND_TRY_AGAIN

ESCAPE

［戻しコマンド］プッシュ・ボタン

このプッシュ・ボタンでは、リンクからの戻り時にプロシージャ・ステップを実行するコマンドを指定します。

リンクからの戻り時に直前のコマンド値を復元するには、［コマンド］選択リストから <Prev> を選択してください。

現行エグジット・ステートの［戻し］チェック・ボックス

現行エグジット・ステートの［戻し］チェック・ボックスを選択しておくと、リンク型フローに沿って制御が戻るとき、
エグジット・ステートの値、メッセージ・タイプ、メッセージ文も戻されます。終了アクション（「ノーマル」、「ロー
ルバック」、「アボート」）は戻されず、「ノーマル」となります。

エグジット・ステート値は、戻し先プロシージャ・ステップ内で判定に使えます。たとえば、プロシージャ・ステッ
プCLIENTにてデータ入力がなされたのち、プロシージャ・ステップSERVERにリンクすると仮定します。この場
合、SERVERからCLIENTにエグジット・ステート値を戻すことにより、そのデータでのデータベース更新がSERVERに
て成功したかどうかを通知できます。

ある戻し先プロシージャ・ステップが、エグジット・ステート値を変更しなかった場合、そのエグジット・ステートは、
そのプロシージャ・ステップの完了時に、「ノーマル」として処理されます。エグジット・ステートがリターン・オン・
エグジット・ステートである場合、戻しプロシージャ・ステップの完了時にフローが発生します。同様に、エグジット・
ステートがメッセージ文を持っている場合、戻し先プロシージャ・ステップの完了時にそのメッセージ文が表示されま
す。

GUIとクライアント/サーバ・アプリケーションにて、エグジット・ステートが戻された場合、制御が戻し先プロシー
ジャ・ステップに渡るまで、メッセージ文は表示されません。

GUIとクライアント/サーバ・アプリケーションにて、エグジット・ステートが戻されなかった場合、制御が戻し先プロ
シージャ・ステップに渡るまで、メッセージ文が表示されます。

現行エグジット・ステートの「戻し」チェック・ボックスが活性状態になるのは、対話フローがリンク型であり、かつフ
ロー元において先実行型である場合だけです。

対話フローを、リンク型からトランスファ型に変更したときと、先実行型から先表示型に変更したときは、現行エグジッ
ト・ステートの「戻し」チェック・ボックスが、自動変更されます。たとえば対話フロー・タイプをリンク型から転送型
に変更すると、「戻し」チェック・ボックスは自動的にオフになります。このチェック・ボックスはリンク型の場合にの
み有効であり、転送型の場合は無効です。
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リターン・オン

「リターン・オン」では、ソース・プロシージャ・ステップに制御を戻します。対話設計図上の転送とリンクは、１つま
たは複数のフロー・オン・エグジット・ステートに関連づけられています。フロー・オン・エグジット・ステートによっ
て、ソース・プロシージャ・ステップから宛て先プロシージャ・ステップに制御が変更されます。リンクの場合は、リ
ターン・オン・エグジット・ステートがソース・プロシージャ・ステップへの制御の復帰に関連づけられます。

「リターン・オン」メニュー項目/プッシュ・ボタン

「エグジット・ステート」ダイアログ・ボックスに進みます。このダイアログ・ボックスでは、戻り用のトリガとして設
定したいエグジット・ステートを定義できます。以下の操作を行うことができます。

• 既存のエグジット・ステートの選択
• その特性の定義
• 新規エグジット・ステートのビジネス・システムへの追加
• ビジネス・システムからの既存のエグジット・ステートの削除

エグジット・ステートを 1 つ追加し選択すると、そのエグジット・ステートは、［リターン・オン］プッシュ・ボタン
の横にあるドロップダウン内の選択リストに追加されます。エグジット・ステートを削除すると、ドロップダウン・リス
トからも削除されます（選択されたエグジット・ステートがリターン・オン・エグジット・ステートとして使われない場
合）。

リターン・オンの詳細については、ここをクリックしてください。

RightMouseBtnDown/Up イベント

RightMouseBtnDown/Up イベントは、「イベント・アクション」に、画面座標のカーソル位置を渡します（下記に定
義）。このイベントで、開発者にマウス・アクションの低位のコントロールが提供されます。たとえば、右ボタンを押す
と、カスタム構成が可能なポップアップ・メニューが表示されます。

このイベントは、すべてのコントロール、ウィンドウ、またはダイアログ・ボックスに適用されます。

下記はパラメータの書式です。

Xcoord Ycoord Ctrl+ Alt+ Shift+

パラメータの詳細は下記のとおりです。

• ウィンドウの起点は、プラットフォームに関係なく、左上に定義されます。
• すべての座標が画面座標を示します。
• 幅と高さはピクセル単位でレポートされます。
• X 座標と Y 座標は、CA Gen のタイプ NUMBER です。
• その他のすべてのパラメータは、CA Gen のタイプ TEXT です。

右かっこ

右かっこ「)」は、算術演算式で属性やリテラルをグループ化するために使用する閉じかっこです。演算式では、左かっ
こが付くと開になります。下記は、かっこの位置によって計算結果が異なるステートメントの例です。2 つのステートメ
ントおいて注文量のインポート値が 2 の場合、1 つ目のステートメントは注文量のエクスポート値は 2 に設定されます
が、2 つ目のステートメントはゼロに設定されます。

SET export order quantity TO (3 - import order quantity) + 1
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SET export order quantity TO 3 - (import order quantity + 1)

マトリックスにおける「回転」

「回転」をすると、マトリックスの縦軸と横軸とで、オブジェクトの位置が入れ替わります（縦横反転）。つまり、横軸
の行にある全オブジェクトが縦軸の列へ移動し、縦軸の列にある全オブジェクトが横軸の行に移動します。同様に、すべ
ての項目は、最初は列内で行に表示されています。

この操作は選択するとただちに実行されます。

四捨五入オプション

四捨五入オプションを使うと、数値式を四捨五入するかどうかを指定できます。

ROUNDEDを選択した場合は、ROUNDEDアクションがSETステートメントに表示されます。NOT ROUNDEDはアク
ション図ステートメントの一部として表示されません。

たとえば、ITEM というエンティティ タイプの属性 unit_cost が、四捨五入によって小数点以下 2 桁の値をとる場合、下
記の例では unit_cost が 3.46 に設定されます。

SET local item unit_cost ROUNDED to 3.456

IETMというエンティティ・タイプの属性unit_costが、切り捨てによって小数点以下２桁の値をとる場合、下記の例では
unit_costが3.45に設定されます。

SET local item unit_cost (NOT ROUNDED) to 3.456

NOT ROUNDEDは、アクション図ステートメントには表示されないので上記の例ではかっこ付きで示されています。

OLEControl Verb メソッド

使用法 Verb (String)
説明 入力引数によって指定される動詞の実行を試みます。
引数 実行する動詞の名前である文字列。
戻り値 None.

「オン・コマンド」選択リスト

この選択リストでは、現在のプロシージャ・ステップに結ばれた選択リストのプロシージャ・ステップからのフローを実
行するコマンドを選択できます。

単一モジュール

「単一モジュール」ラジオ･ボタンでは、ビジネス･システムのオンライン･プロシージャ･ステップを１つのロード･モ
ジュールにパッケージングするように指定します。パッケージング･ツールでは、すべての必要な情報を割り当て、パッ
ケージングを完了します（ファイル名、トランザクション･コードなど）。

ダウンストリーム効果
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［完了］を行うと下記のダウンストリーム効果が生じます。

• １モジュールを選択すると、すべてのプロシージャが１ロード・モジュールにパッケージングされます。こうする
と、ロード/アンロードの実行時間が節約され、特にテスト時に便利です。対話マネージャのオブジェクト・ファイル
のサイズは、64Kに制限されています。ただし、すべてのプロシージャを１つのロード・モジュールにパッケージン
グすると、実行可能ファイルが実際のメモリに対して大きくなりすぎる場合があります。さらに、単一のロード・モ
ジュールで作成される実行可能ファイルは、扱いにくいため実用的ではありません。
たとえば、大きすぎて、使用可能なメモリに入りきらない場合があります。コンポーネント・パッケージングの場
合、仕様サブジェクト・エリア内のそれぞれのインターフェース・タイプ、およびそのすべてのオペレーションにつ
いてオペレーション・ライブラリが作成されます。オペレーション・ライブラリの省略時名は、インターフェース・
タイプの名前から引き出したものです。

• パッケージング・ツールによって割り当てられた名前は有効ですが、ユーザの希望する名前とは異なる場合がありま
す。パッケージング情報のすべてまたは一部を手動で指定することをお勧めします。これをする場合、「編集」と
「詳細」のアクションを組み合わせてください。

「1段階で更新」のラジオ・ボタン

このラジオ・ボタンでは、ユーザが更新コマンドを入力したときに、更新（UPDATE）のエンティティ・アクションを
ただちに実行するように指定します。一時停止する確認ステップは、省略されます。

「1段階で作成」が省略時解釈です。

オンライン/バッチ・ドロップダウン・リスト

このドロップダウン・リストでは、対話フロー図に追加するプロシージャのタイプを指定できます。プロシージャのタイ
プは下記の２種類です。

プロシージャのタイプ 説明
オンライン ユーザによる、1回または2回以上の画面との対話で実行されるプ

ロシージャをインプリメントします。1回の対話は、ユーザがア
クションを要求する１つのインスタンスに相当します。

バッチ バッチ環境において、レポートを生成したり、インプリメンテー
ション固有の情報を生成するプロシージャをインプリメントしま
す。

バッチ環境では画面は使われず、対話について制限があります。

• フローは、同じプロシージャ内のプロシージャ・ステップ間でのみ作成できます。
• 転送型の対話フローのみ使用できます。リンクは指定できません。
• 順方向のフローのみ使用できます。唯一の例外は、ループ転送の場合です。ループ転送の場合、対話マネージャは、
外部のデータベース要求をすべて処理し、プロシージャ・アクション図を再度呼び出します。

• バッチ・プロシージャの場合、先表示型を指定しても無効です。フローはすべて先実行型として処理されます。

クライアント/サーバ・アプリケーションにおいては、クライアント・アプリケーションがユーザ・インターフェースを
扱い、サーバ・アプリケーションがデータを読取、更新、格納します。したがってクライアント・プロシージャは、画面
ありまたは画面なしのオンラインにしなければなりません。他方、サーバ・プロシージャは画面なしのオンラインにしな
ければなりません。

NOTE
注： バッチ・ルーチンでは、詳細化するプロシージャがオンライン・タイプからバッチ・タイプに変更できる
かどうかを検査します。リンクされたステップまたは逆方向フローを持つプロシージャは、バッチ・タイプに
変更できません。
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チェック・ボックスの「オン値」

「オン値」では、チェック・ボックスが選択されたときの属性の値を指定します。チェック・ボックスが選択されると、
属性の該当ビューにこの値が表示されます。「オン値」は必須であり、「オフ値」とは異なっていなければなりません。

属性に許容値がある場合、「オン値」は許容値のいずれかであってもかまいません。許容値はドロップダウン・リスト
に表示されます。値を入力してもかまいませんが、属性の許容値リストには追加されません。この値は、そのチェック・
ボックス関連の処理にしか使えません。入力値は、属性のドメインと一致していなければなりません。

属性に許容値がない場合は、値を入力することもできます。入力値は、属性のドメインと一致していなければなりませ
ん。

プロシージャ・アクション図のロジックを使用して［オン値］をチェックし、処理を決定できます。

OPEN（GUIステートメント）

OPEN ステートメントは、現在のプロシージャ・アクション図で定義したウィンドウまたはダイアログ・ボックスを
開くことができます。ウィンドウまたはダイアログ・ボックスは、イベント・アクションを実行するとオープンしま
す。OPENステートメントでは、別のプロシージャ・アクション図内のダイアログ・ボックスまたはウィンドウをオープ
ンできません。

OPENステートメントの結果は、プロシージャ・ステップまたはイベント・アクション内のロジックが終了すると表示さ
れます。オープン・イベントがウィンドウまたはダイアログ・ボックスに関連づけられている場合は、そのイベントのロ
ジックが、ウィンドウまたはダイアログ・ボックスのオープン前に起動します。

モーダル・ウィンドウとモーダル・ダイアログボックスは、それらが参照されるOPENステートメントすべてについて
オープンします。モードレス・ウィンドウとモードレス・ダイアログボックスは、１回しか（モードレス・シングル）
オープンしないことも、それらが参照されるすべてのOPENステートメントについてオープンすることもあります。

OPENが発行されるときはつねに、ウィンドウまたはダイアログボックスが作成されるまで、タイトルとほかのグラ
フィック特性は変更できない、ということに注意してください。グラフィックは、OPENステートメント内で指定された
ウィンドウのOPENイベントにおいて最も早く変更できます。

OPENステートメントのフォーマットは、下記のようにできます。

OPEN Dialog Box [dialog_box_name]

OPEN Window [window_name]

ステートメントで指定したウィンドウまたはダイアログ・ボックスは、プロシージャ・ステップ用に存在している必要が
あります。

下記の例は、プッシュ・ボタンをクリックしてからローカル・ビュー内にデータをロードします。これは、命名したダイ
アログ・ボックス分類をオープンする前に行なう必要があります。

 -EVENT ACTION account_pb_sort_clicked

| USE account_data

| WHICH EXPORTS: Group View export_sort_from

| Work View output_sort_data
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| OPEN Dialog Box sort

 --

下記の例では、条件によって、２つのダイアログ・ボックスのどちらを表示するかを決定します。

 -EVENT ACTION journal_pb_exit_and_clear_click

|

|  --- IF export_various ief_supplied total_currency IS EQUAL TO

| | OPEN Dialog Box in_balance

| +- ELSE "DESCENDING"

| | OPEN Dialog Box out_of_balance

|  --

|

 --

Open イベントと Close イベント

Openイベントは、プロシージャ・ステップに必要なウィンドウ指向初期化を実行できます。Closeイベントは、プロ
シージャ・ステップに必要なウィンドウ指向クリーン・アップを実行できます。

Open イベント・タイプまたは Close イベント・タイプを、ウィンドウまたはダイアログ・ボックスに関連付けます。各
ウィンドウまたはダイアログと関連づけることができるOpenまたはCloseイベントは1つだけです。

下記を実行すると、Openイベントが起動します。

• 対話フロー
• ダイアログを開始するプッシュ・ボタンまたはメニュー項目
• プロシージャ・アクション図のOPENステートメント

Open イベント・アクションがウィンドウ・マネージャに戻ると、ただちにウィンドウまたはダイアログ・ボックスが開
きます。

ウィンドウまたはダイアログ・ボックスの、タイトル、色、その他のグラフィック特性は、Open イベントで再設定でき
ます。ただし、別のウィンドウまたはダイアログをオープンする場合は、そのダイアログのグラフィック特性を、独自の
Openイベントで変更しなければなりません。

下記を実行すると、Closeイベントが起動します。
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• リターン・フローまたは転送フロー
• 「了解」の特殊アクションを指定してプッシュ・ボタンまたはメニュー項目を実行
• 「取消」の特殊アクションを指定してプッシュ・ボタンまたはメニュー項目を実行
• システム・メニューのメニュー項目の「クローズ」
• プロシージャ・アクション図でCLOSEステートメント

Close イベント・アクションがウィンドウ・マネージャに戻ると、ただちにウィンドウまたはダイアログ・ボックスが閉
じます。

Openイベント・アクションとCloseイベント・アクションは、ユーザ定義イベント・タイプを指定するのに適していま
す。ユーザ定義イベントが実行されるのは、ウィンドウがオープンまたはクローズしたあと、開発者がほかのウィンドウ
と対話できるようになるまえです。

Openイベント・タイプとCloseイベント・タイプを指定したエグジット・ステートの設定

Openイベント・アクションとCloseイベント・アクション内でフローを発生させるエグジット・ステートを設定すると
きは、特に注意が必要です。ウィンドウのオープンとクローズのときに、フロー間で不適切な状況が生成される可能性が
あります。下記の例で説明します。

下記は、プロシージャ・ステップＡ、Ｂ、Ｃと、その各ウィンドウA1、B1、C1を示したグラフィックです。プロシー
ジャ・ステップＡは、イベント・アクションを介してプロシージャ・ステップＢとリンクします。ウィンドウA1とB1が
表示されます。

開発者がウィンドウB1と対話した結果、エグジット・ステートを設定するイベント・アクションが実行されます。フ
ロー・リンクは A に戻ります。A に戻ると、ウィンドウ・マネージャが、プロシージャ・ステップ B のウィンドウをす
べてクローズします。ここで、下記の例に示すように、プロシージャ・ステップ B も、エグジット・ステートを設定す
るイベント・アクションを使っているとします。また、プロシージャ・ステップ B が、プロシージャ・ステップ C とリ
ンクしているとします。
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この状況は、プロシージャ・ステップ B がステップ A に戻り、ステップ B が終了して使用できなくなった場合に起こり
ます。ただし、戻る前に、ステップ B はプロシージャ・ステップ C とリンクしました。ステップ C がステップ B に戻ろ
うとすると、不適切な状況が発生します。これは、ステップ B が使用できなくなっているからです。

ウィンドウのオープンとクローズの方法は各種あります。設計ガイドラインで標準化してください。たとえば、ウィンド
ウをクローズするのに、エグジット・ステートを設定するイベント・アクションだけ使うよう選択します。（プッシュ・
ボタンでエグジット・ステートを設定して、フローを発生させることができます。ガイドラインによっては、プッシュ・
ボタンはウィンドウをクローズするが、エグジット・ステートを設定しない、となっているものもあります）。

システムXを使用してウィンドウをクローズする場合は、フィールドがフォーカスを失うと入力フィールド内のデータが
処理されることを考慮してください。システム X をクリックした場合はフォーカスが失われません。したがって、デー
タを入力し、システム X をクリックした場合、データは保存されません。データを保存するためには、プッシュ・ボタ
ン（終了の特殊アクションが定義された）をクリックするか、強制的にフォーカスを失くして（フィールドのタブを閉
じるか、ウィンドウ上の別のフィールドをクリックする）ウィンドウを閉じます。また、システムXをクリックしても
フォーカスは失われないため、待ち行列に入っているイベントまたは処理中のイベントが影響を受ける可能性がありま
す。

バッチ・コードのオープン

ここでは、バッチ・アプリケーションにパッケージングされたソース・コードのオブジェクトを表示します。オブジェ
クトには、参照保全性トリガ、ビジネス・システム、バッチ・ジョブ、バッチ・マネージャ、プロシージャ・ステップ
（ジョブ・ステップ）があります。

表示されたオブジェクトから選択してから、「生成」プルダウンの「選択したコードの生成」アクションを使って生成で
きます。

ビジネス・システムのオープン

現行モデル内でのビジネス・システムのリストをオープンします。そのリストから選択すると、ほかのビジネス・システ
ムに切り換えることができます。

［コンポーネント・アーキテクチャ図を開く］ダイアログ・ボックス

［コンポーネント・アーキテクチャ図の新規作成］ダイアログ・ボックスでは、図名の一覧から既存のコンポーネント・
アーキテクチャ図（CAD）を選択したり、新しい CAD を作成することができます。［コンポーネント・アーキテクチャ
図を開く］ダイアログ・ボックスにアクセスする方法については、「CA Gen のコンポーネント・アーキテクチャ図への
アクセス」を参照してください。
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別の方法： CAD のドロップダウン・メニューから［コンポーネント・アーキテクチャ図を開く］ダイアログ・ボックス
にアクセスするには、［ダイアグラム］ドロップダウン・メニューを強調表示し、［オープン］をクリックします。

CAD のドロップダウン・メニューから［コンポーネント・アーキテクチャ図を開く］ダイアログ・ボックスを閉じるに
は、［CAD］ダイアログ・ボックスを強調表示し、図の境界を右クリックします。「クローズ」を強調表示しクリック
してください。

既存のコンポーネント・アーキテクチャ図の選択

1. 目的の図名を強調表示し、［オープン］をクリックするか、目的の図名をダブルクリックします。
2. ダイアグラムをクローズするには、ウィンドウの右上隅にある「X」ボタンをクリックしてください。

新しいコンポーネント・アーキテクチャ図の作成

1. ［新規作成］をクリックすると、新しいコンポーネント・アーキテクチャ図を作成できます。
［Component Architecture Diagram Property Untitled］ダイアログ・ボックスが表示されます。

2. 新しいダイアグラムの名前を入力してください。
このフィールドでは、32文字まで入力できます。

3. 新しいダイアグラムの記述文を入力してください。
このフィールドには、４KBまでの文字列を入力できます。

4. ダイアログ・ボックスを閉じるには、［了解］をクリックします。
［コンポーネント・アーキテクチャ図のオープン］ダイアログ・ボックスが再表示され、新しいコンポーネント・
アーキテクチャ図の名前と記述がダイアグラムの一覧に追加されています。

5. ［コンポーネント・アーキテクチャ図のオープン］ダイアログ・ボックスを閉じるには、ウィンドウの右上の［X］
ボタンをクリックします。
無題のコンポーネント・アーキテクチャ図が表示されます。

ダイアログ・ボックスのフィールドは以下のとおりです。

• 名前
既存のコンポーネント・アーキテクチャ図の名前が表示されます。［オープン］ボタンは、ダイアグラム名が選択さ
れるまで非アクティブ状態です。

• 説明
［Component Architecture Diagram Property Untitled］ダイアログ・ボックスで入力した、図の説明が表示されます。

• Open
選択されたコンポーネント・アーキテクチャ図が表示されます。［オープン］ボタンは、ダイアグラム名が選択され
るまで非アクティブ状態です。

• 新規
ダイアログ・ボックスが起動され、コンポーネント・アーキテクチャ図を作成できます。このボタンは常に活性化さ
れています。

• 取消
無題のコンポーネント・アーキテクチャ図がオープンされます。作業開始前に、この無題のコンポーネント・アーキ
テクチャ図に名前を与えなければなりません。

協調コードのオープン

ここには協調処理アプリケーションにパッケージングしたソース・コード・オブジェクトが表示されます。表示される
オブジェクトは、ビジネス・システム、参照保全性トリガ、ウィンドウ・マネージャ、サーバ・マネージャ、プロシー
ジャ・ステップ、アクション・ブロックです。

表示されたオブジェクトから選択してから、「生成」プルダウンの「選択したコードの生成」アクションを使って生成で
きます。
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DDLのオープン

ここではアプリケーションのデータベース・オブジェクトを表示します。

表示されたオブジェクトを選択してから、「生成」プルダウンで「選択したDDLの生成」アクションを使って生成できま
す。

アクション・ブロック用途図または構造チャートにおける「オープン」

ほかのアクション図を表示するには「オープン」を選択してください。［アクション図名］ダイアログは、現在のモデ
ル内に定義されている、基本プロセス、プロシージャ・ステップ、アクション・ブロック、アルゴリズムを一覧表示しま
す。

アクション図における［オープン］

アクション図にアクセスするには、「オープン」を選択してください。［アクション図名］ダイアログは、現在のモデ
ル内に定義されている、基本プロセス、プロシージャ・ステップ、アクション・ブロック、アルゴリズムを一覧表示しま
す。

「オープン」はアクション図のウィンドウを１つだけ表示します。PAD を同時に複数表示する場合は、［関連メ
ニュー］を選択してください。

ビジネス・システム定義における［オープン］

ビジネス・システムにアクセスして対話フロー、画面、プロシージャ・ステップなどの設計オブジェクトを定義するに
は、［オープン］を選択してください。ビジネス・システムを選択しないと、「オープン」は活動化されません。

データ・モデル・リストにおける「オープン」

［データ・モデル・リスト］で［オープン］を選択すると、2 つの選択リストが表示され、データ・モデル・リストのサ
ブジェクト・エリアまたはエンティティ・タイプの選択と表示ができます。

データ・ストア・リストにおける「オープン」

データ・ストア・リストで［ダイアグラム］-［オープン］を選択すると、以下のアクションが表示されます。

アクション 説明
すべてのレコード データ・ストア・リスト内にあるすべてのデータベース、テーブ

ルスペース、テーブル、ストレージ・グループを表示します。
データベース 選択したデータベースと、データ・ストア・リスト内にある関連

する、テーブルスペース、テーブル、ストレージ・グループを表
示します。
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データ構造リストにおける［オープン］

データ構造リストで［オープン］を選択すると、以下のアクションを実行できます。

アクション 説明
すべてのレコード データベース内の全レコードを表示します。
関連物 メンバシップによって、選択したレコードに直接関係づけられた

全レコードを表示します。

 

 

エンティティ・ライフ・サイクル図の［オープン］

［オープン］を選択すると、エンティティ・タイプおよびエンティティ・サブタイプの選択リストが表示されます。項目
を選択すると、そのオブジェクトのライフ・サイクルが表示されます。

生成における［オープン］

ここでは、生成または導入の際に選択可能な、オンライン、バッチ、ウィンドウ、協調処理、DDL、のオブジェクトを表
示します。

「生成」プルダウンでは下記のアクションで、表示されたオブジェクトを使えます。

• 全コードの生成
• 全コードの生成と導入
• 選択したコードの生成
• 全 DDL の生成
• 全 DDL の生成と導入
• 選択した DDL の生成
• 変更箇所の生成と導入

マトリックスにおける［オープン］

「オープン」を実行すると、マトリックスの選択リストが現れます。

プロトタイピングにおける［オープン］

プロトタイピングの対象である活動状態のビジネス・システム内でプロシージャ・ステップ（画面）の選択リストを表示
するときは、「オープン」を選択してください。

選択したプロシージャ・ステップのフローのリストを見るには、活動画面上の任意の場所を選択してださい。

画面設計における［オープン］

「オープン」により、活動状態のビジネス・システムに関連づけられたプロシージャ・ステップとテンプレートのリスト
が利用できます。「オープン」を使うと、プロシージャ・ステップまたはテンプレートの活動化を行なえます。

ほとんどのオンライン・プロシージャ・ステップは、画面に関連づけられます。（画面は、システムのユーザ・ビューと
なります）。
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テンプレートとは、画面の一部のみ定義したものです。１つのテンプレートが多くの画面に組み込まれることがあるの
で、画面に共通の外観を持たせます。

「オープンするモデル図の選択」ボックス

このボックスには、モデル内に現存するすべてのサブジェクト・エリアが一覧表示されます。

「サブジェクト・エリアの役割り」とは、そのサブジェクト・エリアの使われ方です。CA Gen が明示的にサポートして
いる役割は下記のとおりです。

• S - 仕様（Specification）
• I - インプリメンテーション（Implementation）
• G - 一般（General）

CA Gen モデルには、「ルート」サブジェクト・エリアが 1 つ含まれます。ほかのすべてのサブジェクト・エリアは、そ
のルート・サブジェクト・エリアに（直接または間接的に）所属しています。その包含関係は、このリスト・ボックス内
では字下げで表わされます。

各レベルにつき、サブジェクト・エリアが、仕様、インプリメンテーション、一般、の順に並びます。役割りごとに、複
数のサブジェクト・エリアがアルファベット順に並びます。詳細については「サブジェクト・エリアの役割り」を参照し
てください。

サブジェクト・エリアのリスト・ボックスにはモデル内のサブジェクト・エリアすべてが表示されますが、各タイプのア
クションは、下記に示すように、開発者が選択したダイアグラムによって異なります。

ダイアグラム サブジェクト エリア アクション
仕様モデル 指定 すべてのプッシュ・ボタンが活性化。ただ

しダイアグラムが選択されている場合は［
オープン］のみ活性化

 実装 ［新規サブジェクト・エリア］が活性化
［新規］、［オープン］、［特性］プッ
シュ・ボタンが使用不可

 汎用 ［新規］、［新規サブジェクト・エリア］
、［オープン］、［特性］プッシュ・ボタ
ンが使用不可

インプリメンテーション・モデル 指定 ［新規］、［新規サブジェクト・エリア］
、［オープン］、［特性］プッシュ・ボタ
ンが使用不可

 実装 すべてのプッシュ・ボタンが活性化
 汎用 ［新規サブジェクト・エリア］が活性化

［新規］、［オープン］、［特性］プッ
シュ・ボタンが使用不可

部分タイプ・モデル 指定 すべてのプッシュ・ボタンが不活性化
 実装 ［新規］、［新規サブジェクト・エリ

ア］、［特性］が使用可能 ダイアグラムが
選択されてる場合は［オープン］が活性化

 汎用 すべてのプッシュ・ボタンが活性化

サブジェクト・エリアの選択ボックスには下記のプッシュ・ボタンがあります。目的のボタンをクリックしてください。

 1325



 CA Gen - 86JP - Japanese - Japan

• ［オープン］プッシュ・ボタン - 選択されたモデルのダイアグラムをオープンします。
• ［特性］プッシュ・ボタン - モデル選択ボックスで、サブジェクト・エリアまたはダイアグラムのどちらを選択した
かによって用途が異なります。サブジェクト・エリアが選択されている場合、選択されたサブジェクト・エリアの
「特性」が表示されます。ダイアグラムが選択されている場合、そのダイアグラムの「特性」が表示されます。

• ［クローズ］プッシュ・ボタン - モデル図のダイアログ・ボックスを閉じます。
• ［ヘルプ］プッシュ・ボタン - 対応するヘルプ・パネルを開きます。

［ナビゲーション・オブジェクトをオープン］ダイアログ・ボックス

［オープン］をクリックすると、［ナビゲーション・オブジェクトをオープン］ダイアログ・ボックスおよび以下の 4
つのタブにアクセスできます。

• ダイアグラム
• Windows
• サーバ
• カテゴリ

これらの４つのタブは、ノートブックと同様に配置されています。ナビゲーション図に表示するオブジェクトを選択する
には、任意のタブをクリックします。４ つのタブのそれぞれに、ナビゲーション図のオブジェクトを選択するためのオ
プションがあります。

オンライン・コードのオープン

ここでは、ブロック・モード・アプリケーションにパッケージングされたソース・コードのオブジェクトを表示します。
表示されるオブジェクトは、ビジネス・システム、参照保全性トリガ、対話マネージャ、プロシージャ・ステップ、アク
ション・ブロックです。

表示されたオブジェクトから選択してから、「生成」プルダウンの「選択したコードの生成」アクションを使って生成で
きます。

［オープン］プッシュ・ボタン

このプッシュ・ボタンでは、選択したオブジェクトを活動化して表示します。

ナビゲーション図における［オープン］プッシュ・ボタン

［オープン］プッシュ・ボタンは、［ナビゲーション・オブジェクトをオープン］ダイアログ・ボックスのタブで設定し
た内容をすべて反映したナビゲーション図を表示します。

「オープン」（Open）の動作は、「了解」（OK）と同様に考えることができます。

レポートのオープン

「レポートのオープン」は、作成済みのレポートを一覧表示します。一貫性検査レポートも含まれています。

テクニカル設計の「オープン」

選択したテクニカル設計をオープンします。
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ウィンドウ・コードのオープン

ここでは、ウィンドウ・アプリケーションにパッケージングされたソース・コードのオブジェクトを表示します。表示さ
れるオブジェクトは、ビジネス・システム、参照保全性トリガ、ウィンドウ・マネージャ、プロシージャ・ステップ、ア
クション・ブロックです。

表示されたオブジェクトから選択してから、「生成」プルダウンの「選択したコードの生成」アクションを使って生成で
きます。

「オープンされているウィンドウ」オプション

このレポート・オプションを選択することにより、レポート内容に、いまオープンされているウィンドウに関する情報を
記載できます。

いったん選択すると当該セッション中は継続しますが、モデルと一緒には保存されません。

情報がないレポート内容オプションを選択した場合、そのオプションに［なし］が表示されます。

データ・モデル・ブラウザでのオペレーションの種類

このドロップダウンでは、そのすぐ下にあるボックスに、特定の種類のオペレーションだけを表示するようにできます。
省略時解釈は「サブ・トランザクション」です。

選択肢は下記のとおりです。

• 候補オペレーション
• Sub-Transaction の操作
• トランザクション・オペレーション
• カタログ・トランザクション・オペレーション

候補オペレーション

これを選択すると、選択したエンティティ・タイプまたはサブタイプの、インポート・ビュー、エクスポート・ビュー、
ローカル・ビュー、またはエンティティ・アクション・ビュー、を持つアクション図がすべて一覧表示されます。アク
ション図は、分析段階アクション・ブロック、設計段階アクション・ブロック、基本プロセス、プロシージャ・ステッ
プ、のいずれかのためのものです。

すでにオペレーションとして登録したアクション図もリスト内に含まれています。そのアクション図名の前にはアスタリ
スクが表示されます。

Sub-Transaction の操作

これを選択すると、現時点で選択されているエンティティ・タイプまたはサブタイプの、オペレーションとして登録済み
の基本プロセスと共通アクション図すべてが、一覧表示されます。

内部オペレーション名の前には、アスタリスクを付けないでください。

トランザクション・オペレーション

これを選択すると、現時点で選択されているエンティティ・タイプまたはサブタイプの、オペレーションとして登録済み
のプロシージャ・ステップすべてが一覧表示されます。

オペレーション・パッケージとして記録したステップについては、そのステップがサポートする各コマンドも表示されま
す。まず、ステップ名（頭文字が大文字）が表示されます。次に、すべてのサポート・コマンド名（字下げされており、
大文字のみ）が、ステップ名の下に表示されます。

Case of Commandステートメントによって、プロシージャ・ステップのアクション図と関連付けられているコマンド
は、サポートされているとみなされます。
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部分タイプ・モデル図内のオペレーション

モデル図上の強調表示されている項目に関連する全オペレーションの表に、このメニュー選択でアクセスできます。

オプションの属性の選択エラー

選択した属性はオプショナリティが任意です。必須属性以外は識別子に含めることはできません。

属性のオプショナリティを変更する場合は、［特性］プッシュボタンを選択します。「任意」チェック・ボックスをブラ
ンクにし、属性を必須にしてください。

［識別子］ダイアログ ボックスを使用して、必須属性を識別子として指定します。

変更された許容値

［現行許容値］内の許容値（または範囲）が変更されたため、省略時値が許容値ではなくなりました。許容値を定義する
場合、省略時値を許容値リストに含めなければなりません。

［値は省略時解釈値です］の選択を解除すると、許容値を変更できます。

使用中の許容値

ナビゲーション図ツールのウィンドウ設計機能のウィンドウ上では、許容値を削除できません。

ウィンドウからその値を削除してから、許容値を削除してください。

許容値のエラー

省略時解釈値には許容値を含めなければなりません。

省略時解釈値が含まれるよう許容値を変更してください。または、省略時解釈値が許容値となるよう省略時解釈値を変更
してください。

Permitted value already exists （許容値がすでに存在します）

この許容値は、属性に対してすでに定義済みです。許容値は１回しか定義できません。

Permitted value must contain at least one character （許容値には 1 つ以上の文字を含める必要があります）

属性に対してすでに指定してある許容値は、フィールドをクリアしても削除されません。文字を最低１つ入力する必要が
あります。

ブランクを許容値としたい場合、フィールド内にカーソルを置いてからスペース・バーを押してください。

許容値を削除する場合は、属性の許容値が含まれているダイアログ ボックスの［削除］プッシュボタンを選択します。

Value is longer than the length of the attribute （値が属性の長さを超えています）

許容値が属性の長さを超えています。

属性の長さ以内の許容値を入力してください。または、［属性の特性］ダイアログで、属性の長さを変更してください。
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データ・モデルへのオブジェクト配置のエラー

オブジェクトを削除してその子をプロモートした場合、下記の条件のもとでは、そのオブジェクトは自動的にはデータ・
モデル上に配置されません。

• データ モデル リストを使ってオブジェクトが削除され、データ モデル図が表示されない場合
• オブジェクトがデータ・モデル・リストから削除され、そのオブジェクトがデータ・モデル図上で圧縮表示されま
す。

どちらの場合も、選択したオブジェクトの子は、データ モデル図上に配置されません。

親オブジェクトの子を配置するには、「計画」または「分析」→「データ・モデル」と選択してから新しい親を選択し、
「画面設定」→「非配置ボックスの配置」の順に選択してください。

プリンタ・ドライバ・ファイルのエラー

プリンタ・ドライバ・ファイルの問題により、プリントできません。プリンタ・ドライバ・ファイルがあるか確認してく
ださい。

プロシージャ名の変更エラー

プロシージャ名が変更されました。

先頭プロシージャ・ステップ名をプロシージャ名に変更するには、［はい］をクリックします。

プロシージャ・ステップの名前を変更しない場合は、［いいえ］をクリックします。

プロシージャ情報メッセージ

オブジェクトを表示させるには、指示したプロシージャを展開してください。

［プロシージャ・ステップ］チェック・ボックス

このメッセージは、プロシージャ・ステップのチェック・ボックスを選択できないことを示します。

アクション・ブロックのプロモートのエラー

アクション・ブロックを基本プロセスへとプロモートすると、今の基本プロセスにあるビューとアクション・ステートメ
ントは、今のアクション・ブロックのビューやアクション・ステートメントに置き換わります。

さらに、プロモートしたアクション・ブロックが物理記憶域から削除されます。

アクション・ブロックを選択した基本プロセスへプロモートするには、［はい］をクリックします。

アクション・ブロックのプロモートをやめるには、［いいえ］をクリックします。

オブジェクトのプロモートまたは削除

選択したオブジェクトに従属物がありません。そのため、子オブジェクトをプロモートまたは削除できません。

• オブジェクトの削除をやめるには、［取消］をクリックします。
• オブジェクトを削除するには、［階層の削除］ラジオ・ボタンを選択します。

Prompt Field is Empty （プロンプト・フィールドが空です）

プロンプト・フィールドがブランクであってはなりません。文字列を入力してください。
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プロテクション違反

プロテクション違反を検出しました。モデル・サブセット内に定義されている削除アクセスを調べてください。

読取専用モデル

保存しようとしているモデルは読取プロテクションでチェックアウトされています。または、保存しようとしているモデ
ルは以前にチェックインされたものであるため当ワークステーションに残っているコピーです。

モデルが読取専用でチェック・アウトされている場合、まずチェックインしてください。

次にモデルを「削除」「変更」または「アクセス」のいずれかのプロテクションでチェックアウトしてください。そして
変更作業を再び行なってから、モデルを保存してください。

読取専用プロシージャ・ステップ

プロシージャ・ステップが読取プロテクションでチェックアウトされました。プロシージャ・ステップを変更するには、
そのプロシージャ・ステップをチェックインし、変更を指定してチェックアウトします。

この総合ステップを繰り返してください。

参照型のエラー

関係カージナリティが１対１の場合、参照型として指定できるのはいずれか一方のメンバシップだけです。少なくとも 1
つのメンバシップが［変更］でなければなりません。

少なくとも一方のメンバシップに対し、［更新型］を選択してください。

Relationship already exists for identifier （識別子の関係はすでに存在します）

 

排他関係は１回しか割り当てることはできません。排他関係はすでに存在しています。

排他関係を選択解除してください。

このメッセージは、排他関係が強調表示され、「追加」または「適用」プッシュボタンが選択されている場合に出ます。

##########

「オプション」の「フォント」を選択することにより、ダイアグラム上のテキストの書体を変更できます。

作用クラスタの削除の確認

作用クラスタを削除する場合は［了解］、変更を中止する場合は［取消］をクリックします。

Repeating Group View Exceeds Cardinality （反復グループ・ビューがカージナリティを超えています）

反復グループ・ビュー・オカレンスの合計が、ビューのカージナリティを超えています。オカレンスの合計数はビューの
カージナリティ以下でなければなりません。

ローカル表示特性の置換

ローカル表示特性を、ビジネス・システムの省略時解釈値で置き換えるには、［はい］をクリックします。

表示特性として、下記の各々について、色、輝度、行末揃え、などがあります。
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• プロンプト
• フィールド
• エラー メッセージ
• リテラル

ローカル表示特性を、ビジネス・システムの省略時解釈値で置き換えるには、［はい］をクリックします。

置き換えをやめるには、［いいえ］をクリックします。

リソース・エラー

リソース・エラーが検出されました。できるだけ多くのウィンドウをクローズしてください。そのあとで、「再実行」を
選択してください。

「取消」を選択すると、CA Genが終了します。

リトランスフォーメーション・メッセージ

最後にリトランスフォーメーションをして以来データ・モデル構造が変更されていないので、リトランスフォーメーショ
ンが行なわれませんでした。

一貫性検査しましたがエンティティ関係図とデータ・リストとの間に違いを検出しなかったからです。

行/列ベースのラジオ・ボタン

CA Gen のアプリケーション開発者は、このパネルを無視する必要があります。ただし、外部プロシージャ・ステップ特
性の定義が必要な、別の製品を使っている場合は、その製品のドキュメントを参照することにより、このパネルへの入力
方法を調べてください。

行フィールド

CA Gen のアプリケーション開発者は、このパネルを無視する必要があります。ただし、外部プロシージャ・ステップ特
性の定義が必要な、別の製品を使っている場合は、その製品のドキュメントを参照することにより、このパネルへの入力
方法を調べてください。

行

「行」で、表示装置の行数を指定します。コード生成ツールは、指定した行数をサポートするコードを生成します。

「行」は数値のみを受け付け、最大３桁です。

「行」フィールドの値が変更されない限り、選択した装置に対する標準の省略時解釈値が表示されます。

ナビゲーション・ダイアグラム表示特性における［行］ノード

特定のリスト・ボックス内の行に対するビジネス・システム省略時解釈を置き換えるには、カスタム表示特性の設定を選
択できます。

ユーザが複数のカスタム表示特性を指定すると、行によって表示特性が交替します。交替するスタイルが開始される行を
指定できます。

［自動］オプションを選択すると、リスト・ボックス内の行に対するビジネス・システムの省略時解釈に適用されます。

詳細情報：
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• ナビゲーション図の［リスト・ボックス/テーブル・スタイル］ノード
• リスト・ボックスおよびテーブル・ノード
• ナビゲーション図の表示特性における［列］ノード
• リスト・ボックスとテーブルにおける行および列の表示特性の指定
• 特定のリスト・ボックスに対する行カスタム表示特性の指定

行様式のラジオ・ボタン

CA Gen のアプリケーション開発者は、このパネルを無視する必要があります。ただし、外部プロシージャ・ステップ特
性の定義が必要な、別の製品を使っている場合は、その製品のドキュメントを参照することにより、このパネルへの入力
方法を調べてください。

ルーラ・バー・コンポーネントのアーキテクチャ図

コンポーネント・アーキテクチャ図の［ルーラ・バー］メニュー・オプションは、ルーラ・バーがダイアグラム上に表示
されるかどうかを制御します。

満足度

「満足度」では、情報ニーズがどの程度満たされているかを示します。

満足度の入力には、０から３までの値（半角）を使います。

重要度係数×満足度として要求度が自動計算されます。

計算結果の要求度から、情報ニーズの満足度を評価してください。

［画面制御］プッシュ・ボタン

［画面制御］プッシュ・ボタンで、画面フォーマットの制御タイプを指定します。IMSマップ画面の場合、このプッ
シュ・ボタンでMFS制御ブロックを表示します。

［画面記述］ダイアログ

［画面記述］ダイアログには、画面の基本的な特性を記録できる複数行のエリアがあります。「記述」を使えば、この画
面で使う構成要素を記述できます。

画面設計の向き

［スクリーンの反転］は、画面とその上のフィールドやコントロールの方向を反転し、Ｘ 座標の鏡像表示にします。画
面設計では、テキストも鏡像表示になります。それまでの表示が左から右に表示されていた場合に「画面の反転」を選択
すると、右から左に表示されます。逆に、それまでの表示が右から左に表示されていた場合に「画面の反転」を選択する
と、左から右に表示されます。このメニュー項目は、双方向システムの場合だけ表示されます。

画面のヘルプ ID

「ヘルプ ID」では、生成システムのヘルプ・テキストに関連づけられた名前を指定します。各画面とフィールドには、
設計者が指定した一意のヘルプIDがあります。ヘルプIDの最大長は、44文字です。

［ビジネス システム省略時表示特性］の［画面］ノード

［画面］ノードは、色、輝度、強調表示を設定し、プロンプト、フィールド、リテラルの表示特性を調整します。フィー
ルドには、［通常表示］と［エラー表示］があります。また、カーソルの位置指定、フィールドとエラーの保護、フィー
ルドがゼロまたはヌル状態の時のブランクを設定します。
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省略時解釈は、ビジネス・システム設計で設定します。これらの省略時解釈は、画面設計の対応するウィンンドウにかっ
こ付きで表示されます。使う画面は、フィールド・レベルで省略時解釈値を変更してカスタマイズできます。１つのグ
ループの値を変更すると、そのグループのすべての値は、親子関係を失うので継承値ではなくなります。同様に、単一値
を継承値に変更し直すと、そのグループのすべての値は、継承値に戻ります。画面設計で表示するかっこ内の値は、ビジ
ネス・システム設計から継承されてたことを示します。かっこのない値は、画面設計のレベルで変更されたものです。画
面設計のデフォルトを変更できます。

以下の手順に従います。

1. グループのドロップダウン・ボックスに必要な変更を行います。
2. 「省略時解釈の変更」を選択してください。
3. ［了解］を選択します。

ビジネス・システム設計レベルまたは画面設計レベルで変更した値は有効化されておらず、［了解］を選択するまでモデ
ルに書き込まれています。

表示特性はブロック・モード・アプリケーションにのみ適用されます。GUIアプリケーションの表示特性は、「表示属性
の設定」によりフィールド・レベルでアクション図ツールに設定されます。

• 色
プロンプト、フィールド、エラーおよびリテラル用の表示の文字色を決定します。白、シアン、黄、緑、ピンク、
赤、青などの拡張色を備えた端末のみを使用してください。

• ［Intensity（輝度）］
プロンプト、フィールド、エラーおよびリテラル用の表示の輝度（明/暗）を決定します。

• ［Highlight（強調表示）］
プロンプト、フィールド、エラーおよびリテラル用の表示の文字を強調する方法を決定します。下線、点滅、反転表
示などの強調表示機能を備えた端末のみを使用してください。

• 行末揃え
プロンプト、フィールド、エラー、およびリテラルに対する入力データの位置調整方法を指定します。

• カーソル位置
フィールドまたはエラーにカーソルを位置づけるかどうかを指定します。

• 保護
フィールド・エントリまたはエラー・エントリを保護するかどうかを示します。

• ゼロまたはヌルのブランク
数値フィールドとテキスト・フィールドにおいて、ゼロまたはヌルをブランクに置換するかどうかを示します。

• 充填文字
フィールドに対して必要な充填文字を指定します。

このダイアログ・ボックスには以下のフィールドがあります。

［表示特性］： ［リテラルの色］

「リテラル表示特性」では、リテラルをほかの画面オブジェクトと区別します。

「リテラルの色」では、リテラルの色を決めてほかの画面オブジェクトと区別します。リテラルの色を指定できるのは、
拡張色と強調表示機能がある端末だけです。端末でサポートしている任意の色を設定してください。

［表示特性］： ［リテラルの強調表示］

「リテラル表示特性」では、リテラルをほかの画面オブジェクトと区別します。

「リテラル強調表示」では、リテラル文字をどのように強調するかを決めます。リテラル強調表示を指定できるのは、拡
張色と強調表示機能がある端末だけです。端末でサポートしている任意の色を設定してください。

［表示特性］： ［リテラル輝度］

「リテラル表示特性」では、リテラルをほかの画面オブジェクトと区別します。
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「リテラル輝度」では、フィールドのリテラルの明るさを決めます。「リテラル輝度」を指定して、画面の明暗のコント
ラストをカスタマイズしてください。リテラルの輝度は弱くしてください。

［表示特性］： ［リテラルの行末揃え］

「リテラル表示特性」では、リテラルをほかの画面オブジェクトと区別します。

「リテラルの行末揃え」では、リテラル内でデータをどのように位置づけるかを指定します。省略時解釈値では、アル
ファベットは左詰め、数字は右詰めになります。

• ［省略時解釈使用］プッシュ・ボタン
このプッシュ・ボタンでは、画面設計でローカルに指定する表示特性のフィールド定義値を、ビジネス・システム省
略時解釈で設定する省略時解釈と置換します。
注： ［デフォルトの使用］を選択しても、［了解］を選択するまで、変更内容は有効になりません。

 

 

 

 

画面特性

「画面特性」を定義するときには、下記のものを指定してください。

指定 説明
名前 選択されたプロシージャ・ステップ（画面）を特定します。画面

自身には、名前が付いていません。そのため、画面は関連するプ
ロシージャ・ステップの名前によって特定されます。画面の名前
を変更する場合には、関連するプロシージャ・ステップとアクシ
ョン・ブロックの名前も変更します。

ヘルプ ID 画面のヘルプ・テキストが置かれている場所をインストレーショ
ン・ヘルプ・システムに通知します。オンライン・システムは、
ヘルプ・テキストでサポートする必要があります。

スクロール ユーザが CA Gen の自動スクロール機能を使って、画面に表示さ
れている反復グループの間を前後にスクロールできるかどうかを
指定します。

未使用オカレンス 画面に表示されている反復グループのオカレンスのうちで、プロ
シージャ・ステップのエクスポート・ビューで割り当てられてい
なかったものを自動的に保護する必要があるかどうかを指定しま
す。

先表示型戻り リンク型対話フローから戻ったあとで、反復グループのどのオカ
レンスをグループの先頭に表示するかを指定します。

各画面では１つのオンライン・プロシージャ・ステップしか表示されないので、そのプロシージャ・ステップの定義から
いくつかの画面特性が借用されます。

先表示型戻りの位置づけ

反復グループに関する先表示型戻りには、下記の２のタイプがあります。

• 先頭が反復グループの最初のオカレンス
• 先頭がリンク前に表示された最初のオカレンス

先頭が反復グループの最初のオカレンスの場合、グループの位置をリセットして、反復グループの最初のオカレンスが
画面上の反復グループの先頭行に表示されるようにします。たとえば、リンクが要求された際、反復グループの10番目
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のオカレンスが画面の先頭に表示された場合には、そのリンクから戻ると、最初のオカレンスが画面の先頭に表示されま
す。このオプションは、あまり使われません。

先頭がリンク前に表示された最初のオカレンスの場合、リンクが要求されたときの位置にグループを復元します。たと
えば、リンクが要求された際、反復グループの10番目のオカレンスが画面の先頭に表示された場合は、そのリンクから
戻ったのちも、そのオカレンスは画面の先頭に表示されたままです。

［画面特性］ダイアログ

［画面特性］ダイアログ・ボックスでは、以下の内容を指定します。

指定 説明
名前 選択されたプロシージャ・ステップ（画面）を特定します。画面

自身には、名前が付いていません。そのため、画面は関連するプ
ロシージャ・ステップの名前によって特定されます。画面の名前
を変更する場合には、関連するプロシージャ・ステップとアクシ
ョン・ブロックの名前も変更します。

ヘルプ ID 画面のヘルプ・テキストが置かれている場所をインストレーショ
ン・ヘルプ・システムに通知します。オンライン・システムは、
ヘルプ・テキストでサポートする必要があります。

スクロール ユーザが CA Gen の自動スクロール機能を使って、画面に表示さ
れている反復グループの間を前後にスクロールできるかどうかを
指定します。

未使用オカレンス 画面に表示されている反復グループのオカレンスのうちで、プロ
シージャ・ステップのエクスポート・ビューで割り当てられてい
なかったものを自動的に保護する必要があるかどうかを指定しま
す。

先表示型戻り リンク型対話フローから戻ったあとで、反復グループのどのオカ
レンスをグループの先頭に表示するかを指定します。

各画面では１つのオンライン・プロシージャ・ステップしか表示されないので、そのプロシージャ・ステップの定義から
いくつかの画面特性が借用されます。

先表示型戻りの位置づけ

反復グループに関する先表示型戻りには、下記の２のタイプがあります。

• 先頭が反復グループの最初のオカレンス
• 先頭がリンク前に表示された最初のオカレンス

先頭が反復グループの最初のオカレンスの場合、グループの位置をリセットして、反復グループの最初のオカレンスが
画面上の反復グループの先頭行に表示されるようにします。たとえば、リンクが要求された際、反復グループの10番目
のオカレンスが画面の先頭に表示された場合には、そのリンクから戻ると、最初のオカレンスが画面の先頭に表示されま
す。このオプションは、あまり使われません。

先頭がリンク前に表示された最初のオカレンスの場合、リンクが要求されたときの位置にグループを復元します。たと
えば、リンクが要求された際、反復グループの10番目のオカレンスが画面の先頭に表示された場合は、そのリンクから
戻ったのちも、そのオカレンスは画面の先頭に表示されたままです。

このダイアログ・ボックスには、以下のフィールド情報が含まれます。

• 画面の名前
「名前」を使うと、現在の画面レイアウトのタイトルが変更できます。画面の名前は32文字以下でなければなりませ
ん。省略時解釈は、プロシージャ・ステップの名前です。

• 画面のヘルプ ID
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「ヘルプ ID」では、生成システムのヘルプ・テキストに関連づけられた名前を指定します。各画面とフィールドに
は、設計者が指定した一意のヘルプIDがあります。ヘルプIDの最大長は、44文字です。

画面スクロールのチェック・ボックス

このチェック・ボックスにより、スクロール・バーが使用可能になります。スクロール・バーを使えば、フィールド値の
間をページ単位で順番に上下できます。

下記の制約は、反復グループと多重反復グループをスクロールするときに適用されます。

• 反復グループによって表示されるエンティティの最大カージナリティが、表示行数を超える場合、スクロールを使い
ます。

• このカージナリティが表示行数以下の場合、スクロールは使いません。

未使用オカレンスのドロップダウン・リスト

このドロップダウン・リストでは、画面に表示する反復グループの殖値されていないオカレンスの自動保護を指定しま
す。このオプションにより、反復グループ内の未使用オカレンスの更新を可能または不可能にします。このため、最後に
記入された反復グループのオカレンスが画面に表れたら、順方向スクロールはできません。

順方向スクロールを行ないたい場合は、NEXTコマンドをプロシージャに含めます。未使用オカレンスが保護されている
と、グループの最後にオカレンスを追加することはできません。省略時解釈は、「未使用オカレンスは保護されていない
ので更新可能」です。

先表示型のドロップダウン・リスト

このドロップダウン・リストでは、リンクの対話から戻ったのち表示する反復グループのオカレンスを指定します。

反復グループに関する先表示型戻りには、下記の２つのタイプがあります。

• 先頭が反復グループの最初のオカレンス。
• 先頭がリンク前に表示された最初のオカレンス。

先頭が反復グループの最初のオカレンスの場合、グループの位置をリセットして、反復グループの最初のオカレンスが
画面上の反復グループの先頭行に表示されるようにします。たとえば、リンクが要求された際、反復グループの10番目
のオカレンスが画面の先頭に表示された場合には、そのリンクから戻ると、最初のオカレンスが画面の先頭に表示されま
す。このオプションは、あまり使われません。

先頭がリンク前に表示された最初のオカレンスの場合、リンクが要求されたときの位置にグループを復元します。たとえ
ば、リンクが要求された際、反復グループの10番目のオカレンスが画面の先頭に表示された場合には、そのリンクから
戻った後も、そのオカレンスは画面の先頭に表示されたままです。

「先頭が、リンク前に表示された最初のオカレンス」を選択した場合は、特性で対話フローの戻りを「先表示型」に設定
する必要があります。

省略時解釈は、「先頭が、反復グループの最初のオカレンス」です。

画面タイプ

「画面タイプ」ドロップ・ダウン・リストで、表示画面に全画面データのフォーマットを制御する機能を指定します。選
択肢は、

オプション 説明
MFS IMSのTPモニタだけに適用され、IMSの Message Format

Service（MFS）を参照します。［MFS］を選択すると、CA Gen
生成アプリケーションに MFS コードが含まれ、その MFS が全画
面データのフォーマットを制御します。
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MFS with EOF IMSのTPモニタだけに適用され、IMSのフィールドの終わりを指
定したMFSを参照します。このオプションでは、ファイルの終わ
りのキーが入力フィールドをブランクにし、以前のデータをプロ
ファイル・マネージャから復元しないことを指定します。

Bypass CA Gen 生成アプリケーションがフォーマットを直接制御しま
す。MFSなどのフォーマット機能はすべてバイパスされて使われ
なくなります。

HSTFAC Host Facilities（商標製品）に適用されます。

画面表示特性

プロンプト、フィールド、エラー・メッセージ、リテラルなどの画面表示特性を設定するには、下記の項目を指定してく
ださい。

• 色
• ［Intensity（輝度）］
• ［Highlight（強調表示）］
• 行末揃え
• カーソル配置
• カーソル記憶保護
• 「ゼロまたはヌルのとき空白」状態
• フィールド充填文字

画面/ダイアグラム全体

これらのラジオ・ボタンで、印刷またはプロットする、範囲を指定します（画面に現在表示されている部分だけか、また
は現在のダイアグラム全体）。これらのラジオ・ボタンはつねに使用可能であり、省略時解釈は「画面」です。

「画面」は、現在画面に表示されている部分だけを印刷します。しかし、印刷されたページには、現在の表示よりも多く
のダイアグラムのグラフィックがあるのが普通です。縦長モードまたは横長モードによって異なりますが、x方向またはy
方向にグラフィックが表示されます。印刷するページ上にある画面のグラフィックをどの程度表示させるかを指定するに
は、「印刷内容の表示」を使ってください。

「ダイアグラム全体」は、ダイアグラムの内容全体を印刷します。大型のダイアグラムの場合、１ページに印刷できな
いことがあります。そのため、１ページで収まるかどうかと、レポートを読みやすくするには複数のページが必要かどう
か、を指定する必要があります。複数のページを選択した場合、各ページにどの程度ダイアグラムを含めるかを指定する
必要があります。

［画面とテンプレート］ダイアログ

［画面とテンプレート］ダイアログ・ボックスには、選択用のプロシージャ・ステップとテンプレートが表示されます。
画面設計図ツールを使って、２種類の表示オブジェクト（画面とテンプレート）を定義してください。

画面は、システムのユーザ・ビューとなります。（ほとんどのオンライン・プロシージャ・ステップは画面と関連づけら
れています）。

テンプレートとは、画面の一部のみ定義したものです。（１つのテンプレートが多くの画面に組み込まれる場合があるの
で、画面に共通の外観を持たせます）。

詳細は、個々のコントロールのヘルプを参照してください。

プロシージャ・ステップの概念

次に、１つのプロシージャ・ステップに影響を及ぼすすべての要素の相互作用について説明します。

 1337



 CA Gen - 86JP - Japanese - Japan

プロシージャ・ステップは、画面とプロシージャ・アクション図と関連づけられています。１つのプロシージャ・ステッ
プが、その実行結果にもとづいて、別のプロシージャ・ステップに制御とデータを渡す手段は、対話フローによって示さ
れます。

下記のアクティビティでは、プロシージャ・ステップの実行時に、画面、プロシージャ・アクション図、対話フローがど
のように連動するかを示しています。

1. Enterキーまたはファンクション・キーを押して、画面データを入力してください。
2. 画面データをインポート・ビューにマップしてください。
3. アクション図によって、インポート・ビューを画面または別のプロシージャ・ステップからエクスポート・ビューに
割り当ててください。

4. アクション図条件（エグジット・ステート）を実行して、画面を表示するか、別のプロシージャ・ステップとフロー
を結んでください。
画面を表示することに決めた場合は、プロシージャ・ステップのエクスポート・ビューからのデータは、プロシー
ジャ・ステップの画面にマップされ、表示されます。
別のプロシージャ・ステップとフローを結ぶことに決めた場合は、現行プロシージャ・ステップからのエクスポー
ト・ビューは、目標プロシージャ・ステップのインポート・ビューに一致させます。

5. 対話フローに先実行型特性がある場合には、新しいプロシージャのインポート・ビューがそのアクション図に渡され
ます。その特性がない場合は、インポート・ビューの内容がただちに画面に表示されます。

自動フローは、アクション図の実行を削除することで、このサイクルを短縮します（上記の3ステップ）。

このプロシージャ・ステップを実行すると、アクション図が画面と対話フローの影響を受けません。画面の受け入れと表
示、または対話フローの開始には明示的な操作は必要ありません。また、下記のことを判別するロジックは必要ありませ
ん。

• プロシージャ・アクション図を画面から開始したか、対話フローから開始したか
• 実行結果を画面に表示させるか、対話フローを開始するか

下記のシナリオは非表示プロシージャに対するフローの作用を示します。

シナリオ

非表示プロシージャがリンク上で呼び出されます。リターン・リンク上またはほかのフロー上にないエグジット・ステー
トはセットされます。

作用

• リンクが１つのロード・モジュールを伴う（両プロシージャが１つのロード・モジュールに含まれる）場合、リター
ン・フローは実行されません。フローが実行されるように見えることがあります。これは、GUIウィンドウが非表示
プロシージャをプロシージャ・ステップ・スタックから除去し、フローが発生しないかのように動作するためです。

• リンクが２つのロード・モジュールを伴う（各プロシージャが別個のロード・モジュールに含まれる）場合、エグ
ジット・ステートがなんであれ、強制リターン・フローが実行されます。

以上のことは一貫性がなく、データを持つ強制リターン・フローはすべてのケースで実行されるべきですが、1 つのロー
ド・モジュール・シナリオは設計の歴史的観点に基いており、既存のモデルと CA Gen クライアント/サーバ・エンサイ
クロペディアは単一の非フロー・モジュール・リンクに依存しています。

［画面］ダイアログ

［画面］ダイアログでは、選択されたテンプレートが使われる画面を表示します。

スクリプト名フィールド

CA Gen のアプリケーション開発者は、このパネルを無視する必要があります。ただし、外部プロシージャ・ステップ特
性の定義が必要な、別の製品を使っている場合は、その製品のドキュメントを参照することにより、このパネルへの入力
方法を調べてください。

 1338



 CA Gen - 86JP - Japanese - Japan

スクリプト・パス・フィールド

CA Gen のアプリケーション開発者は、このパネルを無視する必要があります。ただし、外部プロシージャ・ステップ特
性の定義が必要な、別の製品を使っている場合は、その製品のドキュメントを参照することにより、このパネルへの入力
方法を調べてください。

ScrollTop イベントと ScrollBottom イベント

ScrollTopイベントとScrollBottomイベントを使えば、プロシージャ・ステップは、リスト・ボックスを展開して、データ
を表示できます。これを実行するためには、ScrollTopイベントとScrollBottomイベントを、リスト・ボックスと関連づけ
てください。

リストの項目が、スクロールできるだけの数になると、スクロールバーは活動状態になります。スクロール・バーの
スライダ部分（中間にある小型のボックス）が、その範囲の最上部か最下部に到達すると必ず、ScrollTopイベントと
ScrollBottomイベントがトリガされます。GUI および Java では、トリガが発生するのは、キーボードではなくマウスを
使用する場合のみです。スライダ・バーは、下記３方法のいずれか１つで移動します。

• 上矢印ボタンまたは下矢印ボタンをクリックします。
• スライダ・ボタンと矢印ボタンの間にあるスクロール・バー・エリアをクリックします。
• スライダ・バーをドラッグします。

ASP .Net では、トリガはスライダ・バーの最上部または最下部への移動と共に発生します。この移動は、以下の方法で
発生する場合があります。

• 上矢印ボタンまたは下矢印ボタンをクリックします。
• スライダ・ボタンと矢印ボタンの間にあるスクロール・バー・エリアをクリックします。
• スライダ・バーをドラッグします。
• リスト・ボックスで行を選択し、それをカーソル・キーで最上部または最下部に移動します。
• リスト・ボックスで行を選択し、それをマウス・ホイールで最上部または最下部に移動します。
• リスト・ボックスで行を選択し、それを PageUp または PageDown キーで最上部または最下部に移動します。

検索

［検索］は、英数字または全角文字列を検索します。文字列を検索するには、以下を指定します。

• 文字列
• 検索基準（指定できない場合もある）

このダイアログ・ボックスのフィールドは以下のとおりです。

• 「検索文字列の入力」
検索する文字列を指定します。以下のタイプの文字を検索文字列として使用できます。
– 英数字または DBCS 文字。
– 文字列の長さは32文字以内です。
– 以下の 2 種類のワイルドカードを検索文字列の一部として使用できます。

• * は、その位置以降の任意の文字列を表わします。
• ? はその位置の任意の 1 文字を表します。??はその位置の任意の全角１文字を表わします。

• 先頭から検索
クライアント・エリアのすべてのオブジェクトの最初から検索が開始されるように指定します。その検索は、検索文
字列が最初に現れた時点で終了します。文字列が見つかった行は、クライアント・エリアの最上部に左揃えで表示さ
れます。その行にある検索文字列を見るには、水平スクロールする必要がある場合があります。このオプションは、
［循環検索］オプションより優先されます。

• 循環検索
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クライアント・エリアの現在の表示の先頭行から検索が開始されるように指定します。初回には、クライアント・エ
リアの現行表示画面の最上行から検索を始めます。文字列が見つかった行は、クライアント・エリアの最上部に左揃
えで表示されます。その行にある検索文字列を見るには、水平スクロールする必要がある場合があります。
このオプションはデフォルトで選択されています。

• 大小文字の識別
テキスト属性に大文字と小文字の両方を使用するか、または大文字のみを使用するかを示します。このオプションの
選択を解除すると、属性は大文字と小文字が区別されず、属性のテキスト入力は、すべて大文字でデータベースに保
存されます。このオプションを選択すると、属性は大文字と小文字が区別され、属性のテキスト入力は入力されたと
おりにデータベースに保存されます。
たとえば、社員というエンティティ・タイプに［名前］という属性があるとします。［名前］で大・小文字が区別さ
れる場合、名前の文字は入力されたとおりにデータベースに保存されます。したがって、［名前］に「John Doe」と
入力された場合、「John Doe」のままデータベースに保存されます。一方、［名前］で大・小文字が区別されない場
合（すなわち、チェック・ボックスが選択されていない場合）、「John Doe」は「JOHN DOE」に変換されます。

• コメント・ステートメントに位置づけ
アクション図の無効化されたステートメントを検索します。

NOTE
注： ［コメント・ステートメントに位置づけ］オプションを選択すると、文字列検索より優先されます。

［検索］ダイアログ（ダイアログの場合）

［検索］ダイアログ・ボックスで、検索したい英数字または DBCS 文字列を入力します。検索を実行すると、その検索
文字列を含む次のオカレンスを見つけます。

ダイアログ・ボックスのオプションは以下のとおりです。

• 検索する名前を入力してください
「検索する名前を入力してください」では、検索する文字列を指定します。
– 英数字と全角文字を入力できます。
– 文字列の長さは32文字以内です。
– 2 つのワイルドカード（* および ?）が許可されます。
– *はその位置以降の任意の文字列を表わします。
– ? はその位置の任意の 1 文字を表します。??はその位置の任意の全角１文字を表わします。

• 検索
［検索］をクリックすると、［検索文字列の入力］フィールドの文字列で検索が開始されます。

• クローズ
［クローズ］ボタンをクリックすると、検索せずに終了します。

［検索］ダイアログ（リストの場合）

［検索］ダイアログ・ボックスで、検索したい文字列と検索基準を指定します。

このダイアログ・ボックスのフィールドは以下のとおりです。

• 検索する文字列
検索する文字列を指定します。検索条件に関するヒントを以下に示します。
– 英数字と全角文字を入力できます。
– 文字列の長さは32文字以内です。
– 2 つのワイルドカード（* および ?）が許可されます。
– *はその位置以降の任意の文字列を表わします。
– ? はその位置の任意の 1 文字を表します。??はその位置の任意の全角１文字を表わします。

• 最初から検索
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ダイアグラムの先頭から、検索文字列の最初のオカレンスを検索するように指定します。
• 循環検索
検索文字列の次のオカレンスを検索するように指定します。

• 大小文字の識別
検索文字列の文字パターンを検索するように指定します。

文字列が見つかった行は、クライアント・エリアの最上部に左揃えで表示されます。その行にある検索文字列を見るに
は、水平スクロールする必要がある場合があります。

選択

クライアント・エリア内で強調表示したオブジェクトを指定するときは、「選択」を選択してください。現れるダイアロ
グは、強調表示したオブジェクトによって異なります。

「追加する条件の選択」選択リスト

「追加する条件の選択」選択リストでは、ウィンドウまたはダイアログ・ボックス上に置かれたすべてのビューを表示し
ます。ただし、不活性化する状態を定義しようとしているものを除きます。（定義しようとしているものは、上の選択リ
ストに表示されます）。このリストでは、各ビューに対して選択可能な下記の条件が表示されます。

• コントロールにデータがあるかないか
• コントロールがオンかオフ
• コントロールに、選択されたものが、ないか、１つあるか、複数あるか
• コントロールが選択されているかいないか

このリストで選択した条件は、不活性化するステートメントの一部として上のリストに表示されます。上のリストに条件
を追加するには、［追加］プッシュ・ボタンを選択してください。

上のリスト内のそれぞれの不活性化する状態に追加できる条件は、各コントロールにつき１つだけです。別の条件を追加
するには、上のリスト内の不活性化する状態から条件を削除しなければなりません。条件を追加できない場合、［追加］
プッシュ・ボタンは非活動状態になっています。

たとえば、コントロールにデータがあるという条件を上のリストに追加したと仮定します。これを、コントロールにデー
タがないという条件に変更したい場合、まずもう１つの条件を上のリストから削除しなければなりません。

上のリスト内で条件を削除するには、条件を選択してから、［削除］プッシュ・ボタンを選択してください。

メッセージ・ボックスおよびリストボックス/テーブルの［カスタム表示特性］の選択

［カスタム表示特性の選択］ダイアログ・ボックスでは、カスタム表示特性のリストが表示されます。リストに <自動
> が表示された場合、これは（可能であれば）ツールが##########を使用することを示します。必要なカスタム表示特
性を選択し、［了解］をクリックします。 システムにより変更が保存され、［カスタム表示特性の選択］ダイアログ・
ボックスを閉じます。

「追加または削除の選択」選択リスト

「追加または削除の選択」選択リストでは、コントロールが不活性状態になる条件を表示します。不活性状態のコント
ロールはぼかし表示され、アプリケーション・ユーザは選択できません。

不活性化条件を定義しようとしているコントロールは、リストの一番上の行です。不活性化条件は、下の選択リストから
選択すると表示されます。

このリスト内のステートメントの値が真になる場合、コントロールは不活性状態になります。下記のいずれか１つが真の
場合、ステートメントは真です。
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• ステートメントにAND条件もOR条件も含まれず、ステートメントが真である。
• ステートメントにOR条件が含まれず、すべてのAND条件が真である。
• ステートメントにOR条件が含まれ、OR条件の少なくとも１つが真である。

ステートメントに含まれるOR条件内にAND条件が入っている場合、同じ規則が適用されます。最低１つのOR条件内
で、すべてのAND条件が真でなければなりません。

条件の位置は、このリストで選択された行によって、下記のように異なります。

リストの行 位置
最上行 最初の条件は、最上行の下に置かれます。ORという語がリスト

の最下部に表示されます。２番目以降の条件は、このOR行の上
に置かれます。２番目以降の条件の前にはANDという語が置かれ
ます。

OR行 最初の条件は、OR行の下に置かれます。リストの最下部にORが
もう１つ表示されます。２番目以降の条件は、一番下のOR行の
上に置かれます。２番目以降の条件の前にはANDという語が置か
れます。

その他の行 その条件は、下記のOR行の上に置かれます。

［追加置き換え属性の選択］ダイアログ

［追加置き換え属性の選択］ダイアログ・ボックスでは、ビューに追加する 1 つ以上の追加属性を選択できます。「置
き換えつつ複写」では、プロシージャのアクション図内のCREATEとUPDATEステートメントの追加属性について、SET
ステートメントを作成します。

属性の横にアスタリスク (*) が付いている場合は、すでに一致しているものです。これらの属性は、追加属性の選択用に
は使えません。

イベントをすべて選択（Select All Events）

［イベントをすべて選択］プッシュ・ボタンは、「定義イベント」リスト（Defined Events）のイベントをすべて選択し
ます。

［すべての選択］ウィンドウ

下記のラジオボタンの１つを選択することにより、ナビゲーション図内に表示するウィンドウとダイアログ・ボックスを
制御できます。下記のすべてのウィンドウを選択できます。

• ［モデル内］ - 現行モデル内のすべてのウィンドウとダイアログ・ボックスを［含まれるオブジェクト］リストに追
加します。

• 「選択したビジネス・システム内」 - 選択したビジネス・システム内のすべてのウィンドウとダイアログ・ボックス
を「含まれるオブジェクト」リストに追加します。

• 「選択したプロシージャ・ステップ内」 - 選択したプロシージャ・ステップ内のすべてのウィンドウとダイアログ・
ボックスを「含まれるオブジェクト」リストに追加します。

• ［スタンド・アローンの］ - 作成されたがフローを持たないすべてのウィンドウとダイアログ・ボックスを［含まれ
るオブジェクト］リストに追加します。

NOTE
注： フローを持たないウィンドウとダイアログ・ボックスとは、モデルが不完全であるか（フローがあるはず
のもの）、またはオブジェクトが不要なものです。
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［属性の選択］ダイアログ

［属性の選択］ダイアログ・ボックスは、［置き換えつつ複写］を使う場合、置換に使用可能な属性を表示します。選択
した属性は、［置き換えつつ複写］ダイアログの元の属性と突き合わせられ、複写中に置換されます。

オペレーションの選択

アクション・ブロックを選択すると、エンティティ・タイプを含む特定のオペレーションについてアクション・ブロック
をマークできます。選択したアクション・ブロックには、アスタリスクが付きます。オペレーションについてのアクショ
ン・ブロックをマークするには、アクション・ブロックを選択し「オペレーションとして選択」を選択してください。

［ビジネス・システムの選択］ダイアログ

［ビジネス・システムの選択］ダイアログ・ボックスには、複写されたプロシージャ、プロシージャ・ステップ、アク
ション・ブロック、またはアクション図に関連づけられるビジネス・システムがリスト表示されます。オープン・モデル
に定義されたすべてのビジネス・システムが、この選択リストに表示されます。

プロシージャ、プロシージャ・ステップ、アクション・ブロック、またはアクション図は、１回に１つのビジネス・シス
テムにしか複写できません。

［名前の選択］ダイアログ

［名前の選択］ダイアログ・ボックスには、指定した検索基準に適合した名前が一覧表示されます。リストから名前を選
択し、［検索］プッシュ・ボタンを選択します。

SELECT のみ

このコントロールを選択すると、READステートメントに対して生成されるコードはSELECTステートメントしか含みま
せん。一部のDBMSでは、このため、複数の行がWHERE節を満たした場合にエラーを発生します。さらに、ジェネレー
タがその行をロックしなければならないと判断した場合には、このオプションは無視されます。

Oracle の場合、CA Gen は以下の行の後にシングルトン選択を生成します。

EXEC ORACLE OPTION ( SELECT_ERROR=NO )

これにより、コードでOracleに「複数行を戻す状況」を無視するよう指示したときに不要なカーソルを生成します。

［親を選択］（オペレーションに対して）

オペレーションはモデル内で最下位の作業単位です。たとえば顧客の読取（READ CUSTOMER）です。

オペレーションを追加する場合、その親を選択しなければなりません。一般的には、オペレーションの親はプロシージャ
です。下記は、基本プロセスからオペレーションに至る階層（最上位から最下位までの作業単位）の例です。

顧客の作成（Create Customer）（基本プロセス）

顧客の維持（Maintain Customer）（プロシージャ）

顧客の情報（Customer Information）（ファンクション）

顧客の読取（Read Customer）（オペレーション）

プロシージャ・ステップを選択

この選択リストには、ロード･モジュールに関連づけられていないプロシージャとプロシージャ･ステップすべてが表示さ
れます。（プロシージャはパッケージングされていません。）
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プロシージャの名前を選択すると、プロシージャに関連づけのあるすべてのプロシージャ・ステップを選択できます。
個々のプロシージャ・ステップを選択するときは、関連するプロシージャでなくプロシージャ・ステップを選択してくだ
さい。

［プロシージャ・ステップの選択］ダイアログ

［プロシージャ・ステップの選択］ダイアログ・ボックスを使うと、設計中の現行ビジネス・システムの外部プロセスで
あるビジネス・システムまたはプロシージャ・ステップを指定することができます。

「外部フロー・インの追加」と「外部フロー・アウトの追加」によって、ビジネス・システム間にフローを作成できま
す。宛て先ビジネス・システムへの外部フローの追加とソース・ビジネス・システムからの外部フローの追加を行なえま
す。宛て先システムへの外部フローは、「外部フロー・アウト」として知られていますが、最初のプロシージャ・ステッ
プにのみフローを結ぶことができます。ビジネス・システムからの外部フローは、「外部フロー・アウト」として知られ
ていますが、任意のプロシージャ・ステップから発生させることができます。

このダイアログ・ボックスでは、以下のフィールドを使用できます。

• ビジネス・システム
この選択リストでは、宛て先ビジネス・システムに結ばれる外部フローを追加したり、ソース・ビジネス・システム
からの外部フローを追加するときに、適当なビジネス・システムを指定できます。
プロシージャによっては、外部ロジックを使わなければならないものがあります。たとえば、アプリケーションがサ
ポートしていないデータベースとファイルに対して、システムがアクセスする場合などです。外部オブジェクトを使
えば、プロシージャに必要な情報ソースを仮想的に表示できます。また、ソースの外部で必要なプロシージャの情報
も表示できます。
「外部フロー・インの追加」を選択すると、選択したビジネス・システムが、外部ビジネス・システムからフローを
受け取る宛て先ビジネス・システムになります。
「外部フロー・アウトの追加」を選択すると、選択したビジネス・システムが、外部ビジネス・システムへフローを
送るソース・ビジネス・システムになります。

• プロシージャ ステップ
この選択リストでは、「フロー・イン」に関連づけたプロシージャ・ステップを指定できます。

• 宛て先ビジネス・システムの選択
• 選択リストから適切なプロシージャ・ステップを選択します。
• 宛て先システムへの外部フローは、先頭プロシージャ・ステップにしか結ぶことはできません。
外部フローを送信するプロシージャ・ステップを指定する方法

• ソース・ビジネス・システムの選択
• プロシージャ選択リストから適切なプロシージャ ステップを選択します。
• ビジネス・システムからの外部フローは、任意のプロシージャ・ステップから送り出せます。

 

対話フローとプロシージャ・ステップの選択

［選択］プッシュ・ボタンでは、対話フローとプロシージャ・ステップを受け入れて、自動フローに関連づけます。

［選択］プッシュ・ボタン

このプッシュ・ボタンでは、3 つの選択項目から選んだ項目を組み合わせて、それらを選択リストの一番上に追加しま
す。組み合わせた項目は、フローの実行に使われます。

ビットマップの選択

［選択］プッシュ・ボタンでは、［導入ビットマップ］選択リストで強調表示され［ビットマップの表示］エリアに表示
されたビットマップを選択し、起動する［特性］ダイアログ上の［ビットマップ］コンビネーション・ボックスに、その
ビットマップの名前を戻します。
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クリア・スクリーン入力における［選択］プッシュ・ボタン

このプッシュ・ボタンをクリックすると、選択リスト内で強調表示されているキーワードを選択し、［クリア・スクリー
ン入力］のダイアグラムに戻ります。このダイアログ上では、［選択］は［了解］に相当します。

フローの保守における［選択］プッシュ・ボタン

このプッシュ・ボタンをクリックすると、選択リスト内で強調表示されているエグジット・ステートを選択し、［フロー
の保守］のダイアグラムに戻ります。このダイアログ上では、［選択］は［了解］に相当します。

プロシージャ合成における［選択］プッシュ・ボタン

コマンドまたは同義語と、それに対応したアクション・ブロックを選択した場合、このプッシュ・ボタンは活動状態にな
ります。「選択」では、アクション・ブロックの処理を指示するコマンドまたは同義語を定義できます。「選択」をする
と、ユーザが選択した項目は選択リストの一番上になります。

［選択したアクティビティ］レポート・オプション

このレポート・オプションを選択すると、レポート内容に、アクティビティ階層図にあって強調表示されているアクティ
ビティが記載されます。

いったん選択すると当該セッション中は継続しますが、モデルと一緒には保存されません。

情報がないレポート内容オプションを選択した場合、そのオプションに［なし］が表示されます。

選択した属性はインプリメントできません。

この属性は、一貫性検査で警告が見つかっているか、またはインプリメンテーションを取り消すことを開発者が指定して
あるため、インプリメントできません。

選択したエンティティ・タイプはインプリメントできません。

このエンティティ・タイプは、一貫性検査で警告が見つかっているか、またはインプリメンテーションを取り消すことを
開発者が指定してあるため、インプリメントできません。

「選択したエンティティ・タイプ」チェック・ボックス

選択したエンティティ・タイプだけを対象にしたいとき、このチェック・ボックスを選択してください。

生成の選択

「生成の選択」チェック・ボックスで、コード・ジェネレータに、選択装置に対応したMessage Format Service
Code（MFSコード）を生成させるよう指定します。MFSコードでは、拡張属性の指定、行数および列数の指定をサポー
トします。

NOTE
注： このチェック・ボックスで、環境パラメータのポップアップ・ウィンドウにある［拡張属性サポート］
チェック・ボックスの設定を変更できます。チェック・ボックスで設定を選択すると、コード生成プログラム
でコードが生成されます。コードが生成されると、［拡張属性のサポート］チェック・ボックスの設定を選択
できます。

選択した関係はインプリメントできません。

この関係は、一貫性検査で警告が見つかっているか、またはインプリメンテーションを取り消すことを開発者が指定して
あるため、インプリメントできません。
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リスト・ボックスの選択文字

「選択インディケータ」チェック・ボックス（Selection Indicator）では、属性を選択インディケータとしてマークする
ことを指定します。リスト・ボックスでは、選択インディケータはどの行が選択されるのかを示します。リスト・ボック
スに設定できる選択インディケータは１つだけです。

属性ビューには下記のような制限があります。

• リスト・ボックス内のほかの属性ビューと同じレベルのエクスポート反復グループ・ビューに属していなければなり
ません。反復グループ・ビューはネストできない。

• 属性はテキストのドメインで定義され、長さは１文字でなければなりません。
• GUIステートメントを使うエクスポート反復グループ・ビューに対して指定する必要があります。

ワーク・ビューを使うと、選択インディケータの属性を簡単に実現できます。もう１つの方法では、GET ROW、つまり
別のGUIステートメントを使って、リスト・ボックスの１つ以上の項目を操作します。GUIステートメントの詳細は、ヘ
ルプの索引を使って下記のトピックを参照してください。

• GUIステートメントの追加
• GET ROW
• HIGHLIGHT
• UNHIGHLIGHT

選択インディケータを使うと、リスト内の行を選択したときに、ウィンドウ・マネージャにより自動的に属性ビューにア
スタリスク"*"がつきます。選択された行の属性ビューごとに１つのアスタリスクが適用されます。リストが複数の列の
あるリスト・ボックスの場合は、選択した行にある各列が選択状態で表示されます。

アクション図のロジックは、この選択インディケータを使って、リスト内のどの属性が選択されているのかを判断できま
す。そのあとで、ロジックは適切な処理を実行できます。

例で説明します。FLAGという属性でEXPORT IEF_SUPPLIEDというワーク・セットを作成するとします。FLAGはリス
ト・ボックスの選択インディケータです。リスト・ボックスには、「顧客」（customer）、「番号」（number）、「都
市」（city）という列があります。

アクション図では、得意先のエンティティ・ビューについてREAD EACHが実行されます。リスト・ボックス内で選択さ
れた顧客、番号、都市は、FLAG内にアスタリスクが入ります。選択された行で変更を実行するアクション図のロジック
は、下記のようにインプリメントできます。

+- CASE change

| ---

| +-- FOR EACH retrieved

| | -- IF export ief_supplied flag IS NOT EQUAL TO SPACES

| | | MOVE in customer TO flow_passed customer

| <------ESCAPE

| | ---

| ---

| EXIT STATE IS perform_change
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---

同様に、選択インディケータを使ってリスト・ボックス内の属性を事前に選択することもできます。ウィンドウまたは
ダイアログ・ボックスが表示されたときに、リスト・ボックスは事前に選択された行を表示できます。アクション図のロ
ジックは、アスタリスクを選択インディケータに設定しなければなりません。この例を続行するには、ステートメントを
下記のようにします。

SET export ief_supplied flag TO "*"

「リスト特性」の選択

アプリケーションのユーザは、このコントロールを使って、リスト・ボックス内の複数の行を選択できます。単一選択、
複数選択、拡張選択の実行には、標準のWindows規約が適用されます。

リスト・ボックス・フィールド特性の「選択インディケータ」

リスト・ボックス・フィールド特性の「選択インディケータ」チェック・ボックスは、リスト・ボックスで行が選択され
たときに属性が表示されるようにします。リスト・ボックスに設定できる選択インディケータは１つだけです。

属性ビューには下記のような制限があります。

• リスト・ボックス内のほかの属性ビューと同じレベルのエクスポート反復グループ・ビューに属していなければなり
ません。反復グループ・ビューはネストできない。

• 属性はテキストのドメインで定義され、長さは１文字でなければなりません。
• GUIステートメントを使うエクスポート反復グループ・ビューに対して指定する必要があります。

ワーク・ビューを使うと、選択インディケータの属性を簡単に実現できます。もう１つの方法では、GET ROW、つまり
別のGUIステートメントを使って、リスト・ボックスの１つ以上の項目を操作します。GUIステートメントの詳細は、ヘ
ルプの索引を使って下記のトピックを参照してください。

• GUIステートメントの追加
• GET ROW
• HIGHLIGHT
• UNHIGHLIGHT

選択インディケータを使うと、リスト内の行を選択したときに、ウィンドウ・マネージャにより自動的に属性ビューにア
スタリスク"*"がつきます。選択された行の属性ビューごとに１つのアスタリスクが適用されます。リストが複数の列の
あるリスト・ボックスの場合は、選択した行にある各列が選択状態で表示されます。

アクション図のロジックは、この選択インディケータを使って、リスト内のどの属性が選択されているのかを判断できま
す。そのあとで、ロジックは適切な処理を実行できます。

例で説明します。FLAGという属性でEXPORT IEF_SUPPLIEDというワーク・セットを作成するとします。FLAGはリス
ト・ボックスの選択インディケータです。リスト・ボックスには、「顧客」（customer）、「番号」（number）、「都
市」（city）という列があります。

アクション図では、得意先のエンティティ・ビューについてREAD EACHが実行されます。リスト・ボックス内で選択
された得意先、番号、都市には、FLAGに、アスタリスクが付きます。選択された行で変更を実行するアクション図のロ
ジックは、下記のようにインプリメントできます。

+- CASE change

| ---
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| +-- FOR EACH retrieved

| | -- IF export ief_supplied flag IS NOT EQUAL TO SPACES

| | | MOVE in customer TO flow_passed customer

| <------ESCAPE

| | ---

| ---

| EXIT STATE IS perform_change

---

同様に、選択インディケータを使ってリスト・ボックス内の属性を事前に選択することもできます。ウィンドウまたは
ダイアログ・ボックスが表示されたときに、リスト・ボックスは事前に選択された行を表示できます。アクション図のロ
ジックは、アスタリスクを選択インディケータに設定しなければなりません。この例を続行するには、ステートメントを
下記のようにします。

SET export ief_supplied flag TO "*"

選択リスト

この選択リストでは、現在のプロシージャ・ステップからのフローの宛て先プロシージャ・ステップを選択できます。新
しい選択リストを生成する必要があるときは、「新しいリストの合成」のオプションがかならず表示されます。

［フローの選択リスト］ダイアログ

［フローの選択リスト］ダイアログ・ボックスでは、サブジェクト・リストのフローを現在のプロシージャ・ステップに
追加できます。フローは、選択リストを表示する合成プロシージャ・ステップが起点となります。

サブジェクト・リストのフローを指定した場合、下記の選択リストから選択してください。

• サブジェクト・エンティティ・ビュー
サブジェクト・エンティティ・タイプの候補を指定します。

• サブジェクト・リストからのフロー
フローの起点の候補となる合成プロシージャ・ステップを指定します。

• オン・コマンド
フローを実行するために実装可能なコマンドを指定します。

使えるコマンドのリストを追加するには、［コマンドの追加］プッシュ・ボタンを選択してください。

詳細は、個々のコントロールのヘルプを参照してください。

サブジェクト・リスト・フローの概念

サブジェクト・リストのフローにより、生成システムのユーザは、詳細化するプロシージャ・ステップのメニューとして
選択リストを使えます。ユーザは、選択リストからエンティティ・タイプのオカレンスを選択でき、「エンティティの保
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守」のアクションを実行できます。「エンティティの保守」の画面でアクションを完了すると、選択リストが再び現れま
す。

たとえば、従業員を表示するプロシージャ・ステップと、従業員の記録に関するエンティティ・アクションを実行するプ
ロシージャ・ステップの間でフローを合成できます。

現行エグジット・ステートの［渡し］チェック・ボックス

現行エグジット・ステートの［渡し］チェック・ボックスを選択しておくと、エグジット・ステートの値、メッセージ・
タイプ、メッセージ文が、対話フローに沿って、宛て先プロシージャ・ステップに渡されます。終了アクション（「ノー
マル」、「ロールバック」、「アボート」）は渡されず、「ノーマル」となります。

エグジット・ステート値は、プロシージャ・アクション図のロジック内で、どちらのアクションを実行するべきかを
判定するのに使えます。たとえば、エラー発生時には必ずプロシージャ ステップ ERROR HANDLER にフローし、
かつ、ERROR HANDLER への対話フローに沿って現行エグジット・ステートを渡すようにしておけば、ERROR
HANDLER 内部でエグジット・ステート値を判断することにより、次に行なうべきアクションを特定できます。すべて
のフローに関する現行エグジット・ステートを ERROR HANDLER に渡すようにすることで、エグジット・ステート値
を問い合わせるロジックを追加して、適切なアクションを確定することが可能になります。

あるプロシージャ・ステップがエグジット・ステート値を変更しない場合、そのエグジット・ステートは、そのプロシー
ジャ・ステップの完了時に、「ノーマル」として処理されます。エグジット・ステートがフロー・オン・エグジット・ス
テートである場合、プロシージャ・ステップの完了時にはフローが発生します。同様に、エグジット・ステートがリター
ン・オン・エグジット・ステートである場合、宛て先プロシージャ・ステップの完了時にはリターンが発生します。

GUIとクライアント/サーバ・アプリケーションにて、エグジット・ステートが渡された場合、制御が宛て先プロシー
ジャ・ステップに渡るまで、メッセージ文は表示されません。

GUIとクライアント/サーバ・アプリケーションにて、エグジット・ステートが渡されなかった場合、制御が宛て先プロ
シージャ・ステップに渡るまで、メッセージ文が表示されます。

現行エグジット・ステートの「渡し」チェック・ボックスは、対話フローが先実行型である場合にのみ活性状態になりま
す（つまり先表示型でない場合）。

省略時解釈では、このチェック・ボックスはオフです。旧バージョンと同様に、宛て先プロシージャ・ステップの実行開
始時には、エグジット・ステートがヌルで初期化されます。

「渡し/戻し」ラジオ・ボタン

このラジオ・ボタンを選択すると、下記のような渡しデータと戻しデータの両方のビュー・マッチングが表示されます。

• フロー先プロシージャ・ステップへの渡しデータのビュー・マッチング
• フロー元プロシージャ・ステップへの戻しデータのビュー・マッチング

「水平間隔」チェック・ボックス

「水平間隔」チェック・ボックスでは、オブジェクト間を指定した距離にして、オブジェクトを横方向に配置します。こ
の距離は、装置独立表示要素の単位で表わします。「距離」入力フィールドで距離を指定してください。

オブジェクトは、基準オブジェクトを基準にして配置されます。左右間隔の場合の基準オブジェクトは、最も左にあるオ
ブジェクトです。

このチェック・ボックスは、「水平配置」チェック・ボックスと連動しています。つまり、「水平間隔」チェック・ボッ
クスを選択すると、「水平配置」チェック・ボックスだけが活動状態になります。

NOTE
注： 画面フォントのサイズは、モニタの解像度によって異なります。そのため、アプリケーション上に表示さ
れるフォントのサイズは、モニタごとに異なります。モニタ解像度の違いのためコントロールが重なったり途
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中で切れたりしないようにするには、コントロール間の距離に余裕を持たせてください。レイアウトが詰め込
みすぎにならないようにしてください。適度に間隔をあけたレイアウトは、より見やすくなります。

「垂直間隔」チェック・ボックス

「垂直間隔」チェック・ボックスでは、オブジェクト間を指定した距離にして、オブジェクトを縦方向に配置します。こ
の距離は、装置独立表示要素の単位で表わします。「距離」入力フィールドで距離を指定してください。

オブジェクトは、基準オブジェクトを基準にして配置されます。上下間隔の場合、基準オブジェクトはほかのオブジェク
トよりも上にあるオブジェクトです。

このチェック・ボックスは、「垂直配置」チェック・ボックスと連動しています。「垂直間隔」チェック・ボックスを選
択すると、「垂直配置」チェック・ボックスのみが活動状態になります。

NOTE
注： 画面フォントのサイズは、モニタの解像度によって異なります。そのため、アプリケーション上に表示さ
れるフォントのサイズは、モニタごとに異なります。モニタ解像度の違いのためコントロールが重なったり途
中で切れたりしないようにするには、コントロール間の距離に余裕を持たせてください。レイアウトが詰め込
みすぎにならないようにしてください。適度に間隔をあけたレイアウトは、より見やすくなります。

区分スペースの入力フィールド

この単一行入力フィールドで、下記のものに表示される要素の間の、最大のブランク数を指定します。

• ツールバー
• ステータス･バー

「区分スペース」の省略値はブランク５個です。ブランク１個のサイズは、使っているフォントによって異なります。区
分スペースのスペースの効果を知るには、隣の要素と区分する要素にフォーカスを置き、右のマウス・ボタンを押したま
ま、隣の要素と反対方向に、「省略時スペース」の２倍以上の長さをドラッグします。

ツールバーでは、最小スペース（省略時スペース）は通常、同じ種類のプッシュ・ボタンの間に使われます。最大スペー
ス（区分スペース）は、異なる種類のプッシュ・ボタンを区切るのに使われます。

このフィールドで受け入れられる値は０～999ですが、指定した数が大きすぎると、要素の間が離れすぎ、目に見える範
囲から出てしまうことがあります。その場合、ツールバーまたはステータス・バーをダブルクリックし、区分スペースを
小さくしてください。

下記のツールバーの例で「区分スペース」を比較してください。

区分スペース = 5

区分スペース = 50
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下記のステータス・バーの例の「区分スペース」を比較してください。

区分スペース = 5

区分スペース = 50

下位メニュー項目の「区分線」

「区分線」チェック・ボックスで、下位メニュー項目の上に横線が表示されるようにします。横線を表示すると、２つの
メニュー項目を見分けやすくなります。

このチェック・ボックスは、プルダウンの下位メニュー項目のみに適用されます。区分線を表示する下位メニュー項目
は、プルダウンの先頭のメニュー項目であってはなりません。

順序づけ

［順序づけ］で、Tabキーを押したときにカーソルがコントロールからコントロールに移動する順序を指定します。

サーバ（Server）

立体のボックスは、"No Display"属性セットを持つプロシージャ・ステップである、サーバを表します。ボックス内のテ
キストは、プロシージャ・ステップの名前です。

サーバ環境

「サーバ環境」では、選択したオブジェクトの環境パラメータを設定します。選択したオブジェクトがビジネス・システ
ムである場合、そのビジネス・システム内のすべてのサーバ・ロード・モジュールの環境パラメータを設定できます。選
択したオブジェクトがサーバ・ロード・モジュール（サーバ・マネージャ）である場合、そのサーバ・ロード・モジュー
ルだけのための環境パラメータを設定できます。

［サーバ環境パラメータ］ダイアログ

［サーバ環境パラメータ］ダイアログ・ボックスは、サーバ構成要素の本番環境を指定します。

このパラメータは、コード生成に影響し、また、ビジネス・システムの一部でなくサーバ・マネージャの一部として保管
されます。

すべてのサーバ構成要素の省略時パラメータを、グローバル形式で指定できます。指定するには、ビジネス・システムを
選んだのち、サーバ環境の詳細を指定してください。すると"ALL"という語が、環境パラメータのダイアログに表示され
ます。この語は、そのパラメータがすべてのサーバ・ロード・モジュールに適用される、ということを意味します。

サーバ構成要素ごとにでなく、グローバルな環境パラメータを設定したい場合があります。そうすれば、時間を節約で
き、パラメータの誤りや設定漏れによる生成エラーの発生を減らせます。

アプリケーションのテストなどのために、グローバル・パラメータに一時パラメータを指定変更したい場合、生成ツール
の［生成の省略時解釈］オプションを選択してください。

［生成の省略時解釈］ダイアログ・ボックスで、下記のものの一時パラメータを設定できます。
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• オペレーティング・システム
• DBMS
• 言語
• TPモニタ
• プロファイル・マネージャ
• 通信

詳細は［生成の省略時解釈］のヘルプを参照してください。

サーバ・マネージャの特性 - .NETリモーティング

このタブでは、.NETサーバ環境内のサーバ・マネージャの特性を指定します。以下のフィールドを指定できます。

• チャンネル・タイプ - このオプションでは、リモート処理の境界を越えてアプリケーション間（アプリケーション・
ドメイン間、プロセス間、またはコンピュータ間）でメッセージをトランスポートする際のメカニズムを指定しま
す。［バイナリ］または［Simple Object Access Protocol (SOAP)］を選択できます。

• ホスト名 - このフィールドでは、.NETサーバのロケーションを指定します。ホスト名は、Internet Packet バージョ
ン 4（IPv4）またはバージョン 6（IPv6）の形式にすることができます。［ホスト名］フィールドの入力の最大長は
1024 文字です。

• サービス（ポート） - このフィールドでは、.NETサーバにアクセスするためのポート・アドレスを指定します。

サーバ・マネージャの特性（EJB/RMI）

このタブでは、EJB™（Enterprise JavaBeans™）/RMI（Java™ Remote Method Invocation）環境におけるサーバ・マ
ネージャの特性を指定します。以下のフィールドを指定できます。

• ネーム・マネージャ URL - このフィールドは、同じEARファイルやアプリケーション・サーバでデプロイされていな
いGen生成クライアントからEJBがアクセスされない限り、通常、ブランクのままです。それ以外の場合は、EJBのホ
ストとなるアプリケーション・サーバのネーム・マネージャ（JNDIサーバ）のUniversal Resource Locator（URL）を
入力します。ネーム・マネージャ URL は Internet Packet バージョン 4（IPv4）またはバージョン 6（IPv6）の形式に
することができます。この URL フィールドの入力の最大長は 1024 文字です。

• 初期ファクトリ - このフィールドは、EAR ファイルやアプリケーション・サーバでデプロイされていない Gen 生成
クライアントから EJB がアクセスされない限り、通常、ブランクのままです。その他の場合、アプリケーション・
サーバの EJB ファクトリ作成クラスの Java クラス名を入力します。

サーバ・マネージャの特性（MQSeries）

このタブは、MQSeries アプリケーションを生成するときに、サーバ・マネージャの以下の特性を指定します。省略時解
釈は上書きすることにより変更できるということに注意してください。

• キュー・マネージャ名： これはローカル・キュー・マネージャの名前です。省略時解釈値はヌルであり、これはクラ
イアントとサーバの両方を省略時Queueマネージャに接続します。

• キュー名： これはローカル・キュー名です。これをクライアントは要求へのPutキューとして使います。MQSeries
サーバはこのキューを、要求を受け取るためのGetキューとして使います。このフィールドの省略時解釈値はサー
バ・ロード・モジュール名です。

• 応答キュー名： クライアントは、キューに応答するためにこの名前を使用します。名前を使用して、モデルキュー名
またはローカル・キュー名を指定できます。省略時の名前は、SYSTEM.DEFAULT.MODEL.QUEUEです。

• クライアント・タイプ： MQS または MQI-Client を指定します。「MQS」ラジオ・ボタンをオンにすると、生成する
クライアントは、ローカル・クライアント・マシン上に、キュー、チャネル、キュー・マネージャをアタッチしよう
とします。「MQI-Client」ラジオ・ボタンをオンにすると、開発者が、リモート・キュー・マネージャへのコールを
可能にする、薄いMQSeriesクライアントを使う、ということを意味します（ローカル・システム上にキュー・マネー
ジャもキューもチャネルもなしで）。
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サーバ・マネージャの特性 - タブつきダイアログ・ボックス

［サーバ・マネージャ特性］ダイアログ・ボックスには複数のタブがあります。それらにより、下記のサーバ・マネー
ジャ特性を表示および定義できます。

• ロード・モジュールを指定する一般特性
• MQSeries の特性
• TCP/IP の特性
• EJB/RMI の特性
• .NET リモート-ティング

各タブのその他のヘルプを見るには、フィールドを１つ選択し、F1または［ヘルプ］プッシュ・ボタンをクリックして
ください。

サーバ・マネージャの特性（TCP/IP）

「サーバ・マネージャの特性」ダイアログ・ボックスで、TCP/IPアプリケーションを生成するときのサーバ・マネー
ジャ特性を指定します。値を空白のままにしてある場合、実行時にクライアント・ランタイムによって有効な値を指定し
なければなりません。

• ホスト名： マシン名またはインターネット・アドレスとしてホスト名を指定します。ホスト名は、Internet Packet
バージョン 4（IPv4）またはバージョン 6（IPv6）の形式にすることができます。［ホスト名］フィールドの入力の
最大長は 1024 文字です。

• サービス（ポート）： ターゲット・ホスト上で、接続に使用するポートまたはサービス名を指定します。サービス名
（たとえば、my service）または数字のポート番号（たとえば、2008）で指定することもできます。

NOTE
注： （Java プロキシなどの）ランタイムによっては、数字のポート番号の使用が必要なものがあります。

［サーバ名］フィールド

CA Gen アプリケーション開発者は、このパネルを無視しても構いません。。

ただし、外部プロシージャ・ステップ特性の定義が必要な、別の製品を使っている場合は、その製品のドキュメントを参
照することにより、このパネルへの入力方法を調べてください。

サーバ/プロシージャ・ステップの特性

画面なしプロシージャ・ステップまたはサーバを作成するには、［サーバ/プロシージャ・ステップの特性］ダイアロ
グ・ボックスを使用します。このサーバにより、ブランクのサーバ・プロシージャ・ステップがモデル内に作成されま
す。

「ナビゲーション図」では、サーバ名が書いてある３次元の実線ボックスとしてサーバを表示します。3 つのペインのい
ずれかでサーバ・アイコンまたはサーバ・エントリをダブルクリックして、そのサーバ・プロシージャ・ステップのアク
ション図ツールを起動します。

ダイアグラムには、ウィンドウを（まだ）持たないプロシージャ・ステップが３次元の点線ボックスで表示されます。プ
ロシージャ・ステップ（pstep）アイコンまたは ３ つのペインのいずれかをダブルクリックして、そのプロシージャ・ス
テップのアクション図ツールを起動します。

「ツール・パレット」（Tool Palette）からウィンドウをドラッグし「ネットワーク」（Network）のボックス内のpstep
アイコンの一番上にドロップすると、そのpstepアイコンと置き換わります。

このダイアログ・ボックスには、以下のフィールド情報が含まれます。

• ［サーバ名］フィールド
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モデルに追加しナビゲーション図に表示したい新規サーバの名前を入力するには、このフィールドを使ってくださ
い。現行のビジネス・システムに新規サーバを追加します。そのサーバの名前は、このダイアログ・ボックスの「ビ
ジネス・システム」フィールド（Business System）内に表示されます。

• ナビゲーション図における［サーバの記述］
新規サーバの記述を入力するには、このフィールドを使ってください。このフィールドは、サーバに関する有用な情
報を保存しておくのに便利な場所です。記述には、サーバを作成した理由と、そのサーバがほかのオブジェクトと共
有している関係を含めます。

ナビゲーション図における［サーバ］リスト

［サーバ］リスト（Servers）には、［ビジネス・システム］フィールド（Business Systems）内に表示される、現行ビ
ジネス・システム内のすべてのサーバが含まれています。このドロップダウン・リストでビジネス・システムを変更する
と、CA Gen は［サーバ］リスト（Servers）を更新して、新しいビジネス・システムに含まれるサーバを表示します。

ナビゲーション図における［サーバ］タブ

表示するサーバをナビゲーション図に含めるには、［サーバ］タブ（Servers）を使ってください。［サーバ］リスト・
ボックスでサーバを選択し、［含める］プッシュ・ボタン（Include）を押すか、［サーバ］リスト（Servers）内でサー
バ名をダブルクリックして、［含まれるオブジェクト］リストにサーバを追加します。

このダイアログ・ボックスのフィールドは以下のとおりです。

• ビジネス・システム
現行モデル内のすべてのビジネス・システムからビジネス・システムを選択するには、このリストを使ってくださ
い。「ナビゲーション図」内に表示するために選択したウィンドウ、ダイアログ・ボックス、サーバは、このビジネ
ス・システム内に置かれます。
［プロシージャ・ステップ］リスト内に一覧表示されているプロシージャ・ステップも、このビジネス・システム内
に置かれます。
このフィールドの省略時解釈は、ビジネス・システム・ツールで選択した現行ビジネス・システムです。

NOTE
注： 異なるビジネス・システムのオブジェクトが、同時に［ナビゲーション図］内に表示されることもあり
ます。

• 含まれるオブジェクト
「含まれるオブジェクト」リスト・ボックスは、ナビゲーション図に含めるように指定したすべてのオブジェクト
（スコーピング・オブジェクトとも呼ばれる）を表示します。オブジェクトをダブルクリックするか、オブジェクト
を選択してから［含める］プッシュ・ボタンをクリックすと、表示するオブジェクトを含めることができます。［ダ
イアグラム］タブ、［ウィンドウ］タブ、［サーバ］タブ、［分類］タブのオプションを使用して、オブジェクトを
選択できます。
［分類］タブでは、設定した基準に合ったすべてのオブジェクトが一覧表示されます。これらの基準は、「すべての
ウィンドウの選択」（Select All Windows）のラジオボタンの１つを選択してから、［含める］プッシュ・ボタンを選
択することにより確立できます。

NOTE
注： CA Gen では、別のタブに移動すると、前のタブで選択した内容が保持されます。「オープン」ボタン
（Open）を選択することにより、選択した内容を持つ「ナビゲーション図」を表示してください。

「ナビゲーション図」に含めるオブジェクトを選択する場合、選択したオブジェクト（スコーピング・オブジェク
ト）を下記の３つのうちいずれかの方法で表示できます。
– すべてのスコーピング・オブジェクトと、それらの子（スコーピング・オブジェクトからのフローを持つオブジェ
クト）を表示する。(これは省略時解釈です）。

– すべてのスコーピング・オブジェクトと、それらの親（スコーピング・オブジェクトへのフローを持つオブジェク
ト）を表示する。

– 親と子の両方とともにスコーピング・オブジェクトを表示する。
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これらのオプションは、「ビュー」メニュー（View）上の選択に対応します。
• サーバ
［サーバ］リスト（Servers）には、［ビジネス・システム］フィールド（Business Systems）内に表示される、現
行ビジネス・システム内のすべてのサーバが含まれています。このドロップダウン・リストでビジネス・システムを
変更すると、CA Gen は［サーバ］リスト（Servers）を更新して、新しいビジネス・システムに含まれるサーバを表
示します。

• 削除
［含まれるオブジェクト］リストからオブジェクトを削除するには、オブジェクトを選択し、［削除］をクリックす
るか、［含まれるオブジェクト］リスト内でオブジェクトをダブルクリックします。

• 含める
選択したオブジェクトを［含まれるオブジェクト］リストに含めるには、［含める］ボタンを使用します。オブジェ
クトをダブルクリックして、リストにオブジェクトを含めることができます。

サービスがない

このエラー・メッセージは、WSDL サービス・エレメントがないことを示します。WSDL サービス・エレメントは、特
定のバインディングを公開するポートのコレクションを定義しています。WSDL サービス・エレメントの詳細について
は、http://www.w3.org/TR/wsdl を参照してください。

WSDL サービス・エレメントが利用可能であることを確認してください。

キー値の設定

値を、「キー」の選択リストの選択カラムに移動させます。その値は、カラムのタイプ、長さ、小数点以下桁数に合う値
でなければなりません。

SET ステートメント

SETは、属性ビューに値を割り当てる際に使われる割当アクションです。SETは、CREATEステートメントとUPDATEス
テートメントのSET節と同様に動作します。

下記は、SETアクション・ステートメントのフォーマットです。

     --                            --             --                --

SET | entity-view-1 attribute-view-1 | [ROUNDED] | TO expression      |

    | NEXTTRAN                       |           | USING action-block |

    | SUBSCRIPT                      |            --                --

    | LAST                           |

     --                            --

ここで、entity-view-1は、下記のいずれかです。

• 常駐しないエクスポート・エンティティ・ビュー
• 出力されて、常駐しないインポート・エンティティ・ビュー
• ローカル・エンティティ・ビュー
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SETアクションは、CREATEアクション内でも、UPDATEアクション内でも、独立型のアクションとしても使えます。
エンティティを作成するときは、その識別属性または必須属性（または両方）に、値を割り当てる必要があります。任意
属性の場合は、CREATEアクションにおいてもUPDATEアクションにおいても、任意の属性値を設定できます。

属性アクションを使って作業する場合は、SETアクションを使って個々の属性ビューに値を割り当てます。SETで、属性
の初期値を指定することも、既存の値を変更することもできます。TOオプションを使って特定値を割り当てるか、また
はアルゴリズムを使用（USING）して値を計算することにより、属性を設定できます。

たとえば、下記の例のSETステートメントでは、テキスト属性を文字列に設定します。具体的には、リテラル値がコード
に直接割り当てられます。

 -- CREATE received product

| SET code TO "GA"

 --

この例では、SETは独立型のアクションとして使われ、エクスポート・ビューまたはローカル・ビューからの属性の値が
指定されます。

SET export code TO input product code

SETステートメントのNULL特性

SETステートメントでは、NULL可能なビューはすべて、NULLかNOT NULLです。ヌル可能ビューの詳細については、
「NULL 特性」を参照してください。

ここでは、CA Gen で生成されるアプリケーションで NULL 可能ビューの SET ステートメントをインプリメントする方
法について説明します。

SET ビュー TO ビューという構文の場合

トピック「NULL を含む SET 動作と MOVE 動作」を参照してください。

SET ビュー TO NULL という構文の場合

1. そのビューのNULLフラグがオンになります。
2. 省略値が存在する場合は、その属性の省略値が設定されます。省略値が存在しない場合は、下記のように０かブラン
クが設定されます。
数値フィールドの場合は、値として０が設定されます。
固定長の文字列の場合は、値としてすべてブランクが設定されます。
可変長の文字列の場合は、長さ属性に０が設定されます。

詳細については、「NULL 特性」を参照してください。

SET ビュー TO 他の式という構文の場合

右辺が、NULL以外、または（かっこ、関数、算術演算子のない）単一の属性ビューである場合は必ず、左辺のビューは
NOT NULLになります。

［コマンドの設定］プッシュ・ボタン

このプッシュ・ボタンでは、宛て先プロシージャ・ステップで実行するコマンドを指定します。コマンドは、選択するこ
とも、入力することもできます。

オンライン・プロシージャ・ステップには、その処理を指示するコマンド値が必要です。
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対話フローで渡すコマンドを選択する場合、ソース・プロシージャ・ステップ内に設定したコマンドを宛て先プロシー
ジャ・ステップに渡し、それをフローに関連づけることができます。コマンドを渡すときは、「コマンド」選択リストか
ら<Current>を選択してください。ユーザは、ビジネス・システム内のフローについて、コマンドの値を<Current>に設定
できます。また、自動フローについてもコマンドの値を<Current>に設定できます。

<Current>オプションを使うと、メニューに柔軟性を与えることができます。たとえば、エグジット・ステートを設
定するメニュー・オプションを選択して、エグジット・ステートによってトリガされるフローでコマンドを渡せま
す。<Current>オプションは、同じ画面メニュー上で複数のオプションを使い、各オプションが同じ宛て先プロシージャ
へのフローを使う場合に特に有用です。

たとえば、営業注文の追加、削除、記入などがあるメニューでは、３つのフローはすべて同じ宛て先プロシージャに設
定できます。したがって、３つのエグジット・ステートと３種類のコマンドを追加する代わりに、１つのエグジット・ス
テートを持つ対話フローを１つだけ追加し、コマンドの値を<Current>に設定しておけます。

多関連オブジェクトの指定

当機能は、あるオブジェクト（たとえばエンティティ・タイプ、ファンクション、または基本プロセス）を作用クラスタ
化の対象から除外します。

多関連オブジェクトとは、マトリックス内の多数のオブジェクトに関連しているオブジェクトです。たとえば、多数の
エンティティ・タイプを作成（CREATE）するファンクションは、多関連オブジェクトです。もしそのファンクション
を、多関連オブジェクトとして指定しておかないと、クラスタ化の結果として、１個の著しく大きなクラスタができあ
がってしまいます。

多関連オブジェクトが生じるのは、そのオブジェクトが下記のいずれかの状態にあるからです。

• 分解し足りない。
• 業務を正しく表わしているが、オブジェクト内部をクラスタ化しなければならない。
• オブジェクトの定義そのものが誤りである。
• 期待効果ＣとＵのうちのいくつかが誤りである。

多関連オブジェクトを指定すると、以前に定義したクラスタがすべてクリアされます。

無作用の指定を始めるには、まず下記のいずれかのマトリックスをオープンしてください。

• エンティティ・タイプ/ファンクション・マトリックス
• エンティティ・タイプ/基本プロセス・マトリックス

設定オプション

オプションの詳細は、該当するオプションを選択してヘルプを表示してください。

• 属性ビュー
• NEXTTRAN
• NEXTLOCATION
• クライアント・ユーザID
• クライアント・パスワード
•  添字
• Last
• ウィンドウ・オブジェクト
• トランザクション再試行限界

CREATEにおけるSETステートメント

「必須属性と関連づけの設定」を選択すると、下記のステートメントが追加できます。
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• 記述されたタイプのすべてのエンティティに値が割り当てられているすべての属性に対するSETステートメント
• すべての必須関係に対するASSOCIATEステートメント
• 例外ステートメント（WHEN successful、WHEN already exists、WHEN 許容値 violation)

また、「すべての属性と関連づけの設定」を選択すると、下記のステートメントが追加できます。

• すべての必須属性と任意属性に対するSETステートメント
• すべての必須関係と任意関係に対するASSOCIATEステートメント
• 例外ステートメント

誘導属性と自動採番属性では、SET ステートメントは生成されません。

「すべての属性（関連づけなし）の設定」を選択すると、下記のステートメントが追加できます。

• すべての必須属性と任意属性に対するSETステートメント
• 例外ステートメント

ASSOCIATEステートメントは作成されません。

「SETあるいはASSOSIATEステートメントを追加しない」を使うと、SETステートメントまたはASSOCIATEステート
メントは作成されません。この場合、すべての必須属性とその他の属性に値を割り当てるSETステートメントを追加する
必要があります。また、識別関係に対を確立するASSOCIATEステートメントも追加する必要があります。この場合は例
外ステートメントが追加されます。

例

下記は、必須属性と関連づけだけを設定するときに作成されるCREATEステートメントの例です。

 

下記は、すべての属性と関連づけを設定するときに作成されるCREATEステートメントの例です。
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下記は、すべての属性（関連づけなし）を設定するときに作成されるCREATEステートメントの例です。

 

下記は、SETステートメントまたはASSOCIATEステートメントを追加しないときに作成されるCREATEステートメント
の例です。

 

UPDATEにおけるSETステートメント

「必須属性の設定」を選択すると、CA Genで下記のステートメントを追加できます。

• 記述されたタイプのすべてのエンティティに値が割り当てられているすべての属性に対するSETステートメント
• 例外ステートメント

識別属性にSETステートメントは作成されません。
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「すべての属性の設定」を選択すると、下記のステートメントが追加できます。

• すべての必須属性と任意属性に対するSETステートメント
• 例外ステートメント

誘導属性、自動採番属性、または識別子で使用される属性では、SET ステートメントは生成されません。

「Set ステートメントを追加しない」を選択すると、SETステートメントまたはASSOCIATEステートメントは作成され
ません。この場合、すべての必須属性とその他の属性に値を割り当てるSETステートメントを追加する必要があります。
また、識別関係に対を確立するASSOCIATEステートメントも追加する必要があります。この場合は例外ステートメント
が追加されます。

例

下記は、必須属性を設定するときに作成されるUPDATEステートメントの例です。

 

下記は、すべての属性を設定するときに作成されるUPDATEステートメントの例です。

 

下記は、SETステートメントまたはASSOCIATEステートメントを追加しないときに作成されるUPDATEステートメント
の例です。
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［表示特性のセット］ダイアログ

このダイアログは、フィールドの表示特性を指定します。

ブロック・モード・アプリケーションの場合、ここで指定する属性は、ビジネス・システム省略時解釈で設定した表示
特性を上書きします。ビジネス・システム省略時解釈で設定した特性は、最初に全画面フィールドの表示特性を定義しま
す。このダイアログ値は、MAKEステートメントによって特定のフィールドに適用され、最初の省略時特性を置き換えま
す。ブロック・モード・アプリケーションが、それらをサポートしていないハードウェア装置に表示特性を送ろうとする
と、画面の一部しか表示されないなどの予想外の結果が生じることがあります。たとえば、画面の一部しか表示されない
ことがあります。

このダイアログ・ボックスでのすべての選択内容は、GUI アプリケーションのフィールドに適用されますが、下記の場
合を除きます。

• 高（輝度）
• 下線（強調表示）
• 点滅（強調表示）

コード・ジェネレータは、GUIアプリケーションの生成と導入時に「高」、「下線」、「点滅」の各表示属性を無視しま
す。ビジネス・システム省略時解釈の表示特性は、GUIアプリケーションに適用されないため、省略時特性への上書は必
要ありません。

NOTE
注： 場合によっては、入力文字を表示させない入力フィールドが必要なことがあります。この例としては、
ユーザがパスワードを入力するフィールドがあります。プロシージャ・ロジックで、入力フィールドを MAKE
DARK に設定してください。このフィールドは入力を受け付けますが、ユーザに表示されるのは、カーソルの
動きだけです。MAKE DARK 条件は、画面、ウィンドウ、またはダイアログ・ボックスが表示されるまで有効
でなければなりません。これは、画面、ウィンドウ、またはダイアログ・ボックスへのフローを「先実行型」
に設定しなければならないことを意味しています。

詳細は、個々のコントロールのヘルプを参照してください。

SetBitmapBackground メソッド

使用法 SetBitmapBackground (String1, String2, String3)
説明 ウィンドウの背景ビットマップを設定します。
引数 String1： ビットマップのファイル名である文字列
 String2： ビットマップ・ファイルへのフル・パス名である文字列
 String3： 表示モードである文字列値。有効な値は、「中央」、

「タイル」、または「サイズ」です。
戻り値 None.

SQL/MP データベースの省略時解釈の設定

SQL/MP データベースの省略時解釈の設定方法

1. 「設計」→「テクニカル設計」を選択してください。
使用するテクニカル設計を強調表示してください。

2. ［ダイアグラム］-［オープン］を選択します。
3. ［詳細］-［データベース省略時解釈］を選択します。
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SQL/MP テーブルの省略時解釈の設定

SQL/MP テーブルの省略時解釈の設定方法

1. 「設計」→「テクニカル設計」を選択してください。
使用するテクニカル設計を強調表示してください。

2. ［ダイアグラム］-［オープン］を選択します。
3. ［詳細］-［テーブル省略時解釈］を選択します。

設定

「設定」メニュー項目からいくつかのオプションにアクセスし、1 つ以上のオブジェクトをダイアグラムに追加したり、
ツールバーとツール・パレットの表示か非表示のいずれかを選択したり、ダイアグラムのテキスト・フォントを変更した
り、ダイアグラムの背景色を設定したり、メニュー項目の配列をカスタマイズしたりできます。

メニュー・オプション 説明
ダイアグラム・フォントの省略時解釈 （すべての文字が同じ幅を持つ）固定ピッチ・フォントに制限さ

れないダイアグラムで、テキストの書体を変更します。この変更
はすべてのウィンドウに反映されます。

固定幅フォントの省略時解釈 テキストベースのダイアグラムでのみ、テキストの書体を変更し
ます。固定ピッチ（すべての文字が同じ幅を持つ）フォントだけ
が使用可能です。このオプションは、下記のダイアグラムに作用
します。
- データ・モデル・リスト
- アクション図
- 画面設計
- プロトタイピング
- データ構造リスト
- データ・ストア・リスト
- パッケージング
- 生成

白を省略時背景色とする すべてのダイアグラムの背景色を白から黒へ切り換えます。この
変更はすべてのウィンドウに反映されます。

黒を省略時背景色とする すべてのダイアグラムの背景色を白から黒へ切り換えます。この
変更はすべてのウィンドウに反映されます。

追加 １回に１つのオブジェクトをダイアグラムに追加します。
連続して追加 キャンセルするまで、１回に１つづつ、いくつかのオブジェクト

をダイアグラムに追加します。
プリンタ プリンタ用に１ページあたりの行数と１行あたりの文字数を定義

します。
パス CA Gen ファイルの読取元と書込先になるサブディレクトリを定

義します。
エンサイクロペディア通信 エンサイクロペディア通信のパラメータを設定します。
エンサイクロペディアの選択 エンサイクロペディアの位置を確認します。
ボックスの大きさ ERD と ADD の省略時のボックス・サイズを定義します。
［一貫性検査］オプション 不整合が報告されるレベルを定義します。
自動保存 モデルを自動保存する間隔を定義します。
MRU 設定 選択すると、CA Gen は、各ウィンドウを最後に使用した際のサ

イズと位置を記憶します。
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ウィンドウのサイズと位置を記憶 選択すると、CA Gen は、各ウィンドウを最後に使用した際のサ
イズと位置を記憶します。

NOTE
注： ［設定］のフォントと色に関する最初の 4 つのオプションに関する変更は、すべてのウィンドウつまり
グローバルに反映されます。ダイアグラムに特有つまりローカルに変更を加える場合は、そのダイアグラムの
「オプション」プルダウン・メニューで行ないます。

Shared by Another BA or BS Color （ほかの BA または BS 色と共用）

このドロップダウン・リストには、当該ビジネス・エリアまたは当該ビジネス・システムに存在し、かつほかのビジネ
ス・エリアまたはほかのビジネス・システムにも存在するような、行と列の、表示色がリスト表示されます。省略時解釈
は濃い青色です。

#########

［削除］ダイアログ・ボックスを使用すると、モデルからアクション・ブロックを削除できます。ほかのアクション図
またはアクション・ブロックで使用されていないアクション・ブロックだけを削除できます。また、作業中のサブセット
に、削除用途を指定しておく必要があります。

Shift

このチェック・ボックスを選択すると、Shiftキーと「キー」に指定されたキーを押してメニュー項目を活動化できます。

ファンクション・キーがキーのドロップダウン・リストから選択された場合、または Ctrl か Alt のチェック・ボックスが
選択された場合に、Shift チェック・ボックスを選択することができます。

Shift キーのプッシュ・ボタン・アクセレレータ（チェック・ボックス）

このチェック・ボックスを選択すると、Shiftキーと「キー」に指定されたキーを押してメニュー項目を活動化できます。

ファンクション・キーがキーのドロップダウン・リストから選択された場合、または Ctrl か Alt のチェック・ボックスが
選択された場合に、Shift チェック・ボックスを選択することができます。

表示

ここでは、選択したオブジェクトの出力ファイルを表示します。出力ファイルは、生成時または導入時に作成されるもの
であり、ソース・コード、導入デック、画面コード、または選択したオブジェクトの、生成時や導入時に発生したエラー
を含みます。出力ファイルにはソース・コード、インストール・デック、画面コード、または選択したオブジェクトの生
成またはインストール時に発生したエラーが含まれます。

NOTE
注： ［ソースの表示］、［導入デックの表示］、［画面の表示］を使用可能にするコードを作成しておく必要
があります。

ウィンドウの表示

「表示」は、選択するウィンドウをフォアグランド内に表示します。最小化ウィンドウが、最後のサイズおよび位置に復
元されます。

ウィンドウを選択するには、ウィンドウ名をダブルクリックするか、または強調表示して「表示」を選択してください。

すべての表示

「すべての表示」によって、現在そのダイアグラムに定義されているすべてのオブジェクトが表示されます。
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NOTE
注： ［すべての表示］は、隣接物がダイアグラムに表示されている場合にのみ活動状態になります。

エンティティ・タイプ階層レポートの［属性の表示］

このオプションを選択すると、レポートに記載される各エンティティ・タイプの全属性がそのレポートに加わります。属
性の中に識別子も表示します。

「レポート・オプション」ダイアログ・ボックスの「属性の表示」

「属性の表示」を選択すると、当該エンティティ・タイプの属性の特性リストが表示されます。

BIDI 項目を表示します

このアクションを使用できるのは、弊社の社員のみです。お客さまは、弊社のテクニカル・サポートからの指示のもとで
のみ使用してください。

境界の表示

このチェック・ボックスをオンにすると、テーブル・セル・ボーダが固定サイズでおよび可変サイズ・テーブルでのみ表
示されます。

子の表示

ウィンドウ、ダイアログ・ボックス、またはほかのオブジェクトを追加するときに、「ナビゲーション図」内に表示され
る関係を確認するためにこのオプションを使ってください。

「子の表示」は省略時の選択です。このオプションを選択してからウィンドウをダイアグラムに追加すると、新しいウィ
ンドウにはその子（そのウィンドウが呼び出すウィンドウまたはダイアログ・ボックス）がすべて表示されます。

オブジェクト間の関係の表示を制御する別のオプションとしては、［Show Parents］と［Show Parents and Children］
があります。

「座標の表示」チェック・ボックス

「座標の表示」チェック・ボックスには、選択したオブジェクトの座標、幅、および高さが表示されます。オブジェクト
は、ウィンドウ、ダイアログ・ボックス、コントロールのいずれでもかまいません。

座標は、オブジェクトの左下が基準になります。ウィンドウまたはダイアログ・ボックスでは、表示画面の左下が座標の
原点になります。コントロールの原点は、そのコントロールが属しているウィンドウまたはダイアログ・ボックスの左下
です。

座標および幅と高さの値は、装置独立表示要素の単位（ピクセル）単位で表示されます。

ダイアログ ID の表示

このアクションを使用できるのは、弊社の社員のみです。お客さまは、弊社のテクニカル・サポートからの指示のもとで
のみ使用してください。

導入デックの表示

ここでは、導入デックのファイルを表示します。

「導入デックの表示」は、データベース、対話マネージャ、バッチ・マネージャ、ウィンドウ・マネージャ、または参照
保全性トリガ、に対してのみ活動状態になります。
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NOTE
注： ［導入デックの表示］を使用可能にするコードを作成しておく必要があります。

下記の例は、導入デックの一部分です。ロード・デック全体を正確に示してはいません。

:execdef

user=USERID

date=nn/nn/nn

time=12:55:44

os=Windows.

:source

model='ORDER ENTRY'

subset='ALL'

dateup=0000/00/00

timeup=00:00

saved=NO

schema=n.n.n

level=n.n.n.n.

:esource.

:systems

techsys=ORDER_ENTRY_SYSTEM

source=E:\ADGEN\ORDBWL.IEF\COBOL\.

:esystems.

:execunit

member=ORDRENT

objid=122

language=COBOL

os=Windows
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execenv=IEFAE

dbms=DBM

isolation=RR

profile=SQL

format=BYPASS

dbname=ORDENTDB.

:pstep

member=CUSLIST

objid=167

name=CUSTOMER_LIST

techsys=ORDER_ENTRY_SYSTEM

dlgtran=L

clrtran=L

sql=YES

create=NO

update=NO

delete=NO

test=YES.

:eexecunit.

:eexecdef.

メニュー ID の表示

このアクションを使用できるのは、弊社の社員のみです。お客さまは、弊社のテクニカル・サポートからの指示のもとで
のみ使用してください。
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アクティビティ階層レポートの［ノード番号の表示］

［ノード番号の表示］を選択すると、アクティビティ階層レポート内のそのアクティビティの位置にあたるノード番号が
印刷されます。

下記はノード番号が表示されている場合の表示例です。

Function 1 ADS_TEMPLATE_MODEL_-_TAD9311A

Function 2 1 ADS_MODEL_SAMPLE KIT

Function 3 1.1 BUSINESS_EVALUATIOM

Elem Proc 4 1.1.1 SK_ADD_DIVISION

Elem Proc 4 1.1.2 SK_MODIFY_DIVISION

Elem Proc 4 1.1.3 SK_DELETE_DIVISION

オブジェクト ID の表示

このアクションを使用できるのは、弊社の社員のみです。お客さまは、弊社のテクニカル・サポートからの指示のもとで
のみ使用してください。

オブジェクト・ヒントの表示

マウス・ポインタをダイアグラム内のオブジェクトの上に置くと、そのオブジェクトの選択情報が表示されます。 この
機能はデフォルトでは無効になっています。 表示される情報は、オブジェクトのタイプおよびダイアグラムによって異
なります。 この機能は、［オプション］メニュー、または Shift + Escape （Esc）キーの組み合わせによって、有効/無
効を切り替えることができます。

この機能を有効にした後、Esc キーを押すと、現行のオブジェクトが非表示になります。つまり、Esc キーを押すと、マ
ウスを別のオブジェクトへ動かすまで、対象のオブジェクトが非表示になります。
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親の表示

ウィンドウ、ダイアログ・ボックス、またはほかのオブジェクトを追加するときに、「ナビゲーション図」内に表示され
る関係を確認するためにこのオプションを使ってください。

［親の表示］をオンにしてオブジェクトを追加すると、ダイアグラムにそのオブジェクトとその親（選択したオブジェク
トを呼び出すすべてのオブジェクト）が表示されます。

オブジェクト間の関係の表示を制御する別のオプションとしては、［Show Children］と［Show Parents and Children］
があります。

親と子の表示

ウィンドウ、ダイアログ・ボックス、またはほかのオブジェクトを追加するときに、「ナビゲーション図」内に表示され
る関係を確認するためにこのオプションを使ってください。

「親と子の表示」（Show Parents and Children）をチェックしオブジェクトを追加すると、ダイアグラムは、選択した
オブジェクトを呼び出すオブジェクトと選択したオブジェクトによって呼び出されるオブジェクトを表示します。

オブジェクト間の関係の表示を制御する別のオプションとしては、［Show Children］と［Show Parents］があります。

プロシージャ・ステップ名の表示

［プロシージャ・ステップ名の表示］メニュー項目を選択することにより、［階層構造］ペインと［コントロール］ペイ
ン内に現在表示されているオブジェクトに関連づけたすべてのプロシージャ・ステップのテキスト名を表示できます。

画面の表示

ここでは高水準プログラミング言語で画面を定義したファイルを表示します。

選択したオブジェクトの生成時にエラーが発生した場合、「ソースの表示」は、エラーを説明したファイルを表示しま
す。

NOTE
注： ［画面の表示］を使用可能にするコードを作成しておく必要があります。

ソースの表示

ここでは、選択したオブジェクトに従って、ソース・コードまたはDDLのファイルを表示します。

選択したオブジェクトの生成時にエラーが発生した場合、「ソースの表示」で、エラーを説明したファイルを表示しま
す。

NOTE
注： 「ソースの表示」を使用可能にするコードを作成しておく必要があります。

追加

［追加］を選択すると、ダイアログ・ボックスは、1 回追加するたびに画面から消えます。［了解］プッシュ・ボタンを
選択すると、１次ウィンドウが表示されます。

モデル・ウィンドウにて、またはダイアグラム・ウィンドウ（「モデル」→「設定」）にて、「連続して追加」または
「追加」を選択すると、その選択内容はディスクに保存されて、すべてのツールセット・ダイアグラムの省略時解釈と
なります。次のツールセット・セッションは、最後に選択した省略時解釈で始まります。選択後にオープンしたダイアグ
ラムには、省略時解釈としての設定が受け継がれます。しかし、省略時解釈を選択したときにオープンするダイアグラム
は、影響を受けないでので、オープン時に活動状態だった値を使います。
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サイズ（ページ数）

ページ数での記憶場所のサイズです。省略時解釈は 50 ページです。この入力は ０ より大きくなければなりません。

スナップ・ポイント・コンポーネントのアーキテクチャ図

コンポーネント・アーキテクチャ図の［スナップ・ポイント］メニューは、スナップポイントがダイアグラム上に表示さ
れるかどうかを制御します。

選択したオブジェクトをグリッドにスナップ

「選択したオブジェクトをグリッドにスナップ」チェック・ボックスで、選択したオブジェクトの位置を、最も近いグ
リッドの交点になるよう変更します。オブジェクトは、左下を基準にして位置が変更されます。

グリッド線の間隔は、「縦（Y）」と「横（X）」の値によって決まります。

このチェック・ボックスは、［スナップの量］ダイアログ・ボックスを表示したとき、常に未選択の状態で表示されま
す。このダイアログ・ボックスでは、このチェック・ボックスの選択状態は維持されません。このチェック・ボックスを
選択できるのは、［了解］プッシュ・ボタンの単一の用途としてのみです。

NOTE
注： グループ・ボックスをグリッド上にスナップしても、グループ・ボックス内のコントロールはスナップさ
れません。グループ・ボックスのコントロールは、個別にスナップしなければなりません。

スナップ・プロセスでは、サイズ決定と位置決定が同時に行なわれます。オブジェクトは上端と右端の方向に位置が変更
されます。

SOAPAction がない

このエラー・メッセージは、WSDL の 1 つまたは複数のメソッドの SOAPAction HTTP リクエスト・ヘッダー・フィー
ルドがないことを示します。SOAPAction フィールドは、SOAP HTTP リクエストの目的を示します。フィールドの値
は URI です。HTTP クライアントは、このフィールドを使用して SOAP HTTP リクエストを発行します。SOAPAction
フィールドの詳細については、http://www.w3.org/TR/wsdl を参照してください。

すべてのメソッドに SOAPAction フィールドが含まれることを確認してください。

［ソリッド］ラジオ・ボタン

このラジオ・ボタンは、ダイアグラムのオブジェクトをソリッド色にして印刷します。オブジェクトの名前は、オブジェ
クトの内側に別の色で書かれます。

この印刷形式は、画面に表示されるダイアグラムの色を反映します。したがって、スライドなどのプレゼンテーションに
使う場合に、これを用いてダイアグラムを印刷またはプロットできます。

SORT

SORTは反復グループ・ビュー内のオカレンスの順序をソートします。含まれる属性（複数ありうる）の値に基づいて、
昇順または降順にソートできます。

SORTステートメントは、反復グループ・ビュー内の内容に対して働きます。いったん植値された反復グループ・ビュー
は、データベースを再度読むことなく何回でもソートを繰り返せます。多重反復グループ・ビューは、サポートされてい
ません。

NOTE
注： 特定の National Language Characters を使う場合、GUI SORT ステートメントによって呼び出される
標準の C ソート・ルーチンが、希望通りの結果を生成しないことがあります。String Compare User Exit
WRSTRNCMを変更することによって、ユーザ独自のソート・アルゴリズムを定義できます。
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SORT文の形式は下記のとおりです。

SORT repeating_group_view BY sort_argument_character_expression

この反復グループ・ビューは、エクスポート・グループ・ビューまたはローカル・グループ・ビューです。

ソート引数は文字ビューまたは文字列であり、昇順か降順かも示します。

ソート引数を文字列で指定する場合、開発者はそのエクスポート反復グループ・ビュー内における、属性の並び順を知っ
ていなければなりません。

それを知るには、アクション図内のビュー・リストを展開表示するか、ビュー保守機能にアクセスしてください。属性
は、「ビュー保守」ウィンドウにて簡単に数えることができます（ただし、rは反復グループ・ビューを、attrは属性を示
します）。

先頭から順に数えます。どのワーク・セットやどのエンティティ・タイプに属しているかは無関係です。エクスポート反
復グループ・ビュー内の属性だけを数えてください。

NOTE
注： ビューを数えるときは提供されているワーク・セットの属性を必ず含めてください。属性を数える際に、
提供されている SELECT_CHAR およびその他の属性が見落とされると、エラーになります。

SORTステートメントの末尾にある文字列には属性の個数も含めてください。SORT文の末尾に属性の位置（何番目の属
性か）を書き、ブランクを１つ置き、aまたはd（昇順/降順）を書きます。

たとえば、第３属性の値で降順ソートしたい場合、3 dと書いてください。

複数の属性を書くこともできます。たとえば、第３属性（昇順）と第５属性（昇順）でソートしたいならば、文字列ダイ
アログ・ボックス内に3 d 5 dと書きます。

"a"と"d"の前にはブランクが１つ必要です。

ソート引数内の、最初の属性が第１キーとなり、第２の属性が第２キーとなり、以下同様です。

ソート式は、漸次実行されるので、最初の式またはステートメントが働くのは、次の式またはステートメントの処理完了
後です。最初のSORTステートメントの結果非表示となった項目は、後続のSORT式の実行対象に含まれません。

NOTE
注： 反復グループ・ビュー内で属性ビューを別の位置に移動しないでください。これをすると、属性の順序が
変わるので、SORTステートメントの結果が不正になります。ビュー内の属性の並び順を変えたときは、ソー
ト引数も書き換えなければならない場合があるので注意してください。

無効な数の引数が指定されると、実行時エラーが発生します。

例

下記の例では、SORT文がCASE OF文の中にあります。

グループをソートするために使用する文字列は、エクスポート・グループ・ビュー内の属性に対応する数値と、昇順また
は降順を示すaまたはdからなります。数値と、"a"または"d"の間には、ブランクが１つ必要です。

+-EVENT ACTION changed_sort

| NOTE: User has selected a radio button

| on a dialog box (causing a change event) which will

|
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| ---- CASE OF import_sort_filter work_fields type

| +--- CASE "ASCENDING"

| | NOTE: sort by "name" (field # 3) ascending

| | SORT export_supplier_group BY "3 a"

| +- CASE "DESCENDING"

| | NOTE: sort by "name" (field # 3) descending

| | SORT export_supplier_group BY "3 d"

| +- CASE "TYPE"

| | NOTE: sort by "type" (field # 5) ascending

| | SORT export_supplier_group by "5 a"

| +- CASE "STATUS"

| | NOTE: sort by "status" (field # 6) ascending

| | SORT export_supplier_group by "6 a"

| +- CASE "ID"

| | NOTE: sort by "ID" (field # 2) ascending

| | SORT export_supplier_group by "2 a"

| +- CASE "CITY AND STATE"

| | NOTE: sort by "city" (field # 8) and "state" ascending

| | SORT export_supplier_group by "8 a 9 a"

| +- CASE "ZIP CODE"

| | NOTE: sort by "ZIP Code" (field # 10) ascending

| | SORT export_supplier_group by "10 a"

| +- OTHERWISE

| |
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| +-

| CLOSE Dialog Box sort_supplier

+-

上のsort文が対象としている反復グループ・ビューEXPORT_SUPPLIER_GROUPの内容は下記のとおりです。反復グ
ループ・ビューEXPORT_SUPPLIER_GROUPの内容は下記のとおりです。

group (r) EXPORT_SUPPLIER_GROUP (50, 暗黙, エクスポートのみ)

view of GROUPED_EXPORT (非常駐)

wrk set SUPPLIED

attr SELECT_CHAR <----- attr # 1

view of GROUPED_EXPORT (非常駐)

entity SUPPLIER

attr ID <----- attr # 2

attr NAME <----- attr # 3

attr TELEPHONE

attr TYPE <----- attr # 5

attr STATUS <----- attr # 6

attr ADDRESS

attr CITY <----- attr # 8

attr STATE <----- attr # 9

attr ZIP <----- 属性 #10

attr TAX_ID

attr COUNTRY_CODE

attr COUNTRY

attr GSA_NUMBER

attr QUANTITY

フィルタが適用されたグループ・ビュー

マトリックスにおける「分類（昇順）」

「分類（昇順）」を実行すると、選択した軸にあるオブジェクトの順序が昇順ソートされます。番号順とアルファベット
順で行ないます。

「分類基準」のドロップダウン・リスト

このドロップダウンのリストでは、生成された選択リストの分類基準となる属性を選択できます。
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マトリックスにおける「分類（降順）」

「分類（降順）」を実行すると、選択した軸にあるオブジェクトの順序が降順ソートされます。大きい番号から小さい番
号へ、またはアルファベットのZからAへの順で行ないます。

マトリックスにおける「階層のソート」

「階層のソート」を実行すると、マトリックスの軸上の、組織単位やファンクションの、順序が並び替わります。

組織単位は、同じ組織を親とする子組織が集まるよう階層順に並び替わります。

ファンクションはアクティビティ階層図での並び順と同順に並び替わります。

「分類順序」のドロップダウン・リスト

このドロップダウンのリストでは、生成された選択リストの分類順序（昇順か降順）を選択できます。

［分類のパラメータ］ダイアログ

このダイアログでは、下記を指定できます。

選択リストを分類する属性

分類順序（昇順または降順）

SORTED BY節（SUMMARIZE EACH）

SORTED BY節は、SUMMARIZE EACHステートメントによる結果の取得順序を指定します。SORTED BY 節
は、PLACING 節と PLACING Group 節内の値のみがソート基準として選択されるという点で、READ EACH SORTED
BY 節とは異なります。

SORTED BY節を新しく作成すると、未ソートの値のみを選択基準として利用できます。WITH THE SAME節と
PLACING節に指定される共通属性はすべて、アグリゲート関数の前に表示されます。WITH THE SAME節で指定される
値の順序は、その重要度を示します。言い換えれば、連続するSORTED BY節はそれぞれ、１つ前のものに従属している
ということです。以下に例を示します。

--

+- SUMMARIZE EACH GROUP OF employee

| department

| WITH THE SAME department number

| TARGETING repeating_group_local FROM THE BEGINNING UNTIL FULL

| PLACING department number INTO local department number

| PLACING GROUP average(employee total_sales) INTO local employee total_sales

| SORTED BY DESCENDING GROUP average(employee total_sales)

| SORTED BY ASCENDING department number
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| WHERE DESIRED employee belongs_to DESIRED department

--

この例では、average（employee total_sales）内の部門番号ごとに結果が返されます。平均は部門全体にわたり同じであ
るため、部門番号を第２分類キーとして使用しています。

バッチ・プロシージャ・ステップのソース名

ここではバッチ・プロシージャ・ステップのソース・コード・ファイルの名前を指定します。このファイル名は、ホスト
の生成ツールで、プロシージャ・ステップのソース・コードを生成した際に割り当てられます。

PSB 名には以下の制限事項があります。

• 英文字と数字が使えます。
• 先頭文字は英文字ある必要があります。
• ブランクと下線が使えます。ほかの特殊文字は使えません。
• 名前は 8 文字を超えることはできません。
• ロード・モジュール名はビジネス・システム内で一意でなければなりません。

プロシージャ・ステップのソース名

ここではプロシージャ・ステップのソース・コード・ファイルの名前を指定します。ファイル名は、生成ツールでプロ
シージャ・ステップにソース・コードを生成した際に割り当てられます。

PSB 名には以下の制限事項があります。

• 英文字と数字が使えます。
• 先頭文字は英文字ある必要があります。
• ブランクと下線が使えます。ほかの特殊文字は使えません。
• 名前の長さは、8 文字以内である必要があります。
• ロード・モジュール名はビジネス・システム内で一意でなければなりません。

プロシージャ・ステップのソース（名前）

ここではプロシージャ・ステップのソース・コード・ファイルの名前を指定します。ファイル名は、生成ツールでプロ
シージャ・ステップにソース・コードを生成した際に割り当てられます。

PSB 名には以下の制限事項があります。

• 英文字と数字が使えます。
• 先頭文字は英文字ある必要があります。
• ブランクと下線が使えます。ほかの特殊文字は使えません。
• 名前の長さは、8 文字以内である必要があります。
• ロード・モジュール名はビジネス・システム内で一意でなければなりません。

ソース名

 

ここではソース・コード・ファイルの名前を指定します。生成ツールは、アクション･ブロックについてソース･コードを
生成するときに、名前を割り当てます。
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PSB 名には以下の制限事項があります。

• 英文字と数字が使えます。
• 先頭文字は英文字ある必要があります。
• ブランクと下線が使えます。ほかの特殊文字は使えません。
• 名前の長さは、8 文字以内である必要があります。
• ロード・モジュール名はビジネス・システム内で一意でなければなりません。

スペース

空白を使うと、開発者はスペース・バーを押して文字フィールドに空白文字を入力できます。下記の例では、コードが5
文字のテキスト属性の場合、生成されたアプリケーションでコード・フィールドに5つの空白文字を入力できます。

SET export customer code to SPACES

行配置

「行配置」では、各フィールド間の縦方向の行間を指定します。行配置の値は、１行、２行、３行です。

特殊アクション

このラジオ・ボタンでは、ドロップダウン・リスト内の特殊アクションをプッシュ・ボタンに関連づけます。

メニュー項目特性の特殊アクション

「メニュー項目特性の特殊アクション」ドロップダウン・リストでは、メニュー項目によって開始する特殊アクションを
指定します。メニュー項目で下記ができます。

• 特殊アクションを開始せずにプロシージャ・ステップを実行します（「なし」（None））。これは省略時解釈の特殊
アクションです。「なし」（None）は、通常、プロシージャ・ステップの実行時に処理されるコマンドに関連づけら
れています。

• プロシージャ・ステップを実行し、メニュー項目が関連づけられているウィンドウを閉じます（「了解」）。
• プロシージャ・ステップを実行せずに、ウィンドウを閉じます（「取消」）。
• オンライン・ヘルプ・システムを実行し、ウィンドウ内でフォーカスを得ているコントロールに関するヘルプを表示
します（「ヘルプ」）。

• オンライン・ヘルプ・システムを実行して、キーのヘルプ（メイン・コンテンツ・ページを表示する）、拡張ヘルプ
（ウィンドウの説明を表示する）、またはヘルプ索引（メイン・コンテンツ・ページを表示する）を表示します。

• 「保存」「名前を付けて保存」「ロード」「挿入」「特殊貼り付け」「オブジェクト」「戻る」の各アクションを使
うと、「OLEエリア」と「OLEコントロール」が影響を受けます。

• 「切り取り」「コピー」「貼り付け」「消去」「取り消し」の各特殊アクションを使って、クリップボードの情報へ
のアクセスと情報のコントロールをします。

主ウィンドウで特殊アクション「了解」または「クローズ」を実行すると、アプリケーションが閉じられるか、または
リンクされたプロシージャ・ステップに転送されて戻ります。アクション「OK」と「Close」は主として、主ウィンドウ
または主ダイアログ・ボックスから呼び出された下位ダイアログ・ボックスで使います。主ウィンドウまたは主ダイアロ
グ・ボックスを閉じる際は通常、対話フローを使います。

「OLEエリア」または「OLEコントロール」に影響するアクションを使うかどうかは、メニュー項目を選択する前に選択
された項目によって決まります。エリアとコントロールに影響するOLEメソッドの詳細は、OLEAreaとOLEControlの各
インターフェース・オブジェクトに関するヘルプを参照してください。

コマンドと特殊アクションの関連づけ
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コマンドを任意の特殊アクションに関連づけることができます。ただし、関連づけたコマンドは、「取消」と「ヘルプ」
に対しては無視されます。

特殊アクション「なし」（None）と「了解」に対しては、コマンドが処理されます。［なし］の処理は通常どおりに行
なわれます。つまり、プロシージャ・ステップが実行され、コマンドが処理されます。

「了解」の処理については、もう少し説明が必要です。「了解」では、２つの異なる作業が実行されます。

• プロシージャ・ステップを実行
• 現行ウィンドウのクローズ

最初の作業であるプロシージャ・ステップの実行では、コマンドも処理されます。コマンドが、復帰フローを伴うエグ
ジット・ステートに関連づけられている場合は、復帰フローが実行されます。そのあと、プロシージャ・ステップが実行
されると、「了解」アクションによって現行ウィンドウが閉じます。その結果、意図しないウィンドウが閉じることがあ
ります。下記の例で説明します。

プロシージャ・ステップ A がプロシージャ・ステップ B に移行すると仮定します。プロシージャ・ステップ B につい
て、Menu_item_1 に特殊アクション「了解」を関連づけてあります。また、Menu_item_1にはコマンドGo_backも関連
づけています。Go_backには、RETURN_TO_PROCEDURE_Aというエグジット・ステートが設定されます。目的は、
ユーザが Menu_item_1 を選択すると、プロシージャ・ステップ B が閉じ、復帰フローによってプロシージャ・ステップ
A にデータが戻るようにすることです。プロシージャ・ステップ A のウィンドウは開いたままになります。

ところが、ユーザがMenu_item_1を選択すると、プロシージャ・ステップＢのプロシージャ・ロジックが実行されま
す。コマンド Go_back が処理され、フローはプロシージャ・ステップ A に戻ります。そのあと「了解」アクションに
よって 2 番目のアクティビティが完了し、プロシージャ・ステップ A （現行のプロシージャ・ステップ）のウィンドウ
が閉じてしまいます。

希望の結果になるようにする１方法は、たとえば、特殊アクション「了解」の代わりに「なし」を使うことです。復帰フ
ローによって、暗黙的にウィンドウまたはダイアログ・ボックスが閉じます。そのため、プロシージャ・ステップＢから
プロシージャ・ステップＡへの復帰フローによって、プロシージャ・ステップＢのウィンドウが閉じます。

プッシュ・ボタン特性の特殊アクション

［プッシュ・ボタン特性の特殊アクション］ドロップダウン・リストでは、プッシュ・ボタンが行なう特殊アクションを
指定します。プッシュ・ボタンでは、以下のようなアクションを実行できます。

• プロシージャ・ステップを実行しますが、特殊アクションは行ないません（「なし」（None））。これは省略時解釈
の特殊アクションです。「なし」（None）は、通常、プロシージャ・ステップの実行時に処理されるコマンドに関連
づけられています。

• プロシージャ・ステップを実行してから、プッシュ・ボタンが関連づけられているウィンドウまたはダイアログ・
ボックスをクローズします（「了解」）。

• ウィンドウまたはダイアログ・ボックスをクローズし、プロシージャ・ステップを実行しません（「取消」）。
• ヘルプ・システムを実行し、ウィンドウまたはダイアログ・ボックス上でフォーカスが置かれているコントロールに
関連するヘルプを表示します（「ヘルプ」）。

• オンライン・ヘルプ・システムを実行して、キーのヘルプ（メイン・コンテンツ・ページを表示する）、拡張ヘルプ
（ウィンドウの説明を表示する）、またはヘルプ索引（メイン・コンテンツ・ページを表示する）を表示します。

主ウィンドウで特殊アクション「了解」または「クローズ」を実行すると、アプリケーションが閉じられるか、またはリ
ンクされたプロシージャ・ステップに転送されて戻ります。アクションOKとCloseは主として、主ウィンドウまたは主ダ
イアログ・ボックスから呼び出された下位ダイアログ・ボックスで使います。主ウィンドウまたは主ダイアログ・ボック
スを閉じる際は通常、対話フローを使います。

コマンドと特殊アクションの関連づけ

コマンドを任意の特殊アクションに関連づけることができます。ただし、関連づけたコマンドは、「取消」と「ヘルプ」
に対しては無視されます。
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特殊アクション「なし」（None）と「了解」に対しては、コマンドが処理されます。［なし］の処理は通常どおりに行
なわれます。つまり、プロシージャ・ステップが実行され、コマンドが処理されます。

「了解」の処理については、もう少し説明が必要です。「了解」では、２つの異なる作業が実行されます。

• プロシージャ・ステップを実行
• 現行ウィンドウのクローズ

最初の作業であるプロシージャ・ステップの実行では、コマンドも処理されます。コマンドが、復帰フローを伴うエグ
ジット・ステートに関連づけられている場合は、復帰フローが実行されます。そのあと、プロシージャ・ステップが実行
されると、「了解」アクションによって現行ウィンドウが閉じます。その結果、意図しないウィンドウが閉じることがあ
ります。下記の例で説明します。

プロシージャ・ステップ A がプロシージャ・ステップ B に移行すると仮定します。プロシージャ・ステップ B につい
て、push_button_1 に特殊アクション「了解」を関連づけてあります。コマンドGo_backもpush_button_1と関連づけ
ます。Go_backには、RETURN_TO_PROCEDURE_Aというエグジット・ステートが設定されます。目的は、ユーザ
が push_button_1 を選択すると、プロシージャ・ステップ B が閉じ、復帰フローによってプロシージャ・ステップ A に
データが戻るようにすることです。プロシージャ・ステップ A のウィンドウは開いたままになります。

ところが、ユーザがpush_button_1を選択すると、プロシージャ・ステップＢのプロシージャ・ロジックが実行されま
す。コマンド Go_back が処理され、フローはプロシージャ・ステップ A に戻ります。そのあと「了解」アクションに
よって 2 番目のアクティビティが完了し、プロシージャ・ステップ A （現行のプロシージャ・ステップ）のウィンドウ
が閉じてしまいます。

希望の結果になるようにする１方法は、たとえば、特殊アクション「了解」の代わりに「なし」を使うことです。復帰フ
ローによって、暗黙的にウィンドウまたはダイアログ・ボックスが閉じます。そのため、プロシージャ・ステップＢから
プロシージャ・ステップＡへの復帰フローによって、プロシージャ・ステップＢのウィンドウが閉じます。

「特殊アクション」ラジオ・ボタン

「特殊アクション」ラジオ・ボタンでは、ドロップダウン・リスト内の特殊アクションを、メニュー項目に関連づけま
す。

［特殊属性］ダイアログ

［特殊属性］ダイアログには、CA Gen が提供する特殊フィールドが示されます。特殊フィールドとは、ビジネス要件か
ら出された特殊属性ではなく、特別な目的でシステム設計時に取り入れた特殊属性をいいます。

ダウンストリーム効果

画面生成では、トランザクション・コードは、各画面の最初の項目として表示される必要があります。

特殊フィールド・オプション

「画面設計」時に使える特殊フィールドは下記のとおりです。

• コマンド・エリア
コマンド特殊属性の値を示します。

• 現在の言語
画面の言語を示します。

• 現行タイムスタンプ
連結されたシステム日付/時間を表示します。

• 現在時刻
画面が表示されたときのシステム時間を示します。

• 現在日付
画面が表示されたときのシステム日付を示します。

• エグジット ステート
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終了状態を示します。
• ローカル・システム識別子
プロシージャ・ステップの実行下にあるテレプロセッシング・モニタの種類（IMS、CICS、またはTSOなど）を表示
します。

• 次トランザクション
トランザクションを呼び出すときに使うトランザクション・コードとフォーマットされていない入力データを示しま
す。このフィールド内の情報は、オペレーターがその画面を消去し、［クリア・スクリ－ン入力］を入力してそのト
ランザクションを呼び出すかのように処理されます。

• パネル識別子
画面に関連するマップ名を表示します。

• プリンタ端末識別子
指定された画面の印刷装置の識別子を示します。

• プログラム・ファンクション・キー

プロシージャ・ステップに使えるファンクション・キーを1行で表示します。

• スクロール量メッセージ
任意のスクロール間隔を指定するよう指示されます。オプションは、CURS（カーソルまたは1行スクロールの場
合）、HALF、PAGEです。

• スクロール標識メッセージ
反復グループをスクロールします。反復グループ内に画面に表示しきれないほどの項目がある場合には、MORE(-)に
よって、最初に表示されたオカレンスの前にも項目があることが示され、MORE (+)によって、最後に表示されたオカ
レンスの後にも項目があることが示されます。

• スクロール位置メッセージ
ドキュメントは、この形式での反復グループをスクロールしました。行 <すべての行> のうちの <画面上の先頭行> か
ら <画面上の最終行> まで。<すべての行> が、プロテクトされていないビュー内のすべてのオカレンスに等しいか、
プロテクトされているビュー内の定義済みオカレンスに等しい場合。

• システム・エラー・メッセージ
エグジット・ステートに関連したエラー、警告、指示、メッセージを表示します。

• 端末 ID
画面が表示される端末のシステム装置識別子を示します。

• トランザクション・コード
プロシージャ・ステップを実行するのに必要なプログラムを識別します。画面生成では、トランザクション・コード
は、各画面の最初の項目として表示される必要があります。

• ユーザ ID
端末オペレーターをテレプロセッシング・モニタで識別するときに使う識別子を示します。

詳細は、個々のコントロールのヘルプを参照してください。

［特殊編集パターン］ダイアログ

［特殊編集パターン］ダイアログでは、選択した編集パターンのフォーマットを変更できます。編集パターンによって、
画面上に表示されるビューの値を読みやすくすることができます。

フィールド編集パターンの分類

編集パターンには、下記の２種類があります。

• スペシャル
• フィールド

特殊編集パターンでは、CA Gen 生成属性の編集パターンを変更できます。（たとえば、日付のフォーマットを月-日-年
から年/月/日に変更できます）。
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フィールド編集パターンは、特定のフィールド専用です。編集パターンをフィールド・レベルでカスタマイズできます。
フィールド編集パターンには、データ・ドメインを表わす名前を付ける必要があります。たとえば、すべての画面で、通
貨をすべて同じ値で表示するには、「通貨」というフィールド編集パターンを作成してください。フィールド編集パター
ンを使って、システム全体のフィールドの表示形式を変更してください。

フィールド編集パターンの作成

カスタム編集パターンを定義するには、下記の有効文字のリストから文字記号を組み合わせます （数値、時刻、日付、
テキスト、全半角テキスト、全角テキスト、タイムスタンプの７種類の編集パターンがあります）。

ドメイン 文字 説明
Numeric 9 先行ゼロを含む数値
 Z 抑止された先行ゼロを含む数値
 $ 浮動ドル記号
 + 正符号
 - 負符号
 . 小数点
 , コンマ
 * アステリスク
 0 ゼロ
時刻 H 時間（最大2桁）
 M 分（最大2桁）
 S 秒（最大2桁）
 / - : . （空白） 分離記号
日付 C 世紀（1桁のみ）
 M 月（最大2桁）
 D 日（最大2桁）
 Y 年（2桁または4桁のみ）
 / - : . （空白） 分離記号
テキスト 0-9 A-Z １つ以上の英字を含む任意の英数字の組み

合わせ。文字Xはプレースホルダとして使
用され、文字0-9、A-Zのどれもが、その位
置に存在できます。一覧内のほかの文字を
使用すると、文字入力はその位置に限定さ
れ、その文字しか入力できません。

全半角テキスト 0-9 A-Z
全角文字

半角英数字または全角文字の任意の組み合
わせ。文字「M」はプレースホルダとして
使用され、文字「0-9、A-Z」のどれもが、
その位置で存在できます。１つの全角文字
を置くには、２つの「M」プレースホルダ
文字が必要です。一覧内のほかの文字を使
用すると、文字入力はその位置に限定され
、その文字しか入力できません。

全角テキスト 全角文字 全角文字の任意の組み合わせ。全角文字：
「X」はプレースホルダとして使用され、
全角文字のどれもが、その位置に存在でき
ます。一覧内のほかの文字を使用すると、
文字入力はその位置に限定され、その文字
しか入力できません。
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タイムスタンプ YYYY Year
 MM Month
 DD Day
 HH 時間
 MI 分
 SS 秒
 NNNN ナノ秒
 / - : . （空白） 分離記号

NOTE
注：  CA Gen の省略時解釈は YYYYMMDD が「00010101」です（日付を指定しない場合）。日付がインポー
ト・ビューに設定されている場合、YYYYMMDDを入力してSQL -181 無効データのエラーが出ないようにして
ください。

詳細は、個々のコントロールのヘルプを参照してください。

特殊編集パターン

「特殊編集パターン」では、時間、日付、通貨、数量などの各フィールドについて、その表示形式と入力フォーマットを
制御するマスクを定義します。

［特殊編集パターン］ダイアログ（各種）

［特殊編集パターン］ダイアログ ボックスでは、特殊フィールドの表示および入力で使用する場合に、提供された編集
パターンを変更することができます。ただし、これらの編集パターンを、追加したり削除したりすることはできません。
特殊フィールドは、CURRENT DATE、CURRENT TIME、CURRENT TIMESTAMP、スクロール標識、およびスクロー
ル位置などの CA Gen システム属性です。下記は、日付と時刻を表す編集パターンの例です。

編集パターン 説明
HH:MM:SS 時、分、秒の単位による時刻の表示または入力を制御します。単

位の間はコロンで区切ります。
MM/DD/YY 月、日、年の単位による日付の表示または入力を制御します。単

位の間はスラッシュで区切ります。

特殊フィールド編集パターンの変更

特殊フィールド編集パターンを変更するには、下記の有効文字の表から文字記号を組み合わせます。

ドメイン 文字 説明
Numeric 9 先行ゼロを含む数値
 Z 抑止された先行ゼロを含む数値
 $ 浮動ドル記号
 + 正符号
 - 負符号
 . 小数点
 , コンマ
 * アステリスク
 0 ゼロ
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時刻 H 時間（最大2桁）
 M 分（最大2桁）
 S 秒（最大2桁）
 / - : . （空白） 分離記号
日付 C 世紀（1桁のみ）
 M 月（最大2桁）
 D 日（最大2桁）
 Y 年（2桁または4桁のみ）
 J 年間通算日（3桁のみ）
 / - : . （空白） 分離記号
テキスト 0-9 A-Z １つ以上の英字を含む任意の英数字の組み

合わせ。文字Xはプレースホルダとして使
用され、文字0-9、A-Zのどれもが、その位
置に存在できます。一覧内のほかの文字を
使用すると、文字入力はその位置に限定さ
れ、その文字しか入力できません。たとえ
ば、編集パターンが XXX-abc-XXX の場合
は、最初の 2 文字および最後の 2 文字にど
の文字を入力することもできますが、真ん
中に -abc- を入力する必要があります。

全半角テキスト 0-9 A-Z 全角文字 半角英数字または全角文字の任意の組み合
わせ。文字Xはプレースホルダとして使用
され、文字0-9、A-Zのどれもが、その位置
に存在できます。1つの全角文字を置くに
は、2つのMプレースホルダ文字が必要で
す。一覧内のほかの文字を使用すると、文
字入力はその位置に限定され、その文字し
か入力できません。 たとえば、編集パター
ンが MMMM-abc-MMMM の場合は、最初
の 2 文字および最後の 2 文字にどの DBCS
文字を入力することもできますが、真ん中
に -abc- を入力する必要があります。

全角テキスト 全角文字 全角文字の任意の組み合わせ。全角文字「
Ｘ」はプレースホルダとして使用され、任
意の全角文字が、その位置に存在できます
。一覧内のほかの文字を使用すると、文字
入力はその位置に限定され、その文字しか
入力できません。

タイムスタンプ YYYY Year
 MM Month
 DD Day
 HH 時間
 MI 分
 SS 秒
 NNNNNN ナノ秒
 / - : . （空白） 分離記号

NOTE
注：  CA Gen は日付フィールドを 00010101 （YYYYMMDD）に初期化します（日付を指定しない場合）。
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このダイアログ・ボックスのフィールドは以下のとおりです。

• 特殊編集パターン
システムの日付、時間、行、スクロールなどの各フィールドの［名前］、［タイプ］および［パターン］の各編集パ
ターンを表示します。

• 特性
このボタンをクリックして既存の編集パターンを変更します。

• クローズ
このボタンをクリックしてダイアログを閉じます。

［活動状態の言語の特殊編集パターン］ダイアログ

［特殊編集パターン］ダイアログでは、活動状態の言語のフィールドの表示と入力を制御する CA Gen提供編集パターン
を変更できます。下記は、特殊編集パターンの例です。

編集パターン 説明
HH:MM:SS 時、分、秒の単位による時間表示を制御します。単位の間はコロ

ンで区切ります。
MM/DD/YY 月、日、年の単位による日付表示を制御します。単位の間はスラ

ッシュで区切ります。

編集パターンの分類

編集パターンには、下記の２種類があります。

• スペシャル
• フィールド

特殊編集パターンでは、CA Gen 生成属性の編集パターンを変更できます。（たとえば、日付のフォーマットを月-日-年
から年/月/日に変更できます）。

フィールド編集パターンは、特定のフィールド専用です。編集パターンをフィールド・レベルでカスタマイズできます。
フィールド編集パターンには、データ・ドメインを表わす名前を付ける必要があります。たとえば、すべての画面で、通
貨をすべて同じ値で表示するには、「通貨」というフィールド編集パターンを作成してください。フィールド編集パター
ンを使って、システム全体のフィールドの表示形式を変更してください。

編集パターンの作成

カスタム編集パターンを定義するには、下記の有効文字のリストから文字記号を組み合わせます （数値、時刻、日付、
テキスト、全半角テキスト、全角テキスト、タイムスタンプの７種類の編集パターンがあります）。

ドメイン 文字 説明
Numeric 9 先行ゼロを含む数値

Z 抑止された先行ゼロを含む数値
$ 浮動ドル記号
+ 正符号
- 負符号
_. 小数点
, コンマ
* アステリスク
0 ゼロ

時刻 H 時間（最大2桁）
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M 分（最大2桁）
S 秒（最大2桁）
/ - : . （空白） 分離記号

日付 C 世紀（1桁のみ）
M 月（最大2桁）
D 日（最大2桁）
Y 年（2桁または4桁のみ）
/ - : . （空白） 分離記号

テキスト 0-9 A-Z １つ以上の英字を含む任意の英数字の組み
合わせ。文字「X」はプレースホルダとし
て使用され、文字「0-9、A-Z」どれもが、
その位置に存在できます。一覧内のほかの
文字を使用すると、文字入力はその位置に
限定され、その文字しか入力できません。

全半角テキスト 0-9 A-Z
全角文字

半角英数字または全角文字の任意の組み合
わせ。文字「M」はプレースホルダとして
使用され、文字「0-9、A-Z」のどれもが、
その位置で存在できます。１つの全角文字
を置くには、２つの「M」プレースホルダ
文字が必要です。一覧内のほかの文字を使
用すると、文字入力はその位置に限定され
、その文字しか入力できません。

全角テキスト 全角文字 全角文字の任意の組み合わせ。全角文字：
「X」はプレースホルダとして使用され、
全角文字のどれもが、その位置に存在でき
ます。一覧内のほかの文字を使用すると、
文字入力はその位置に限定され、その文字
しか入力できません。

タイムスタンプ YYYY Year
MM Month
DD Day
HH 時間
MI 分
SS 秒
NNNN ナノ秒
/ - : . （空白） 分離記号

NOTE
注：  CA Gen の省略時解釈は YYYYMMDD が「00010101」です（日付を指定しない場合）。日付がインポー
ト・ビューに設定されている場合、YYYYMMDDを入力してSQL -181 無効データのエラーが出ないようにして
ください。

詳細は、個々のコントロールのヘルプを参照してください。

［特殊フィールドの定義］ダイアログ

［特殊フィールド定義］ダイアログ・ボックスでは、特殊フィールドのプロンプトとフィールドの特性のタイプ（表示
長、小数部、編集パターン、ヘルプ ID）を指定できます。さらに、プロンプト、フィールド、エラー・メッセージ、リ
テラルの表示特性（色、輝度、強調表示、行末揃え）も設定できます。
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NOTE
注： メタモデルは、各種言語についてフィールド表示特性をサポートしていません。表示特性は省略時言語に
ついてだけ定義できます。

「画面設計」時に使える特殊フィールドは下記のとおりです。

特殊フィールド 説明
コマンド・エリア コマンド特殊属性の値を示します。
現在の言語 画面の言語を示します。
現行タイムスタンプ 連結されたシステム日付/時間を表示します。
現在時刻 画面が表示されたときのシステム時間を示します。
現在日付 画面が表示されたときのシステム日付を示します。
エグジット ステート 終了状態を示します。
ローカル・システム識別子 プロシージャ・ステップの実行下にあるテレプロセッシング・モ

ニタの種類（IMS、CICS、またはTSOなど）を表示します。
次トランザクション トランザクションを呼び出すときに使うトランザクション・コー

ドとフォーマットされていない入力データを示します。このフィ
ールド内の情報は、オペレーターがその画面を消去し、［クリア
・スクリ－ン入力］を入力してそのトランザクションを呼び出す
かのように処理されます。

パネル識別子 画面に関連するマップ名を表示します。
プリンタ端末識別子 指定された画面の印刷装置の識別子を示します。
プログラム・ファンクション・キー プロシージャ・ステップに使えるファンクション・キーを1行で

表示します。
スクロール量メッセージ 任意のスクロール間隔を指定するよう指示されます。オプション

は、CURS（カーソルまたは1行スクロールの場合）、HALF、PA
GEです。

スクロール標識メッセージ 反復グループをスクロールします。反復グループ内に画面に表
示しきれないほどの項目がある場合には、MORE(-)によって、
最初に表示されたオカレンスの前にも項目があることが示さ
れ、MORE (+)によって、最後に表示されたオカレンスの後にも
項目があることが示されます。

スクロール位置メッセージ ドキュメントは、この形式での反復グループをスクロールしまし
た。行 <すべての行> のうちの <画面上の先頭行> から <画面上の
最終行> まで。

システム・エラー・メッセージ エグジット・ステートに関連したエラー、警告、指示、メッセー
ジを表示します。

端末 ID 画面が表示される端末のシステム装置識別子を示します。
トランザクション・コード プロシージャ・ステップを実行するのに必要なプログラムを識別

します。画面生成では、トランザクション・コードは、各画面の
最初の項目として表示される必要があります。

ユーザ ID 端末オペレーターをテレプロセッシング・モニタで識別するとき
に使う識別子を示します。

詳細は、個々のコントロールのヘルプを参照してください。
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特殊フィールドの表示長

「特殊フィールドの表示長」では、選択したフィールド内の合計文字数を指定します。省略時のフィールド長は、デー
タ・モデルで定義した属性長を使います。「表示長」は、１以上160以下の文字数でなければなりません。160 文字を超
えるフィールドは配置できません。

 

特殊フィールドの編集パターン・ドロップダウン

このドロップダウンの組み合わせボックスを使うと、ドロップダウン・リストからの編集パターンの選択、新しい編集パ
ターンでの入力、「編集パターンなし（No Edit Pattern）」の選択を行なえます。このドロップダウンの組み合わせボッ
クスが使用不可の場合、省略時の編集パターンが使われます。

「編集パターン」は、すべての特殊フィールドに有効とは限りません。

「編集パターン」の入力フィールドには、選択されたフォーマットが表示されます。省略時解釈は「編集パターンなし
（No Edit Pattern）」です。

特殊フィールドのヘルプID

「特殊フィールドのヘルプID」では、生成システムのヘルプ・テキストに関連づけられた名前を指定します。各画面と
フィールドには、設計者が指定した一意のヘルプIDがあります。各ヘルプIDは、ビジネス・システム内で一意で、44文
字以内でなければなりません。

特殊フィールドのプロンプト・ドロップダウン

このドロップダウンの組み合わせボックスを使うと、ドロップダウン・リストからの現在のプロンプトの選択、新しいプ
ロンプト（60文字以下）での入力、プロンプトなしでフィールドを表示する「プロンプトなし」の選択を行なえます。
プロンプトには任意の英数字を使用できますが、60文字を超えてはなりません。プロンプトには DBCS 文字を使用でき
ますが、DBCS では 30 文字を超えてはなりません。

［特殊フィールド特性］ダイアログ

「特殊フィールド特性」では、特殊フィールドの性質を指定します。

特殊フィールドには、オペレーティング・システムから、または CA Gen 実行時からの読取専用情報が表示されます。

GUIアプリケーションで使用可能な特殊フィールドの説明を下記に示します。

特殊フィールド 説明
Current_Date ウィンドウまたはダイアログ・ボックスが表示された時点の、シ

ステム日付を表示します。
Current_Time ウィンドウまたはダイアログ・ボックスが表示された時点の、シ

ステム時刻を表示します。
Current_Timestamp システム日付とシステム時刻を連結して表示します。
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Errmsg エラー、警告、情報、なし、の 4 つのすべてのメッセージ・タ
イプのエグジット・ステートに関連づけられた、メッセージ・テ
キストを表示します。メッセージ・タイプがエラーの場合、メッ
セージ・ボックスも表示します。たとえば、メッセージ・タイプ
がエラーのエグジット・ステートによってフローが発生し、ダイ
アログ・ボックスがクローズすると仮定します。「エラー・メッ
セージ」フィールド（Errmsg）にメッセージ・テキストが表示さ
れ、ダイアログ・ボックスがクローズしたあとで、メッセージ・
ボックスも表示されます。
実行時には、コントロールに関連づけられたヘルプ記述も、「エ
ラー・メッセージ」フィールドに表示されます。ヘルプ記述は、
コントロールの上にマウス・ポインタを置くと表示されます。ヘ
ルプ記述の追加は、［ヘルプ記述］ダイアログ（［詳細］-->［ヘ
ルプ記述］の順にアクセス）で行います。
Errmsg フィールドに表示できるのは最大80文字です。文字列に
ステートメントの区切り文字がある場合、その区切り文字よりあ
との文字は表示されません。ピリオドとスペース の組み合わせに
よって、文を区切ります。

Local_System_ID WRSYSIDユーザ・エグジットが提供するシステムIDの値を表示
します。このエグジットが提供する省略値は、Windows アプリ
ケーションについては Win です。

Terminal_ID WRTERMIDユーザ・エグジットが提供する端末IDを指定します
。このエグジットが提供する省略値はNoneです。

トランコード プロシージャ・ステップに関連づけられたクリア・スクリーン・
トランザクション・コードを指定します。

User_ID WRUSRIDユーザ・エグジットが提供し、オペレーティング・シ
ステムがユーザを認識する識別子を指定します。このエグジット
が提供する省略値はNoneです。

どの特殊フィールドにも、プロンプトとマージン・ボックスを指定できます。編集パターンを指定できるのは、現在日
付、現在時刻、現在のタイム・スタンプだけです。

詳細は、個々のコントロールのヘルプを参照してください。

特殊フィールド特性のプッシュ・ボタン

このプッシュ・ボタンを使うと、特殊フィールドの表示特性（色、輝度、強調表示、行末揃え、カーソル位置、保護）が
指定できます。

特殊化の終了

特殊化の終了に成功しました。Enter を押し、処理を続けてください。

オブジェクト・リストの特殊化

このウィンドウには、特殊化するため選択したオブジェクトのリストが表示されます。このウィンドウ内のオブジェクト
を選択解除または再選択できます。特殊化する前にオブジェクトを確認したい場合は、確認ボックスをオンにしてくださ
い。

選択したオブジェクトの特殊化

このダイアログ・ボックスは、一貫性検査で矛盾が存在することが判明したときに、オブジェクトを選択および特殊化す
るのに使います。特殊化は、選択したオブジェクトのテクニカル設計の省略時解釈を適用します。

このダイアログ・ボックスには、以下のフィールド情報が含まれます。
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• オブジェクトの確認
このボックスをオンにするときは、特殊化する前にオブジェクトを確認しなければなりません。

リスト・ボックス内の列に対する代替の［カスタム表示特性］の指定

リスト・ボックスまたはテーブル内の列に対する代替カスタム表示特性を指定する方法

1. ナビゲーション図で、必要なリスト・ボックスを選択します。
2. ［詳細］-［表示特性...］をクリックします。
3. （オプション）［リスト・ボックス/テーブル・スタイル］ノードを選択します。列スタイルより行スタイルを優先す
る場合は、［行スタイルは列スタイルをくつがえす］オプションを選択します。ビジネス・システムの省略時解釈を
の設定を適用するには、［自動］オプションを選択します。［自動］を選択しない場合、または［行スタイルは列ス
タイルをくつがえす］オプションを選択しない場合は、行スタイルよりも列スタイルが優先されます。

4. リスト・ボックス内の列に対するカスタム表示特性を指定するには、［列］ノードを選択します。
5. ［モード］ドロップダウン・リストから［Alternating］を選択します。
6. ［Alternating （代替）］グループ・ボックスで、［追加...］をクリックして、列に対するカスタム表示特性を追加し
ます。
［カスタム表示特性の選択］ダイアログ・ボックスが表示されます。

7. 必要なカスタム表示特性を選択し、［了解］をクリックします。
カスタム表示特性は、グループ・ボックスに追加されます。

8. 手順 6 および 7 を繰り返して、列に対して複数のカスタム表示特性を追加します。
指定されたカスタム表示特性が、列に対して交互に適用されます。

9. （オプション）［Alternating］グループ・ボックスの［Starting at column］フィールドに、代替列スタイルを開始す
る列番号を入力します。

10.［了解］をクリックし、変更を保存してダイアログ・ボックスを閉じます。

NOTE
注： カスタム表示特性を削除するには、［Alternating］グループ・ボックスから必要なカスタム表示特性を選
択し、［除去］をクリックします。

詳細情報：

• ナビゲーション図の［リスト・ボックス/テーブル・スタイル］ノード
• リスト・ボックスおよびテーブル・ノード
• ナビゲーション・ダイアグラム表示特性における［行］ノード
• ナビゲーション図の表示特性における［列］ノード
• リスト・ボックスとテーブルにおける行および列の表示特性の指定
• 特定のリスト・ボックスに対する行カスタム表示特性の指定

READ EACHの選択基準の指定

アクション図においてREAD EACHエンティティ・アクションの選択基準を指定するには、下記をしてください。

• WHERE式の指定
• 属性条件の指定
• 関係条件の指定

詳しくは該当の項目を選択してヘルプを表示してください。最後の２作業については、READアクションの属性条件と関
係条件を指定したときに説明したとおりです。READアクションの参照事項は、使用するときに表示されます。

選択基準は、属性、関係、または両方の組み合わせによって指定されます。属性と関係との組み合わせを指定するとき
は、属性を先に指定してください。
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READ EACH ステートメントは、簡潔にも複雑にも作成できます。読みやすい自然言語のステートメントにするため
に、ステートメントが多少複雑になる場合があります。文が複雑になればなるほど理解しにくくなるでしょう。しか
し、READ EACHステートメントの作成時には有効な選択肢だけが表示されるので、ステーテメントを容易に作成できま
す。

選択条件の形式を下記に示します。

[(] attribute-condition-1    [)] AND [(] attribute-condition-2   [)]

    

   relationship-condition-1     OR      relationship-condition-2

下記は、アクション図におけるREAD EACHの属性条件の用例です。

--

+- READ EACH customer

| WHERE DESIRED customer name IS EQUAL TO requesting

| customer name

--

このステートメントによって、「注文」（プロセスでは「発注」）を出そうとしている「顧客」に関する情報がそろって
いるかどうかが分かります。

--

+- READ EACH customer

| WHERE SUBSTR(DESIRED customer name,1,1) IS EQUAL TO

| "Q"

--

属性条件の指定

属性条件には、比較演算子の少なくとも片方の側に、エンティティ・アクション・ビューの属性が必要です。比較する両
者は同一ドメインに属していなければなりません。

エンティティ・アクション・ビューの属性ビュー名の前に、ビュー修飾子（DESIRED、SOME、CURRENT、THAT）が
付きます。

ビュー修飾子 説明
DESIRED 読み取られるビューのうちの１つを参照します。
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SOME ほかのいずれかのエンティティ・アクション・ビューを参照しま
す。

THAT 直前にSOMEによって参照されたビューを参照します（当ヘルプ
の末尾を参照）。

CURRENT （以前にこのアクション図で読み取られたか、またはCREATE後
まだDELETEされていない）エンティティ・アクション・ビュー
の現行オカレンスを参照します。

属性ビューは、下記の項目の１つまたは複数（有効な組み合わせによる）からなります。

• エンティティ・アクション・ビューの属性ビュー（DESIRED、SOME、CURRENT、またはTHATの後ろに指定しま
す）

• その他のビューの属性ビュー
• 関数（文字関連、数値関連、日付関連、または時刻関連）
• 特殊属性（ユーザID、プリンタ端末ID、端末ID、トランコード、現在日付、現在時刻）
• 数値リテラル
• 文字列
• 特殊キーワード（ブランク、年、月、日、時間、分、秒）
• 数値演算子（加算（+）、減算（-）、乗算（*）、除算（/）、指数（**））
• 明示的に添字づけした構成体（添字、LAST、MAX）

NOTE
注： 既存の READ ステートメントに SOME を参照するビュー修飾子 THAT を付ける場合、選択リストで
THAT は使えません。THATを追加するには、THATでなくSOMEを選択してください。新しく選択された
SOMEが自動的にTHATに変わります。詳しくは下記のような操作手順になります。

WHERE DESIRED 節を持つ READ ステーテメントを書く → "SOME ビュー"→ 編集→ 後ろに挿入→ AND → 属性ビュー
→ SOME persistent view（このとき"THAT persistent view" は選択リストに現れないことに注意）。

READ文を完成させます。「追加」ボタンの選択後、アクション図が再表示された時点で、２番めのSOMEがTHATに変
わります。

下記の例には、アクション図におけるREADステートメントの属性条件の使用方法が示されています。

このステートメントによって、そのビジネスに「顧客」に関する情報がそろっているかどうかがわかります。

 -- READ customer

| WHERE DESIRED customer name IS EQUAL TO

| requesting customer name

 --

このステートメントでは、名前がQで始まる顧客がすべて読み取られます。

 -- READ customer

| WHERE SUBSTR(DESIRED customer name, 1,1) IS EQUAL TO "Q"

 --
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このステートメントでは、明示的に添字づけした反復グループ・ビューが読み取られ、１ずつ増えるグループ・ビューの
添字が参照されます。

 -- READ customer_order

| WHERE input customer order IS EQUAL TO SUBSCRIPT OF

| group_customer_order + 1

 --

リスト・ボックスにおける列特有のカスタム表示特性の指定

リスト・ボックスまたはテーブルにおいて列特有のカスタム表示特性を指定する方法

1. ナビゲーション図で、必要なリスト・ボックスを選択します。
2. ［詳細］-［表示特性...］をクリックします。
3. （オプション）［リスト・ボックス/テーブル・スタイル］ノードを選択します。列スタイルより行スタイルを優先す
る場合は、［行スタイルは列スタイルをくつがえす］オプションを選択します。ビジネス・システムの省略時解釈を
の設定を適用するには、［自動］オプションを選択します。［自動］を選択しない場合、または［行スタイルは列ス
タイルをくつがえす］オプションを選択しない場合は、行スタイルよりも列スタイルが優先されます。

4. リスト・ボックス内の列に対するカスタム表示特性を指定するには、［列］ノードを選択します。
5. ［モード］ドロップダウン・リストから［列特性］を選択します。
6. ［列特性］グループ・ボックスで必要な列を選択し、［選択...］をクリックします。
［カスタム表示特性の選択］ダイアログ・ボックスが表示されます。

7. 必要なカスタム表示特性を選択し、［了解］をクリックします。
カスタム表示特性は、グループ・ボックスに追加されます。

8. ［列特性］グループ・ボックスの各列に対して手順 6 および 7 を繰り返します。
指定されたカスタム表示特性は、対応する列に対して適用されます。

9. ［了解］をクリックし、変更を保存してダイアログ・ボックスを閉じます。

関係条件の指定

関係条件は、２つのエンティティ・アクション・ビューの間に関係があるかどうかのテストです。

関係条件内のエンティティ・アクション・ビュー名の前には、ビュー修飾子（DESIRED、SOME、CURRENT、または
THAT）が付きます。

ビュー修飾子 説明
DESIRED 読み取られるビューのうちの１つを参照します。
SOME ほかのいずれかのエンティティ・アクション・ビューを参照しま

す。
THAT 前にSOMEによって参照されたビューを参照します。
CURRENT エンティティ・アクション・ビューの現行オカレンスを参照しま

す。CURRENTは、２番目のエンティティ・アクション・ビュー
の前だけに指定できます。
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NOTE
注： 既存の READ ステートメントに SOME を参照するビュー修飾子 THAT を付ける場合、選択リストで
THAT は使えません。THATを追加するには、THATでなくSOMEを選択してください。新しく選択された
SOMEが自動的にTHATに変わります。詳しくは下記のような操作手順になります。

WHERE DESIRED 節を持つ READ ステーテメントを書く → "SOME ビュー"→ 編集→ 後ろに挿入→ AND → 属性ビュー
→ SOME persistent view（このとき"THAT persistent view" は選択リストに現れないことに注意）。

READ文を完成させます。「追加」ボタンの選択後、アクション図が再表示された時点で、２番めのSOMEがTHATに変
わります。

下記は、READアクションのアクション図での関係条件の用例です。

下記のステートメントでは、「顧客」と「注文」が対で読み取られ、「現在の製品」の「注文の明細行」を含むという基
準が満たされています。

 -- READ customer

| order

| WHERE DESIRED customer places DESIRED order

| AND DESIRED order contains SOME order_line

| AND THAT order_line is for CURRENT product

 --

下記は、READ EACHアクションのアクション図における関係条件の用例です。このステートメントでは、各「顧客の注
文」が対で読み取られます。ここで、「顧客」は「製品」の現行オカレンスの「注文」を出しています。同様に、このス
テートメントは、その「製品」に出された「注文」を読み取ります。

--

+- READ EACH customer

| order

| WHERE DESIRED customer places DESIRED order

| AND DESIRED order contains SOME order_line

| AND THAT order_line is_for CURRENT product

 --

下記は、反復グループ・ビューを目標とした、定義済みのREAD EACHステートメントの例です。

--

 1391



 CA Gen - 86JP - Japanese - Japan

+- READ EACH customer

| order

| TARGETING out_group FROM THE BEGINNING UNTIL FULL

| SORTED BY ASCENDING customer number

| WHERE DESIRED order contains

| CURRENT order_line

| AND (DESIRED order status IS EQUAL TO "Q"

| OR DESIRED order status IS EQUAL TO "T"

| OR DESIRED order status IS EQUAL TO "N")

| MOVE order to output order

| MOVE customer TO output customer

 --

リスト・ボックスとテーブルにおける行および列の表示特性の指定

ビジネス・システム全体でリスト・ボックスおよびテーブルに対して行および列の表示特性を指定する方法

1. ［ビジネス・システムの省略時解釈］ウィンドウで、［詳細］-［表示特性...］を選択します。
［ビジネス・システム省略時表示特性］ダイアログ・ボックスが表示されます。

2. ［リスト・ボックス/テーブル］ノードを選択します。
3. （オプション）境界を表示するには、［リスト・ボックスに境界を示します］オプションを選択します。
4. （オプション）列スタイルよりも行スタイルを優先するには、［セルの交差点で行のスタイルが列のスタイルよりも
優先されます］オプションを選択します。このオプションが選択されていない場合、列スタイルが行スタイルよりも
優先されます。

5. ［追加］をクリックします。行のグループ・ボックスで、［追加...］をクリックして、行に対するカスタム表示特性
を追加します。
［カスタム表示特性の選択］ダイアログ・ボックスが表示されます。

6. 必要なカスタム表示特性を選択し、［了解］をクリックします。
カスタム表示特性は、グループ・ボックスに追加されます。

7. 手順 5 および 6 を繰り返して、行用の複数のカスタム表示特性を追加します。
指定されたカスタム表示特性は、行に対して交互に適用されます。

8. （オプション）［Row number to start alternating］フィールドに、代替行スタイルを開始する行番号を入力します。
9. ［列］グループ・ボックス内で手順 1 ～ 8 を繰り返して、列に対するカスタム表示特性を指定します。

NOTE
注： カスタム表示特性を削除するには、［行］または［列］グループ・ボックスから必要なカスタム表示特性
を選択し、［除去］をクリックします。
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特定のリスト・ボックスに対する行カスタム表示特性の指定

ナビゲーション図のリスト・ボックスまたはテーブルに対する行表示特性の指定方法

1. ナビゲーション図で、必要なリスト・ボックスを選択します。
2. ［詳細］-［表示特性...］をクリックします。
3. （オプション）［リスト・ボックス/テーブル・スタイル］ノードを選択します。列スタイルより行スタイルを優先す
る場合は、［行スタイルは列スタイルをくつがえす］オプションを選択します。ビジネス・システムの省略時解釈を
の設定を適用するには、［自動］オプションを選択します。［自動］を選択しない場合、または［行スタイルは列ス
タイルをくつがえす］オプションを選択しない場合は、行スタイルよりも列スタイルが優先されます。

4. リスト・ボックス内の行に対するカスタム表示特性を指定するには、［行］ノードを選択します。
5. 行に対するビジネス・システムの省略時解釈の設定を無効にするには、［自動］オプションを無効にします。
6. ［追加...］をクリックして、行に対するカスタム表示特性を追加します。
［カスタム表示特性の選択］ダイアログ・ボックスが表示されます。

7. 必要なカスタム表示特性を選択し、［了解］をクリックします。
カスタム表示特性は、グループ・ボックスに追加されます。

8. 手順 6 および 7 を繰り返して、行に対して複数のカスタム表示特性を追加します。
指定されたカスタム表示特性は、行に対して交互に適用されます。

9. （オプション）［Starting at row］フィールドに、代替の行スタイルを開始する行番号を入力します。
10.［了解］をクリックし、変更を保存してダイアログ・ボックスを閉じます。

NOTE
注： カスタム表示特性を削除するには、［行］または［列］グループ・ボックスから必要なカスタム表示特性
を選択し、［除去］をクリックします。

システム条件の指定

READステートメントのシステム条件を指定するには、まず読み取られるエンティティのシステム値を指定する必要があ
ります。「式のパネル」では下記４種類のシステム値を使えます。

• ユーザID
• プリンタ端末ID
• 端末ID
• トランコード

そのあと、関係演算子を指定し、エンティティ・アクション・ビューの属性の修飾、つまり文字属性、文字列、またはブ
ランクの指定によって式が完成します。

下記の例は、端末IDのシステム条件を設定します。

 -- READ customer_order

| TERMINAL ID IS EQUAL TO DESIRED library terminal_id

 --

READ EACHの順序の指定

READ EACHアクションのフォーマットを下記に示します。

READ EACH entity-view-list
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[TARGETING repeating-group-view-1 [FROM THE BEGINNING]

[UNTIL FULL]] 

[AND TARGETING repeating-group-view-1 [FROM THE BEGINNING]

[UNTIL FULL]] ...

[SORTED BY ASCENDING attribute 1]...

DESCENDING

[WHERE selection-conditions]

action-statement-list

SORTED BY節を指定すると、ある属性の値の順序でエンティティが戻されます。ASCENDING節によって、昇順でエン
ティティが返されます。DESCENDIGN節によって、降順にエンティティが返されます。

例

READ EACHステートメントの例を下記に示します。（アクション・ステートメント・リストは示されていません）。

--

+- READ EACH product

| WHERE DESIRED product code IS EQUAL TO "GA"

 --

--

+- READ EACH product

| TARGETING group export FROM THE BEGINNING UNTIL FULL

| WHERE code IS EQUAL TO "GA"

 --

--

+- READ EACH customer order_line

| WHERE DESIRED customer_order_line_part_of_CURRENT

| customer_order
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 --

WHERE式の指定

WHEREは、READ EACHアクション内の選択条件を示す任意の節です。

下記は、アクション図におけるREAD EACHの属性条件の用例です。

--

+- READ EACH customer

| WHERE DESIRED customer name IS EQUAL TO requesting

| customer name

 --

このステートメントによって、「注文」（プロセスでは「発注」）を出そうとしている「顧客」に関する情報がそろって
いるかどうかが分かります。

--

+- READ EACH customer

| WHERE SUBSTR(DESIRED customer name,1,1) IS EQUAL TO

| "Q"

 --

SQLサーバ・テーブルの省略時解釈

［SQL サーバ・テーブルの解釈］ウィンドウを使用して、MS/SQL サーバ・テーブルのテクニカル設計の省略時解釈値
を設定します。

このダイアログ・ボックスでは、以下のフィールドを使用できます。

• Owner
作成されたテーブルの所有者を指定します。テーブルの所有者のユーザ名を入力します。この所有者は、作成した
テーブルの修変更特権を所有します。省略時解釈の入力はブランクです。

• セグメント
テーブルを配置するセグメントの名前を指定します。デフォルトは空白です。

詳細は、データベース提供メーカの文書を参照してください。

SQL/MP データベースの省略時解釈

このウィンドウは、SQL/MPデータベースに関するテクニカル設計の省略時解釈値を設定するのに使います。
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• 名前
データベースの省略時解釈の名前。このフィールドの入力は必須です。

SQL/MP データベース特性

このウィンドウは、新しいデータベースのデータベース特性を定義するとき、または既存のデータベースの特性を変更す
るとき使ってください。

データベースの以下の特性を処理できます。

• 総称名
DBMS 固有名が存在しないときのデフォルトのデータベース名。

• SQL/MP Name
データベースのDBMS固有名。このフィールドは集団データベース名に強制変更するとき使ってください。

• 説明
データベースの説明文

NOTE
注： DBMS 固有のデータベース名に使える文字数は、開発プラットフォームのファイル・システムにより異な
ります。開発プラットフォームのファイル・システムが 8 文字に制限されている場合、たとえば MSDOS など
では、入力する DBMS 固有名は 8 文字以下にする必要があります。

SQL/MP 索引の特性

このウィンドウはテーブルの索引の特性を変更する場合に使用します。

索引の以下の特性を処理できます。

• 総称名
名前がDBMSによって提供されないときの索引の省略時解釈の名前

• SQL/MP Name
索引の DBMS 固有名。このフィールドは、索引の総称名より優先されます。

• 索引長推定 行の長さ

索引の行の全長を見積もります。この特性は、一部の「自動サイズ」計算で使用します。

記述を追加するには、［記述］を選択します。

 

SQL/MP テーブルの省略時解釈

このウィンドウを使用して、作成されたテーブルの所有者を設定します。テーブルの所有者のユーザ名を入力してくださ
い。この所有者は、作成したテーブルの修変更特権を所有します。省略時解釈の入力はブランクです。

SQL/MP テーブルの特性

このウィンドウを使用して、SQL/MP データベースのテーブル特性を表示または変更します。

テーブルの以下の特性を処理できます。

• エンティティ・タイプ
トランスフォーメーション前にエンティティ・タイプに割り当てられる名前

• データベース
テクニカル設計でテーブルをインプリメントする省略時解釈のデータベース名。

• 総称名
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DBMS固有名が提供されないときのテーブルの省略時解釈の名前
• SQL/MP Name

DBMS固有のテーブルの名前。このフィールドは集団データベース名に強制変更するとき使ってください。
• プライマリ エクステント
プライマリ エクステントは、テーブルに対して割り当てられた最小の基本スペースを指定します。 これはオプション
で、ページ単位です。

• セカンダリ エクステント
セカンダリ エクステントは、テーブルに対して割り当てられた最小の二次スペースを指定します。 これはオプション
で、ページ単位です。

• 索引長推定 行の長さ
バイト数でテーブルの行の全長の概算値を指定します。
記述を追加するには、［記述］を選択します。

［開始点へ］（リセット）プッシュ・ボタン

［リセット（<-）］プッシュ・ボタン

このプッシュ・ボタンを選択すると、最初に選択したプロシージャ・ステップの対話フローに戻ります。

［スタート］プッシュ・ボタン

このプッシュ・ボタンは、活動状態のウィンドウをクローズし、操作ログ・ファイルの記録を開始します。

イベントの複写時にステートメントが消去されました。（Statement（s） Dropped during Event Copy）

このメッセージは、複写元イベントに、置き換えでマッチングされていない属性または関係があったことを示します。こ
のように属性または関係が一致しない場合は、複写先で論理ステートメントが消去されます。

ウィンドウの複写時にステートメントが消去されました。（Statement（s） Dropped during Window Copy）

このメッセージは、複写元のウィンドウに置換でマッチングされていない属性が含まれていたことを示します。複写処理
時、このようなマッチングされていない属性は複写の対象外でした。

マッチングされていない属性と関連があるコントロールは、グラフィカル・ユーザ・インターフェースの一部として複写
されますが、コントロールと関連があるロジック・ステートメントは複写されません。

ステートメントが破棄されました

複写時にウィンドウまたはウィンドウ・コントロールを対象外とする場合、それらのウィンドウまたはコントロールに関
連するステートメントは複写されません。それらのステートメントは複写先のアクション図ロジックに加わりません。

ステータス・バー・コンポーネントのアーキテクチャ図

コンポーネント・アーキテクチャ図の［ステータス・バー］メニュー・オプションは、ステータス・バーがダイアグラム
上に表示されるかどうかを制御します。

［ステータス･バー特性］ダイアログ

［ステータス・バー特性］ダイアログ・ボックスにて、現行ウィンドウの最下部にステータス・バーを追加し、スペース
あけを指定できます。

このダイアログでは、ステータス・バー上の左、上、下のマージンの指定、ステータス・バーに追加される要素間の最小
スペースと最大スペースの指定ができます。

 1397



 CA Gen - 86JP - Japanese - Japan

NOTE
注： ステータス・バーに追加できる要素は、リテラル、プロンプトを持つ（または持たない）システム属性、
プロンプトを持つ（または持たない）読取専用の属性ビューです。

ウィンドウの最下部の近くにコントロールがある場合、ステータス・バーを追加すると、最初はステータス・バーがほか
のウィンドウ要素を覆ってしまうことがあります。その場合、ウィンドウを下部から拡大して、隠れたコントロールを再
表示してください。

下記の例でウィンドウの最下部を比較してください。

ステータス・バーの追加前

構成要素を覆うステータス・バー

縦方向のスペースを調整後

編集するために［ステータス・バー特性］ダイアログ・ボックスを再表示するには、ステータス・バーをダブルクリック
してください。ステータス･バーに色を追加するには、ステータス･バーをクリックし、「詳細」→「表示特性」→「背景
色」の順に選択してください。

詳細は、個々のコントロールのヘルプを参照してください。

ステータス・バーの規則

• ステータス・バーはウィンドウ上にのみ配置できます。ダイアログ・ボックス上には配置できません。
• １つのウィンドウに複数のステータス・バーを配置することはできません。
• ステータス・バーは、ウィンドウの最下部に置かれ、ウィンドウの幅全体に広がります。ウィンドウのサイズを変更
すると、ステータス・バーのサイズも変更されます。

• ステータス・バーには、読取専用のコントロールが入る場合があります。エクスポート・ビューかシステム属性のい
ずれかにマップされた、リテラルやフィールドなどが、読取専用のコントロールに相当します。

• ステータス・バー、ステータス・バーに表示されるコントロールは、いずれも、実行時に入力のフォーカスを受ける
ことができません。

 

Statusbar Field メソッド

使用法 Field (String)
説明 ステータス・バーからフィールドを名前で検索します。
引数 希望のフィールド名である文字列
戻り値 この特性は、指定されたフィールド名に対するGUIオブジェクト

を戻します。

Statusbar Fields メソッド

使用法 Fields ()
説明 ステータス・バーにあるフィールドの集まりを検索します。
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引数 None.
戻り値 このメソッドは、集まりタイプのGUIオブジェクトを返します。

この集まりには、「ツールバー」ウィンドウ（ToolBar）にある
すべてのボタンが含まれます。カウントがゼロになると、このメ
ソッドはリストを戻します。

StatusBar インターフェース・オブジェクト
再描画

メソッド 特性
フィールド アプリケーション
フィールド BackgroundColor
リテラル Enabled
リテラル Focus
FontSize
 CssClass

 FontStyle
 FontType
 前景色
 Handle
 Height
 Left
 名前
 ObjectType
 親（Parent）
 Top
 Visible
 Width

Statusbar Literal メソッド

使用法 Literal ()
説明 ステータス・バーからリテラルを名前で検索します。
引数 希望のリテラルの名前を表わす文字列
戻り値 この特性は、指定されたリテラル名に対するGUIオブジェクトを

戻します。

Statusbar Literals メソッド

使用法 Literals ()
説明 ステータス・バー上のリテラルの集まりを検索します。
引数 None.
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戻り値 このメソッドは、集まりタイプのGUIオブジェクトを返します。
ウィンドウ用のステータス・バー・オブジェクトがあれば，この
メソッドによって戻されます。カウントがゼロになると、このメ
ソッドはリストを戻します。

StatusBar メソッド

使用法 StatusBar ()
説明 ウィンドウのステータス・バー・オブジェクトを検索します。
引数 None.
戻り値 ウィンドウ用の StatusBar オブジェクトがあれば、このメソッド

によって戻されます。ステータス・バー・オブジェクトが見つか
らないかエラーが発生した場合、このメソッドによってNullが戻
されます。

［ステップ実行］ダイアログ

［ステップ実行］ダイアログ・ボックスで、プロシージャ・ステップへのフローを指示します。

このダイアログ・ボックスが表示されるには、下記の条件が必要です。

• ナビゲーション図が［プロトタイプ］モードになっていること
• メニュー項目またはプッシュ・ボタンによってコマンドが開始されること
• そのコマンドによってプロシージャ・ステップが実行されること

アプリケーションでプロシージャ・ステップを実行すると、ウィンドウ・マネージャによって設定されたエグジット・ス
テートから、結果の対話フローが指示されます。ただし、プロトタイプ・モードでは、ナビゲーション図ツールがフロー
をシミュレートします。このダイアログを使うと、アプリケーションのフローをシミュレートできます。

ダイアログ・ボックスのフィールドは以下のとおりです。

• 「ステップ実行」選択リスト
最近実行したプロシージャ・ステップからのフローを指定します。リストには、最近実行されたプロシージャ・ス
テップからのフローが可能なプロシージャ・ステップが表示されます。リストには、ウィンドウまたはダイアログ・
ボックスに関連づけられ、ダイアグラム・フロー・ダイアグラムに描かれたフローを持つプロシージャ・ステップの
みが表示されます。プロシージャ・ステップごとに、フロー・タイプ（リンクまたは転送）が示されます。
ここではフローなしも選択できます。

［了解］をクリックして変更を保存するか、［取消］をクリックします。

詳細情報

How to in Navigation Diagram

ストレージ グループ名

「ストレージ・グループ」には、DBMSカタログに定義されていないユニークなストレージ・グループの名前を指定しま
す。

PSB 名には以下の制限事項があります。

• 文字と数字を使えます。
• ブランクと下線（_）も使用できます。（CA Gen によってスペースは下線に変換されます）。ほかの特殊文字は使え
ません。

• 8 文字まで指定できます。
• 名前は、データベースごとにユニークでなければなりませんが、別のデータベースにも使えます。
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ストレージ・グループの「許可ID」

「許可ID」で、ストレージ・グループの所有者を指定します。ユーザまたはユーザ・グループを指定し、テーブル、
ビュー、索引の名前に暗黙修飾子を付けるには、8 文字以内の許可 ID を指定します。

許可IDの概念

DBMSとプロセスの間に接続が確立すると、DBMSは許可IDを取得し、許可エグジットにそれを渡します。この出口が返
す１つ以上の許可IDのリストは、これらのプロセスの許可IDとして使用されます。

各プロセスの 1 次許可 ID は 1 つだけです。それ以外の許可 ID は 2 次となります。

［ストレージ・グループの特性］ダイアログ

［ストレージ・グループの特性］ダイアログ ボックスのグループで、VSAM カタログによって制御される 1 組のボ
リュームを定義します。このボリューム内には、あとでテーブルスペースと索引スペースが割り振られます。

DDL 生成中に、[製品名に設定] はこれらの特性を使用して DBMS にデータベース・オブジェクトを定義します。

このダイアログ・ボックスには以下のフィールドがあります。

• ストレージ・グループ
DBMS カタログに定義されていない固有のストレージ・グループの名前を指定します。
PSB 名には以下の制限事項があります。
– 文字と数字を使えます。
– ブランクと下線（_）も使用できます。（[製品名に設定] ではスペースは下線に変換されます。）ほかの特殊文字
は使用できません。

– 8 文字まで指定できます。
– 名前は、データベースごとにユニークでなければなりませんが、別のデータベースにも使えます。

• VCAT
データベース・オブジェクト（テーブルスペース、索引スペース、またはストレージ・グループ）のボリューム・カ
タログの名前を指定します。
このフィールドには、データ・セットの DBMS 命名規則に一致する、テーブルスペースの最初のデータ・セットへの
エントリを含める必要があります。VCAT名の長さは、８文字以内でなければなりません。

• パスワード
DBMSは、指定したパスワードをVSAMなどの適切なアクセス・サービスに渡し、データ・セットにアクセスしま
す。パスワードは、VSAMのマスタ・レベルのパスワードです。パスワードの長さは、８文字以内です。

• Auth_ID
ストレージ・グループの所有者を指定します。ユーザまたはユーザ・グループを指定し、テーブル、ビュー、索引の
名前に暗黙修飾子を付けるには、8 文字以内の許可 ID を指定します。
DBMSとプロセスの間に接続が確立すると、DBMSは許可IDを取得し、許可エグジットにそれを渡します。この出口
が返す１つ以上の許可IDのリストは、これらのプロセスの許可IDとして使用されます。
各プロセスの 1 次許可 ID は 1 つだけです。それ以外の許可 ID は 2 次となります。

• DASD ボリューム ID
選択したデータベース・オブジェクト（テーブルスペース、索引スペースまたはストレージ・グループ）で追加また
は削除される必要があるボリューム ID を指定します。

• ボリュームの追加
DASD ボリューム ID を選択したデータベース・オブジェクト（テーブルスペース、索引スペース、またはストレー
ジ・グループ）に追加します。

• ボリュームの削除
DASD ボリューム ID を選択したデータベース・オブジェクト（テーブルスペース、索引スペース、またはストレー
ジ・グループ）から削除します。
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［ストレージ・グループ］ラジオ・ボタン

このラジオ・ボタンでは、テーブルスペースまたは索引スペースのストレージ・グループを活動化します。

［ストレージ・グループ］フィールド

［ストレージ・グループ］フィールドには、テーブルスペースまたは索引スペースのストレージ・グループを指定しま
す。

記憶場所の「記述」

（オプション）記憶場所の記述説明を入力します。

記憶場所の「名前」

記憶場所の名前として使いたい名前を入力してください。このフィールドの入力は必須です。

記憶場所の特性

このウィンドウは、既存のテーブルスペースに記憶場所を追加するとき、または既存の記憶場所の特性を変更するときに
使います。

デフォルト 説明
名前 記憶場所の名前として使いたい名前を入力してください。このフ

ィールドの入力は必須です。
タイプ 記憶場所の「タイプ」オプションは「ファイル」です。
サイズ ページ数での記憶場所のサイズです。省略時解釈は 50 ページで

す。この入力は ０ より大きくなければなりません。
説明 記憶場所の記述 - 記憶場所の記述文を入力してください。

 

 

記憶場所の「タイプ」

記憶場所の［タイプ］のオプションは［ファイル］です。

Strategy

「戦略」では、企業が目的を達成するための手段をまとめます。

戦略に使う文字は、最大 32 文字の英数字です（入力必須）。ロケーションの名前は、最大32文字（半角）で、特殊文字
は使えません。

必要ならば、「記述」フィールドには目的を省略して、より詳細な情報を記入してもかまいません。

［戦略の特性］ダイアログ

［戦略の特性］ダイアログ・ボックスでは、企業の目的を達成する方法を述べた文を書きます。

戦略は、その優先順位順に配列されます。

それぞれの戦略は、目的をサポートする必要があります。
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構造タイプ

CA Gen のアプリケーション開発者は、このパネルを無視する必要があります。ただし、外部プロシージャ・ステップ特
性の定義が必要な、別の製品を使っている場合は、その製品のドキュメントを参照することにより、このパネルへの入力
方法を調べてください。

［サブ・メニュー項目特性］ダイアログ

このダイアログ・ボックスでは、下位メニュー項目があるメニュー項目に関連するテキスト、ニーモニック・キー、区分
線を変更できます。下位メニュー項目があるメニュー項目として、下記があります。

• メニュー･バーのメニュー項目のうち、プルダウンがあるもの。下位メニュー項目はプルダウンに表示されます。
• プルダウンのメニュー項目のうち、別のプルダウン（カスケード・プルダウン）を呼び出すもの

 

サブジェクト・エリアの記述

このダイアログ・ボックスにて、サブジェクト・エリアの記述文を書けます（必要ならば）。

サブジェクト・エリア名

サブジェクト・エリアは、タイプ（とその関係、属性およびオペレーション）の集合体です。名前は、そのサブジェク
ト・エリアの主題を表わすものがよく、たとえば「ローン」サブジェクト・エリアならば、「申請者」「金融機関」など
のダイアグラム群をまとめるのに適しています。

サブジェクト・エリアの名前によって、サブジェクト・エリアに含まれるエンティティとその関係のグループ分けをしま
す。サブジェクト・エリアの名前は通常、複数形の名詞とします（訳者注：日本語名の場合、「～系」といった一定の接
尾語を付けることをお勧めします）。英数字とブランクを使い、特殊文字は使えません。

規則

サブジェクト・エリアには下記の決まりがあります。

• CA Gen モデルには、「ルート」サブジェクト・エリアが 1 つ含まれます。ほかのすべてのサブジェクト・エリア
は、そのルート・サブジェクト・エリアに（直接または間接的に）所属しています。

• （ルート・サブジェクト・エリア以外の）各サブジェクト・エリアは、直接には、ただ１つのサブジェクト・エリア
に必ず所属していなければなりません。

• 異なるサブジェクト・エリアに所属する２つのタイプの間を、関係で結んでもかまいません。

例

たとえば、販売プロジェクトのサブジェクト・エリアとして、下記のものがあります。

• 営業系
• 担当員系
• 取り引き先系
• 製品

サブジェクト・エリア特性

このダイアログ・ボックスでは、新規サブジェクト・エリアの追加または既存のサブジェクト・エリアの変更を実行でき
ます。

このダイアログ・ボックスでは、サブジェクト・エリア名、役割りを指定し、オプションでサブジェクト・エリアの説明
を加えることもできます。作成するサブジェクト・エリアのタイプによっては、役割りとオプションの設定はデフォルト
で選択されています。
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新しい仕様サブジェクト・エリアの場合

役割りは省略時解釈の「仕様」に設定されています。

このオプションはデフォルトで######################が選択されています。必要に応じてこの選択内容を変更でき
ます。

インプリメンテーション・タイプ・サブジェクト・エリアの場合

役割りは省略時解釈の「インプリメンテーション」に設定されています。

これらのオプションはこのサブジェクト・エリア・タイプで無効になっています。仮想タイプか実タイプかの区別は、イ
ンプリメンテーション・サブジェクト・エリアにはあてはまりません。

このダイアログ・ボックスのフィールドの詳細に関しては、該当するテキストをクリックしてください。

• Subject Area Name
• Subject Area Role
• 実エンティティ・タイプ
• 仮想エンティティ・タイプ
• 説明

サブジェクト・エリアの役割り

サブジェクト・エリアは、タイプ（とその関係、属性およびオペレーション）の集合体です。１つのサブジェクト・エ
リアを、コンポーネント・モデリングではしばしば、「パッケージ」と呼びます。「サブジェクト・エリアの役割り」と
は、そのサブジェクト・エリアの使われ方です。CA Gen で明示的にサポートしている役割りは以下の 3 つです。

• S - 仕様（Specification）
• I - インプリメンテーション（Implementation）
• G - 一般（General）

規則

サブジェクト・エリアの役割りには下記の決まりがあります。特定の役割りに特有な決まりは、別の箇所で述べます。

• CA Gen モデルには、「ルート」サブジェクト・エリアが 1 つ含まれます。ほかのすべてのサブジェクト・エリア
は、そのルート・サブジェクト・エリアに（直接または間接的に）所属しています。

• （ルート・サブジェクト・エリア以外の）各サブジェクト・エリアは、直接には、ただ１つのサブジェクト・エリア
に必ず所属していなければなりません。

• 異なるサブジェクト・エリアに所属する２つのタイプの間を、関係で結んでもかまいません。

サブジェクト・エリアの各タイプに特有な情報は、下記のうち該当するものをクリックしてください。

一般サブジェクト・エリア

一般サブジェクト・エリアは、企業が関わる１分野であって、おもな資源、製品、活動のいずれかを中心としたもので
す。

一般サブジェクト・エリアは、エンティティ関係図におけるサブジェクト・エリアの、従来どおり（CBD以前から）の
使い方です。

用途

一般サブジェクト・エリアを使うことにより、下記のことができます。

• 関係深いエンティティ・タイプ同士をグループ分けすることにより、大きいモデルに階層構造を与える。
• データ・モデル図、データ・モデル・リスト、データ・モデル・ブラウザにて、各部の詳細の、表示/非表示を切り換
える。

• 部分タイプ・モデル図のスコープ（範囲）を定める。
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オブジェクト指向（OO）の開発方法には、通常、相当する概念として、「パッケージ」があります。

分析者は、トップ・ダウンでもボトム・アップでも作業できます。つまり、トップ・ダウンでは、先にサブジェクト・エ
リアを洗い出し、それを下位のサブジェクト・エリア群へと段階的に分解し、最後にはエンティティ・タイプ群に至らせ
ます。逆にボトム・アップでは、まずサブジェクト・エリアなしで全エンティティ・タイプを洗い出し、そのあとそれら
をサブジェクト・エリア群へとグループ分けします。

並行分解は、分析手法の１つであり、サブジェクト・エリア階層とファンクション階層とを１対１対応させます。そこで
は基本サブジェクト・エリアそれぞれでエンティティ・タイプ群をグループ分けし、その各々を特定の基本ファンクショ
ン１つで保守します。

基本サブジェクト・エリアとは、最下位のサブジェクト・エリアです。基本のビジネス・ファンクションは、最下位のビ
ジネス・ファンクションで、下位のプロセスは含んでいません。

一般サブジェクト・エリアは、１つのビジネス・オブジェクト・タイプに所属する個々のデータ部分を区分けするのに使
えます。そのようなサブジェクト・エリアは、ビジネス・オブジェクト・タイプと指定された中心エンティティ・タイプ
（または中核エンティティ・タイプ）と、その中心エンティティ・タイプに依存する（つまりその中心エンティティ・タ
イプとの間が必須関係で（直接または間接的に）結ばれている）全エンティティ・タイプを、内部に持つべきです。並行
分解で見つけた基本サブジェクト・エリアは通常、これらビジネス・オブジェクト・サブジェクト・エリア群に相当しま
す。

仕様サブジェクト・エリア

仕様サブジェクト・エリアは、１コンポーネントの仕様の中で述べられているタイプの集まりです。

規則

• 仕様サブジェクト・エリアに含めてよいのは、仕様オブジェクト（コンポーネント仕様タイプ、インターフェー
ス・タイプ、仕様タイプ）だけです （CBD96 のコンポーネントを変換するという目的ならば、レギュラ・エンティ
ティ・タイプを含めてもかまいません）。

• 仕様サブジェクト・エリアに含めてよいのは、ほかの仕様サブジェクト・エリアだけです（一般サブジェクト・エリ
アとインプリメンテーション・サブジェクト・エリアは不可）。

• 「仮想タイプだけ含む」のラジオ・ボタンがオンである場合、サブジェクト・エリア内に置かれたどのタイプも仮想
でなければなりません。

用途

コンポーネント・モデリングでは、コンポーネント仕様モデル内の全サブジェクト・エリアは仕様サブジェクト・エリア
であるべきです。

１つのコンポーネント・インプリメンテーション・モデルには仕様サブジェクト・エリアとインプリメンテーション・サ
ブジェクト・エリア群の両方を含めます。

コンポーネント・モデル内では、最上位の仕様サブジェクト・エリアを、ルート・サブジェクト・エリアの直下に置くべ
きです。コンポーネント仕様内で使われるタイプ群はこのサブジェクト・エリア内に置きます。タイプの個数が多い場合
は、モデルに構造を与えるために、ほかの仕様サブジェクト・エリアを置いてもかまいません。

モデル１つに仕様が複数ある場合（お勧めできませんが）、コンポーネント仕様ごとに、最上位仕様サブジェクト・エリ
アが、ルート・サブジェクト・エリアの下に、１つあるはずです。仕様サブジェクト・エリア１つにつき、コンポーネン
ト仕様モデル図を１つ作成できます。

インプリメンテーション・サブジェクト・エリア

インプリメンテーション・サブジェクト・エリアは、タイプの集まりであって、コンポーネントのインプリメンテーショ
ン内では記述されているが、そのコンポーネントの仕様の中では記述されていないものです。つまり、１つのコンポーネ
ント・インプリメンテーションに所属するインプリメンテーション専用タイプの集まりです。

コンポーネントのインプリメンテーション（内部設計）は、タイプを参照するアクション図群からなります。それらのタ
イプは、仕様タイプ（そのコンポーネントの仕様によって参照され、かつ仕様サブジェクト・エリア内に置かれている）
であるか、またはインプリメンテーション専用タイプ（インプリメンテーション・サブジェクト・エリア内に置かれたエ
ンティティ・タイプ）です。インプリメンテーション専用タイプはコンポーネント仕様では決して参照されません。した
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がって、インプリメンテーション専用タイプは、コンポーネントの公開オペレーション群（つまりそのコンポーネントの
インターフェース内に現れるオペレーション群）の、インポートにもエクスポートにも登場しません。

規則

インプリメンテーション・サブジェクト・エリアの置き場は、ルート・サブジェクト・エリアの直下か、またはほかのイ
ンプリメンテーション・サブジェクト・エリア内であるべきです。一般サブジェクト・エリア内には、通常は置くべきで
ありません。

インプリメンテーション・サブジェクト・エリアの直下に、インプリメンテーション・オブジェクト（コンポーネント・
インプリメンテーション・タイプとレギュラ・エンティティ・タイプ）があってもかまいません。

インプリメンテーション・サブジェクト・エリア内には、ほかのインプリメンテーション・サブジェクト・エリアと、
（コンシュームされるコンポーネントの）仕様サブジェクト・エリアはあってもよいですが、一般サブジェクト・エリア
はあってはなりません。

用途

インプリメンテーション・サブジェクト・エリアは、コンポーネント・インプリメンテーション・モデル内で使われま
す。コンポーネント・インプリメンテーション・モデル内では、単一のインプリメンテーション・サブジェクト・エリア
は、ルート・サブジェクト・エリアの直下にあるべきです。インプリメンテーション専用タイプはサブジェクト・エリア
内に置きます。インプリメンテーション専用タイプが多数ある場合は、モデルに構造を与えるために、ほかのインプリメ
ンテーション・サブジェクト・エリアを置いてもかまいません。

モデル１つに仕様が複数ある場合（お勧めできませんが）、コンポーネント・インプリメンテーションごとに、最上位イ
ンプリメンテーションサブジェクト・エリアが、ルート・サブジェクト・エリアの下に、１つあるはずです。

コンポーネント・インプリメンテーション・モデル図は、１つのインプリメンテーション・サブジェクト・エリアとし
て定義でき、その内部に、そのコンポーネントの全インプリメンテーション専用タイプを置き、そうすることによりコン
ポーネントの論理データベース設計を与えてください。

１つのアプリケーション用のモデル（つまりビジネス・エリア・モデル１つ）の中では、そのアプリケーションが起動す
るコンポーネントのための仕様サブジェクト・エリアは、インプリメンテーション・サブジェクト・エリア（代表的な名
前は「コンシューム対象コンポーネント」）の内部で、理想的にグループ分けしておくべきです。そうすることにより、
このモデルはコンポーネント仕様を定義したものでなく、コンポーネント仕様を単に使用するだけである、ということが
はっきりします。

コンポーネント・インプリメンテーションで、ほかのコンポーネントのオペレーションを起動してもかまいません。そ
の場合、そのインプリメンテーション・サブジェクト・エリアは、内部に仕様サブジェクト・エリアを持ちます。それら
は、コンシュームされるコンポーネントのインターフェースによって参照される仕様タイプを内部に持つ、仕様サブジェ
クト・エリアです。

オブジェクト指向でインプリメンテーションを設計すると、インプリメンテーション専用タイプがそれ自身の（内部）
オペレーションを所有することになります。したがって、そのインプリメンテーション・サブジェクト・エリアは、内部
データ定義と、コンポーネントの機能とを、併せ持ちます。しかしオブジェクト指向にする必要はありません。インプリ
メンテーションは、望むならば「独立の」アクション図または外部アクション・ブロックを使っても作成できます。

「サブジェクト・エンティティ・ビュー」の選択リスト

この選択リストでは、サブジェクト・エンティティ・タイプを選択できます。「サブジェクト・リストからのフロー」の
選択リストに表示されるプロシージャ・ステップは、選択したサブジェクトのエンティティ・ビューにもとづきます。

ビューがない場合、インポート・エンティティ・ビューをプロンプト・ステップに追加するビューの保守を実行してくだ
さい。
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添字

添字は、参照先グループ・ビューの特定の項目（ビュー）を示すデータ配列（明示的に添字付けした反復グループ・
ビューのすべてのビュー）の索引です。その値が、今の処理対象となっている１項目の位置（何番めであるか）です。こ
の値は、アクション図内で直接に変更および参照できます。

反復グループの最初の添字の値は、1です（一部のシステムのように0ではありません）。異常終了した場合、添字の値
を0以外に設定したかどうかを確かめてください。

添字は、MAX以下の値でなければなりません。MAXは、データの有無に関係なく、最上位の配列位置を示す索引変数で
す。MAXは、反復グループ・ビューの実際の大きさ（グループ・ビューの特性を定義するときに設定する最大カージナ
リティ）を表わします。この値は定数で、実行中に変更することはできません。MAXの値は、つねに正です。

アクション図のステートメントに使われる添字の例です。

SET SUBSCRIPT OF export_list TO 1

ビューの置き換え

アクション図の中でエンティティ・アクション・ビューまたはローカル・ビューを一括変換するには、「ビューの置き換
え」を選択してください。複写されたアクション図の中の 1 つのビューを置き換えるには、［転送複写］と［ビューの
置き換え］とを併用してください。

ビューの置き換えの確認ボックス

アクション図で「Yes」を選択することにより、強調表示されたエンティティ・アクション・ビューまたはローカル・
ビューのすべてのオカレンスと、選択されたビューとの置き換えを、確認してください。

強調表示されたオカレンスをすべて置き換える場合以外は、「No」を選択してください。

［ビューの置き換え］ダイアログ

アクション図の、エンティティ・アクション・ビューまたはローカル・ビューを同じエンティティ・タイプの別のビュー
に変更するには、「ビューの置き換え」を使います。このダイアログは、ローカル・ビューまたはエンティティ・アク
ション・ビューが強調表示された場合に同じエンティティ・タイプのビューのリストを表示します。

アクション図で強調表示したすべてのビューのオカレンスが、リストから選択したビューで置き換えられます。

ビューが置き換えられたあと、オリジナルのビューの属性と置き換えられたビューの属性が比較されます。置き換えられ
たビューに含まれていない属性が自動的に追加されます。

たとえば、ある個人の雇用者を追跡するアクション図には、名前、住所、雇用契約日など現在の雇用者に関する情報が記
録されたコードのブロックが示されます。

個人の過去の雇用者に関する情報を記録する際にも同様のロジックが必要です。

現在の雇用者に対するコードを別のアクション図に複写して、ビュー「現在の雇用者」を「過去の雇用者」に置き換える
ことができます。

このダイアログ・ボックスのフィールドは以下のとおりです。

• ビューの置き換えの選択
アクション図で強調表示されたエンティティ・アクション・ビューまたはローカル・ビューと置き換えることのでき
るビューが表示されます。

• ビューの保守
以下のビューを追加、削除、および操作できる 2 次的なウィンドウを表示します。
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– グループ
– エンティティ
– サブタイプ
– 属性
– ワーク・タイプ

ワーク・セットのプロモーションに成功しました

このメッセージは、ワーク・セットのプロモーションが、警告もエラーもなく無事終了したことを意味します。

Sum

Sum関数は、結果テーブルの中の全数量合計値を取り出します。重複値の有無にかかわらず、全オカレンスを計算に含
めます。Sum関数は、数値属性または式があるときだけ使えます。

NOTE
注： 数値が桁落ちしないよう、このフィールドの定義時に十分な桁数を与えてください。さもないと、実行時
エラーが発生する恐れがあります。

テーブルスペースの「名前」

テーブルスペースの「名前」により、暗黙修飾子または明示修飾子とともに、DBMSカタログ内にある、テーブル、
ビュー、または別名を、一意に識別します。テーブルスペース名は、８文字以内の長さで、文字から始めてください。

テーブルの名前に修飾が付いている場合は、その修飾子がそのテーブルの所有者となります。DDL 生成中は、CA
Gen は所有者をテーブルの名前の接尾辞として付加表記します。

［テーブルスペース特性］ダイアログ

［テーブルスペース特性］ダイアログ・ボックスで、選択したテーブルスペースの列の特性を指定します。 テーブルス
ペースと索引スペースは、DB2に関係しています。DDL生成中は、これらの特性を使用して、テーブルスペースをDBMS
に定義してください。

詳細は、個々のコントロールのヘルプを参照してください。

テーブルスペースの「セグメント・サイズ」

「セグメント・サイズ」には、セグメントごとのページ数を指定します。

セグメント・サイズを指定しないと、テーブルスペースをセグメント化できません。セグメント・サイズは、４から64
の間の数に４を掛けた数値でなければなりません。

NOTE
注： セグメント化されたテーブルスペース（セグメント サイズが 0 を超えるもの）には、区分を追加できませ
ん。

満足度のエラー

3 より大きい数値が［満足度］フィールドに入っています。このフィールドで許可されるのは、0 から 3 までの数字のみ
です。

0 ～ 3 のいずれかを入力してください。
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ウィンドウのサイズと位置の保存

このオプションを選択すると、CA Gen はウィンドウのサイズと位置を記録します。この位置とサイズは、新しいサイズ
と位置を保存するかまたは保存内容をクリアしない限り、CA Gen を開始するたびに記録されます。

CA Gen は、最大化ウィンドウを保存しません。最大化ウィンドウのときに保存すると、CA Gen は、ウィンドウを最大
化する前のウィンドウのサイズと位置を保存します。

「範囲」ボタン

「範囲」ボタンを使って、ウィンドウにフィールドを追加する際に、「フィールド特性」ダイアログ・ボックスに表示さ
れる、ワーク・セットとエンティティ・タイプを指定してください。エンティティ範囲を設定しないと、モデルのすべて
のエンティティとワークセットが、特性パネルのドロップダウン・リストに表示されます。

エンティティ範囲を設定するには、下記をしてください。

ワーク・セット、サブジェクト・エリア、またはエンティティ・タイプを強調表示してください。

「範囲」ボタンをクリックしてください。

表示したいワーク・セットまたはエンティティ・タイプごとに、この操作を繰り返してください。

［部分タイプ図］ダイアログ・ボックス

［部分タイプ図］ダイアログ・ボックスを使用して、新しい部分タイプ・モデル図を作成する、既存の部分タイプ・モデ
ル図を開く、または既存の部分タイプ・モデル図の特性にアクセスする、といったことができます。

［部分タイプ図］ダイアログ・ボックスには、以下のボタンが含まれています。

• Open
選択したタイプ図を開きます。

• 特性
選択したタイプ図の名前および説明を指定します。

• クローズ
［部分タイプ図］ダイアログ・ボックスを閉じます。

• 新規
部分タイプ図を作成します。

部分タイプ図の概要

［部分タイプ図］では、データ・モデルを構築し、表示することができます。データ・モデル図、データ・モデル・ブ
ラウザ、データ・モデル・リストを表示するための別手段でもあります。これらのいずれかのツールでの変更は、ほかの
ツールに自動的に反映されます。ユーザとのフィードバック会議用の準備としては、開発者は部分タイプ・モデル図を作
成したくなるでしょう。データ・モデル図が大きい場合は、部分タイプ・モデルが複数ある方がわかりやすくなります。

部分タイプ図では、以下のことが可能です。

• データ・モデルの各部分を表わすダイアグラムをいくつでも作成でき、必要ならばそれらが部分的に重なっていても
かまいません。

• ほかのレギュラ・エンティティ・タイプを追加

部分タイプ・モデル図では、様々な方法で表わす範囲を絞り込めます（部分タイプ・モデルは必ず特定の 1 つの一般サ
ブジェクト・エリアに範囲を絞ります）。
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• 「ルート」サブジェクト・エリア（モデル全体を表わす）を選択すると、そのモデル内のどのタイプをも、部分タイ
プ・モデル図に置けます。

• ルート以外のサブジェクト・エリアを選択すると、そのサブジェクト・エリア（および、あればその下位サブジェク
ト・エリア群）の内容だけを、ダイアグラムに置けます。

• どのエンティティ・タイプを置くかを、このダイアグラム上で選択できます（すべてのエンティティ・タイプを置く
必要はありません)。

• 同じ１エンティティ・タイプを複数のダイアグラムに置けます。

どのサブジェクト・エリアについても、部分タイプ・モデル図は任意の個数だけ作成できますが、このダイアグラム作成
用ツール自身は、一時点でオープンできるのは 1 つだけです。

［オープン］メニュー・オプションでは、既存のタイプ・モデル図の 1 つをオープンできます。モデル図は、ダイアロ
グ・ボックスからは作成も削除もできません（［ダイアグラム］ - ［新規］または［ダイアグラム］ - ［削除］を選択し
てください）。一時点でオープンできるモデル図は 1 つだけです。

［編集］メニューと［詳細］メニューを使用して、部分タイプ・モデル図の特定のセクションを編集し、詳述することが
できます。

部分タイプ図の特性

このダイアログ・ボックスにて、新しい部分タイプ・モデル図の名前を追加でき（または既存の名前を変更）、必要なら
ば当ダイアグラムの記述文も書けます。

作成または変更ののち「了解」をクリックすると、そのダイアグラムが、その名前とともに、変更後の最新の内容でグラ
フィック表示され（新規のダイアグラムの場合はブランク画面）。そこで、エンティティ・タイプ、サブタイプ、区分な
どを、必要ならば追加できます。

部分タイプ図の部分サブジェクト・エリアの特性

［部分タイプ図］で［特性］を選択すると、選択した図の名前や記述を変更できます。

［データ・モデル・リストの範囲］ダイアログ

［データ・モデル・リストの範囲］ダイアログ・ボックスは、2 つの選択リストを表示し、そこでデータ・モデル・リス
ト内のサブジェクト・エリアまたはエンティティ・タイプの選択と表示ができます。

画面（名前）

ここでは画面のソース・コード・ファイルの名前を指定します。ファイル名は、オンライン・プロシージャにのみ適用さ
れ、生成ツールで画面にソース・コード・ファイルを生成した際に割り当てられます。

ソース・コード・ファイルの名前には、以下のような制限事項があります。

• 英文字と数字が使えます。
• 先頭文字は英文字ある必要があります。
• ブランクと下線が使えます。ほかの特殊文字は使えません。
• 名前の長さは、8 文字以内である必要があります。
• ロード・モジュール名はビジネス・システム内で一意でなければなりません。

スクロール量とアクセレレータ値のエラー

スクロール量とアクセレレータの値が必要です。値を入力してください。
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画面の削除エラー

削除のために選択したフィールドのうち最低１つが、テンプレートに含まれています。このまま削除すると、テンプレー
ト全体が画面から削除されます。

画面からテンプレートを削除する場合は、［了解］をクリックします。そのテンプレート全体を画面から削除するかそれ
とも画面設計ツールに戻るかを選択してください。

属性の選択エラー

非正規化をするには属性だけを選択してください。

メソッドの選択

このダイアログ・ボックスによって、WSDL のメソッドを選択できます。

このダイアログ・ボックスには、以下の項目があります。

• メソッド名およびソース URI
メソッドの名前およびメソッドの URI を指定します。このリストにはモデルにすでにインポートされているメソッド
が取り込まれ、ユーザのサブセットに含められます。

• 選択
選択されたメソッドで、Call External ステートメントを作成します。このボタンが有効になるのは、［メソッド名お
よびソース URI］テーブルでメソッドが選択されている場合です。このボタンをクリックすると、［Web サービス・
パラメータのマッチ］ダイアログ・ボックスが開きます。次に、［パラメータ・マッチのインポート］および［パラ
メータ・マッチのエクスポート］ダイアログ・ボックスに移動して、アクション図内のビューを、選択されたメソッ
ドが提供する Web サービス・メソッド・パラメータにマッチさせます。

• Add
Web サービス・メソッドをモデルにインポートするために使用される、［WSDL メソッドの選択］ダイアログ・ボッ
クスを開きます。

• 削除
選択されたメソッドを削除します。このボタンが有効になるのは、選択されたメソッドがモデルで使用されなくなっ
た場合のみです。メソッドを削除すると、選択されたメソッドに関連付けられているオブジェクトがモデルから削除
されます。

• 取消
何もアクションを実行せずに、ダイアログ・ボックスを終了します。

［エンティティ・アクションのサポート］オプションの選択

このチェック・ボックスは、最初に「エンティティ・アクションのサポート」チェック・ボックスを選択した場合にのみ
選択できます。

区切り文字のエラー

小数点の区切り文字と、千の位の区切り文字とを区別するために、異なる区切り文字を採用する必要があります。両者を
同じ文字にすることはできません。

TD 名を属性名に設定

データ・モデル・リストからの属性を詳細化して、［特性］ポップアップを表示しました。TD 名フィールド内の名前
は、属性名フィールド内の名前と異なりますが、チェック・ボックスを選択して、TD 名を属性名に設定することを示し
ます。
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• TD 名を属性名に設定するには、［はい］をクリックします。このアクションでは、チェック・ボックスの入力項目
を受け付けて、TD名フィールド内の名前を変更して、属性名フィールド内の入力項目に一致させます。

• TD 名フィールド内の入力項目を TD 名として受け付けるには、［いいえ］をクリックします。このアクションでは、
チェック・ボックスの選択が上書きされます。

 

TD 名をエンティティ・タイプ名に設定

「データ・モデル・リスト」のエンティティ・タイプを詳細化して、「特性」のポップアップを表示しました。TD 名
フィールド内の名前は、エンティティ名フィールド内の名前と異なりますが、チェック・ボックスを選択して、TD 名を
エンティティ・タイプ名に設定することを示します。

• TD 名をエンティティ・タイプ名に設定するには、［はい］をクリックします。このアクションでは、チェック・
ボックスの入力項目を受け付けて、TD名フィールド内の名前を変更して、属性名フィールド内の入力項目に一致させ
ます。

• TD 名フィールド内の入力項目を TD 名として受け付けるには、［いいえ］をクリックします。このアクションでは、
チェック・ボックスの選択が上書きされます。

［ソース/宛て先特性］ダイアログ・ボックス

［ソース/宛て先特性］ダイアログ・ボックスを使用して、以下のアクションを実行できます。

• オプショナリティが［時々］の場合は、対の頻度を指定します。
• カージナリティが 1 つ以上の場合は、対の最小数、平均数および最大数を指定します。
• 数字が確定値または予想値のいずれであるかを指定します。
• 削除規則を指定します。

2 つのエンティティ・タイプ間の対の数を定義すると、生成システムのデータベース設計をより正確に行なえます。

このダイアログ・ボックスのフィールドは以下のとおりです。

• 対の割合
第 2 エンティティ・タイプのエンティティのうち、第 1 エンティティ・タイプのエンティティと対になるものがどの
くらいあるかの、推定比率（パ－セント）です。
［対の割合］は、対をなす頻度とも見なせます。
たとえば、顧客（ソース）は注文（宛て先）を出し、注文は顧客によって出されるとします。
現在処理されている注文があるかどうかに関係なく、顧客に関する情報が維持されるため、この対のオプショナリ
ティは［時々］になります。したがって、［対の割合］は 100% ではありません。ただし、ある時点では多くの顧客
が注文を出すでしょうから、たとえば75％ という数字になります。
ダウンストリーム効果
対の頻度と対の数（最小数、平均数、最大数）は、データベースの設計時に重要です。データベースの基本的数量
は、ここで指定した数値に基づいて決定され、テーブルスペースや索引スペースとして割り振られます。

• 最小で
対をなす、第 2 エンティティ・タイプのエンティティの最小個数（予想値または確定値）です。
たとえば、注文（ソース）は注文明細（宛て先）を含み、注文明細は注文に含まれるとします。
1 つの注文に含まれる注文明細は複数ありうるので、この対のカージナリティは「1 つ又は複数」です。
ダウンストリーム効果
対の頻度と対の数（最小数、平均数、最大数）は、データベースの設計時に重要です。データベースの基本的数量
は、ここで指定した数値に基づいて決定され、テーブルスペースや索引スペースとして割り振られます。
– 予想値/確定値
入力する数値が、予想値であるか確定値であるかを指定してください。このフィールドは、文書化のためにのみ使
用されます。コード生成には影響しません。

• 平均で
対をなす、第 2 エンティティ・タイプのエンティティの平均個数です。
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たとえば、注文（ソース）は注文明細（宛て先）を含み、注文明細は注文に含まれるとします。
1 つの注文に含まれる注文明細は複数ありうるので、この対のカージナリティは「1 つ又は複数」です。したがっ
て、各注文に含まれる注文明細はたとえば平均 5 つとなります。
ダウンストリーム効果
対の頻度と対の数（最小数、平均数、最大数）は、データベースの設計時に重要です。データベースの基本的数量
は、ここで指定した数値に基づいて決定され、テーブルスペースや索引スペースとして割り振られます。

• 最大で
第 1 エンティティ・タイプのエンティティと対をなす、第 2 エンティティ・タイプのエンティティの最大数（予想値
または確定値）です。
たとえば、注文（ソース）は注文明細（宛て先）を含み、注文明細は注文に含まれます。
1 つの注文に含まれる注文明細は複数ありうるので、この対のカージナリティは「1 つ又は複数」です。しかし、1 つ
の注文に含まれる注文明細は最大 25 個です。しかし、26 品目が注文された場合も、新しい注文は問題なく追加され
ます。
ダウンストリーム効果
対の頻度と対の数（最小数、平均数、最大数）は、データベースの設計時に重要です。データベースの基本的数量
は、ここで指定した数値に基づいて決定され、テーブルスペースや索引スペースとして割り振られます。
– 予想値/確定値
入力する数値が、予想値であるか確定値であるかを指定してください。このフィールドは、文書化のためにのみ使
用されます。コード生成には影響しません。

• 削除規則
削除規則では、関連づけられているエンティティ・タイプのオカレンスを削除する場合に、エンティティ・タイプの
オカレンスを処理する方法を指定できます。これにより、意図しない削除を防ぎます。
削除規則は、ソース関係と宛て先関係の両方に定義しなければなりません。
例

NOTE
注： 以下の削除規則は、［ソース/宛て先特性］ダイアログ・ボックスに表示される語句を正確に反映して
いません。削除規則を示す語句は、関係にカージナリティ（１対１、１対多、多対多）によって異なりま
す。

各注文には、1 つ以上の注文行があります。
各注文行は、1 つの注文に属します。
多数の注文行を持つ注文を削除する場合、すべての注文行も自動的に削除する場合があります。この場合は、「2 番
目のエンティティ・タイプの各エンティティの削除」を選択します。このアクションはカスケード削除です。
注文行を削除する場合、おそらく注文全体を削除することはしたくないはずです。この場合は「2 番目のエンティ
ティ・タイプの各エンティティの関係解消」を選択します。（このアクションはヌル値に設定されます。）
すべての注文行を別々に削除するまで注文を削除しないように制限したいときは、［2 番目のエンティティ・タイプ
にエンティティが 1 つ以上ある場合の削除禁止］を選択します。このアクションは制限付き削除です。
デフォルトでは、以下のオプションがカージナリティおよびオプショナリティの選択内容に基づいて選択されていま
す。
– 必須の 1 → 必須の 1

• ソース特性： 削除を却下します
• 送信先特性： 削除を却下します

– 任意の 1 → 必須の 1
• ソース特性： 削除を却下します
• 送信先特性： 各発生を分離します

– 任意の 1 → 任意の 1
• ソース特性： 各発生を分離します
• 送信先特性： 各発生を分離します

– 必須の 1 → 必須の多
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• ソース特性： 削除を却下します
• 送信先特性： 削除を却下します

– 任意の 1 → 必須の多
• ソース特性： 削除を却下します
• 送信先特性： 各発生を分離します

– 必須の 1 → オプションの多
• ソース特性： 各発生を分離します
• 送信先特性： 削除を却下します

– 任意の 1 → オプションの多
• ソース特性： 各発生を分離します
• 送信先特性： 各発生を分離します

– 必須の多 → 必須の多
• ソース特性： 削除を却下します
• 送信先特性： 削除を却下します

– 任意の多 → 必須の多
• ソース特性： 削除を却下します
• 送信先特性： 各発生を分離します

– 任意の多 → 任意の多
• ソース特性： 各発生を分離します
• 送信先特性： 各発生を分離します

• 説明
関係の特性を説明するために、このボタンをクリックします。

［了解］をクリックし、変更を保存してダイアログ・ボックスを閉じます。中止する場合は、［取消］をクリックしま
す。

基本量の指定

VCATを選択した場合、基本量が必要です。

基本容量として、データ・セット、テーブルスペース、または索引スペースの、基本スペースの割り振りを指定してくだ
さい。

値の指定

１ 以上を入力してください。

ビューの指定

プロシージャ・ステップと画面とをリンクするためビューが最低１つ必要です。インポート・ビューまたはエクスポー
ト・ビューを選択してください。

IMS プログラム固有のブロック名の指定

IMS PSBには、名前が必要です。ブランクの名前フィールドは許されません。名前を入力してください。

パスワードの指定

パスワードが必要です。正しいパスワードを入力してください。

入力を 3 回まちがえると、異常終了します。
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ローカル名の指定

モデル名を指定しない場合は、ローカル名を指定することによりモデルを特定する必要があります。

SUMMARIZE

SUMMARIZEステートメントでは、SQLアグリゲート関数（COUNT、MAX、MIN、AVERAGE、およびSUM）を使うこ
とで、エンティティの指定された集まりから値を導けます。SUMMARIZEを使って、指定されているアグリゲート関数ご
とに、複合値を１つ取り出します。SUMMARIZEは、PLACING節が１つ以上必要という点を除いてREADと似ており、
適切なドメインの変更可能な属性ビューが、それぞれのアグリゲート値を受け取るよう指示されています。

NOTE
注： SUMMARIZE には、例外条件はありませんが、データベース例外条件がある場合があります。

SUMMARIZEエンティティ・アクションを追加する操作は、アクション図の中にエンティティ・アクションを作成する
操作の一部です。SUMMARIZEエンティティ・アクションは、１つのエンティティ・タイプ（または複数の関係するエン
ティティ・タイプ）をなすエンティティ群のうち、選択されたすべてのオカレンスを調べあげ、下記の１つ以上のアグリ
ゲート関数を使ってデータベースからアグリゲート値を取り出します。

SUMMARIZEアクション・ステートメントでは、すべてのANSI標準SQLアグリゲート関数を使えます。このステートメ
ントでは、１つまたは複数の関連エンティティ・タイプからなる一連のエンティティから選択したすべてのオカレンスを
「要約」できます。下記は、SUMMARIZEアクション・ステートメントのフォーマットです。

SUMMARIZE entity-view-list

PLACING aggregate function INTO attribute-view

...

エンティティアクション・リストに、READ/READ EACH に適切な同じビューが含まれている場合は、PLACING 節でア
グリゲート関数を参照し、結果を受け取るための変更可能な属性ビューを指定する必要があります。また、属性ビューは
非常駐で変更可能です。

NOTE

注：

• エンティティ・ビュー・リストに表示されるビューは、植値も変更もされません。
• SUMMARIZEステートメントには、PLACING節が最低１つなければなりませんが、複数あってもかまいま
せん。

• SUMMARIZEステートメントは単一のアクションであり、結果は１つだけです。
• SUMMARIZEステートメントはWHERE節を持てます。WHERE節は任意選択であり、エンティティ・
ビュー・リストを「修飾」つまり指定します。

• SUMMARIZEステートメントのWHERE節では、NULL可能なビューは、NULLであるかNOT NULLであるか
を判定できます。また、このようなビューは、関係演算子IS EQUIVALENT TOまたはIS NOT EQUIVALENT
TOを使用して、等しいかどうかを検査できます。詳細については、「NULL 特性」を参照してください。

下記は、SUMMARIZEステートメントが現在サポートしている、SQLアグリゲート関数の一覧です。特定の関数について
の詳細は、当該関数を選択してください。
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• Average
• Average Distinct
• Count Distinct
• Count Occurrences
• Maximum
• Minimum
• Sum
• Sum Distinct

例

SUMMARIZE ステートメントを使用する場合、以下の例はエンティティ・ビューと修飾のタイプ別に分類されます。

単一エンティティ・ビュー

• WHERE 節のない単一エンティティ・ビュー： データベース内にある全社員数を知るには、下記のようなステートメ
ントを使ってください。

SUMMARIZE employee

PLACING count(OCCURRENCES) INTO local ief_supplied count

• WHERE 節のある単一エンティティ・ビュー： 控除対象である全社員の給与総額を調べるには、下記のようなステー
トメントを使ってください。

SUMMARIZE employee

PLACING sum(employee salary) INTO local employee salary

WHERE DESIRED employee classification = `EX'

複数エンティティ・ビュー

• 単純な関係を持つ複数エンティティ・ビュー： 複数のビューを持つアグリゲート関数を使うと、WHERE 節に指定さ
れたビュー間の関係に応じて、結果テーブルまたは交差結果テーブルが得られます。
たとえば、全学生が出席するクラスの総数を調べるには、下記のようなステートメントを使います。

SUMMARIZE student

class

PLACING count(OCCURRENCES) INTO local ief_supplied count

WHERE DESIRED student

attends DESIRED class

NOTE
注： 読取リストに複数のエンティティ・ビューが含まれているときは、PLACING 節の各アグリゲート関数
は、対応するテーブルを結合することによって生じる交差テーブルを参照します。したがって、結果の中の
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オカレンス数は、選択されている各タイプのエンティティ数の製品に等しくなります。テーブルの結合は、
エンティティ間に定義されている関係によって行なわれます。

• 読取リストにない関連エンティティ： 最低 1 クラスに出席している学生数を調べるには、下記のようなステートメン
トを使ってください。

SUMMARIZE student

PLACING count(OCCURRENCES)

INTO local ief_supplied count

WHERE DESIRED student attends SOME class

NOTE
注： 結果テーブルは、エンティティ・ビュー・リストにないエンティティ・ビューは除外しま
す。DESIREDエンティティ・ビューとSOMEエンティティ・ビューとの間の関係からは、交差テーブルは
作成されません。

複数の関数

• 同一エンティティ・ビュー： 社員の最高給与額と最低給与額を調べるには、下記のようなステートメントを使ってく
ださい。

SUMMARIZE employee

PLACING minimum (employee salary)

INTO local_min employee salary

PLACING maximum(employee salary)

INTO local_max employee salary

• 複数エンティティ・ビュー： 学期の平均時間数と全最上級生の平均成績を調べるには、下記のようなステートメント
を使ってください。

SUMMARIZE student

class

PLACING average (class semester_hours)

INTO local class semester_hours

PLACING average(student grade_point_avg)

INTO local student grade_point_avg

WHERE DESIRED student attends DESIRED class

 1417



 CA Gen - 86JP - Japanese - Japan

AND DESIRED student grade_level = 12

関数としての式

アグリゲート関数（Count Occurrences、Count Distinct、Sum Distinct、Average Distinct以外）は、下記の制限を満足し
ていれば、変数として式を使うことがあります。

• 読取リストの中のエンティティ・アクション・ビューの属性が、最低１つ指定されている。
• 式の中で参照されているすべてのエンティティ・アクション（常駐）ビューが、読取リストにあるか、CURRENTと
して指定されていなければならない。注参照

• NUMTEXTなどの非アグリゲート関数が指定されていない。
• 正しいドメインの式が使われている。

アグリゲート関数は大きな式の一部として使われないことがあります。

NOTE
注： アグリゲート関数式で許容されている CURRENT ビューは、SUMMARIZE ステートメントの実行前に展
開しなければなりません。

• 単一エンティティ・ビュー： 夏時間で表示した全クラスの最新開始時間を調べるには、下記のようなステートメント
を使ってください。

SUMMARIZE class

PLACING maximum(class start_time

+ local_daylight_time adjustment_hours)

INTO local_avg class start_time

• 複数エンティティ・ビュー： 支払い総額（数量x価格に消費税を加算した額）を調べるには、下記のようなステート
メントを使ってください。

SUMMARIZE order_line

product

PLACING sum((order_line qty_ordered * product unit_price)

* (1 + CURRENT purchase_order sales_tax_rate))

INTO local purchase_order amt_billed

WHERE DESIRED order_line belongs_to CURRENT purchase_order

AND DESIRED product is_ordered_in DESIRED order_line

NOTE
注： 読取リストの中の両方のエンティティ・ビュー（［注文の明細行］と［製品］）がアグリゲート関数
SUM のサブジェクトとして使われます。
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従属プロシージャ・ステップのエラー

外部フローが従属プロシージャ・ステップに存在しています。

SUMMARIZE の概念

SUMMARIZE を使用して発展させるデータのプレゼンテーションの概念は、結果テーブルと交差テーブルの 2 つです。

結果テーブル

SUMMARIZE ステートメントでエンティティビュー・リストの単一のエンティティ・ビューを使用すると、結果テーブ
ルが得られます。たとえば、下記のSUMMARIZEステートメントを考えます。

SUMMARIZE student

PLACING count(OCCURRENCES) INTO local ief_supplied count
WHERE DESIRED student

attends DESIRED class

結果テーブルは下記のように表示されます。

NOTE
注： エンティティビュー・リストにないエンティティ・ビューは除外されます。

交差テーブル

交差テーブルとは、エンティティ・ビュー・リストに複数のエンティティ・ビューが含まれているときの結果テーブル
です。PLACING節の中の各アグリゲート関数は、対応するテーブルを結合することによって生じる交差テーブルを参照
します。したがって、結果の中のオカレンス数は、選択されている各タイプのエンティティ数の製品に等しくなります。
テーブルの結合は、エンティティ間に定義されている関係によって行なわれます。

たとえば、下記のSUMMARIZEステートメントを考えます。

SUMMARIZE student

class

PLACING count(OCCURRENCES) INTO local ief_supplied count
WHERE DESIRED student

attends DESIRED class
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結果テーブルは下記のように表示されます。

NOTE
注： DESIRED エンティティ・ビューと SOME エンティティ・ビューとの間の関係からは、交差テーブルは作
成されません。

SUMMARIZE EACH

SUMMARIZE EACHステートメントでは、SQLアグリゲート関数（COUNT、MAX、MIN、AVERAGE、およびSUM）を
下記の目的に使用できます。

• エンティティ群のうち選択された全オカレンスを、共通の属性値に基づいて下位グループに分割する
• 各グループのアグリゲート値を取得する

SUMMARIZE EACHステートメントは、アグリゲート関数を選択しないで、共通の属性値自体を取得するために使用す
ることもできます。この機能によって、READ EACHステートメントのDISTINCT節のソリューションは、希望どおりの
結果を生成しなくなるため、不要になる場合があります。READ EACH ステートメントの DISTINCT 節の使用に関する
詳細については、「DISTINCTのカーソルをつねに生成」を参照してください。

SUMMARIZE EACHは、PLACING節を必要としWHERE節を持てるという点でSUMMARIZEに似ていますが、共通属性
を指定するためのWITH THE SAME節を必要とします。

また、SUMMARIZE EACH は、それぞれの共通属性ビューを PLACING 節に置く必要があり、TARGETING 節と
SORTED BY 節を持てます。

SUMMARIZE EACHステートメントの中では、グループに適用されるアグリゲート関数の前にGROUPという語が付くの
で、選択されているすべてのエンティティに適用されるアグリゲートとの区別がつきます。SUMMARIZE EACH GROUP
ステートメントのPLACING節の中のすべてのアグリゲート関数は、GROUP関数です。

SUMMARIZE EACHアクション・ステートメントでは、すべてのANSI標準SQLアグリゲート関数を使えます。このス
テートメントでは、エンティティ群のうち選択された全オカレンスを、共通の属性値に基づいて下位グループに分割で
き、また各グループのアグリゲート値を取得できます。下記は、SUMMARIZE EACHアクション・ステートメントの
フォーマットです。

--

+- SUMMARIZE EACH GROUP OF entity-action-view

| WITH THE SAME entity-action-view-attribute(s)

| TARGETING group-view FROM THE BEGINNING UNTIL FULL
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| PLACING entity-action-view-attribute INTO export entity-action-view-attribute

| PLACING GROUP aggregate function INTO export entity-action-view number

SORTED BY {ASCENDING/DESCENDING} placing-clause-source-value

| WHERE selection-conditions

| action-statement-list

--

意味は次のとおりです。

• ただし、エンティティ・アクション・ビューには、READ/READ EACH に適切な同一ビューの一覧が示されます。
• WITH THE SAME 節は属しているグループを判別します。
• TARGETING 節には、移送先とする暗黙的添字づけをした反復グループを書きます。
• PLACING 節で、WITH THE SAME 属性ビューを参照し、結果を受け取るための変更可能な属性ビューを指定しま
す。

• PLACING GROUP 節では、アグリゲート関数を参照し、結果を受け取るための変更可能な属性ビューを指定しなけ
ればなりません。

• SORTED BY 節では、ソートが ASCENDING か DESCENDING かを指定し、PLACING GROUP 節内の
PLACING（WITH THE SAME）属性ビューまたはアグリゲート関数式を参照しなければなりません。

• 属性ビューは、非常駐で変更可能です。
• WHERE節で、どのエンティティをアグリゲートするかを示します。
• アクション・ステートメント・リストには、グループ・オカレンスごとに実行するアクション群を書きます。

NOTE
注：

• エンティティ・ビュー・リストに表示されるビューは、植値も変更もされません。
• アグリゲート関数の前に置かれる"GROUP"というキーワードは、関数の新しい値を示しており、反復のたびに新しい
結果テーブルが計算されます。

• WITH THE SAME節に指定される共通属性はすべて、PLACING節の中でアグリゲート関数の前に表示されます。
• TARGETING節、PLACING GROUP節、SORTED BY節、WHERE節は、すべてオプションです。SORTED BY節がな
い場合は、グループはWITH THE SAME節の属性ごとに昇順でソートされます。

下記は、SUMMARIZE EACHステートメントが現在サポートしているSQLアグリゲート関数の一覧です。特定の関数に
ついての詳細は、当該関数を選択してください。

• Average
• Average Distinct
• Count Distinct
• Count Occurrences
• Maximum
• Minimum
• Sum
• Sum Distinct

SUMMARIZE EACHステートメントは、下記のいずれかが起きたとき、反復を停止します。
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• 選択基準に一致するオカレンスがない。
• データベース例外が発生する（その SUMMARIZE EACH ステートメントにデータベース例外ステートメントが存在
しているかどうかに関係なく）。

SUMMARIZE EACHステートメントに追加した、データベース例外ステートメントは、そのSUMMARIZE EACHのかっ
こ内に、そのREAD EACHの直下のレベルとして、ほかのステートメントの後ろに置かれます。新規の「（反復成功の
たびに）」の行も、そのような従属ステートメントの直前に表示されます。"(for each successful iteration)"行を圧縮する
と、SUMMARIZE EACHステートメントの隣にデータベース例外が表示されます。

SUMMARIZE EACHの概念

SUMMARIZE EACH ステートメントは SUMMARIZE ステートメントの拡張ステートメントです。詳細については、
「SUMMARIZE の概念」を参照してください。

NOTE
注： SUMMARIZE EACH ステートメントの WHERE 節では、NULL 可能なビューが、NULL であるか NOT
NULL であるかを判定できます。また、このようなビューは、関係演算子IS EQUIVALENT TOまたはIS NOT
EQUIVALENT TOを使用して、等しいかどうかを検査できます。詳細については、「NULL 特性」を参照して
ください。

選択基準を持たないグループ・アグリゲート

この概念を例証するために、SUMMARIZE EACH ステートメントは、各ジョブ等級の従業員の数を見つけます。

--

+- SUMMARIZE EACH GROUP OF employee

| WITH THE SAME employee job_grade

| PLACING employee_job_grade INTO local employee job_grade

| PLACING GROUP count(OCCURRENCES) INTO local ief_supplied count

--

このアグリゲート関数COUNTは、OCCURRENCESと一緒に使われて、各グループ内のエンティティ数を数えます。こ
の関数の前に付いているキーワードGROUPは、関数の新しい値を反復のたびに計算することを示します。

NOTE
注： SUMMARIZE EACH ステートメントで、アグリゲート関数を呼び出すには、WITH THE SAME 節の中で
指定されているすべての共通属性が PLACING 節の中にある必要があります。たとえば、それぞれのサブグ
ループのカウントと対応する「ジョブ・グレード」（Job Grades）は、指定されたローカル・ビューの中に格
納され、SORTED BY節がないため「ジョブ・グレード」の昇順で検索されます。

グループ・アグリゲートTARGETING反復グループ・ビュー

SUMMARIZE EACHは、反復されるので、ステートメントが実行されるたびに反復グループ・ビューの新規オカレン
スを植値できるTARGETING節を構成します。しかし、READ EACHステートメントとは異なり、SUMMARIZE EACH
は、PLACING節の中の属性を使って、反復グループ・ビューのオカレンスを直接に植値できます。

ほとんどの場合は PLACING です。. . INTO 属性は反復グループに属します。前の例は、下記のようになります。

--
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+- SUMMARIZE EACH GROUP OF employee

| WITH THE SAME employee job_grade

| TARGETING repeating_group_local FROM THE BEGINNING UNTIL FULL

| PLACING employee job_grade INTO local employee job_grade

| PLACING GROUP count(OCCURRENCES) INTO local ief_supplied count

--

この例では、指定されたローカル・ビューは、暗黙的添字づけをした反復グループ・ビューrepeating_group_localに属し
ています。

NOTE
注： TARGETING 節で参照している反復グループ・ビューの属性は、WHERE 節の中で使われない場合があり
ます。これは、WHERE節が実行されたとき、反復グループの宛て先オカレンスがまだ使えないからです。この
制約は、READ EACHにもあてはまります。

下記は、暗黙的添字付けをした属性ビューの定義例です。

LOCALS:

| Group View repeating_group_local (4, implicit)

| Work View local ief_supplied

| count

| Work View local employee

| job_grade

| ENTITY ACTIONS:

| Entity View employee

| number

| job_grade

明示的添字づけをされた反復グループ・ビューを使用するグループ・アグリゲート

SUMMARIZE EACHの各反復の前にそのビューのSET SUBSCRIPTが付いている場合、明示的添字づけした反復グルー
プ・ビューも、PLACING節で植値できます。

SET SUBSCRIPT OF repeating_group_local to 1
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--

+- SUMMARIZE EACH GROUP OF employee

| WITH THE SAME employee_job_grade

| PLACING employee_job_grade INTO local employee_job_grade

| PLACING GROUP count(OCCURRENCES) INTO local employee_count

| SET SUBSCRIPT OF repeating_group_local to SUBSCRIPT OF repeating _group_local + 1

|

--

SET LAST OF repeating_group_local to SUBSCRIPT OF repeating_group_local - 1

NOTE
注： SET LAST ステートメントが必要なのは、最後に実行された SET SUBSCRIPT ステートメントが
最後に成功した SUMMARIZE EACH 反復に続くので未使用オカレンスに添字づけするためです。これ
は、SUMMARIZE EACHで植値される明示的添字づけしたビューに、カージナリティを割り当てるとき重要で
す。

下記は、明示的添字付けをした属性ビューの定義例です。

LOCALS:

| Group View repeating_group_local (4, explicit)

| Work View local ief_supplied

| count

| Work View local employee

| job_grade

| ENTITY ACTIONS:

| Entity View employee

| number

| job_grade

選択基準とソート基準を持つグループ・アグリゲート

 1424



 CA Gen - 86JP - Japanese - Japan

ジョブ・グレード10以上のみを選択し、それらを従業員数で分類するよう、暗黙的な添字づけを使って前の例を変更し
たい場合、ステートメントは以下のようになります。

--

+- SUMMARIZE EACH GROUP OF employee

| WITH THE SAME employee job_grade

| TARGETING repeating_group_local FROM THE BEGINNING UNTIL FULL

| PLACING employee job_grade INTO local employee job_grade

| PLACING GROUP count(OCCURRENCES) INTO local ief_supplied count

| SORTED BY DESCENDING GROUP count(OCCURRENCES)

| SORTED BY ASCENDING employee job_grade

| WHERE DESIRED employee job_grade IS GREATER OR EQUAL TO 10

--

この例では、主分類キーは最初に発生するGROUPカウント（OCCURRENCES）です。同じ従業員数のジョブ・グレー
ドが複数ある場合は、employee job_gradeを２次分類キーとして使用します。

例

ここで示すSUMMARIZE EACHの例は、エンティティ・ビューと修飾のタイプ別に分類されています。

修飾なしのサブグループ・アグリゲート

各ジョブ階級の総社員数を得るには、下記のステートメントを使います。

--

+- SUMMARIZE EACH GROUP OF employee

| WITH THE SAME employee job grade

| PLACING employee job grade INTO local

| employee job grade

| PLACING GROUP count(OCCURRENCES)

| INTO local ief_supplied count

--
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エンティティ修飾子が付いたサブグループ・アグリゲート

部門３の控除対象社員と非控除対象社員の給与総額を調べるには、下記のステートメントを使います。

--

+- SUMMARIZE EACH GROUP OF employee

| WITH THE SAME employee classification

| PLACING employee classification

| INTO local employee classification

| PLACING GROUP sum(employee salary)

| INTO local employee salary

| WHERE DESIRED employee belongs to SOME department

| AND THAT department id = 3

--

複数のエンティティを持つサブグループ・アグリゲート

SUMMARIZE EACH GROUP ステートメントの読取リスト内の複数のエンティティは、関係で結ばれていなければなり
ません。

部門別の給与総額を調べるには、下記のステートメントを使います。

--

+- SUMMARIZE EACH GROUP OF employee

| department

| WITH THE SAME department id

| PLACING department id INTO out department id

| PLACING GROUP sum(employee salary) INTO out employee salary

| WHERE DESIRED employee belongs to DESIRED department

 --

複数の共通属性を持つサブグループ・アグリゲート
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１つのサブグループは、複数の共通属性にもとづいて決定されます。使用される各共通属性は、WITH THE SAME節と
PLACING節の両方になければなりません。

• 同一エンティティの複数の共通属性
ある時刻に始まる科目別のクラス数を調べるには、下記のステートメントを使います。

--

+- SUMMARIZE EACH GROUP OF class

| WITH THE SAME class_subject

| class_start_time

| PLACING class_subject INTO local class subject

| PLACING class_start_time INTO local class start time

| PLACING GROUP count(OCCURRENCES)

| INTO local ief_supplied count

 --

• 複数の共通属性とエンティティ
部門別の控除対象社員と非控除対象社員の給与総額を調べるには、下記のステートメントを使います。

--

+- SUMMARIZE EACH GROUP OF employee

| department

| WITH THE SAME department id

| employee classification

| PLACING department id INTO out department id

| PLACING employee classification INTO out employee classification

| PLACING GROUP sum(employee salary) INTO out employee salary

| WHERE DESIRED employee belongs_to DESIRED department

 --

NOTE
注： 部門はアグリゲート関数では使われませんが、共通サブグループ属性を提供するので、読取リストに指定
しておく必要があります。
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アグリゲート関数の引数としての式

SUMMARIZE EACHステートメントで式をアグリゲート関数の変数として使用する場合の規則は、SUMMARIZEステー
トメントで使用する場合の規則と同じです。（「SUMMARIZE」の「関数としての式」の例を参照してください）。

たとえば、各製品の合計支払額（合計数量x注文された製品の価格）を知るには、下記のステートメントを使います。

--

+- SUMMARIZE EACH GROUP OF order_line

| product

| WITH THE SAME product id

| PLACING product id INTO local product id

| PLACING GROUP sum(order_line qty ordered * product unit price)

| INTO local ief_supplied total_currency

| WHERE DESIRED product is_ordered_in DESIRED order_line

--

［SUMMARIZE EACH特性］ - DB2

SUMMARIZE EACH ステートメントの生成を制御するには、DB2 の特性を選択してください。各オプションの詳細につ
いては、下記のリンクをクリックしてください。

節の分離レベルを選択

• 反復読取
• 読取固定
• カーソル固定
• 非コミット読取
• 指定しない

DB2 z/OS のみ

• クエリ番号付きで生成

ストレージ・グループ使用中のエラー

削除するために選択しているストレージ グループが、現在使用中です。

Sum Distinct

Sum Distinct関数は、結果テーブルの中の策定の属性の総数の合計値を取り出します。つまり、結果テーブル内のその属
性の、同じ値が複数あっても、１と数えます。Sum Distinctは数値属性があるときだけ使えます。
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NOTE
注： 数値が桁落ちしないよう、このフィールドの定義時に十分な桁数を与えてください。さもないと、実行時
エラーが発生する恐れがあります。

［SUMMARIZE EACH 特性］ダイアログ - 一般

［SUMMARIZE EACH 特性］ダイアログ・ボックスの［一般］タブで、カーソルの分離レベル節を指定できます。

カーソルの分離レベル節の選択（DB2、SQL/MP、および SQL/MX のみ）

• Repeatable
• Read Stable
• Cursor Stable
• Uncommitted/Browse
• 指定しない

DB2 のみ

• カーソル・ホルド付きで生成

詳細情報：

アクション図の操作手順

タイムアウト値の指定

タイムアウト値は、必ず 0.1 から 5.0 の範囲内で入力してください。

ストレージ・グループまたは VCAT 選択エラー

［ストレージ グループ］またはVCATのいずれかを選択してください。どちらかのフィールドを選択しなければなりませ
ん。両方のフィールドをブランクにすることはできません。

新しい位置の値の指定

表示可能な行範囲内で新規の位置の値を入力してください。

##########

見つけたいデータ種類を入力してください。

###############

見つけたいコマンドまたは別名を入力してください。

##########

見つけたい期待効果名を入力してください。

##############

見つけたい外部オブジェクト名を入力してください。

#########

見つけたい識別子名を入力してください。
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クライアント/サーバ・エンサイクロペディアの起動メッセージ

クライアント/サーバ・エンサイクロペディア・ソフトウェアを起動しています。このソフトウェアが起動するまでお待
ちください。

VCAT またはストレージ・グループ名の指定

省略時のストレージ グループの名前が表示されない場合、VCATまたはストレージ グループ名のフィールドが入力され
ている必要があります。

［SUMMARIZE特性］ダイアログ - 一般

［SUMMARIZE 特性］ダイアログ・ボックスの［一般］タブで、カーソルの分離レベル節を指定することができます。

カーソルの分離レベル節の選択（DB2、SQL/MP、および SQL/MX のみ）

• Repeatable
• Read Stable
• Cursor Stable
• Uncommitted/Browse
• 指定しない

READ、READ EACH、SUMMARIZE、および SUMMARIZE EACH 特性ダイアグラムのタブ付きダイアログ ボックス。

READ、READ EACH、SUMMARIZE、および SUMMARIZE EACH ステートメントの［特性］ダイアログ ボックスは
ノートブック タブです。

［一般］タブは、（存在する場合は）複数の DBMS にあてはまるコントロールが含まれています。

他のタブは 1 つの DBMS に固有です。

コントロールのオン、使い方、個々のタブの詳細については、タブ名を選択してヘルプ・ボタンをクリックしてくださ
い。

製品サポート

テクニカル・サポートの詳細については、http://www.ca.com/jp/support/ をご覧ください。

NonStopでサポートされるDBMS、言語、TPモニタの組み合わせ

DBMS が NonStop SQL/MP の場合、サポートされる組み合わせは下記のとおりです。

言語 TP モニタ
C PATHWAY

［合成オプション］ダイアログ（各種）

［合成オプション］ダイアログでは、下記を指定できます。

オプション 説明
コマンド・エントリ用アクションバーの追加 コマンド・エントリ用アクションバーを作成します。
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更新 １段階または２段階で、生成システムのユーザがテーブルを更新
するかどうかを指定します。

削除 １段階または２段階で、生成システムのユーザがテーブルを削除
するかどうかを指定します。

Create １段階または２段階で、生成システムのユーザがテーブルを作成
するかどうかを指定します。

Enterコマンドを使って更新 画面識別子以外のフィールドでユーザがデータを変更してEnterコ
マンドを出した場合、システムがテーブルを更新するように指定
します。

Enterコマンドを使って表示 画面識別子のフィールドでユーザがデータを変更してEnterコマン
ドを出した場合、システムがテーブルを表示するよう指定します
。

取消コマンド ユーザが取消コマンドを出した場合、データベースから画面を再
生するかどうかを指定します。

クリア・スクリーン 全画面フィールドからユーザがデータを消去できるかどうかを指
定します。

 

 

###################

［合成オプション］ダイアログ ボックスでは、選択リストのプロシージャ ステップ用アクション バーを生成するかどう
かを選択できます。

READ EACH詳細特性図の中のタブ付きダイアログ・ボックス

「READ EACH詳細特性」ダイアログ・ボックスには２つのノートブック・タブがあります。「全般」タブには、DBMS
全般に関係するコントロールがあります。他方のタブはDBMS固有のものです。

コントロールのオン、使い方、個々のタブの詳細は、下記のリストにてタブ名を選択してください。

• 一般： すべての RDBMS にあてはまる一般的な特性。
• DB2： RDBMS。

システム・エラー

システム・エラーです。生成されたデータ・ファイルに期待値が含まれていません。考えられる原因として
は、IEF2701.DATが破壊されています。

ソフトウェアを再導入してください。

「システム・メニュー」チェック・ボックス

「システム・メニュー」チェック・ボックスでは、ウィンドウまたはダイアログ・ボックスにシステム・メニューを持た
せるかどうかを指定します。デフォルト値は「Yes」です。

システム・メニューのメニュー項目は、オペレーティング・システムからもらうため、オペレーティング・システムに
よって大きく異なります。生成アプリケーションに対して、オペレーティング・システムからもらったメニュー項目は、
追加も削除もできません。

オペレーティング・システムによっては、ウィンドウとダイアログ・ボックスの間でもメニュー項目が異なる場合があり
ます。
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「システムによる配置」ラジオ・ボタン

「システムによる配置」ラジオ・ボタンでは、ウィンドウが画面に表示されるとき、オペレーティング・システムによっ
て表示位置が決定されるよう指定します。配置は、ウィンドウ機能を持つアプリケーションに関してオペレーティング・
システムで定められている標準によります。一般的には、右側と下側に少しずれて重なった状態で表示されます。

「ナビゲーション図」におけるタブ付きダイアログ・ボックス

「ナビゲーション・オブジェクトのオープン」ダイアログ・ボックス（Open Navigation Objects）には、いくつかの
ノートブック・タブが付いています。このタブには、「ナビゲーション図」の特定のレイアウトにおいて表示する内容を
指定するコントロールが付いています。

以下のリンクには、ダイアログ・ボックスの各タブに関する情報が含まれます。

• ［ダイアグラム］タブ
• Windows
• サーバ
• カテゴリ

SUMMARIZE/SUMMARIZE EACHの特性ダイアグラムの中の、タブ付きダイアログ・ボックス

［SUMMARIZE特性］ダイアログ・ボックスと［SUMMARIZE EACH特性］ダイアログ・ボックスには、1 つのノート
ブック・タブがあります。「全般」タブには、DBMS全般に関係するコントロールがあります。

特定のタブのコントロールのオン、使い方の詳細については、すべての RDBMS にあてはまる一般的な特性に対し
て［一般］タブを選択します。

テーブルスペースの「ロック・サイズ」

「ロック・サイズ」には、テーブルスペースのロッキング・レベルを指定します。ロッキング・レベルは下記３種があり
ます。

• page
• 表スペース
• 任意

「ページ」のロック・サイズは、ページ・レベルのロッキングを指定します。

「テーブルスペース」のロック・サイズは、テーブルスペース・レベルのロッキングを指定します。

「任意」のロック・サイズは、DBMSであらゆるレベルのロッキングが使用できるように指定します。ほとんどの場
合、DBMSはページ・レベルのロッキングを使用します。しかし、テーブルスペースに必要なページ・ロック数が許容で
きる最高数を超えてしまうと、ページ・ロックは解除され、ロッキングは次に高いレベルに設定されます。テーブルス
ペースが分割されている場合は、次に高いレベルは表となります。テーブルスペースをセグメント化しない場合、次の高
位レベルはテーブルスペースです。

テーブルの記述

「記述」で、DSLテーブルの説明文を入力できます。テーブルの関連情報を文書化してください。テーブルの目的、その
他の関連情報を記述パネルに入力してください。記述は簡潔にし、関連すると考えられる情報をすべて記載してくださ
い。

目標達成予定日

「目標達成予定日」（mm/dd/yyyy）では、目標完了の予想日を指定します。この予定日により、それが短期的目標か長
期的目標かが分かります。
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このフィールドには、８文字（半角）入力します。

TARGETING節

SUMMARIZE EACHステートメントには、１つ以上のTARGETING節を含めることができます。TARGETING節は、使用
する暗黙的添字づけをした反復グループ・ビューを定義します。TARGETING節の例を下記に示します。

TARGETING all_output FROM BEGINNING UNTIL FULL

TDアルゴリズム・エラー・メッセージ

あるアルゴリズムで、CA Gen が、一意で有効な TD 名を自動作成できませんでした。下記の有効な文字のいずれかを
使ってTD名を入力してください。

• @
• #
• $
• 0 ～ 9
• A - Z
• _（下線）
• 空白スペース

先頭文字が以下の文字でなければなりません。

• 任意の文字
• @
• #
• $

最大長は32文字です。

エンティティ サブタイプの属性のTD名

このTD名は、データベース内の、この属性に相当するフィールドの名前です。指定しない場合、トランスフォーメー
ション時に名前が決まります。このデータ構造図名は指定しなくてもかまいません。

たとえば、同じデータ モデルを使って2箇所に導入するとします。一方にはSTATUSという属性名を使い、他方には、社
内標準としてCODEという名前を使うとします。この場合、TD名としてCODEを指定すると、トランスフォーメーショ
ン時に、STATUSがCODEに変わります。

ダウンストリーム効果

TD名フィールドに入力がない場合、トランスフォーメーションに基づく属性名に自動設定されます。

目標索引の選択リスト

この選択リストでは、目標エンティティ・タイプの識別子をインプリメントする識別索引を選択できます。

テーブル所有者

所有者として、ユーザの識別子と名前を指定します。省略時解釈には、テクニカル設計の省略時の入力の指定時に入力し
た許可IDが使われます。DDLが、処理時にこの所有者名を使います。
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［テクニカル設計］プッシュ・ボタン

テクニカル設計の特性、またはデータベース、テーブルスペース、テーブル、索引の省略時解釈値を更新するために、
［テクニカル設計］ウィンドウを活動状態にします。

テクニカル設計の［詳細］

テクニカル設計の［詳細］メニューのアクションは、下記のオブジェクトの DBMS 固有の省略時解釈値を設定するのに
使います。

• テクニカル設計の特性
• データベースの省略時解釈
• テーブル スペース省略時解釈 - データベースを定義するのに使用する、DBMS 固有のテーブルスペースの省略時解釈
値。

• テーブル省略時解釈 - データベースを定義するのに使用する、DBMS 固有のテーブルの省略時解釈値。
• 索引省略時解釈 - データベースを定義するのに使用する、DBMS 固有の索引の省略時解釈値。

テクニカル設計は、トランスフォーメーションに省略時解釈を設定して、選択およびオープンしなければなりません。省
略時解釈値は、コード生成またはリトランスフォーメーション時に使われます。

［テクニカル設計の特性］ダイアログ

このダイアログ・ボックスを使用して、選択された TD デフォルト特性およびその関連するオブジェクトを更新します。
変更はローカルに行なっても、エンサイクロペディアにチェックインしてもかまいません。オブジェクトに対する更新保
護が設定される場合、更新はローカルに実行され、コピーはエンサイクロペディアへチェックインされません。

以下の省略時解釈を更新できます。

• ターゲット DBMS
ターゲット DBMS を表示します

• ［Version（バージョン）］
ターゲット DBMS のバージョンを表示し、選択できるようにします。

• DBMSのアクセス・メソッド
DBMS のアクセス・メソッドを表示し、選択できるようにします。選択肢は、「組み込みSQL」（省略時解釈）と
「ODBC/JDBC」です。

• 予約語検査
予約語検査を選択します。選択肢は、「すべてのテクニカル設計」、「テクニカル設計なし」、「目標DBMSのみ」
です。

• 参照保全性の強制
ターゲット DBMS または CA Gen による参照保全性の強制を選択します。

• 許容値のデフォルト適用： Gen による READ 上（Permitted Value Default Enforcement: on READs by Gen）
CA Gen による READ 上の許容値の適用を有効化または無効化します。

• 許容値のデフォルト適用： CREATE/UPDATE アクション（Permitted Value Default Enforcement: on CREATEs/
UPDATEs by）
目標 DBMS または CA Gen による CREATE/UPDATE で、許容値の強制を選択します。

• DBMS 内でのデフォルト値の適用
DBMS によるデフォルト値適用を選択します。

• テーブルと索引を所有者識別子で修飾（DML）（Qualify tables and indices with owner ID (DML)）
CA Gen が、MS SQL を除くすべての DBMS の SQL DML のすべてのテーブルと索引名に所有者 ID をプレフィック
スとして追加できるようにします。このコントロールの省略時解釈は、オフなので、所有者IDを追加しないでくださ
い。

• 指定されないオプションのフィールドをヌル値に初期化
ヌル値への変換中に指定されないすべてのオプションのフィールドを設定します。

• AS-IS 命名を使用
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選択したテクニカル設計のデフォルト、DBMS 固有の名前、および選択した DBMS フィールドで実行される通常の
文字検証を無効にします。したがって、サポートされるデータ構造リストとデータ・ストア・リストの名前には、米
国以外で使われている拡張文字や、希望のテキストのほとんどを入力できます。ただしコントロール文字と挿入文字
は使えません。

WARNING
重要： このチェックボックスは、ユーザによる自国で有効な文字の入力を通常の検証が妨げてしまう場合にの
み選択します。通常、特定の国の文字の入力が必要であるようなコード・ページの変換時に、このようなこと
が起きます。もし選択すると、生成コードまたはDDLの導入やコンパイル時に障害を起こしうる、無効な文字
を入力してしまう可能性があります。

エンティティ タイプのTD名

どのエンティティ・タイプがデータベース内のどのテーブルに相当するかを、TD名で表わします。指定しないと、トラ
ンスフォーメーション時にエンティティ・タイプ名がこのフィールドの省略時解釈となります。このデータ構造図名は指
定しなくてもかまいません。

たとえば、同じデータ・モデルを使って 2 箇所にインストールするとします。一方には「顧客」（CUSTOMER）とい
うエンティティ・タイプ名で導入し、他方には社内標準として「得意先」（CLIENT）というエンティティ・タイプ名で
導入するとします。TD 名を CLIENT と指定すると、CA Gen によってトランスフォーメーション時に CUSTOMER が
CLIENT に変更されます。

ダウンストリーム効果

特に名前を指定しない場合、トランスフォーメーション後は、エンティティ・タイプ名が、TD名のフィールドの省略時
解釈となります。

テーブル集団名

「テーブル集団名」では、データ構造リスト内にあるテーブル名を、割り当て済みのテクニカル設計名、またはエンティ
ティ関係図内で指定した、エンティティ・タイプに関連づけます。

名前は32文字以内でなければなりません。ただし、このフィールドはDB2にのみ適用されます。

表示したテーブル名を変更しても、データ・モデル内のエンティティ・タイプ名には影響しません。

［テーブル特性］ダイアログ

［テーブル特性］ダイアログ・ボックスでは、選択したテーブルの特性を指定します。すべてのテーブル特性は DDL 生
成時にのみ使用されるため、テーブル特性は DBMS テーブルの定義においてのみ意味を持ちます。

データ・ストア・リストに影響するテーブル特性に対する変更内容が更新されます。

このダイアログ・ボックスのフィールドは以下のとおりです。

• データベース
選択したテーブルが格納されているデータベースの名前を特定します。

• 総称名
DBMS 固有名が提供されない場合にテーブルのデフォルト名を指定します。

• DBMS 固有名
データベースの DBMS 固有名を定義します。このフィールドは集団データベース名に強制変更するとき使ってくださ
い。

• 参照保全性トリガ（名前）
テーブル DBMS 参照保全性トリガ名を指定します。省略時には、省略時解釈が入力されます。DBMS RI トリガ名
は、RI 強制が DBMS に設定される場合に使用されます。たとえば、Oracle では値は生成された DDL 内の格納された
プロシージャ名で使用されます。

• Owner
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ユーザ ID または名前を指定します。DDL は処理時にこのユーザ名を使用します。
• Gen による READ アクション時の許容値

Gen による READ アクション時の許容値適用がデフォルト、有効、または無効かを指定します。有効な場合、CA
Gen は、CA Gen による READ アクション時に許容値チェックを実行します。

• CREATE/UPDATEアクション時の許容値
Gen による CREATE/UPDATE の許容値適用が、デフォルトか、Gen によるものか、または DBMS によるものかを指
定します。CREATE と UPDATE アクションにおける許容値を検査するコードを、コード生成時に CA Gen が作成し
ます。テーブルの値は、上書きまたは継承されます。

• 説明
モデルについて記述するための複数行のパネルを示す［記述］ダイアログ・ボックスを表示します。記述文を入力す
る際、記述エディタのワープロ機能を使えます。オブジェクトを言葉で説明することも、ダイアグラムのオブジェク
トを定義する作業の一部です。

目標DBMSのテクニカル設計

このフィールドには、テクニカル設計によって選択された目標DBMSが表示されます。このフィールドは編集できませ
ん。

下位メニュー項目の「テキスト」

「テキスト」で、下位メニュー項目を表わす文字を指定します。このフィールドでは英数字を使えます。

テキストは、なるべく短い表意語句にしてください。

テンプレートの記述

「記述」により、テンプレートを文書化して格納する複数行のフィールドが利用できます。「記述」を使うと、ビジネ
ス・システムでのテンプレートの使用方法と使用箇所を指定できます。「記述」は、4000文字以下でなければなりませ
ん。

テンプレート名

「テンプレート」では、新しいテンプレート名の指定と既存のテンプレート名を変更します。テンプレート名は、空白を
含めて32文字以下の英数字です。

複数の画面で類似した情報を使う場合は、テンプレートを作成し、そのテンプレートを各画面に組み込めます。

テンプレートとフィールドの重複

取り込もうとしているテンプレートと、現行の画面とで、いくつかのフィールドが重複しています。

現行画面内のフィールドとテンプレートを比較して、調整できるフィールドを見つけてください。そのフィールドを調整
してから、テンプレートを追加してください。

プッシュ・ボタンの「テキスト」

「テキスト」では、プッシュ・ボタン上に表示する文字を指定します。テキストには、1999 文字までの英数字を指定で
きます。プッシュ・ボタンがウィンドウに配置されると、SBCS の場合は 254 文字に、DBCS の場合は 127 文字に切捨
てされます。

プッシュ・ボタンにはテキストとビットマップの両方を指定できます。両方を指定した場合、実行時にそのプッシュ・ボ
タンの上にマウス・ポインタを置くと、テキストが表示されます。ボタンをクリックすると、またはマウス・ポインタを
プッシュ・ボタンの外に動かすと、このテキストの表示は消えます。
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テンプレート特性

テンプレート名と記述を変更するときは、「テンプレート特性」を選択してください。テンプレートは、下記の２つの特
性のみを持つ特殊フィールドとリテラルの集まりに名前が付けられたものです。

特性 説明
名前 テンプレートが画面に組み込まれる際にそのテンプレートを参照

します。
説明 テンプレートの使用法が文書化されている複数行のフィールドが

示されます。

多くのさまざまな画面に同じテンプレートを使えます。システムに合わせて設計されたテンプレートは、下記の要素から
なります。

• トランザクション・コード
• パネル識別子
• システム日付
• System Time
• 次トランザクション
• メッセージ行
• ファンクション・キー行
• コマンド
• システム・タイトル

システム・タイトル以外の上記要素のすべては、特殊属性です。システム・タイトルは、通常はリテラルとして指定され
ます。

［テンプレート］ダイアログ

［テンプレート］ダイアログ ボックスでは、選択画面内にテンプレートをインプリメントします。１つの画面で複数の
テンプレートを使うこともできます。ただしその場合には、それらのテンプレート上のリテラルまたは特殊フィールドが
同じスペースを使えません。「テンプレートの使用」では、現行画面で使われるテンプレート（１つまたは複数）の指定
も行ないます。

フィールドがオーバーラップしないようにするには、テンプレートを画面に組み込んでからフィールドの追加をしてくだ
さい。

１つまたは複数のリテラルまたは特殊フィールドをテンプレートから削除するときは、「編集」→「フィールドの削除」
の順に選択してください。

テンプレート内に、既存の画面フィールドとオーバーラップするオブジェクトがある場合は、選択されたテンプレートを
画面に組み込めません。

テンプレート選択リスト

この選択リストには、名前の付けられた特殊フィールドとリテラルの集まりが示されています。テンプレートには、下記
の２種類の特性があります。

特性 説明
名前 テンプレートが画面に組み込まれた際に、そのテンプレートを参

照します。
説明 テンプレートに関する重要な文書が入力および格納されているエ

リアを提供します。
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多くのさまざまな画面に同じテンプレートを使えます。テンプレートは、プロシージャ画面の初期設計と同様、共通の外
観を画面に持たせるのに利用できます。いくつかのテンプレートを入れ子にして、希望する画面設計図を作ることもでき
ます。

端末 ID

端末IDは、TERMINAL_ID特殊属性をアクション図のロジックに書き加えます。端末IDのドメインはテキストです。画面
を表示している端末のシステム端末IDを表示します。この値は変更できません。

下記は、テキスト属性ビューとの比較例です。リテラルとの比較もできます。

 -- IF TERMINAL ID IS NOT EQUAL TO user usual_terminal_id

| EXIT STATE IS security_violation

 ---

下記は、テキスト属性ビューを目標とするSETステートメントのソースとしての使用例です。

SET export user last_terminal_used TO TERMINAL ID

テキスト文字列のエラー

指定したテキスト文字列を検出できません。文字列を正しく指定したか確認してください。

ビジネス・システム省略時解釈における［テキスト・ウィンドウ表示特性］

［テキスト・ウィンドウ表示特性］（Text windowing video properties）では、端末ベース・アプリケーションのビジネ
ス・システム省略時解釈を制御できます。特にこのウィンドウでは、ウィンドウ/ダイアログ・ボックスとそれらのコン
トロールの省略時の色の特性を指定できます。いったん指定すると、これらの特性はビジネス・システム全体において、
新たに作成されたウィンドウ/ダイアログ・ボックスとコントロールに適用されます。また、これらの表示特性は、ナビ
ゲーション図ツールで表示特性を指定していない既存のウィンドウ/ダイアログ・ボックスとコントロールに適用されま
す。

ウィンドウ/ダイアログ・ボックスの色を変更すると、下記のコントロールが新しい色を継承します。

• リテラル
• グループ・ボックス
• プロンプト
• ラジオ ボタン
• Checkboxes
• プッシュ ボタン

これらのコントロールは、変更結果を示すためにただちにウィンドウ内に表示されます。現在表示されているすべての
ウィンドウ/ダイアログ・ボックスも、適用した変更を確認できるようにただちに表示されます。

特定のコントロールの特性は、ナビゲーション図ツールでそのコントロールを変更することにより上書きできます。

前景色/背景色ボタン

色をコントロールに適用するときは、色を控えめに使ってください。色を使う主な理由は、可視性/可読性を高め、必要
箇所を強調するためです。前景色と背景色を選択するときは、明色と暗色でコントラストを顕著にしてください。
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ボタンには、前景色と背景色のものがあります。これらのボタンは、「省略時外観の変更」リスト・ボックス（Change
Default Appearances）にてコントロールが選択されるまで活動状態になりません。

［フォント］ボタン

テキスト・ウィンドウ表示は、端末ベース・アプリケーション向けのものです。そのため、テキスト・ウィンドウ表示の
ウィンドウ/ダイアログ・ボックスとそれらのコントロールでは、同じ均等スペース・フォントを使います。フォントへ
の変更は、「省略時外観の変更」リスト・ボックス（Change Default Appearances）にて「省略時フォント」（Default
Font）が選択された場合にのみ活性状態になります。このフォントは、「テキスト・ウィンドウ表示特性」ダイアログ・
ボックス（Text Windowing Video Properties）と、ビジネス・システム内で指定したテキスト・ウィンドウ表示用に設計
されたすべてのウィンドウ/ダイアログ・ボックスを更新します。指定したビジネス・システムだけが影響を受けます。
変更は、目標アプリケーションに適用されません。（目標アプリケーション用のフォントはレイアウト・サイズで制御し
ます）。

リセット・ボタン

「リセット」ボタン（Reset）では、コントロールの前景色/背景色をその省略時解釈（前景は黒、背景は白）に変更しま
す。このボタンは、「省略時外観の変更」リスト・ボックス（Change Default Appearances）にてコントロールが選択
されるまで活動状態になりません。［リセット］ボタンの制限は下記のとおりです。

• ［リセット］ボタンでは、オブジェクトの色が以前に選択した色に戻されない。
• ［リセット］ボタンを使用しても、ナビゲーション図ツールのコントロールに定義されている文字を無効にならない

終了

エンティティ・タイプを削除する以前の、最後のエンティティ状態である場合に、このボックスをチェックしてくださ
い。

テキスト/コマンド式

式は、条件および SET ステートメントで示されます。これらの式は、下記のプリミティブ・ドメインに一致した値を返
します。

• 割り当てられる属性と特殊属性（SETステートメントとFORループ）
• 比較対象の属性と特殊属性（条件文）

返す値がテキスト、数値、日付、時刻、タイムスタンプ値かによって、アクション図ツールのロジックでの形式が異なり
ます。テキスト式はテキスト値を評価します。コマンドはテキスト式と見なされます。

詳しくは該当する関数を選択してヘルプを参照してください。

• 文字列
• 文字ビュー
• クライアント・パスワード
• クライアント・ユーザID
• コマンド
• コマンド値
• 文字関数
• NULL
• プリンタ ID
• スペース
• 端末 ID
• トランコード
• ユーザ ID
• アプリケーション・オブジェクト
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タイル・ウィンドウ

ウィンドウを並べて表示すると、開いているウィンドウを重ならずに並べて、複数のウィンドウを一度に表示することが
できます。

時間による期間

時刻ビューを使って、アクション図に時間による期間式を作成します。時刻ビューは、エンティティ・ビューの要素で、
時間単位で定義されている属性を確認するものです。この時間による期間式を使うと、時間、分、秒を時刻値に追加でき
ます。

たとえば、下記のステートメントは、時間による期間を表しています。

SET export customer contact_time TO import customer contact_time

- 2 HOURS - 13 MINUTES + 1 SECOND

時刻式

式は、条件および SET ステートメントで示されます。これらの式は、下記のプリミティブ・ドメインに一致した値を返
します。

• 割り当てられる属性と特殊属性（SETステートメントとFORループ）
• 比較対象の属性と特殊属性（条件文）

返す値がテキスト、数値、日付、時刻、タイムスタンプ値かによって、アクション図ツールのロジックでの形式が異なり
ます。時刻式は時刻を評価します。日付を評価する式と似ています。たとえば、時、分、秒の時間構成要素を調節する数
値修飾子を含めることができます。

詳しくは該当する関数を選択してヘルプを参照してください。

• 現在時刻
• 時刻関数
• 時刻ビュー

 

タイムスタンプによる期間

タイムスタンプ・ビューを使って、アクション図にタイムスタンプによる期間式を作成します。タイムスタンプ・ビュー
は、エンティティ・ビューの要素で、タイムスタンプに定義されている属性を確認するものです。このタイムスタンプ
による期間式を使用すると、この式によって、年、月、日、時間、分、秒、マイクロ秒をタイムスタンプ値に追加できま
す。この式には、時刻と、加算する時間を符号付きで書きます。この式に、任意のタイムスタンプとラベルを付けた期間
を指定すれば、別のタイムスタンプ値が生成できます。

タイムスタンプ式

式は、条件および SET ステートメントで示されます。これらの式は、下記のプリミティブ・ドメインに一致した値を返
します。

• 割り当てられる属性と特殊属性（SETステートメントとFORループ）
• 比較対象の属性と特殊属性（条件文）

返す値がテキスト、数値、日付、時刻、タイムスタンプ値かによって、アクション図ツールのロジックでの形式が異なり
ます。タイムスタンプ式はタイムスタンプを評価します。
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詳しくは該当する関数を選択してヘルプを参照してください。

• 現在のタイムスタンプ
• タイムスタンプ関数
• タイムスタンプ・ビュー

タイル

２次ウィンドウ群を、画面上をピタリと埋めるようタテ・ヨコに並べて配置するには、「タイル」を選択してください。
ウィンドウが４つの場合、画面が４分割（縦２分×横２分）され、各区域に１ウィンドウが置かれます。ウィンドウが２
つの場合は左右に２分割されます。

活動状態のウィンドウは、必ず左上端に表示されます。

「1000の位」（「区切り記号」）

この言語において1000の位ごとに区切るための文字を指定してください。

タイムスタンプ ビュー

タイムスタンプは、メッセージ、レコード、その他のデータ単位に追加される情報で、システムでの自動処理を行った
日時を示しています。タイムスタンプ・ビューは、タイムスタンプ・ドメインの属性ビューです。この値は変更できませ
ん。

下記のフォーマットが許容されています。

• YYYY-MM-DD-HH.MI.SS.NNNNNN（年-月-日-時.分.秒.マイクロ秒）
• YYYY-MM-DD-HH.MI.SS
• YYYY-MM-DD

「タイル表示」、「拡大縮小」、「センタリング」のラジオ・ボタン
これらのラジオ･ボタンで、選択したビットマップの表示形式を、タイル表示、拡大縮小、センタリングのどれにするか
を、下記のような場合に決定します。

• ［ウィンドウ/ダイアログ ボックス］ダイアログ ボックス上の［背景］グループ ボックスでの指定によって、詳細設
定しているウィンドウに背景を追加する場合

• ［ピクチャ特性］ダイアログでの指定によって、ウィンドウにピクチャを追加する場合

NOTE
注： ピクチャを追加する場合、［ビットマップ・サイズにピクチャを調整］を選択していると、これらのオプ
ションは使えません。この場合、ピクチャはビットマップのサイズに合わせて設定され、クロップも拡大縮小
もタイル表示もできません。

［タイル表示］を選択すると、背景の場合はウィンドウ全体に、ピクチャの場合は開発者が決めた寸法に、ビットマップ
が並べて表示されます。それぞれの例を下記に示します。
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［拡大縮小］を選択すると、背景の場合はウィンドウ全体に、ピクチャの場合は開発者が決めた寸法に、ビットマップが
「引き伸ばされて」表示されます。それぞれの例を下記に示します。

「センタリング」を選択すると、背景の場合はウィンドウの中央に、ピクチャの場合は開発者が決めたロケーションに、
ビットマップが実寸で表示されます。それぞれの例を下記に示します。
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時刻ビュー

時刻ビューは、日付ドメインの属性ビューです。エンティティ・ビューのコンポーネントです。時間として定義されて
いる属性を「確認」するビューです。下記は、SETステートメントによって時刻属性を時刻ビューに設定する場合の例で
す。

SET export project actual_time_started TO

import project_actual_time_started

タイトル

［タイトル］で、ウィンドウまたはダイアログ ボックスの、タイトル バーに表示する名前を指定します。

タイトルには任意の英数字を使用できますが、59文字を超えてはなりません。タイトルの重複は許されます。

ウィンドウまたはダイアログのタイトルを指定する条件

ウィンドウまたはダイアログの命名法は以下のとおりです。

［ウィンドウの選択］ダイアログ・ボックスで［新規］を選択すると、［ウィンドウ/ダイアログ・ボックスの特性］ダ
イアログ・ボックスが開きます。

• ［名前］フィールドに情報を入力すると、新しいウィンドウの名前および関連するプロシージャが［名前］フィール
ドに入力した文字列と同じものになります。

• ［名前］フィールドではなく［タイトル］フィールドに情報を入力した場合、新しいウィンドウおよび関連するプロ
シージャの名前は、［タイトル］フィールドに入力した32文字までの文字列と同じものになります。

• ［名前］フィールドと［タイトル］フィールドの両方に情報を入力しなかった場合、新しいウィンドウの名前は、新
しいプロシージャ ステップの省略時の名前（P1など）と同じ名前になります。
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［ウィンドウの選択］ダイアログ・ボックスで、［追加］を選択すると、［ウィンドウ/ダイアログ・ボックスの特性］
ダイアログ・ボックスが開きます。

• ［名前］フィールドに情報を入力すると、アプリケーションでは、［名前］フィールドに入力した文字列が新しい
ウィンドウの名前として使用されます。

• ［名前］フィールドには情報を入力せずに、［タイトル］フィールドに情報を入力すると、アプリケーションでは、
［タイトル］フィールドに入力した文字列がウィンドウのみの名前として使用されます。

• ［名前］フィールドと［タイトル］フィールドの両方に情報を入力しなかった場合、ウィンドウの名前は、関連する
プロシージャ ステップの名前と同じ名前になります。

イベント・アクション用アクション図ロジックの追加/変更

「設計」-「イベント･ブラウザ」の順に選択してください。

「プロシージャ・ステップ」ドロップダウン・リストにてプロシージャ・ステップを選択してください。

「ウィンドウ」ドロップダウン・リストにてウィンドウ/ダイアログ・ボックスを選択してください。

「コントロール」ドロップダウン・リストにてコントロールを選択してください

「イベント」ドロップダウン・リストにてイベントを選択してください。すると「イベントのアクション・ブロック」と
いうタイトルがついた表示領域に、アクション図ロジックが表示されます。

「編集」を選択してください。

エンティティ・サブタイプを追加するには

コンポーネント・モデリング・メニューを選択します。「部分タイプ図」-既存の１区分-「編集」-「エンティティ・サブ
タイプの追加」の順に選択してください。サブタイプ名、ビジネス・オブジェクト・タイプ、オカレンスなし、予想オカ
レンス数、予想成長率、TD名を入力してください。

プッシュ・ボタン プロシージャ
説明 「記述」を選択してください。記述文を入力します。［了解］を

選択します。

［了解］を選択します。

イベントまたはイベント・アクションの追加

「設計」を選択してください。

［イベント・ブラウザ］を選択してください。

「プロシージャ・ステップ」ドロップダウン・リストにてプロシージャ・ステップを選択してください。

「ウィンドウ」ドロップダウン・リストにてウィンドウ/ダイアログ・ボックスを選択してください。

「コントロール」ドロップダウン・リストにてイベントが関連づけられていないコントロールを選択してください。

「更新」を選択してください。すると、［イベント処理］ダイアログが表示されます。

TRANSFER アクション・ステートメントの追加

「分析」または「設計」-「アクション図」-プロセス、プロシージャ・ステップまたはアクション・ブロックの名前
→「了解」-アクションを後ろに追加する場所-「編集」-「ステートメントの追加」-「TRANSFER」-エンティティ・アク
ションビュー-FROMステートメントに必要な関係-TOステートメントの新しい関係-「追加」の順に選択してください。
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z/OS ライブラリをビジネス システムに追加する方法

z/OS ライブラリ パッケージング図から、z/OS ライブラリを追加するビジネス システムを選択します。

［編集］-［Add z/OS Library］を選択します。
z/OS ライブラリの名前を入力し、［アクション・ブロックの追加...］を選択します。

使用可能なアクション ブロックのリストから、必要なアクション ブロックを選択します。

NOTE
注： z/OS ライブラリに含めることができるのは、省略時解釈されるアクション ブロック、または明示的にダ
イナミック リンクに設定されているアクション ブロックのみです。

［了解］をクリックして、［使用可能なアクション・ブロック］ダイアログ ボックスを閉じます。

［了解］ボタンをクリックして、［特性］ダイアログ・ボックスを閉じます。

「インポート後のビットマップ名」入力可能フィールド
「インポート後のビットマップ名」入力可能フィールドでは、モデルのディレクトリのBITMAPサブディレクトリにイン
ポートする、ビットマップの名前を変更できます。または、ソース・ディレクトリで使われている名前（省略時解釈）を
受け入れることができます。

ファイルの名前変更は、下記の理由で行ないます。

• インポートされるビットマップで、既存のビットマップの置き換えをする場合、置き換えられるビットマップの名前
に変更する必要があります。

• インポートされるビットマップをプッシュ・ボタンの状態に使う場合、このようなビットマップの名前がすべて共通
のプレフィックスを持つよう変更すると、ピクチャや背景のビットマップと容易に区別できます。

• インポートされるビットマップの名前を、BITMAPサブディレクトリ内の別のビットマップが使っている場合、既存
のファイルを保持するには、名前を変更する必要があります。

• このビットマップを、異なる複数の形式（拡大縮小、タイル表示、センタリング）で、ウィンドウ上のピクチャとし
て使う予定がある場合、ビットマップをインポートする際に、異なる複数の名前（１形式につき１つの名前）を使う
必要があります。

• ビットマップ名は、サイトの命名法には従っていません。

イベントまたはイベント・アクション名の変更

「設計」-「イベント･ブラウザ」の順に選択してください。

「プロシージャ・ステップ」ドロップダウン・リストにてプロシージャ・ステップを選択してください。

「ウィンドウ」ドロップダウン・リストにて、イベントの所属先ウィンドウ/ダイアログ・ボックスを選択してくださ
い。コントロールの横に表示されるアスタリスク（*）は、そのコントロールにイベントがあるということを示します。

「更新」を選択してください。すると、［イベント処理］ダイアログが表示されます。

プロシージャ・ステップ名の変更

「設計」→「対話設計」→プロシージャ・ステップ→「詳細」→「特性」または「ステップ特性」の順に選択してくださ
い。名前を入力してください。［了解］を選択します。

イベント・アクションの複写

イベント・アクションを複写するには、以下の手順に従います。

1. CA Gen のモデル・ウィンドウを表示してください。
2. 「設計」→「アクション図」の順に選択してください。
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3. イベント・ハンドラ（複数でも可）を含むプロシージャ・ステップを開いてください（または、開いた図にイベン
ト・ハンドラを作成してください）。

4. 「編集」→「イベントの複写」の順に選択してください。
5. イベントを選択してください（複数でも可）。
6. 省略時解釈以外の複写先にしたい場合は、「宛て先」を選択してください。省略時の宛て先は、現在開いているプロ
シージャ・ステップです。

7. 現在のビジネス・システムが希望のものと異なる場合には、ビジネス・システムを選択してください。
8. 複写先のプロシージャ・ステップを選択してください。
9. ［了解］を選択します。
10.エンティティ・タイプを置換したくない場合は、「複写」を選択してから「了解」を選択し、複写することを確認し
てください。エンティティ・タイプを置換したい場合は、以降の手順を実行してください。

11.「複写中にエンティティ・タイプを置換」を選択してください。
12.「置換」を選択してください。
13.［オリジナル］列でエンティティ・タイプを選択します （エンティティ・タイプをマッチングしたあと、関連づけら
れた属性と関係をマッチングできます）。

14.［マッチング］を選択します。
15.置換として使うものを選択してください。
16.［了解］を選択します。
17.「オリジナル」列（Original）内の置換を実行したい各項目について、ステップ13から16を繰り返してください。
［了解］プッシュ・ボタンを活性化するには、すべてのエンティティ・タイプをマッチングしなければならないこと
に注意してください。

18.マッチングした属性または関係を複写も置換もしたくない場合は、その属性または関係を選択し、「マッチング解
消」を実行してください。マッチングが解消された属性または関係は、複写されません。

19.［了解］を選択します。
20.［複写］を選択します。
21.［了解］を選択します（複写することを確認するため）。

ウィンドウまたはダイアログ・ボックスの複写

「設計」→「ウィンドウ設計」→（ウィンドウまたはダイアログ･ボックスと関連づける）プロシージャ･ステップ→「選
択」→「ダイアグラム」→「複写」→（ウィンドウまたはダイアログ･ボックスと関連づける）プロシージャ･ステップ、
の順に選択してください。「複写」を選択してください。［はい］を選択します。

排他関係の記述文の作成

［コンポーネント・モデリング］メニューにて、［部分タイプ図］を選択してから、エンティティ・タイプを選択し、
［詳細］-［排他］を選択してから、排他関係を選択し、［特性］-［ソース特性］または［宛て先特性］（該当するほ
う）-［記述］を選択し、記述文を入力します。［了解］を選択します。［了解］を選択します。［了解］を選択しま
す。［クローズ］を選択します。

属性の別名の記述

コンポーネント・モデリング・メニューを選択します。［部分タイプ図］を選択してから、エンティティ・タイプを選
択し、［詳細］-［別名］を選択してから、別名を選択し、［特性］-［記述］を選択します。記述文を入力します。［了
解］を選択します。

［了解］を選択します。

［了解］を選択します。

［クローズ］を選択します。
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関係の記述

［計画］または［分析］-［データ・モデル・リスト］を選択してから、関係を選択し、［詳細］-［特性］-［ソース特
性］-［記述］を選択します。記述文を入力します。「了解」-「了解」の順に選択します。

［宛て先特性］-［記述］を選択します。記述文を入力します。「了解」-「了解」-「了解」の順に選択してください。

属性の削除

以下の手順に従います。

1. ［計画］または［分析］をクリックし、［データ・モデル］をクリックします。
［データ・モデル］ウィンドウが開きます。

2. 属性を削除するエンティティ・タイプを選択し、［詳細］ - ［属性］をクリックします。
3. 属性を選択し、［編集］ - ［削除］をクリックします。

– 確認ボックスを表示して、削除対象のオブジェクトをリスト表示する場合は、「削除の確認」を選択してくださ
い。

– 確認ボックスを表示して、この削除によって影響を受けるオブジェクトの階層をリスト表示する場合は、「階層と
従属物の削除（従属物のみの削除、従属物のプロモート、階層の削除）の確認」を選択してください。

4. （各確認ボックスに対して）［削除］ - ［はい］をクリックします。
属性が削除されます。

関係の詳細化

関係の詳細化では、関係についての情報を追加します。

以下の手順に従います。

1. ［計画］または［分析］をクリックし、［データ・モデル・リスト］をクリックします。
2. サブジェクト・エリアを選択し、［表示］ - ［すべて展開］をクリックして、サブジェクト・エリアの詳細を表示し
ます。

3. 関係を選択します。
4. ［詳細］ - ［特性］をクリックします。
5. ［オプショナリティ（つねに/時々）］をクリックします。
6. 関係名を入力してください。
7. カージナリティ（１つ/１つ又は複数）を選択してください。
8. ダイアグラム上に関係名を表示する場合は「関係名の表示」を選択してください。
9. この対の相手エンティティを別のエンティティに置き換え可能にするには、「転送可能な関係」を選択してくださ
い。

10.「オプショナリティ（つねに/時々）」を選択してください。関係名を入力してください。カージナリティ（１つ/１
つ又は複数）を選択してください。

11.ダイアグラム上に関係名を表示する場合は「関係名の表示」を選択してください。
12.この対の相手エンティティを別のエンティティに置き換え可能にするには、「転送可能な関係」を選択してくださ
い。

13.［ソース特性］を選択します。対の割合と「最小」を入力してください。「予想」か「確定」かを選択してくださ
い。「平均」と「最大」を入力してください。「予想」か「確定」か-該当する「削除規則」の順に選択してくださ
い。「記述」を選択してください。記述文を入力します。「了解」-「了解」の順に選択します。

14.［宛て先特性］を選択します。対の割合と「最小」を入力してください。「予想」か「確定」かを選択してくださ
い。「平均」と「最大」を入力してください。「予想」か「確定」か-該当する「削除規則」の順に選択してくださ
い。「記述」を選択してください。記述文を入力します。「了解」-「了解」-「了解」の順に選択してください。

WARNING
重要： ［つねに］を指定する前に、本当に必須メンバシップであるかをよく確認してください。必須メンバ
シップは生成システムにとって極めて重大な存在です。必須メンバシップでは、たとえば、ある対をなす２つ
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のエンティティのうち一方を削除すると、他方のエンティティも同時に削除されます。その第 2 エンティティ
が顧客であった場合、顧客の名前、住所、電話番号、金利といった、重要なデータが消えてしまいます。第 2
エンティティの情報だけでなく、このエンティティと必須関係があるエンティティもすべて削除されます。こ
の波及効果的なエンティティの削除は、必須関係の連鎖が終わるまで続きます。これを「カスケード削除」と
言います。オプショナリティを指定するときは、この点に注意してください。

宛て先特性の詳細化

［計画］または［分析］-［データ・モデル・リスト］を選択してから、関係を選択し、［詳細］-［特性］-［宛て先特
性］を選択してから、対の割合と最小値を入力します 「予想」か「確定」かを選択してください。「平均」と「最大」
を入力してください。「予想」か「確定」か-該当する「削除規則」の順に選択してください。「記述」を選択してくだ
さい。記述文を入力します。「了解」-「了解」-「了解」の順に選択してください。

ソース特性の詳細化

［計画］または［分析］-［データ・モデル・リスト］を選択してから、関係を選択し、［詳細］-［特性］-［ソース特
性］を選択します。対の割合と「最小」を入力してください。「予想」か「確定」かを選択してください。「平均」と
「最大」を入力してください。「予想」か「確定」か-該当する「削除規則」の順に選択してください。「記述」を選択
してください。記述文を入力します。「了解」-「了解」-「了解」の順に選択してください。

属性の別名の削除

以下の手順に従います。

1. ［計画］または［分析］をクリックし、［データ・モデル］をクリックします。
［データ・モデル］ウィンドウが開きます。

2. エンティティ・タイプを選択し、［詳細］ - ［属性］をクリックします。
3. 属性を選択し、［詳細］ - ［別名］をクリックします。
4. 別名を選択し、［属性］をクリックします。
5. （各確認ボックスに対して）［はい］をクリックします。
属性別名が削除されます。

エンティティ・タイプの別名の削除

以下の手順に従います。

1. ［計画］または［分析］をクリックし、［データ・モデル］をクリックします。
［データ・モデル］ウィンドウが開きます。

2. エンティティ・タイプを選択し、［詳細］ - ［別名］をクリックします。
3. 別名を選択し、［属性］をクリックします。
4. （各確認ボックスに対して）［はい］をクリックします。
エンティティ・タイプの別名が削除されます。

コントロールに持たせるイベントのタイプの決定

「設計」-「イベント･ブラウザ」の順に選択してください。

1. 「プロシージャ・ステップ」ドロップダウン・リストにてプロシージャ・ステップを選択してください。
2. 「ウィンドウ」ドロップダウン・リストにてウィンドウ/ダイアログ・ボックスを選択してください。
3. 「コントロール」ドロップダウン・リストにて、イベントを持つコントロールを選択してください。「コントロー
ル」ドロップダウン・リストのコントロールの横に表示されるアスタリスク（*）は、そのコントロールにイベントが
定義されているということを示します。
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4. 「イベント」フィールドのイベントの、タイプとイベント・アクション名を読み取ってください。形式は「イベン
ト・タイプ: イベント・アクション名」です。

NOTE
注： 1 つのコントロールには、複数のイベントを関連付けることができます。その場合、「イベント」のド
ロップダウン・リストを表示して、該当するコントロールと関連づけるイベントをすべて特定してください。

ウィンドウまたはダイアログ･ボックスのウィンドウまたはダイアログ・ボックスへの作成

以下の手順に従います。

1. ［設計］ - ［ナビゲーション図］をクリックします。
［ナビゲーション・オブジェクトをオープン］ダイアログ・ボックスが表示されます。

2. ［ウィンドウ］タブ内のビジネス・システムを選択します。
3. ウィンドウまたはダイアログと関連付けられるプロシージャ・ステップを選択します。
ウィンドウまたはダイアログ・ボックスが［ウィンドウ］エリアに表示されます。

4. ［ウィンドウ］エリア下のウィンドウまたはダイアログ・ボックスを選択し、［含める］をクリックします。
オブジェクトが［含まれるオブジェクト］エリアに表示されます。

5. ［含めるオブジェクト］エリアの下のオブジェクトを選択し、［オープン］をクリックします。
選択したオブジェクトの［ナビゲーション図］ウィンドウが表示されます。

6. ［編集］ - ［コピー］をクリックします。
［ウィンドウ複写］ダイアログ・ボックスが開きます。

7. ［宛て先］をクリックします。
［ウィンドウ複写 - 複写先選択］ダイアログ・ボックスが表示されます。

8. ウィンドウまたはダイアログと関連付けられるプロシージャ・ステップを選択します。
9. ［OK］をクリックします。
［ウィンドウ複写 - 複写先選択］ダイアログ・ボックスが閉じます。

10.［コピー］をクリックします。
11.［はい］をクリックして確定します。
12.［OK］をクリックします。
コピー操作が完了します。

13.必要なオブジェクトのコピーがすべて完了するまで、ステップ 7 ～ 12 を繰り返します。
14.［クローズ］をクリックします。
［ウィンドウ複写］ダイアログ・ボックスが閉じます。

全画面切り替えウィンドウ

［全画面切り替え］を使用すると、現在のダイアグラムが全画面表示と通常の表示の間で切り替わります。

オブジェクトの移動

「設計」→「ナビゲーション図」→ウィンドウまたはダイアログ･ボックスを持つプロシージャ･ステップ、の順に選択し
てください。

「ウィンドウ」ボックスから項目（ウィンドウまたはダイアログ・ボックス）を選択してください。

「含める」を選択してださい。

［オープン］を選択します。

移動するオブジェクト（ウィンドウ、ダイアログ・ボックス、またはコントロール）を選択してください。

F7キーを押すか、左マウス･ボタンを押したまま、下記の操作を実行してください。

目的の場所にオブジェクトを移動させます。
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左マウス・ボタンを押してください。

Toolbar Button特性

使用法 Button (String)
説明 ツールバーからボタンを名前で検索します。
引数 希望するツールバー・ボタンの名前を表わす文字列
戻り値 このメソッドは、指定した名前の GUI オブジェクトを返します。

オブジェクトが見つからないかエラーが発生した場合、このメ
ソッドは Null を返します。

Toolbar Buttons特性

使用法 Buttons ()
説明 ツールバーにあるボタンの集まりを検索します。
引数 None.
戻り値 このメソッドは、集まりタイプのGUIオブジェクトを返します。

この集まりには、「ツールバー」ウィンドウ（ToolBar）にある
すべてのボタンが含まれます。カウントがゼロになると、このメ
ソッドはリストを戻します。

Toolbar インターフェース・オブジェクト

 

メソッド 特性
ボタン アプリケーション
ボタン Handle
再描画 名前
 ObjectType
 親（Parent）
 BackgroundColor
 Enabled
 Focus
 FontSize
 FontStyle
 FontType
 前景色
 Height
 Left
 Top
 Visible
 Width
 CssClass
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ToolBar メソッド

使用法 ToolBar ()
説明 ウィンドウのToolBarオブジェクトを検索します。
引数 None.
戻り値 ウィンドウ用のToolBarオブジェクトがあれば、このメソッドに

よって戻されます。ツールバー・オブジェクトが見つからないか
エラーが発生した場合、このメソッドによってNullが戻されます
。

［ツールバー特性］ダイアログ

［ツールバー特性］ダイアログ・ボックスでは、現行ウィンドウのクライアント・エリアの最上部に、ツールバーを水平
に配置し、間隔を指定できます。

このダイアログ・ボックスでは、ツールバー上の左、上、下のマージン、およびツールバー上のプッシュ・ボタン間の最
小間隔と最大間隔を指定できます。最小スペース（省略時スペース）とは、プッシュ・ボタンの間の通常のスペースをい
います。最大スペース（区分スペース）とは、プッシュ・ボタンのグループの間を区切るスペースをいいます。

ウィンドウの最上部の近くにコントロールがある場合、ツールバーを追加すると、最初はツールバーがウィンドウ要素を
覆ってしまうことがあります。その場合、ウィンドウを上部から拡大して、隠れた要素を再表示してください。

下記の例でウィンドウの最上部を比較してください。

ツールバーの追加前

構成要素を覆うツールバー

縦方向のスペースを調整後

編集のために［ツールバー特性］ダイアログ・ボックスを再表示するには、ツールバーをダブルクリックします。ツール
バーに色を追加するには、ツールバーをクリックし、［詳細］-［表示特性］→［背景色］の順に選択してください。

詳細は、個々のコントロールのヘルプを参照してください。

ツールバーの概念

以下を考慮してください。
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• ツールバーはウィンドウ上にのみ配置できます。ダイアログ・ボックス上には配置できません。
• 1 つのウィンドウに複数のツールバーを配置することはできません
• ツールバーは、クライアント・エリアの最上部に置かれ、ウィンドウの幅全体に広がります。ウィンドウのサイズを
変更すると、ツールバーのサイズも変更されます。

• ツールバーにフォーカスを置けるのはマウスだけです。ツールバーにフォーカスを置くと、ツールバー上のプッ
シュ・ボタンの間をTabキーで移動できます。ツールバーにフォーカスを置かないと、Tabキーではツールバーのプッ
シュ・ボタンに移動できません。

• ツールバーの中では、プッシュ・ボタンのダイナミックな更新または配置はできません。

「ツール」メニュー

「ツール」メニューでは、モデル・ウィンドウ上の各プルダウン・メニュー（計画、分析、設計、構築、の各メニュー）
にて使えるダイアグラムとツールにアクセスできます。

Top特性

使用法 Top ()
説明 オブジェクトの上端ロケーションを設定、または検索します。
引数 None.
戻り値 この特性が戻す数値は、オブジェクトの上端ロケーションです。
備考 プロンプト付きのオブジェクトでは、プロンプトとオブジェクト

の双方が移動しますが、オブジェクトに対するプロンプトの元の
位置は保たれます。

 この特性は、Application、Button、CheckBox、DropDownLi
st、EnterableDropDownList、EnterableListBox、Field、Gro
upBox、ListBox、ListColumnItem、ListItem、ListPermittedV
alue、ListRowItem、Literal、Menu、OLEArea、OLEControl
、Picture、RadioButton、RadioButtonGroup、StatusBar、および
Window に対して使用できます。

「フロー先プロシージャ・ステップ」のドロップダウン

このドロップダウンで下向きの矢印を選択することにより、フロー元プロシージャ ステップがフローする先のモデル内
の全プロシージャ ステップを一覧表示できます。この一覧にて、対話フロー情報を表示したいフロー先プロシージャ・
ステップを選択してください。

ビジネス・システム省略時解釈の色またはフォントのリセット

NOTE
注： このタスクでは、ナビゲーション図ツールから設定したオブジェクトのフォントまたは色の指定変更は行
ないません。ビジネス・システム省略時解釈ツールから、下記のステップを実行してください。

1. ダイアグラムをオープンしてください。
2. 「詳細」→「ウィンドウ表示特性」の順に選択してください。
3. 「省略時の外観の変更」リスト・ボックスから、リセットするオブジェクトを選択してください。
4. 「リセット」プッシュ・ボタンを選択してください。
5. リセットする特性と「了解」を選択してください。新しい特性の割り当てが終了すると、［表示特性］ダイアログで
選択内容が更新されます。

6. 「表示特性」から「クローズ」を選択し、選択内容を保管して終了してください。
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コントロール・テキストのフォントのリセット

NOTE
注： 一度に 1 つのオブジェクトのフォントをリセットできます。

ナビゲーション図にて、下記の手順を実施してください。

1. ダイアグラムをオープンしてください。
2. リセットするオブジェクトを選択してください。
3. 「詳細」→「表示特性」の順に選択してください。
4. 「フォントと色のリセット」を選択してください。
5. 「表示特性のリセット」ダイアログ・ボックスで、「フォント・タイプ」と「了解」を選択してください。選択した
項目のフォントは、ビジネス・システム省略時解釈に戻ります。何も選択しなかった場合、選択したオブジェクトの
フォントは、オペレーティング・システムの省略時解釈に戻ります。

イベントがあるコントロールの表示

「設計」-「イベント･ブラウザ」の順に選択してください。

「プロシージャ・ステップ」ドロップダウン・リストにてプロシージャ・ステップを選択してください。

「ウィンドウ」ドロップダウン・リストにて、コントロールのあるウィンドウ/ダイアログ・ボックスを選択してくださ
い。

「コントロール」ドロップダウン・リストを選択して、ウィンドウ/ダイアログ・ボックスが持つコントロールを表示し
てください。コントロールの横に表示されるアスタリスク（*）は、そのコントロールにイベントがあるということを示
します。

イベント・アクション用アクション図ロジックの表示

「設計」-「イベント･ブラウザ」の順に選択してください。

「プロシージャ・ステップ」ドロップダウン・リストにてプロシージャ・ステップを選択してください。

「ウィンドウ」ドロップダウン・リストにてウィンドウ/ダイアログ・ボックスを選択してください。

「コントロール」ドロップダウン・リストにて、イベントを持つコントロールを選択してください。コントロールの横に
表示されるアスタリスク（*）は、そのコントロールにイベントがあるということを示します。

「イベント」ドロップダウン・リストにてイベントを選択してください。すると「イベントのアクション・ブロック」と
いうタイトルがついた表示領域に、アクション図ロジックが表示されます。

コントロールに定義されているイベントの表示

「設計」-「イベント･ブラウザ」の順に選択してください。

「プロシージャ・ステップ」ドロップダウン・リストにてプロシージャ・ステップを選択してください。

「ウィンドウ」ドロップダウン・リストにてウィンドウ/ダイアログ・ボックスを選択してください。

「コントロール」ドロップダウン・リストにて、イベントを持つコントロールを選択してください。コントロールの横に
表示されるアスタリスク（*）は、そのコントロールにイベントがあるということを示します。

「イベント」ドロップダウン・リストを選択して、コントロールが持つイベントを表示してください。

ビジネス・システムに定義されているプロシージャ・ステップの表示

「設計」-「イベント･ブラウザ」の順に選択してください。
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「プロシージャ・ステップ」ドロップダウン・リストを選択してください。このリストには、現在のビジネス・システム
が持つプロシージャ・ステップが表示されます。

プロシージャ・ステップに定義されているウィンドウ/ダイアログ・ボックスの表示

「設計」-「イベント･ブラウザ」の順に選択してください。

「プロシージャ・ステップ」ドロップダウン・リストにて、ウィンドウ/ダイアログ・ボックスの付属先プロシージャ・
ステップを選択してください。

「ウィンドウ」ドロップダウン・リストを選択してください。すると、プロシージャ・ステップが持つウィンドウ/ダイ
アログ・ボックスが表示されます。

トレース機能

このアクションを使用できるのは、弊社の社員のみです。お客さまは、弊社のテクニカル・サポートからの指示のもとで
のみ使用してください。

トランコード

トランコードはアクション図のロジックにTRANCODE特殊属性を書き加えます。TRANCODE のドメインはテキストで
す。この値は変更できません。

TRANCODEは、トランザクション指向のテレプロセッシング・モニタ（IMS、CICSなど）がプロシージャ・ステップの
実行に必要なプログラムを指定するときに必要です。画面生成をするには、TRANCODEが画面の先頭フィールド（左上
隅のフィールド）でなければなりません。

下記は、テキスト属性ビューとの比較例です。リテラルや空白との比較もできます。

 --IF TRANCODE IS EQUAL TO "DX01"

| AND TERMINAL_ID IS NOT EQUAL TO valid_dx01_terminal

| EXIT STATE IS security_violation

 ---

トランコード名

ここではトランザクション・コードの名前を指定します。

PSB 名には以下の制限事項があります。

• 英文字と数字が使えます。
• 先頭文字は英文字ある必要があります。
• 特殊文字やブランク文字は使えません。
• 名前の長さは、8 文字以内である必要があります。
• ロード・モジュール名はビジネス・システム内で一意でなければなりません。

パッケージング・ツールを使用してプロシージャ・ステップの特性を詳細化すると、トランザクション・コードがクリ
ア・スクリーン・トランザクション・コード、または対話フロー・トランザクション・コードのいずれであるかを指定で
きます。
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イベントの再使用メッセージ

選択したイベントはこのダイアグラム内にすでに表示されています。CA Genでは、ダイアグラム内でイベントを複数回
発生させることが可能です。

このイベントを重複配置するには［了解］をクリックします。

重複配置をやめるには［いいえ］をクリックします。

不明なエラー・メッセージ

エラーが検出されました。下記の理由が考えられます。

• 資源エラー
• オープンしているウィンドウが多すぎる。
• パスまたはファイルが見つからない。
• アクセス上の問題

この問題の解決方法

• できるだけ多くのウィンドウをクローズしてください。
• アクセスしようとしているパスやファイルが、使用中のワークステーションかLANにあることを確認する。
• パスとファイル名が有効かつ正しいことを確認する。また、ディレクトリもファイルも読取保護されていないことを
確認してください。

「再実行」を選択してください。

［取消］をクリックすると、現行のタスクは終了しますが、CA Gen は引き続き使用可能です。

プロセスの再使用メッセージ

同名のプロセスがダイアグラム上にあります。異なるプロセスに同じ名前を与えることはできませんが、同じプロセスを
階層内で再使用できます（つまり複数箇所に置ける）。

このプロセスを再び使用する場合は、［了解］をクリックします。

再び使用しない場合は、［いいえ］をクリックします。

Value Cannot Exceed Value of the Number of Statements （値は、ステートメント数の値を超えることはできませ
ん）

ステートメントの合計数より少ない値を入力してください。

VCAT Field Cannot be Empty （VCAT フィールドは空にできません）

VCATフィールドには入力しなければなりません。

Verify the Manual Transfer of a Model to the Encyclopedia （手操作によるモデルのエンサイクロペディアへの転送を
確認してください）

UPDATE.TRNファイルを使用して、手操作によるモデルのエンサイクロペディアへの転送を確認してください。エンサ
イクロペディア・コミュニケーションをオフにして、手動チェックインおよびチェックアウトにすると、UPDATE.TRN
ファイルが作成されます。このファイルを、ワークステーションからエンサイクロペディアに手動で複写する必要があり
ます。
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エンサイクロペディア・コミュニケーションをオンにして、自動チェックインおよびチェックアウトにする
と、UPDATE.TRNファイルでなくVERIFY.TRNファイルが作成されます。通信ソフトウェアを使ってVERIFY.TRNファ
イルが自動転送されます。

View is in Use （ビューは使用中です）

 

このビューはアクション図のステートメントに書かれています。アクション図からそのステートメントを削除してから
ビューを削除してください。

Expression is in Use （式が使用されています）

ビューがアクション図の式中で使用されています。アクション図からその式を削除してからビューを削除してください。

Algorithm Name is too Long （アルゴリズム名が長すぎます）

省略時アルゴリズムの名前が32文字を超えています。

限界以下の名前を入力してください。

最大セグメント・サイズ - IMS

「最大セグメント・サイズ」では、装置間で送受信するメッセージの最大サイズをバイト単位で指定します。CA Gen生
成対話マネージャは、この値を使って、セグメント化された複数のメッセージを管理します。

セグメント・サイズはIMSのTPモニタだけに適用されますが、このフィールドは、つねに入力を受け付けます。IMS以
外のTPモニタでアプリケーションのテストをする場合も、このフィールドに値を入力できます。そのため、ロード・モ
ジュールを最大セグメント・サイズに合わせて再生成しなくても、ビジネス・システムのロード・モジュールをあとで導
入できます。

最大セグメント・サイズの値は、IMS SYSGENに入力した値と一致していなければなりません。

誘導属性の選択

選択した属性はオプショナリティが任意です。誘導属性を識別子に含めることはできません。

属性の分類を変更する場合は、［特性］プッシュボタンを選択します。「分類」ドロップダウン・リストから「基本」を
選択してください。

［識別子］ダイアログ ボックスを使用して、属性を識別子として指定します。

区分

ここでは、指定した記憶装置内でテーブルをグループ分けします。区分をすると、記憶装置間でデータをより効率的に分
配できます。

区分を選択できるのは、テーブルスペースがセグメント化されておらず（セグメント・サイズはゼロ)、索引スペースを
選択する場合だけです。テーブルスペースを「ビュー」メニューの「展開」アクションで展開する際、索引スペースを選
択できます。

関係のインプリメンテーション
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２つのエンティティ・タイプ間の関係をインプリメントするには、両方のエンティティ・タイプをインプリメントしてお
く必要があります。

Model cannot be saved （モデルは保存できません）

使用可能なディスク・スペースが不足しているため、モデルを保存できません。

［継続］を選択すると、モデルを前回保存したのちに行なったすべての変更作業が無効になります。

活動状態のウィンドウの終了

「終了」では、活動状態のウィンドウをクローズします。

Verify that the code page setting is set correctly （コード・ページが正しく設定されていることを確認して
ください）

コード・ページの設定がCONFIG.SYSファイルで正しく設定されていることを確認してください。正しくない場合、設
定を修正してください。437以外のコード・ページが設定されている場合、国際ディスケットが導入されていることを確
認してください。

違うバージョンのCA Genモデルを変更しようとした可能性があります。このモデルを作成したバージョンの CA Gen を
使用する必要があります。

Permitted Value Range Exists （許容値の範囲が存在します）

すでに存在する許容値（範囲）を追加したか、またはその許容値が以前に定義した範囲とオーバーラップしています。範
囲を変更するか、既存の範囲を変更してください。

Single Permitted Value Exists （単一の許容値が存在します）

追加しようとしている許容値は、すでに存在する許容値（単一値）と同じか、または以前に定義した許容値（範囲）に含
まれています。単一値を変更するか、範囲を変更してください。

File cannot be opened （ファイルをオープンできません。）

ファイルをオープンできません。別のウィンドウにあるアプリケーションがファイルを使っている可能性があります。

その場合、そのアプリケーションをクローズしてからファイルをオープンしてください。

ビュー削除の確認

削除するために選択したオブジェクトは、エンティティ・ビュー、ワーク・ビュー、またはグループ・ビューです。これ
らのビューの属性は、親を削除する場合はプロモートできません。

REMOVE ステートメント

REMOVE ステートメントは、UPDATE 構造の一部です。REMOVE ステートメントを使用して属性値を削除できます。
ただし、コード生成では REMOVE ステートメントはサポートされていません。ASSOCIATE、DISASSOCIATE、または
TRANSFERを使って、関係を変更してください。必須属性をREMOVE節の対象にする必要がないこともあります。
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以下の例では、UPDATE アクションによって、エンティティ・アクション・ビュー PERSON における PERSON エン
ティティに関する格納情報に変更があることが通知されます。SET 句は、PERSON に格納された名前を「John」に変更
します。

UPDATE person 

SET name TO "John" 

REMOVE address 

TRANSFER FROM original order WHICH is placed by IT 

TO new order WHICH is placed by IT 

REMOVE ステートメントは、person に格納されている address を削除します。TRANSFER 句は、以前の
PERSON （名前はありません）と ORDER との間の元の対を、変更された PERSON の名前（現在は John）とその新し
い ORDER との間の対へと置換します。

RETRY TRANSACTION ステートメント

 

RETRY TRANSACTION は、RETRY TRANSACTION ステートメントがアクション・ブロック内にある場合や、プロ
シージャ・ステップ自体の中にある場合にかかわらず、プロシージャ・ステップの実行を終了させます。その結果、即座
に終了し、更新のロールバックを実行し、そのアクションが発生しなかったかのようにそのプロシージャ・ステップを再
始動します。

ABORT TRANSACTION ステートメントと RETRY TRANSACTION ステートメントの間の唯一の相違点を以下に示しま
す。

• システム属性TRANSACTION_RETRY_COUNTは、トランザクションが再試行するごとにインクリメントします。
• システム属性TRANSACTION_RETRY_LIMITは、プロシージャ・ステップの始めの省略時値にリセットされず、属性
はRETRY TRANSACTIONステートメントが実行されたときに持っていた値を保持します。

NOTE
注： 再試行を発行し、すでに再試行限界に達している場合、重大エラー・メッセージが表示されます。この状
態を避けるために、下記の例のようにしてください。

IF TRANSACTION_RETRY_COUNT < TRANSACTION_RETRY_LIMIT 

RETRY TRANSACTION 

ELSE 

EXIT STATE IS WAIT_AWHILE_AND_TRY_AGAIN 

ESCAPE 
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選択されたオブジェクトの削除

このメッセージは、削除する 1 つ以上のオブジェクトを確認します。

削除するには、「はい」を選択してください。

削除をやめるには、［いいえ］を選択してください。

プロシージャ・ステップの削除の確認
削除を確認してから実行する必要があります。この選択項目を削除すると、選択されたプロシージャ・ステップの言語の
従属するウィンドウまたはダイアログ・ボックスも削除されます。

Command is to be deleted （コマンドが削除されます）

メッセージに示されたオブジェクトがモデルから削除されようとしています。［取消］を選択すると削除が中止されま
す。［削除］を選択すると削除が実行されます。

ツールセットでのレポート
［レポート］ウィンドウでは、ツールセット内で作業をしている間、いつでもレポートを準備できます。［レポート］
ウィンドウを表示するには、［モデル］、［レポート］を選択します。

以下のレポートを使用できます。

レポート名の後に省略記号（...）が付いている場合は、レポートを生成する前に追加情報を指定する必要があります。レ
ポート名に省略記号が付いていない場合は、すぐに生成されます。

レポートは、eXtensible Markup Language（XML）コードで生成されます。表示に使用されるフォントと色は、レポー
トのスタイル・シート・ファイルにあります。

レポートのフォント・サイズまたは色を確認または変更するには、［ファイル］、［開く］を選択します。［レポートの
オープン］ウィンドウには、すべての HTML とスタイル・シート・ファイルのリストが表示されます。参照または変更
する関連レポートのスタイル・シートを選択し、［開く］をクリックします。選択したスタイル・シート・ファイルが表
示されます。

スタイル・シートの（フォント・サイズまたは色などの）内容を変更するには、ウィンドウを右クリックし、メニュー
から［ソースの表示］を選択します。フォントにはフォントサイズ、背景色には背景色、および前景色には色を検索しま
す。

入力が見つからない場合は、対応するタグに対して1つ作成します。たとえば、以下に示すようにタグ<h3>が表示されま
す。

      <h3>Subset:  <xsl:value-of select="Report/subset"/></h3>

この入力には、フォントや色スタイルは指定されていないことに注意してください。<h3>タグのフォント・サイズを 14
ポイントに、前景色を赤に変更するには、以下のようにタグを変更します。

     <h3 style=” font-size: 14pt; color:red;”>Subset:  <xsl:value-of select="Report/subset"/></h3>

 

アクティビティ定義レポート

アクティビティ定義レポートには、プロセスとファンクションが含まれます。各アクティビティについて、レポートは、
特性、ビュー・セット、またはその両方、を記載します。
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アクティビティ階層レポート

アクティビティ階層レポートは、モデル内のファンクションとプロセスの一覧です。ファンクションとプロセスは、ノー
ド番号を付けても付けなくても表示できます。

属性の相互参照レポート

属性の相互参照レポートは、モデル内のすべての属性の、アルファベット順の一覧です。この一覧には、CA Gen が提供
する属性が含まれています。

このレポートは各属性について、属性の名前と関連付けエンティティ・タイプまたはサブタイプ、特性の詳細を示しま
す。

属性定義レポート

属性定義レポートは、エンティティ・タイプまたはサブタイプのアルファベット順で並べ替えられた後で、属性名順に並
べ替えられた、モデル内のすべての属性のリストです。この一覧には、CA Gen が提供する属性が含まれています。

このレポートは各属性について、属性の名前、サブジェクト・エリア、関連付けられたエンティティ・タイプまたはサブ
タイプ、特性の詳細を示します。

属性使用レポート

「属性使用」は、リストの使用箇所レポートを表示します。このレポートは、ファンクション、プロシージャ・ステッ
プ、属性を使用するプロセスの一覧です。エンティティとその属性、または属性のみを選択できます。

 

バッチ・パッケージング・レポート

バッチ・パッケージング・レポートは、ビジネス・システムと、各ビジネス・システム内にパッケージングしたバッチ・
ロード・モジュールの一覧です。

バッチ・ロード・モジュールをパッケージングしていない場合、レポートには、ビジネス・システムのリストのみが記載
されます。それ以外の場合は、ビジネス・システムと、関連するロード・モジュールの両方が記載されます。

列定義レポート

列定義レポートは、テクニカル設計に定義した列に関する情報の一覧です。これらの情報には、属性名、エンティティ・
タイプ名、列名、テーブル名、列特性、索引、識別子の割り当て、マクロ名、列処理ルーチン、パラメータがあります。

コマンド使用箇所レポート

 

コマンド用の「リストの使用箇所」は、各コマンドを使用するプロシージャ・ステップを洗い出します。

NOTE

注： このレポートは、ビジネス・システムを選択するまで非アクティブ状態です。ビジネス・システムをア
クティブ化するには、CA Gen モデル・ウィンドウにて、［設計］ > ［ビジネス・システムの省略時解釈］ >
［ビジネス・システム］ > ［ダイアグラム］ > ［オープン］の順に選択してください。
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コンポーネント・パッケージング・レポート

 

コンポーネント・パッケージング・レポートには、ビジネス・システムと、各ビジネス・システムにパッケージングされ
たオンライン・オペレーション・ライブラリが一覧表示されます。

オンライン・ロード・モジュールをパッケージングしていない場合、レポートには、ビジネス・システムのリストのみが
記載されます。それ以外の場合は、ビジネス・システムと、関連するロード・モジュールの両方が記載されます。

一貫性検査レポート

 

［一貫性検査レポート］は、コード生成を実行する前に修正する必要があるモデルの不整合をリスト表示します。一貫性
検査レポートに表示されるエラーをフィルタする 2 つのパラメータを指定するには、［モデル］ - ［設定］ - ［一貫性検
査］オプションの順にクリックします。

レベル：

• すべて
• 計画
• 分析
• ビジネス・システム設計
• テクニカル設計
• 構築

重要度

• すべての警告とエラー
• 重大警告、エラー、および重大エラー
• エラー、重大エラー
• 重大エラーのみ

NOTE
注： 一貫性検査レポートに表示されるメッセージのフィルタリングの指定に関係なく、レポートの処理で遭遇
するそれらオブジェクトに対してのみ、不整合が報告されます。これは、レポート生成を開始するポイントに
よって異なります。

メニュー・ナビゲーション 説明
［計画］ - ［検査］ - ［データ］ モデル用のデフォルト・サブジェクト・エリアから開始します。
［計画］ - ［検査］ - ［アクティビティ］ モデル用のデフォルト関数定義から開始します。
［計画］ - ［検査］ - ［モデル］ モデル用のビジネス・エリアから開始します。
［分析］ - ［検査］ - ［データ］ モデル用のデフォルト・サブジェクト・エリアから開始します。
［分析］ - ［検査］ - ［アクティビティ］ モデル用のデフォルト関数定義から開始します。
［分析］ - ［検査］ - ［モデル］ モデル用のビジネス・エリアから開始します。
［設計］ - ［検査］ - ［ビジネス・システム］ モデル用の現在のビジネス・システムから開始します。
［設計］ - ［検査］ - ［データ］ モデル用のデフォルト・サブジェクト・エリアから開始します。
［設計］ - ［検査］ - ［アクティビティ］ モデル用のデフォルト関数定義から開始します。
［設計］ - ［検査］ - ［モデル］ モデル用のビジネス・エリアから開始します。
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また、一貫性検査は、それら特定のオブジェクトに対する特定の図のメニューから呼び出すこともできます。たとえば、
アクション図やデータ・モデル図などにおいてです。

協調パッケージング・レポート

協調パッケージング・レポートは、ビジネス・システムと、各ビジネス・システム内にパッケージングしたクライアン
ト/サーバのロード・モジュールの一覧です。

クライアント/サーバのロード・モジュールをパッケージングしていない場合、レポートには、ビジネス・システムのリ
ストのみが記載されます。それ以外の場合は、ビジネス・システムと、関連するロード・モジュールの両方が記載されま
す。

DDL ステートメント・レポート

［データ定義言語 (DDL) ］レポートは、データベースに関する情報を、データ構造設計と DBMS から入手して一覧表示
します。最初の部分は、クラスタまたは VSAM データ・セットを定義しています。２番目の部分はDB2データ定義言語
の近似値になります。

多関連オブジェクト・レポート

このレポートに表示されるのは、当該マトリックス内の「多関連」（Dense）として指定されたオブジェクトと、自動多
関連指定のしきい値（各軸の）です。多関連指定の指定内容を保存するには、当該マトリックスをクローズする前にこの
レポートを作成してください。マトリックスをクローズするだけでは、クラスタ定義は保存されません。したがって多関
連オブジェクト・レポートは、同じ結果を再度得るために、以前の多関連指定を再現して作用クラスタ化をするのに役立
ちます。

マトリックスをクローズした後に多関連オブジェクト・レポートを確認するには、CA Gen のモデル・ウィンドウに移動
します。［モデル］-［レポート］-［ファイル］-［オープン］の順に選択してください。そうすることにより、以前に指
定した多関連指定を再利用できます。

 

エンサイクロペディア更新状況レポート

エンサイクロペディア更新状況レポートには、サブセットまたはモデルのエンサイクロペディアへの前回の更新の状況が
表示されます。

エンティティ・タイプ定義レポート

エンティティ・タイプ定義レポートには、エンティティ・タイプとサブタイプに関する詳しい情報が記載されます。

このレポートには、エンティティ・タイプ名、別名（あれば）、記述、親、サブジェクト・エリア特性、属性、属性の別
名、関係、区分、および識別子が記載されます。

エンティティ・タイプ階層レポート

エンティティ・タイプ階層レポートは、選択した親エンティティ・タイプとサブタイプの一覧です。このレポートは、エ
ンティティ・タイプとサブタイプの属性を付けても付けなくても生成できます。

 1462



 CA Gen - 86JP - Japanese - Japan

エンティティ タイプ使用箇所レポート

エンティティ・タイプ使用箇所レポートは、選択したエンティティ・タイプを使用する、ファンクション、プロシー
ジャ・ステップ、プロセスを識別します。

エグジット・ステート・リスト・レポート

エグジット・ステート・リスト・レポートは、ビジネス・システム内のエグジット・ステートと関連メッセージの一覧で
す。

ダイアログ・ボックスのオプションは以下のとおりです。

• エグジット・ステート・リスト
レポートに、１ビジネス・システムのエグジット・ステートを記載したい場合、ビジネス・システム名を選択してく
ださい。レポートに、モデル全体のエグジット・ステートを記載したい場合、グローバル・エグジット・ステートを
選択してください。両方も選択できます。

• 取消
選択を中止する場合は、［取消］ボタンをクリックします。

• 了解
選択を続行する場合は、［了解］ボタンをクリックします。

 

エグジット・ステート使用箇所レポート

「リストの使用箇所」は、エグジット・ステートを表示するプロセス、プロシージャ・ステップ、フローを識別します。

 

NOTE

注： このレポートは、ビジネス・システムを選択するまで非アクティブ状態です。ビジネス・システムをア
クティブ化するには、CA Gen モデル・ウィンドウにて、［設計］ > ［ビジネス・システムの省略時解釈］ >
［ビジネス・システム］ > ［ダイアグラム］ > ［オープン］の順に選択してください。

インプリメント済みデータ・リスト・レポート

インプリメント済みデータ・リスト・レポートは、データ構造図でのオブジェクトのインプリメント方法と場所の一覧で
す。これらの情報には、エンティティ・タイプ、属性、関係メンバシップ、区分、サブタイプがあります。

情報ニーズ・マップ・レポート

「情報ニーズ・マップ」では、情報ニーズと、現在のシステムと提案されたシステムの両方のニーズに応えて設計された
プロセスとを、相互に関係づけます。

モデル取得状況レポート

モデル取得状況レポートは、最終チェックアウトおよびサブセットまたはモデルのプロテクション・ダウングレードの状
況を表示します。
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オンライン・パッケージング・レポート

オンライン・パッケージング・レポートは、ビジネス・システムと、各ビジネス・システム内にパッケージングしたオン
ライン・ロード・モジュールの一覧です。

オンライン・ロード・モジュールをパッケージングしていない場合、レポートには、ビジネス・システムのリストのみが
記載されます。それ以外の場合は、ビジネス・システムと、関連するロード・モジュールの両方が記載されます。

計画用オブジェクト・レポート

計画用オブジェクト・レポートは、情報戦略計画としてマトリックスに表示されるオブジェクトの一覧です。このレポー
トには、標準マトリックスかカスタマイズド・マトリックス、またはその両方のオブジェクトを含めることができます。

レポートに対して、１つまたは複数のオブジェクトを選択してください。

計画オブジェクトの使用箇所レポート

計画オブジェクトの使用箇所レポートは、マトリックスに含まれるオブジェクトを洗い出します。このレポートを使っ
て、選択したオブジェクトを含むマトリックスを決定できます。

プロシージャ定義レポート

プロシージャ定義レポートは、［プロシージャ定義レポートのオプション］ダイアログで選択した各プロシージャの、下
記の項目の一覧です。

• 説明
• プロシージャ・ステップ
• そのプロシージャに組み込まれているプロセス
• プロシージャの所属先ビジネス・システムの名前

 

NOTE

注： このレポートは、ビジネス・システムを選択するまで非アクティブ状態です。ビジネス・システムをア
クティブ化するには、CA Gen モデル・ウィンドウにて、［設計］ > ［ビジネス・システムの省略時解釈］ >
［ビジネス・システム］ > ［ダイアグラム］ > ［オープン］の順に選択してください。

 

 

 

 

プロシージャ・ステップ定義レポート

 

プロシージャ・ステップ定義レポートは、選択したプロシージャ・ステップの定義とビューの一覧です。このレポートに
はビュー・セットと特性情報のどちらか、または両方が記載されます。
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NOTE

注： このレポートは、ビジネス・システムを選択するまで非アクティブ状態です。ビジネス・システムをア
クティブ化するには、CA Gen モデル・ウィンドウにて、［設計］ > ［ビジネス・システムの省略時解釈］ >
［ビジネス・システム］ > ［ダイアグラム］ > ［オープン］の順に選択してください。

使用箇所

「使用箇所」は、エンティティ・タイプ、サブタイプ、関係、属性、を参照している箇所の一覧を、表示、印刷、または
格納します。

以下に例を示します。

ｴﾝﾃｨﾃｨ･ﾀｲﾌﾟ[ORDERS]を使用:

ﾌﾟﾛｼ･ｽﾃｯﾌﾟ ORDER_ENTRY_MENU

ﾌﾟﾛｼ･ｽﾃｯﾌﾟ ORDER_MAINTENANCE

ﾌﾟﾛｾｽ ADD_ORDER

ﾌﾟﾛｾｽ CHG_ORDER

ﾌﾟﾛｾｽ DIS_ORDER

［ウィンドウ定義］レポート

ウィンドウ定義レポートのレポート・オプションを指定することにより、レポートに含めたい情報の種類や特定項目を選
択できます。

レポート・オプションのレポート種別は３種類あります（特性、ビュー・マッピング、両方）。

特性として、個々の項目を選択できます。コーディネート、定義イベント、ヘルプ、メニュー設計、順序づけ、ステータ
ス・バー、ツールバー、表示特性情報です。

特性レポートに記載する項目は、いくつでも選択できます。いったん選択すると当該セッション中は継続しますが、モデ
ルと一緒には保存されません。

情報がないレポート内容オプションを選択した場合、そのオプションに［なし］が表示されます。

ウィンドウ・パッケージング・レポート

ウィンドウ・パッケージング・レポートは、ビジネス・システムと、各ビジネス・システム内でパッケージングしたウィ
ンドウ・ロード・モジュールの一覧です。

ウィンドウ・ロード・モジュールをパッケージングしていない場合、レポートには、ビジネス・システムのリストのみが
記載されます。それ以外の場合は、ビジネス・システムと、関連するロード・モジュールの両方が記載されます。

環境変数の設定
コンテンツ

IEFLocalViewAllocScope

IEFLocalViewAllocScope は環境変数であり、これを使用すると、「初期化されていない」ローカル・ビューを、プロ
シージャ・ステップ（またはアクション・ブロック）の異なるインスタンス間で共有するかどうかを指定できます。

初期化されていないローカル・ビューを共有するには、IEFLocalViewAllocScopeをGLOBALに設定します。
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プロシージャ・ステップまたはアクション・ブロックの 2 つのインスタンス間で、「初期化されていない」ローカル・
ビューの不要な共有が発生しないようにしたうえで、イベント・アクション間や、1 つのプロシージャ・ステップからア
クション・ブロックへの複数呼び出しの間で、設計どおりにローカル・ビューを再使用できるようにするために、アク
ション・ブロックとプロシージャ・ステップから GUI ランタイムに戻る呼び出しが生成されます。これにより、以前に
使用された「自動」の割り当ておよび初期化ではなく、ローカル・ビューの割り当てが提供されます。

GUIランタイム環境変数

GUIEnvironmentVariables.iniファイルには、GUIランタイム環境の初期設定に影響する値が保存されています。このファ
イルには、各環境変数に対するインストラクションが含まれています。このファイルは、以下の場所（省略時の導入ディ
レクトリ）にあります。

%GENxx%GEN\GUIEnvironmentVariables.ini

NOTE
注：  xx は CA Gen の現在のリリースを示しています。現在のリリース番号については、「リリース・ノー
ト」を参照してください。

各変数は、Microsoft Windows の［システムのプロパティ］ダイアログ・ボックス（［スタート］ > ［設定］ > ［コント
ロール・パネル］ > ［システム］ > ［詳細］タブ > ［環境変数］）で設定できますが、構成ファイルの設定の方が優先
されます。

実行時に、モデルはGUIEnvironmentVariables.iniファイルを以下のディレクトリで探します。

• 現在のモデル・ディレクトリ
• %USERPROFILE%\Application Data\CA\Gen xx\cfg\client
• %ALLUSERSPROFILE%\Application Data\CA\Gen xx\cfg\client
• %GENxx%GEN

この順序では、システム全体で使用される環境変数設定とは異なる、特定のモデル用の環境変数設定セットを指定できま
す。

変数をアクティブにするには、必要に応じて先頭の文字位置にある「;」文字を削除して値を設定します。

SQL/MX データベースの省略時解釈
このウィンドウは、SQL/MXデータベースの省略時解釈の設定に使用されます。

• 名前
データベースの省略時解釈の名前。このフィールドの入力は必須です。

SQL/MX データベース特性

このウィンドウは、新規データベース、または既存データベースの特性の変更に使用します。

データベース特性には、以下のようなフィールドがあります。

• 総称名
DBMS 固有名が存在しない場合のデータベースの省略時解釈名を指定します。

• SQL/MX 名
データベースの DBMS 固有名を指定します。このフィールドは集団データベース名に強制変更するとき使ってくださ
い。

• 説明
データベースの記述を指定します。このフィールドは記述の追加に使用します。
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NOTE
注： 開発プラットフォームのファイル・システムによって、DBMS 固有のデータベース名に使用できる文字数
に制限があります。お使いの開発プラットフォームのファイル・システムによって文字数が 8 に制限されてい
る場合（MS-DOS など）、入力する DBMS 固有名の文字数は 8 文字までになります。

SQL/MX 索引の省略時解釈

このウィンドウは、SQL/MX データベースで作成された索引に関するテクニカル設計の省略時解釈オプションの設定に
使用されます。

• プライマリ エクステント サイズ
プライマリ エクステントのページ数を指定します。この値は整数である必要があります。省略時解釈値は 16 です。

• セカンダリ エクステント サイズ
後続の各エクステントのページ数を指定します。この値は整数である必要があります。省略時解釈値は 64 です。

• 範囲の最大数
割り当て可能な範囲の最大数を指定します。この値は整数である必要があります。この値の範囲は 1 から 768 まで
で、省略時解釈値は 160 です。

• ロケーション（オプション）
索引のプライマリ・パーティションの物理的位置を指定します。
この文字列のフォーマット：
$<ボリューム名>
– ボリューム名
指定されたノード上にある、監査された SMF DAM 以外のボリュームの名前を指定します。ボリューム名の最初の
文字は「$」、2 番目の文字は英字、それ以降の文字は英数字である必要があります。「$」を含め、最大文字数は
8 です。

SQL/MX 索引の特性

このウィンドウはテーブルの索引の特性を変更する場合に使用します。

索引の特性には、以下のようなフィールドがあります。

• 総称名
DBMS で名前が指定されない場合の索引の省略時解釈名を指定します。

• SQL/MX 名
索引の DBMS 固有名を指定します。このフィールドは、索引の総称名より優先されます。

• 索引長推定 行の長さ
索引行の長さの概算値を指定します。この特性は、「自動サイズ」計算で使用されます。

• 説明
記述を追加するには、［記述］をクリックします。

詳細情報：

［記述］ダイアログ

SQL/MX テーブルの省略時解釈

このウィンドウは、SQL/MX データベースで作成されるテーブルに関するテクニカル設計の省略時解釈オプションの設
定に使用されます。

• プライマリ エクステント サイズ
プライマリ エクステントのページ数を指定します。この値は整数である必要があります。省略時解釈値は 16 です。

• セカンダリ エクステント サイズ
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後続の各エクステントのページ数を指定します。この値は整数である必要があります。省略時解釈値は 64 です。
• 範囲の最大数
割り当て可能な範囲の最大数を指定します。この値は整数である必要があります。この値の範囲は 1 から 768 まで
で、省略時解釈値は 160 です。

• ロケーション（オプション）
テーブルのプライマリ・パーティションの物理的位置を指定します。
この文字列のフォーマット：
$<ボリューム名>
– ボリューム名
指定されたノード上にある、監査された SMF DAM 以外のボリュームの名前を指定します。ボリューム名の最初の
文字は「$」、2 番目の文字は英字、それ以降の文字は英数字である必要があります。「$」を含め、最大文字数は
8 です。

SQL/MX テーブルの特性

このウィンドウを使用して、SQL/MX データベースのテーブル特性を表示または変更します。

テーブルの特性には、以下のようなフィールドがあります。

• エンティティ・タイプ
トランスフォーメーション・プロセスより前のエンティティ・タイプに割り当てられる名前を指定します。

• データベース
テクニカル設計でテーブルをインプリメントする省略時解釈のデータベース名。

• 総称名
DBMS 固有の名前が提供されないときのテーブルのデフォルト名を指定します。

• SQL/MX 名
テーブルの DBMS 固有名を指定します。このフィールドは集団データベース名に強制変更するとき使ってください。

• （オプション）プライマリ エクステント
テーブルの最小のプライマリ・スペース割り当てを指定します。このフィールドの単位はページ数です。

• （オプション）セカンダリ エクステント
テーブルの最小のセカンダリ・スペース割り当てを指定します。このフィールドの単位はページ数です。

• 索引長推定 行の長さ
バイト数でテーブルの行の全長の概算値を指定します。

• 説明
記述を追加するには、［記述］をクリックします。

詳細情報：

［記述］ダイアログ

 

 

サブジェクト・エンティティ・タイプの変更の確認
サブジェクト・エンティティ・タイプを変更すると、現在のプロシージャ・アクション図が無効になります。［確認］を
選択すると、ステレオタイプの適用時にプロシージャ・アクション図が削除されます。

サブセット化とは
サブセットには、下記の３つの主要概念があります。
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• サブセットの定義
• サブセットの展開
• プロテクション・ロジック

サブセットの定義

サブセットの定義、つまりサブセットのスコーピングとは、サブセットに含めるオブジェクトを選択する手順です。モデ
ルにアクセスできれば、ワークステーション上でサブセットの定義を作成できます。サブセットの定義は、エンサイクロ
ペディアに格納されます。

サブセットの定義を構成するのは、下記の概念です。

• スコーピング・オブジェクト・タイプ
• スコープされるオブジェクト
• リクエストのあった用途
• 「展開」オプション

サブセットの定義に使用可能なオブジェクト・タイプをスコーピング・オブジェクト・タイプといいます。サブセットに
スコーピング・オブジェクト・タイプの任意の組み合わせが含まれる場合があります。スコーピング・オブジェクトの各
タイプを使って、モデルのさまざまな部分を操作できます。

下記のようなスコーピング・オブジェクト・タイプがあります。

• サブジェクト・エリア
• エンティティ・タイプ
• Functions
• プロセス
• 外部オブジェクト
• ビジネス・システム
• プロシージャ
• プロシージャ・ステップ
• 共通アクション・ブロック
• テンプレート
• データベース
• データ・レコード
• ワーク属性セット
• エグジット・ステート
• 組織単位
• マトリックス
• CA Gen 提供クラス
• ユーザ定義クラス
• ユーザ定義のオブジェクト

サブセットに含める特定のエンティティ・タイプ、プロセス、またはプロシージャを選択したり、オブジェクト・タイプ
のすべてのオカレンスを選択したりできます。たとえば、モデルのすべてのエンティティ・タイプかテンプレートを含む
サブセットを定義できます。

サブセットの定義に必要なスコーピング・オブジェクトを、必要な種類を必要な数だけ含めてもかまいません。たいてい
の場合、特定のワークステーション作業のサブセット定義に必要なスコーピング・オブジェクトは１つか２つだけです。

サブセットの展開

サブセットをダウンロードすると、CA Gen はサブセットを展開して、間接的に関連するか隣り合ったオブジェクトを追
加します。これらのオブジェクトは、下記によってスコープされたオブジェクトに関係します。
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• 定義
• 内容情報

ダウンロードされたサブセット内のオブジェクトの数は、サブセット定義内のスコーピングされたオブジェクトより多く
なります。CA Gen の処理ロジックにより、ダウンロードされたサブセットの実際の内容が決まります。

展開 説明
標準 スコーピング・オブジェクトとその暗黙オブジェクトを含めます

。
全 さらに任意のコンポーネントを追加します。
小 小さなオブジェクト・グループを含めます。
タイプＡ プロシージャとプロシージャ・ステップだけに適用します。
タイプＢ プロシージャ・ステップだけに適用します。

展開が行われるタイミングはサブセットのダウンロード中で、サブセットの定義時ではありません。それぞれのスコーピ
ング・オブジェクト・タイプには、独自の展開オプションの組み合わせがあります。

プロテクション・ロジック

プロテクション・ロジックは、サブセットのユーザ同士が互いに矛盾する更新を行なうのを防止し、モデルの共用を可能
にします。

プロテクション・ロジックの規則は、下記のとおりです。

• 任意の数のサブセットがオブジェクトの用途にアクセスできます。
• ただ１つの活動状態のサブセットがオブジェクトの用途を変更できます。そのオブジェクトを含むほかのサブセット
からできるのは、オブジェクトの用途へのアクセスだけです。

• ただ１つの活動状態のサブセットがオブジェクトの用途を削除できます。そのオブジェクトを含むほかのサブセット
からできるのは、オブジェクトの用途の読取だけです。

用途レベルにより、スコーピングされたオブジェクトに対して実行するアクションを定義します。ダウンロードの際に、
用途レベルを上書きするか、ダウングレードしてもかまいません。

自分のサブセットへの新規オブジェクトの追加

1. 「インクリメント・サブセット」ダイアログ・ボックスで、目的の対話オブジェクト・タイプの左にある「+」ボッ
クスをクリックしてください。すると選択したオブジェクトが展開表示され、スコーピング・オブジェクトの表が表
示されます。

2. 目的のスコーピング・オブジェクトの名前の左にあるチェック・ボックスをクリックしてください。すると、ステー
タスが［追加済み］に変わります。選択されたスコーピング・オブジェクトの、省略時のプロテクション・レベルと
展開オプションの値が表示されます。

3. オブジェクト表内の追加したいオブジェクトごとに、ステップ１～２を繰り返してください。

NOTE

注： スコーピング・オブジェクトのステータスがスコーピング済みであれば、選択してプロテクションと
展開の値を変更できます。

4. 目的のスコーピング・オブジェクトをすべて選択したのち、［更新］ボタンをクリックしてください。

NOTE

注： いずれかのスコーピング・オブジェクトが選択されていれば、［更新］ボタンは活性状態にありま
す。そうでない場合は、グレー表示されます。
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オブジェクトを追加するべくエンサイクロペディア内の自分のサブセットの定義を更新し終えた時点で、プログレ
ス・バーが表示されます。更新が完了すると、［インクリメント・サブセット］ダイアログ・ボックスが閉じて、ダ
ウングレード・レポートが表示されます。

5. レポートを見終えたら、Enter キーを押してください。すると［ダウングレード・レポート］ダイアログ・ボックス
が閉じて、［モデル・ウィンドウ］が再表示されます。

NOTE

注：

• スコーピング・オブジェクトを自動選択する場合： スコーピング・オブジェクト行にて、［プロテクショ
ン］フィールドまたは［展開］フィールドをクリックし、希望の値を選択してください。CA Gen により、
そのオブジェクトの名前の左にあるボックスが自動で検査され、それらが自動でオンになります。

• 詳細については、「Encyclopedia」および「CSE Subsetting」を参照してください。

オブジェクトの展開値の変更方法

1. 「インクリメント・サブセット」ダイアログ・ボックスで、目的の対話オブジェクト・タイプの左にある「+」ボッ
クスをクリックしてください。すると選択したオブジェクトが展開表示され、スコーピング・オブジェクトの表が表
示されます。

2. 希望のスコーピング・オブジェクトを自分のサブセットに追加してください。展開（またはプロテクション）の値の
変更前に、オブジェクトが選択されていない場合、CA Gen はオブジェクトの左にあるチェックボックスを自動でオ
ンにします。

3. あるスコーピング・オブジェクトの展開オプションを変更するには、そのオブジェクトに対して表示された値（たと
えば「標準展開」（Default））をクリックしてください。ドロップダウン・リストが矢印付きで表示されます。

NOTE
注： スコーピング・オブジェクトのステータスがスコーピング済みであれば、選択してプロテクションと
展開の値を変更できます。

4. 矢印をクリックしてください。すると３つの選択肢（Short、Default、Full）が表示されます。

NOTE
注： サブセット内の各スコーピング・オブジェクトの展開は、より高い展開へ変更できます。そのオブ
ジェクトのスコーピングのされ方によっては、展開オプションのいくつかが表示されない場合があります。
たとえば、省略時解釈の展開でチェックアウトされているオブジェクトは、全展開には変更できます。小展
開には変更できません。したがって小展開（Short）は選択肢として表示されません。

5. 希望の値を選択してください。
6. 希望の値をすべて変更し終えたら、「更新」ボタン（Update）をクリックしてください。値を変更するべくエンサ
イクロペディア内の自分のサブセットの定義を変更し終えた時点で、プログレス・バーが表示されます。更新が完了
すると、［インクリメント・サブセット］ダイアログ・ボックスが閉じて、ダウングレード・レポートが表示されま
す。

7. レポートを見終えたら、Enter キーを押してください。すると［ダウングレード・レポート］ダイアログ・ボックス
が閉じて、［モデル・ウィンドウ］が再表示されます。

詳細情報：

• ツリー・ビューから表に載せるオブジェクトを絞り込む
• オブジェクトのプロテクション値の変更方法
• オブジェクトの詳細の表示
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オブジェクトのプロテクション値の変更方法

「インクリメント・サブセット」ダイアログ・ボックスで、目的の対話オブジェクト・タイプの左にある「+」ボックス
をクリックしてください。すると選択したオブジェクトが展開表示され、スコーピング・オブジェクトの表が表示されま
す。

希望のスコーピング・オブジェクトを自分のサブセットに追加してください。プロテクション（または展開）の値の変更
前に、オブジェクトが選択されていない場合、CA Gen はオブジェクトの左にあるチェックボックスを自動でオンにしま
す。

あるスコーピング・オブジェクトのプロテクション・レベルを変更するには、そのオブジェクトに対して表示されている
値（たとえば「削除」（Delete））をクリックしてください。ドロップダウン・リストが矢印付きで表示されます。

NOTE
注： スコーピング・オブジェクトのステータスがスコーピング済みであれば、選択してプロテクションと展開
の値を変更できます。

矢印をクリックしてください。すると４つの選択肢（Access、Delete、Modify、Read）が表示されます。

希望の値を選択してください。

希望の値をすべて変更し終えたら、「更新」ボタン（Update）をクリックしてください。値を変更するべくエンサイク
ロペディア内の自分のサブセットの定義を変更し終えた時点で、プログレス・バーが表示されます。更新が完了すると、
［インクリメント・サブセット］ダイアログ・ボックスが閉じて、ダウングレード・レポートが表示されます。

レポートを見終えたら、Enter キーを押してください。すると［ダウングレード・レポート］ダイアログ・ボックスが閉
じて、［モデル・ウィンドウ］が再表示されます。

詳細情報：

• ツリー・ビューから表に載せるオブジェクトを絞り込む
• オブジェクトの展開値の変更方法
• オブジェクトの詳細の表示

オブジェクトの詳細の表示

［インクリメント・サブセット］ダイアログ・ボックスで、目的のスコーピング・オブジェクトを選択します。すると
［詳細］ボタン（Detail）が活性化します。

1. ［詳細］ボタン（Detail）をクリックします。［チェックアウト状態の詳細］ダイアログ・ボックスが、読み取り専
用で表示されます。

2. 「チェックアウト状況の詳細」ダイアログ・ボックスを閉じるには、「了解」をクリックしてください。

スコーピング・オブジェクトの詳細を表示する別の方法： ［インクリメント・サブセット］ダイアログ・ボックスで、
目的のスコーピング・オブジェクトの［ラベル］欄の内部の、任意の位置をダブルクリックします。すると「チェックア
ウト状況の詳細」ダイアログ・ボックス（Checkout Status Detail）が開き、オブジェクトの詳細が表示されます。

アクション・ステートメントのコピー
アクション図のアクション・ステートメントをコピーしてその機能を複製できます。

以下の手順に従います。

1. ［分析］または［設計］ - ［アクション図］をクリックします。
［アクション図］ダイアログ・ボックスが表示されます。

2. ［プロセス］、［プロシージャ・ステップ］、または［アクション・ブロック］のリストから項目を選択し、［了
解］をクリックします。
［アクション図］ウィンドウが開きます。
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– 1 つのステートメントをコピーするには、全ステートメントを選択します。［編集］ - ［コピー］をクリックしま
す。

– ステートメントをブロック単位でコピーするには、コピーする最初のステートメント、Shift キー、ブロック内の
最後のステートメントを選択し、［編集］ - ［コピー］をクリックします。

– 連続していない複数のステートメントをコピーするには、コピーする最初のステートメント、Ctrl キー、コピーす
る各ステートメントを選択し、［編集］ - ［コピー］をクリックします。

置き換えつつ複写の理解
複写処理では、必要ならば置換できます。エンティティ・タイプ、およびその関連する属性と関係を置換できます。エン
ティティ・タイプをマッチングすると、構造が似た属性と関係が自動的にマッチングされます。［了解］ボタンを有効に
する前に、すべてのエンティティ・タイプをマッチングしておく必要があります。

どのコントロールもエンティティ・タイプと関連がない場合、置換リストはブランクです。コントロールは、たとえば、
ワーク・セットと関連づけることができます。

置換されるもの

アクション・ステートメントとビューにおいてマッチングが発生するとつねに、マッチングされたエンティティ・タイ
プ、マッチングされた属性、マッチングされた関係が置換されます。属性および関係がマッチングされていない場合、複
写された宛先からステートメントが破棄される場合があります。（ウィンドウを含める指定をした場合は、関連するウィ
ンドウにも置換が適用されます）。
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NOTE
注： 置換はアクション図と参照されるアクション図全体で発生することに注意してください。たとえ
ば、プロシージャ・アクション図に下記のアクション・ステートメントがあり、「CUSTOMER」を
「ACCOUNT_MANAGER」に置き換えることが目的であるとします。

 USE add_customer

  <action statements>

   MOVE import customer TO . . .

  <action statements>

 USE customer_time_zone

  <action statements>

The copied-to statements would look like this:

 USE add_account_manager

  <action statements>

   MOVE import account_manager TO . . .

  <action statements>
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 USE account_manager_time_zone

  <action statements>

「CUSTOMER」が検出される場所すべてで置換が行なわれます。また、置換によって新規のアクション図が作成され、
置換はその中のロジックにも適用されます。元のアクション・ブロック「CUSTOMER_TIME_ZONE」を下記のように想
定します。

 READ customer . . .

  <action statements>

 SET import customer_name TO . . .

  <action statements>

新規のアクション・ブロックは下記のとおりです。

READ account_manager . . .

  <action statements>

 SET account_manager_name to . . .

  <action statements>

NOTE
注：

• 「複写元」のエンティティ・タイプの構造にできるだけ似た、置き換えのエンティティ・タイプを選択してくださ
い。類似点には、属性の数とタイプ、関係のカージナリティとオプショナリティを含めるべきです。

• 属性と関係のマッチングは必須ではありませんが、できるだけ多くのマッチングを実行することをお勧めします。
こうすることによって、複写されたロジックが可能なかぎり完全なものとなることが保証されます。たとえば、関
係は、WHERE節とASSOCIATED、DISASSOCIATED、TRANSFERなどのステートメントに作用する可能性があり
ます。属性と関係がマッチングしない場合は、ステートメントが破棄されることに注意してください。（エンティ
ティ・タイプをマッチングすると、関係が自動的にマッチングされることがあります。また、逆の場合もあります。
複写機能では、可能な場合はこのようなマッチングが実行されます）。

• ステートメントが消去されたことを複写処理から通知されたなら、複写先のロジックを確認してください。
• 識別子をともなうロジックが正しいことを保証するには、複写先のステートメントを確認してください。（識別子は
複数の属性および関係を持つことが可能です。また、識別子はエンティティ・タイプごとに異なります）。可能なら
ば、複写元のエンティティ・タイプに、類似または、これより少ないコンポーネントを持つ置き換えエンティティ・
タイプを選択してください。

• 異なるドメインの属性をマッチングする場合は、ロジックが正しいことを保証するため、複写先のステートメントを
確認してください。

• 複写先で一貫性検査を実行してください。

このダイアログ・ボックスのフィールドは以下のとおりです。

• 置換リスト
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このリストは、置換が生じるエンティティ・タイプ、それに関連する属性と関係を表示します。
「オリジナル」列は、複写元アクション図にある、または複写元アクション図によって参照される、エンティティ・
タイプとその関連する属性、関係を示します。「置換」列は置換の選択肢を示します。置換の選択肢は、［マッチン
グ］ダイアログにおいて指定します。
その他の属性 . . サブヘディングで、エンティティ・タイプとして認識されるがアクション図のビューには含まれてい
ない属性をマッチングできます。マッチングする属性は、複写先のビューには含まれます。

• マッチ
このボタンは、置換の選択肢のダイアログを表示します。選択肢は「置換」列に表示されます。これらは、「オリジ
ナル」列で選択されたエンティティ・タイプと、その関連する属性または関係とマッチングされます。
置換の選択肢は、「置換」列で選択された項目に対するダイアログ（エンティティ・タイプ、属性、関係に対して、
それぞれ１つずつ）に表示されます。

• マッチ解消
このボタンは、「置換」列から、マッチングした項目を除去します。マッチングを解消した属性と関係は複写され
ず、ステートメントが複写先において消去される原因となることがあります。

クリックして置換を完了します。あるいは、［取消］をクリックして破棄します。

チェックインによるアップロードが未完了
チェックインによるアップロードが完了しませんでした。

アップロード・トランザクション・ファイルを再送するには、［モデル］-［エンサイクロペディア］-［前回の更新の再
送］をクリックします。

チェックインなしのアップロードが未完了

チェックインを使用しないアップロードが完了しませんでした。

アップロード・トランザクション・ファイルを再送するには、［モデル］-［エンサイクロペディア］-［前回の更新の再
送］をクリックします。

ツールセットのナビゲート
コンテンツ

 

［キーのヘルプ］ダイアログ

［キーのヘルプ］ダイアログ・ボックスでは、CA Gen ツールセット特有のアクセレレータ・キーを表示して説明しま
す。メニューやマウスを使わずにツールセットのアクションを実行するには、指定のキーストロークを使用できます。

キーはすべて、アクション・バーのプルダウン内に表示されます。システム・キーと CA Gen 固有のキーに関するヘル
プを表示するには、F9 キーを押します。

ツールセットに固有のアクセレレータ・キーは下記のとおりです。

アクション  キー（またはキーの組み合わせ）
開いているダイアログ・ボックスまたは現行ダイアグラムのヘル
プを表示します。

F1

現行のツールまたはダイアグラムに関する［ヘルプ］を表示しま
す。

F2

活動状態のウィンドウをクローズします。 F3
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選択したオブジェクトを別の位置に移動します。 F7
［キーのヘルプ］のパネルを表示します。 F9
ヘルプトピックを表示します。 F11
選択したオブジェクトを除去します。 削除
ホーム。 ホーム
「ウィンドウのタイル表示」アクションを実行します。  Shift+F4
「ウィンドウのカスケード表示」アクションを実行します。  Shift+F5
属性/すべてのステートメントを活性化します。  Ctrl+A
空白の 1 行をアクション図に挿入します。  Ctrl+B
コピー。  Ctrl+C
不活性状態のステートメントをすべて削除します。  Ctrl+D
検索。指定した語句の出現箇所を捜します。  Ctrl+F
ナビゲート。  Ctrl+G
拡大します。クライアント・エリア内でオブジェクトのサイズを
拡大します。

 Ctrl+I

検査。現在のツールに関する項目が CA Gen 一貫性検査の規則に
従っているかどうかを検証します。

 Ctrl+K

ウィンドウ・リスト。オープン・ウィンドウのすべてのタイトル
を表示します。

 Ctrl+L

新規モデル。  Ctrl+N
モデルを開きます。  Ctrl+O
レポート、ダイアグラムなどを印刷します。  Ctrl+P
モデル全体をディスクに保管します。  Ctrl+S
配置します。  Ctrl+T
クライアント・エリアのオブジェクトのサイズを縮小します。「
ズーム・アウト」と同じです。

 Ctrl+U

ステートメントを活性化または不活性化します。  Ctrl+X
すべての選択解除。選択したオブジェクトすべての強調表示を解
除します。

 Ctrl+\

展開。あるレベルで選択したオブジェクトに従属している、すべ
ての隠ぺいオブジェクトを表示します。

+

すべての展開。すべてのレベルの隠ぺいオブジェクトを画面上に
表示します。

*

ダイアグラムの展開。ダイアグラム内の非表示状態の従属オブジ
ェクトを表示します。

Alt*

圧縮。選択したオブジェクトに従属している、すべての可視状態
のオブジェクトを隠ぺいします。

-

ダイアグラムを圧縮します。 Alt-

詳細情報

アクション図におけるキーボード・ナビゲーション
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ポップアップ・メニュー

ポップアップ・メニューを使えば、メニュー上の機能をクリックしたりスクロールすることによって選択できるものと
同じメニュー選択項目を素早く表示できます。ダイアグラム内のオブジェクトを右クリックすると、ポップアップ・メ
ニューがアクティブになります。

NOTE

注： マウスが左きき用に設定されている場合は、マウスの左ボタンを使用します。3 ボタン・マウスを使って
いる場合、中央のボタンによって Windows のポップアップ・メニューをアクティブにできます（UNIX の場
合、つねに外側のボタンです）。

スクロール・ホイールのサポート

CA Gen では、以下のコントロールでマウス・ホイールのスクロールをサポートしています。

• 複数行入力フィールド
• リスト・ボックス
• ドロップダウン・ボックス

水平スクロールは、複数行入力フィールドおよびリスト・ボックスに対してサポートされています。

水平スクロール・バーと垂直スクロール・バーの両方があるコントロールでは、Ctrlキーを押したままマウス・ホイール
を動かすと、水平方向にスクロールできます。

水平スクロール・バーだけがあるコントロールでは、マウス・ホイールを動かすと水平方向にスクロールできます。

英語以外の実行時メッセージを必要とする場合

CA Gen は省略時言語が設定された状態で出荷されます。出荷時のままでは、DEFAULTは実行時メッセージの言語の設
定として英語を使います。他の言語用の実行時メッセージを使う必要がある場合は、下記の指示に従って言語固有のダイ
ナミック・リンク・ライブラリ（DLL）を作成できます。

英語以外の言語の実行時メッセージが必要な場合、または、複数の言語を使用する必要がある場合は、言語固有のダイナ
ミック・リンク・ライブラリ（DLL）を作成してください。

言語固有の DLL の作成方法

1. システム・プロンプトにアクセスします。
2. CA Gen と CA Gen GUI ランタイム・プロダクトをインストールしたディレクトリに移動します。
3. 該当する言語の .dll ファイルを作成するには、2 文字の言語コードを指定して適切な MKDIALN.BAT を実行します。
パラメータを指定しないでスクリプト・ファイルを実行すると、簡単なパラメータ・ヘルプ・リストが表示されま
す。

MKDIALN.BAT は、CA Gen GUI ランタイム・プロダクトと共にインストールされます。

予約のコマンドとアクション

以下のメッセージが表示された場合。

「このアクションは、CA 社員または CA のサポート担当者から直接指示を受けたお客さまのみ使用できます。」

このようなメッセージに関連するコマンドおよびアクションは、弊社の社員のみ、または弊社の社員による直接の指示の
もとでのみ使用してください。使い方を誤ると、モデルの内容に回復不能な障害が起きる恐れがあります。
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アクション図におけるキーボード・ナビゲーション

以下の表は、アクション図におけるキーボード・ナビゲーションを示しています。

アクション キー
上の行に強調表示を移動し、行全体を強調表示します。 上方向キー1
上の行の強調表示を拡大または縮小します。 Shift キー + 上方向キー 1 または

Ctrl キー + Shift キー + 上方向キー 1
強調表示の位置を固定した状態で、アクション図の表示可能エリ
アを1行上にスクロールします。

Ctrl キー + 上方向キー 1

下の行に強調表示を移動し、行全体を強調表示します。 下方向キー1
下の行の強調表示を拡大または縮小します。 Shift キー + 下方向キー 1 または

Ctrl キー + Shift キー + 下方向キー 1
強調表示の位置を固定した状態で、アクション図の表示可能エリ
アを1行下にスクロールします。

Ctrl + 下方向キー1

トークンの強調表示を、現在の位置の右側に移動します。 右方向キー 2 または
Ctrl キー + 右方向キー 2

トークンの強調表示を、現在の位置の右側に拡大または縮小しま
す。

Shift キー + 右方向キー 2 または
Ctrl キー + Shift キー + 右方向キー 2

トークンの強調表示を、現在の位置の左側に移動します。 左方向キー 2 または
Ctrl キー + 左方向キー 2

トークンの強調表示を、現在の位置の左側に拡大または縮小しま
す。

Shift キー + 左方向キー 2 または
Ctrl キー + Shift キー + 左方向キー 2

現在のステートメントを強調表示します。 Home キー 4 または
Shift キー + Home キー 4

最初のステートメントを強調表示します。 Ctrl + Home
最初のステートメントから現在のステートメントまでを強調表示
します。

Ctrl + Shift + Home

現在のステートメントの最後のトークンを強調表示します。 End
現在のステートメントの現在のトークンから最後のトークンまで
を強調表示します。

Shift + End

最後のステートメントを強調表示します。 Ctrl キー + End キー 5
現在のステートメントから最後のステートメントまでを強調表示
します。

Ctrl + Shift + End

ページを上方向にスクロールし、強調表示は同じ位置で維持され
ます。

PageUp

表示可能なステートメントによる強調表示を拡大または縮小しま
す。

Shift + PageUp

強調表示を表示可能エリアの先頭まで移動します。 Ctrl + PageUp
強調表示を現在のステートメントから表示可能エリアの先頭まで
拡大または縮小します。

Ctrl + Shift + PageUp

ページを下方向にスクロールし、強調表示は同じ位置で維持され
ます。

PageDown

表示可能エリア全体による強調表示を拡大または縮小します。 Shift + PageDown
表示可能エリアの一番下にあるステートメントに強調表示を移動
します。

Ctrl + PageDown
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強調表示を現在のステートメントから表示可能エリアの一番下ま
で拡大または縮小します。

Ctrl + Shift + PageDown

オブジェクトをダブルクリックします。 Enter
ダイアグラムを右クリックします。 ApplicationまたはShift + F10
トークンの強調表示を現在の位置の右側に移動します。 Tab
トークンの強調表示を現在の位置の左側に移動します。 Shift + Tab
Paste Ctrl キー + V キー 3
コピー Ctrl キー + C キー 3
強調表示されたステートメントの使用可能と使用禁止を切り替え
ます。

Ctrl + X

［印刷］ダイアログ・ボックスを起動して、現在のアクション図
を印刷します。

Ctrl キー + P キー

NOTE

注：

• スクロールの結果、強調表示が表示可能エリアの先頭または最後に到達した場合、強調表示はその位置のま
ま変わりません。

• 強調表示が表示可能エリアの左端または右端に到達し、トークンが表示可能エリア外にある場合は、左方向
キーまたは右方向キーを押すと表示可能エリアが右または左側に移動して、非表示のトークンが表示されま
す。強調表示がステートメントの最後のトークンに到達した場合は、右方向キーを押すと強調表示がその下
のステートメントに移動します。ステートメントが強調表示されている（ステートメントの最初のトークン
が強調表示されている）場合は、左方向キーを押すと強調表示が前のステートメントの最後のトークンに移
動します。

• 貼り付け（Ctrl キー + V キー）は、（複写 Ctrl キー + C キー）を使用した場合のみ有効です。
• 現在のステートメントを強調表示（Home キーまたは Shift キー + Home キー）は現在のカーソル位置のス
テートメント全体を強調表示します。

• 最後のステートメントを強調表示（Ctrl キー + End キー）は、ダイアグラムの最後にカーソル位置を移動し
ます。

ビューとは
ビューは、アクティビティが入力、使用、または出力する関連づけのある属性の集まりです。

ビューを理解するには、エンティティ・タイプとプロセス間の関係を理解する必要があります。ビジネス・アクティビ
ティがエンティティまでは、エンティティ・タイプにビジネス上の意味はほとんどありません。アクティビティ（一般に
は、基本プロセス）が情報を入力、使用、出力するときのメカニズムがビューです。

ビューの別の説明としては、プロセスがエンティティとその属性を見るときの視点として考えることもできます。属
性は、知る必要性に応じて提供されます。たとえば、あるプロセスでは、CUSTOMER のエンティティ・オカレンスの
Status 属性のみを表示する必要があります。別のプロセスでは、CUSTOMER の Name および Address 属性を参照する
必要があります。ビューの範囲を注意深く定義すれば、共有情報へのアクセスを制御および制限できます。

ビューの範囲を定義するときは、プロセスが入力、使用、または出力する属性が入っているエンティティ・タイプ、サブ
タイプ、ワーク・セットを選択してください。

ビュー・サブセットを定義するときは、プロセスがそのビューを入力、使用、または出力するかどうかを評価してくださ
い。

アクティビティが入力する情報は、インポート・ビューです。アクティビティが出力する情報は、エクスポート・ビュー
です。アクティビティが使用する情報は、ローカル・ビューの場合もあれば、エンティティ・アクション・ビューの場合
もあります。
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NOTE
注： インポート、エクスポート、ローカル、およびエンティティ・アクションなどの種類を、ビュー・サブ
セットといいます。ビュー・サブセットが、セントラル・エンサイクロペディアからチェック・アウトされる
モデル・サブセット・と混同されることはありません。

エンティティ・アクション・ビューは、通常は単一のワーク・タイプ、エンティティ・タイプ、またはサブタイプに基づ
くいくつかの属性を持つエンティティ・ビューです。ビューは、下記の場合に必要となります。

• エンティティ・タイプに、作成、読取、更新、または削除の各アクションがある場合
• １対のエンティティ・タイプを読み取って、読取ステートメント内の選択条件を満たす必要がある場合

インポート・ビューは、プロセスまたはプロシージャが入力する情報です。インポート・ビューの定義時には、その
ビューが任意であるかどうかを指定してください。

重要なことは、プロセスが入力するビューとプロセスが読み取るビューを区別することです。プロセスは、インポート・
ビューを読み取ることはできません。また、作成、読取、更新、削除できるのは、エンティティ・アクション・ビューだ
けです。

エクスポート・ビューは、プロセスまたはプロシージャが生成する情報です。エクスポート・ビューは、画面に表示され
る情報、レポートに印刷される情報、または別のプロセス、プロシージャ・ステップ、またはアクション・ブロックに渡
される情報から構成されます。

ローカル・ビューは、プロセスが一時的に格納するデータです。そのデータは、プロセスによって入力されることも、画
面に出力されることもありません。

インポート・ビュー、エクスポート・ビュー、ローカル・ビューにはグループ・ビューも含まれます。

グループ・ビューは、関連するエンティティ・ビュー、サブタイプ・ビュー、属性ビュー、またはワーク・ビューの集ま
りです。

プロシージャがエンティティのリストを入力または出力すると、そのリストは反復グループ・ビューとして入れられま
す。

反復グループ・ビューの中に別の反復グループ・ビューを入れることもできます。これは、多重反復グループ・ビューと
呼ばれます。多重反復グループ・ビューは、画面にのみ追加できます。多重反復グループ・ビューはGUIアプリケーショ
ンではサポートされていません。

［画面設計］では、多重反復グループ・ビューを使用すると、反復データ、特に 1 対多または多対多関係にあるエン
ティティの属性に関するエンティティ・アクションの表示と実行を柔軟に行うことができます。

これは、プロセスがビューの集まりの作成、読取、更新、または削除を行なえないからです。

非反復グループ・ビューは、１回しか起きません。そのため、それらは単一のエンティティ、サブタイプ、またはワーク
セットのビューと同様に機能します。

ダウンストリーム効果

分析段階でビューを作成するときは、プロセスが入力（インポート）または出力（エクスポート）するエンティティ・タ
イプ、サブタイプ、それらの属性、ワーク・セットを選択してください。

アクティビティ階層図およびアクティビティ依存関係図に定義したインポート・ビューおよびエクスポート・ビュー
は、PAD 内に表示されます。エンティティ・アクション・ビューとローカル・ビューだけでなく、インポート・
ビュー・ビューとエクスポート・ビューもアクション図に追加作成できます。

設計段階では、CA Gen によって、インプリメント中のプロセスの複合ビューをもとに、自動的に１組のビューが合成さ
れます。

アクション図では、下記のものを使います。

• 基本プロセスのビューから合成された、インポート・ビューとエクスポート・ビュー
• アクション図によって呼び出されるアクション・ブロックのビュー
• あらゆる新規のビュー（ローカル・ビューなど）
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ナビゲーション図ツールまたは画面設計ツールを使って、ビューを画面上のフィールドにマップしてください。

構築の一環であるコード生成時には、いくつかの画面からなるシステムを生成しますが、それらの画面は、最初にビュー
によって定義されたフィールドから割り当てられたものです。プロシージャ・アクション図におけるビューの操作に基づ
いて、プログラムのロジックは生成されます。

例

「ビュー保守」の２次ウィンドウに表示されるビューのリストでは、下記に示すビュー・サブセットを指定します。

• インポート
• エクスポート
• ローカル
• エンティティ・アクション

左方の表記は、ビューのタイプを特定します。

• group (r) は、反復グループ・ビューの前に置きます。
• group は、非反復グループ・ビューの前に置きます。
• view of は、エンティティ・タイプ名の前に置きます。
• attr は、属性ビューの前に置きます。

インポート ビュー

group (r) IN-GROUP_PRODUCT_INFORMATION

view of INPUT

entity ORDER_LINE

attr QUANTITY

view of INPUT

entity PRODUCT

attr NUMBER

Menus メソッド

使用法 Menus ()
説明 ウィンドウ上のメニューの集まりを検索します。
引数 None.
戻り値 このメソッドは、集まりタイプのGUIオブジェクトを返します。

この集まりには、ウィンドウ上の集まりタイプのGUIオブジェク
トがすべて含まれます。カウントがゼロになると、このメソッド
はリストを戻します。

RI トリガ特性
このパネルには、選択した RI トリガ特性の詳細が示されます。［DLL 名］フィールドに一意の RI トリガ名を入力して
ください。RI トリガ名は最大 8 文字に制限されています。トリガ名の先頭は、英文字でなければなりません。

z/OS RI トリガの場合、z/OS RI トリガを動的にリンクするかどうかを指定します。以下のオプションのいずれかを選択
します。

• ダイナミック・リンク
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DLL 名と同じ名前の DLL モジュールに RI トリガをリンクします。アプリケーション・モジュールから動的に呼び出
すことができます。たとえば、CASCADE や RITRIG01 など。

• 静的なリンク
RI トリガを NCAL モジュールとしてコンパイルおよびリンクし、これらをアプリケーション・モジュールに静的にリ
ンクします。

ビルド・ツールでの操作
ビルド ツールは、モデル内の設計を実行可能アプリケーションに変えるプロセスの最終ステップです。ビルド・ツール
は、そのソース・コードをコンパイルし、特定の実行（目標）環境にデプロイするためのコードを準備します。ビルド
ツールはインプリメンテーション ツールセットの要素です。このツールセットには、アプリケーションのテストとカス
タマイズのためのツールも含まれています。

ビルド ツールは Java で作成されており、Windows 、UNIX および Linux で動作します。このツールは、サポートされて
いる環境へのデプロイに備えて、アプリケーションを作成してアセンブルできます。HP NonStop ホストへのデプロイの
ためにソース・コードをコンパイルするには、NonStop のインプリメンテーション・ツールセットからセットアップ・
ツールを使用します。

NonStop プラットフォームでは、以下のデータベースをサポートします。 

• SQL/MX
• SQL/MP

SQL/MX を対象としたアプリケーションのビルドは、ビルド・ツールを使用して実行され、SQL/MP を対象としたアプ
リケーションは、セットアップ・ツールを使用してビルドされます。 セットアップ・ツールの使用方法の詳細について
は、セットアップ・ツールのヘルプを参照してください。

ビルド・ツールを実行するには、いくつかの方法があります。このツールは、以下の 3 つのモードで実行されます。

1. GUI クライアント
2. コマンド行
3. バックグラウンドでバッチ ジョブを実行するためのサーバ モード。

この 3 つのモードはすべて同様のオペレーションを実行します。Windows 上の GUI クライアントはアセンブル ユー
ティリティを提供します。アセンブルは、再配布の目的でビルドされているアプリケーションをパッケージングする作業
です。ビルド ツール サーバは、Windows サービス、UNIX デーモンまたは Linux デーモンとして起動できます。

ビルド・ツールの重要な機能は、1 つのクライアントからネットワーク経由でアプリケーションのビルドをリモートで制
御できることです。たとえば、ビルド ツールを Windows クライアントとして実行している場合は、UNIX または Linux
システムでのビルド プロセスを Windows クライアントから制御できます。その後、Windows クライアントから別のシ
ステムで同時にビルドを開始することができます。

NOTE
注： 本セクションでは Windows クライアント、UNIX クライアント、Linux クライアント、または Java クラ
イアントという用語を使用します。これらの用語は、いずれも同じソフトウェアを指します。

Windows クライアントは、Windows のワークステーション構築ツールセットから直接呼び出すことができます。

WARNING
重要： ワークステーション・ツールセットは、UNIX または Linux システム上では実行されません。UNIX およ
び Linux クライアントは手動で起動する必要があります。

ビルド・ツールの用語

ビルド・ツールの GUI クライアントの使用にあたっては、以下の用語を理解しておく必要があります。

• Build
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生成されたソース・コードをコンパイルしてリンクすること。
• 消去
ビルドによって生成されたファイルを削除して、再ビルドを可能にすること。

• 構成
ソート、挿入、削除によって、モジュールの表示を制御すること。

• アセンブル
配布を目的としてアプリケーションをパッケージングすること。

• プロセス オブジェクト
何らかの処理の実行要求。

• プロファイル
生成されるアプリケーションのビルドを制御する一連のカスタマイズ可能なパラメータの集合。

• 分割
リモート・ファイル（RMT ファイル）のバンドルを解除し、そのインプリメンテーション制御モジュール（ICM）
ファイルをビルド・ツールで処理できるようにすること。

ビルド ツールの機能

CA Gen ビルド・ツールには、以下の機能があります。

• オプションの管理
ビルドされているモジュールの属性をソート、挿入、削除することで、GUI クライアントのモジュールの表示を制御
できます。これらの設定は、構成ファイルに保存されます。以下のタスクを実行できます。
– GUI クライアントのレイアウト変更
– テスト結果を表示するデフォルトの表示ツールの選択
– デフォルト FTP ユーティリティの設定
– ビルド フラグの設定

• プロファイル管理
プロファイル・テーブルには、ビルドに使用されるパラメータが格納されます。ユーザは、独自に命名した一連のプ
ロファイルを使用できます。

• 分割
RMT ファイルのバンドルを解除して、その中の ICM ファイルをビルド ツールが使用できるようにすることを意味し
ます。

• Build
ICM ファイル内のソース コードをコンパイルする（さらに場合によってリンクする）作業です。

• 消去
消去を実行すると、ビルド ツールのビルド オペレーションによって作成されたファイルが削除されます。この機能を
使用して、再ビルドできます。削除されるファイルは以下のものです。
– .o
– .obj
– .lib
– .dll
– .exe
– .out

• レビュー
再ビルドの結果を、ユーザ指定の ASCII エディタに表示します。

• FTP
クライアント モードでは、ユーザ指定の FTP プログラムを使用して、ファイルを ASCII 形式またはバイナリ形式で
リモート システムに転送できます。

• テスト
ビルド・ツールを使用してコマンド行または対話式のテストのいずれかで、C アプリケーションを実行します。

• アセンブル
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配布する目的でビルドされたアプリケーションをバンドルします。

Visual Studio のサポート

CA Gen は、Visual Studio を使用して Windows 上で生成された C アプリケーションのコンパイルをサポートします。ビ
ルド・ツールのトークン OPT.VSVERSION は、適切な Visual Studio コンパイラを設定するために使用され、このリリー
スでは、省略時解釈に Visual Studio 2015 が使用されます。

%GENxx%Gen フォルダには、Visual Studio をサポートするファイル群が含まれています。ビルド・ツールから Visual
Studio でビルドされたアプリケーションを実行する場合は、環境を変更する必要はありません（ビルド・ツールが環境
を管理します）。

 

64 ビット Windows サポート

CA Gen は、Visual Studio を使用して Windows 上で 64 ビット・イメージとして生成された、C ブロックモードおよ
びサーバ・アプリケーションのコンパイルおよび実行をサポートします。ユーザは各自のプロファイルで新しいビル
ド・ツールのトークン OPT.BITS を 64 に設定することにより、64 ビットとして生成された C ブロックモードおよび
サーバ・アプリケーションをビルドできます。64 ビット・イメージを作成するためには、Windows X 64 API で使用さ
れる 64 ビット・データ・タイプへのアクセスを可能にするコードを再生成する必要があります。再生成されたコード
は、OPT.BITS ビルド ツール トークンの設定によって、32 ビット X86 バイナリまたは 64 ビット X64 バイナリのいず
れかへコンパイルできます。

%GENxx%Gen\amd64 フォルダには、64 ビット Windows をサポートするファイル群が含まれています。トークン
OPT.BITS を 64 に設定すると、%GENxx%Gen\amd64 フォルダ内の共有ライブラリおよび実行可能ファイルが使用され
ます。ビルド・ツールから 64 ビットでビルドされたアプリケーションを実行する場合は、環境を変更する必要はありま
せん（ビルド・ツールが環境を管理します）。

NOTE
注： xx は CA Gen の現在のリリースを示しています。

ビルド ツールの使用方法
コンテンツ

ビルド・ツールは、生成アプリケーションをビルドします。ビルド・ツールは、CA Gen ツールセットの構築によって生
成されるリモート・ファイルと導入デック・ファイルを処理します。ビルド・ツールでは、各ロード・モジュールを実行
可能アプリケーションにビルドし、このアプリケーションの確認とテストを行うことができます。

ビルド・ツールは、以下の主要な機能を提供します。

• ローカル・ホスト上で、またはクライアント/サーバ・モードのネットワーク経由でアプリケーションをビルドしま
す。

• ビルド・プロセスをモニタおよびレポートします。
• ビルド後、生成したアプリケーションのテストを行います。
• アプリケーションとデータベースをアセンブルします。

ビルド・ツール・ウィンドウの詳細については、「ビルド・ツールの説明」を参照してください。

ビルド ツール内の主要タスクは、ユーザがローカル ホスト（Windows、UNIX または Linux）上のビルド アクティビ
ティをどこで行うかに依存します。

ローカル・ホスト（Windows、UNIX または Linux）でのビルド

ローカル・ホストでビルド・ツールを使用する際の主要なタスクとその順序は、次のとおりです。

ビルド・モジュールの検索と表示
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ビルドのプロファイルの選択

選択したモジュールまたは全モジュールのビルド または 選択したビルドまたは全ビルドの消去

［失敗したビルドの処理レポート・ファイルの確認］または［成功したビルドのテスト］

アプリケーションおよびデータベースをアセンブル（Windows のみ）

クライアント/サーバ・モードでのビルド

クライアント/サーバ・モードでビルド・ツールを使用する際の主要なタスクは、次のとおりです。

ビルド・ツール・サーバへのログオン

サーバへのファイルの転送

リモート ファイルの分割（オプション）

ビルド・モジュールの検索と表示

ビルドのプロファイルの選択

選択したモジュールまたは全モジュールのビルド または 選択したビルドまたは全ビルドの消去

失敗したビルドの処理レポート・ファイルの確認

ビルド ツールの管理

プロファイルの管理

ビルド ツール オプションの管理

ビルド・ツールの説明
コンテンツ

［ビルド・ツール］ウィンドウのコンポーネントを以下に示します。

タブ・エリア

［ビルド・ツール］ウィンドウ内の各タブは、ビルドされるモジュールが含まれるホストを表します。各タブは、少なく
とも以下の 2 つの部分から構成されています。

• モジュール表示は、ビルドするモジュールの検索と表示の結果として、ホストで見付かった各モジュールの情報を表
示する列で構成されています。表示された列は、ビルド・ツール・オプションの管理方法に依存します。列のサイズ
を変更したり、列の配置を調整して表示順序を左から右に指定したりできます。

• 実行された各タスクの結果を表示するメッセージ・エリア。

さらに、ビルド・モジュールを検索するディレクトリや、ビルドされるモジュールが含まれるディレクトリのリストも表
示されることがあります。

ローカル・ホストはデフォルトで表示されます。
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矢印

矢印の目的は以下のとおりです。

矢印 説明
拡張子 .ICM および .RMT が含まれるファイルに基づいてビルド
可能なモジュールの検索を起動し、それらを表示します。拡張子
は、［拡張子］フィールドで選択したフィルタに依存します。

選択したファイルをモジュール表示のみから削除します。

 

フィールド

タブ・エリアの上には以下のフィールドがあります。

フィールド・プロンプト 説明
ホスト タブを選択する代わりに表示するホストを選択できます。このフ

ィールドでは、サーバにログオンして、ファイルの転送、リモー
ト・ファイルの分割、クライアント/サーバ・モードでのビルドを
行うこともできます。

パス ビルドするモジュールが含まれるディレクトリを指定できます。
この機能は、タブ・エリアの検索ディレクトリ・フレームと同期
して動作します。

プロファイル ビルド用のプロファイルの選択 ビルドするプロファイルを選択で
きます。

拡張子 導入デック ファイル（.icm）、リモート・ファイル（.rmt）、ま
たは両方（.icm + .rmt）のいずれを表示するか選択できます。デ
フォルトは icm + rmt です。

 

ボタン

ボタン 同等ツールバー 説明
［ビュー］-［全画面ビュー］ モジュール表示をウィンドウの幅いっぱい

まで拡大します。

［ビュー］-［ツリービュー］ Directory Tree を表示して、ビルド・モ
ジュールの検索と表示を行えるようにしま
す。

［ビュー］-［検索ビュー］ 自動的にホストを検索し、ビルド可能なモ
ジュールが含まれるディレクトリを表示し
ます。ディレクトリから選択してビルド・
モジュールを表示できます。

［ツール］-［オプション］ タブ・エリアのビルド・ツール・オプショ
ンを管理する［オプション］ダイアログ・
ボックスを表示します。
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［ツール］-［プロファイル・マネージャ］ プロファイルの管理が行えるダイアログ・
ボックスを表示します。

［アクション］-［消去］ 選択したビルドをホストから消去し、各ビ
ルドを繰り返します。

［アクション］-［全て消去］ すべてのビルドをホストから削除し、各ビ
ルドを繰り返します。

［アクション］-［分割］ ビルドの準備として、ホスト上の選択され
たリモート・ファイルを導入デック・ファ
イルおよびソース・コードに分割します。

［アクション］-［ビルド作成］ 選択されたモジュールをビルドします。

［アクション］-［全て作成］ すべてのモジュールをビルドします。

［アクション］-［ファイルの転送］ ファイルをリモートのビルド・ツール・サ
ーバに転送するための［ファイルの転送］
ダイアログ・ボックスが表示されます。

［アクション］-［レビュー］ 選択されたモジュールに対するビルド・
ツールの処理結果を説明するレポートを
ASCII テキストで表示します。レポートの
ファイル名は、選択されたモジュールの
名前と同じです。拡張子は .OUT です。レ
ビュー・エディタの設定の詳細について
は、「ビルド ツール オプションの管理」
を参照してください。このボタンは、ビル
ド手順が終了すると使用可能になります。
複数の ICM モジュールを選択すると、ファ
イルごとに 1 つずつ、複数のウィンドウが
表示されます。

［アクション］-［テスト］ 展開前にアプリケーションをテストします
。この機能はローカル・ホストでのみアク
ティブになります。

［アクション］-［アセンブル］ アプリケーションをアセンブルします
（ローカル・ホスト・モードでは Windows
のみ）。

［アクション］-［取消］ 選択した ICM ビルドを取り消します。現
在ビルド中の ICM は完了まで継続されます
が、その他のすべての選択済みファイルは
取り消されます。

［アクション］-［メッセージ・エリアの消
去］

メッセージ・エリアからメッセージを消去
します。

［ヘルプ］-［ヘルプ］ ビルド・ツール・オンライン・ヘルプを表
示します。
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ツールバーのアクション

アクション メニュー・オプション 同等ボタン 説明
ファイル EXIT  ビルド・ツールを終了します。
編集 全て選択解除  モジュール表示で選択されたモ

ジュールをすべて選択解除しま
す。

 すべて選択  モジュール表示に表示されたモ
ジュールをすべて選択します。

 メッセージ・エリアの消去 メッセージ・エリアからメッセ
ージを消去します。

ビュー 全画面ビュー モジュール表示をウィンドウの
幅いっぱいまで拡大します。

 ツリー ビュー Directory Tree を表示して、ビ
ルド・モジュールの検索と表
示を行えるようにします。

 検索ビュー 自動的にホストを検索し、ビル
ド可能なモジュールが含まれる
ディレクトリを表示します。デ
ィレクトリから選択してビルド
・モジュールを表示できます。

アクション 全て作成* すべてのモジュールをビルドし
ます。

 全て消去* すべてのビルドをホストから削
除し、各ビルドを繰り返します
。

 作成* 選択されたモジュールをビルド
します。

 消去* 選択したビルドをホストから消
去し、各ビルドを繰り返します
。

 分割 ビルドの準備として、ホスト上
の選択されたリモート・ファイ
ルを導入デック・ファイルおよ
びソース・コードに分割します
。

 アセンブル アプリケーションをアセンブル
します。ローカル・ホスト・
モードでは Windows のみに適
用されます。

 取消* 選択した ICM ビルドを取り消し
ます。現在ビルド中の ICM は完
了まで継続されますが、その他
のすべての選択済みファイルは
取り消されます。
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 レビュー* 選択されたモジュールに対する
ビルド・ツールの処理結果を説
明するレポートを ASCII テキ
ストで表示します。選択したモ
ジュールごとに 1 つのレポー
トが生成されます。レポートの
ファイル名は、モジュールの名
前と同じです。拡張子は .OUT
です。レビュー・エディタの設
定の詳細については、「ビルド
ツール オプションの管理」を参
照してください。このアクショ
ンは、ビルド手順が終了すると
使用可能になります。

 テスト 展開前にアプリケーションをテ
ストします。この機能はローカ
ル・ホスト・モードでのみアク
ティブになります。

 モジュールの追加 拡張子 .ICM および .RMT が含
まれるファイルに基づいてビ
ルド可能なモジュールの検索
を起動します。拡張子は、［サ
フィックス］フィールドで選択
したフィルタに依存します。

 モジュールの除去 選択したファイルをモジュール
表示のみから削除します。

ツール プロファイル・マネージャ プロファイルを管理するダイア
ログ・ボックスを表示します。

 ファイルの転送 FTP を使用してファイルを転送
します。

 オプション タブ・エリアのビルド・ツール
・オプションを管理する［オプ
ション］ダイアログ・ボックス
を表示します。

ヘルプ ヘルプ オンライン・ヘルプを表示しま
す。

 ビルド・ツールについて  ビルド・ツールのスプラッシュ
画面を表示します。

 

*モジュール表示のポップアップ・メニューからも使用可能です。メニューを表示するには、モジュールを選択し、右ク
リックします。
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モジュール表示の説明

モジュール表示の列には、現在のモジュール情報が示されています。次の表は、モジュール表示で表示される略語および
ステータスを示しています。

カラム フィールド・ラベル 説明
タイプ LM ロード・モジュール
 DDL データ
 RI Refedefinition languagerential 整合性（カ

スケード）
 OL オペレーション・ライブラリ
 DPY デプロイ済み
 DB データベース
 PR プロキシ
 IC Java
［Status（状態）］ 新規 新規モジュールまたは消去済みのモジュー

ル。
 Selected ビルド処理の待ち行列に入っています。
 New- Cleaned ファイルは消去されています。
 Splitting リモート・ファイルは現在分割中です。
 Split completed リモート・ファイルから導入デック・ファ

イルおよびソース・コードへの分割は完了
しています。

 Building モジュールは現在ビルド中です。
 Build-OK ビルド処理が正常に完了しました。
 Build- FAILED ビルド処理に失敗しました。失敗の原因の

詳細については、［レビュー］をクリック
してください。

 Assemble- OK ビルドは正常にアセンブルされました。
 Assemble- FAILED ビルドのアセンブルに失敗しました。失敗

の原因の詳細については、［レビュー］を
クリックしてください。

ビルド ツールが実行する作業
以下の図では、ビルド・ツールと他の CA Gen ツールとの関係について説明します。ワークステーション・ツールセッ
トおよびクライアント/サーバ・エンサイクロペディアには、モデルからソース・コードを作成するコード・ジェネレー
タが含まれています。これらのソース・モジュールは、ビルド・ツールに渡されてコンパイルおよびリンクされ、ビジネ
ス・アプリケーションを実行可能にします。クライアントとサーバに対する別々のランタイム環境で、アプリケーション
の実行が管理されます。

 1491



 CA Gen - 86JP - Japanese - Japan

 

構築では、ソース コードが生成されるたびに、ICM という拡張子の付いた制御ファイルが作成されます。ICM ファイル
には、ソース・コードをコンパイルして実行可能なシステムに組み込むために必要な制御情報が含まれています。下図に
示すように、ビルド ツールは、ICM を読み取ることでソース コード用のビルド プロシージャを生成します。

アプリケーションがローカル・マシン以外のマシンを対象とする場合、リモート・ファイル（RMT）と呼ばれる特別な
ファイルが作成されます。このビルドは、ローカル・ビルドに対してリモート・ビルドと呼ばれます。RMT ファイルに
は、ICM ファイルおよび関連するすべてのソース ファイルが含まれています。この RMT ファイルは目標システムに転
送され、そのシステムにインストールされたビルド・ツールによって、RMT ファイルと ICM ファイルが処理されます。
以下のダイアグラムは、ICM ファイルの取り扱いを説明しています。
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ビルド・ツールはクライアント/サーバ・アプリケーションであり、ローカルまたはリモートのアプリケーションをコン
パイルしてリンクすることができます。いずれの場合でも、以下の図に示すように、ビルド・プロセスはローカル・マシ
ン上のビルド・ツール・クライアントから監視および管理できます。
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ビルド・ツール・サーバの使用
ビルド・ツール・サーバは、システムによって開始されたデーモンまたは手動で開始したタスクのいずれかとして実行
されます。ビルド・ツールのサーバ・モードは、リモート・ビルドを処理し、出力ビューをクライアントに送信するよう
に設計されています。このサーバは、Windows、UNIX、または Linux で稼働するビルド・ツール・クライアントから要
求を受信します。これらのクライアントはサーバ・マシンには直接ログオンしていません。そのため、ビルド・ツール・
クライアントのユーザは、ネットワークを介してビルド機能を実行できます。ただし、クライアントはサーバがなくても
ローカル・マシン上でビルド・ツールのすべての機能を実行できます。

UNIX および Linux プラットフォームで、ブート時にサーバ・モードを開始するには、システムの適切なブート ファイル
に、サーバ（-c server）モードで bldtool を起動したり Cron テーブルにスクリプトを追加したりするスクリプトを追加
します。CA では、$IEFH/bt ディレクトリに S99bldtool というサンプル スクリプトを提供しています。ユーザは、この
スクリプトを特定のシステム用にカスタマイズする必要があります。サイト固有のカスタマイズをしない場合、CA では
このスクリプトが動作することを保証していません。

サーバ・モードでビルド・ツールを手動で開始し、未使用ポートを渡して個々のサーバと通信することができます。シス
テム・サーバとは別に、個々のユーザに対してサーバを実行することができます。このサーバは柔軟性が高く、毎回一意
のポート リスナー アドレスを使用して何回でもビルド ツールを起動できます。

ビルド・ツール・サーバは、以下のコマンド構文を使用して手動で開始できます。

• Windows

%GENxx%gen\bldtool.bat  - c SERVER

Or

%GENxx%gen\bldtool.bat  - c SERVER  [options]

NOTE
注：  xx は CA Gen の現在のリリースを示しています。

• UNIX、Linux、および NonStop

$IEFH/bt/bldtool  - c SERVER

Or

$IEFH/bt/bldtool  - c SERVER  [options]

以下のオプションがあります。

• -i
ポート番号。これは、ビルド・ツール・クライアントをこのサーバに接続するために使用されるポート番号です。
デフォルト： 7776

サーバには有効ないくつかのモードがあります。ビルド・ツール・デーモンをブート時にシステムによって開始して、
別のビルド・ツール・サーバを手動（バッチ）で開始できます。クライアントはデーモンのコピーを使用しますが、バッ
チ ポートを指定することでバッチ コピーにもアクセスできます。サーバを常時必要としない場合や、リモート プラット
フォームでの作業を切り離したい場合は、サーバをバッチ ジョブとして起動する方法が有効です。

サーバは、リモート・クライアントからの要求を受信し、キューに格納します。ビルド・ツール・サーバはその後、入力
キューをスキャンし、分割する RMT ファイルを見つけます。複数のリモート・ファイルの分割が同時に実行されます。
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分割を実行すると、サーバはキューで最も高い優先度のタスクを探します。優先度は以下のとおりです。

1. DDL の作成
2. 参照保全性の作成（カスケード）
3. オペレーション・ライブラリの作成
4. ロード・モジュールの作成

ビルド・プロセスは、各モデルで順番に実行されます。ビルド要求に複数のモデルが含まれている場合は、ビルドが並列
で処理されます。

UNIX 上の FTP サーバは、リモートの UNIX ビルド・ツール・サーバ・セッションのユーザ ID およびパスワードの確認
に使用されます。リモート・ビルド・ツール・サーバとしてアクセスする UNIX プラットフォーム上で FTP デーモンが
動作していることを確認してください。ただし、ビルド・ツール・サーバが Windows プラットフォームで実行されてい
る場合、ビルド・ツール・クライアントのログイン認証情報はチェックされません。

セキュリティに関する考慮事項

クライアントは、新しいリモート・ノードが要求されるたびにログインのチェックを実行します。ログインが失敗した場
合、ダイアログ・メッセージにエラーが表示されます。ログイン後、分割、ビルド、および結果のレビューを行うための
要求をサーバに送信できます。これらの要求について、リモート・ホスト上の所有権が評価され、要求を処理できない場
合は適切なエラー・メッセージが表示されます。

ビルド・ツール・サーバのデフォルトのセキュリティは、none です。コマンドやパスをセキュリティで保護する場合
は、IEFH/bt ディレクトリに user.security というファイルを作成します。このファイル内のレコードは、以下の形式であ
る必要があります。
ユーザ ID または * の後に少なくとも 1 つの空白を挿入し、その後にセキュリティで保護するコマンドまたはパスを指定
します。

アスタリスク（*）は、すべてのユーザがパスまたはコマンドにアクセスできることを示します。

パスのセキュリティでは、パスをセキュリティ規則と照合し、特定の規則を作成できます。

例

User1 /aaa/bbb/ccc/ddd
User2 /aaa/bbb/ccc/
User3 /aaa/bbb/ccc/eeee
* /aaa

これらの規則は、以下のように実装されます。

• User1 は、/aaa/bbb/ccc/ddd の下のすべてのディレクトリとファイルにアクセスできます。
• User2 は、/aaa/bbb/ccc の下のすべてのディレクトリとファイルにアクセスできます。
• User3 は、/aaa/bbb/ccc/eeee の下のすべてのディレクトリとファイルにアクセスできますが、/ddd 下のファイルに
はアクセスできません。

• * /aaa は、/aaa の下のすべてのディレクトリとファイルに、すべてのユーザがアクセスできることを意味します。

ただし、User4 /bbb/ccc がプロファイルならば、User4 は /aaa にアクセスできません。

• シャットダウン コマンドの実装方法

Userid/* shutdown

• Windows 上でパスのセキュリティを確立する方法
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Userid/* c:\aaa\bbb

• UNIX または Linux 上でパスのセキュリティを確立する方法

Userid/* /aaa/bbb

ビルド ツール サーバを Windows 上でタスクとして実行する方法

開始済みのタスクとして Windows 上でビルド・ツール・サーバを実行するには、以下の手順に従います。

1. ［コントロール パネル］、［タスク］の順にクリックします。
2. ［スケジュールされたタスクの追加］をクリックし、［次へ］をクリックします。［参照］をクリックし、ディレク
トリ・ツリーで CA Gen ディレクトリ（デフォルト： %GENxx%\Gen）まで移動します。

NOTE
注：  xx は CA Gen の現在のリリースを示しています。

3. ［ファイル名］フィールドに「Bldserver.bat」と入力し、Enter キーを押します。
以下のパネルが表示されます。

［このタスクの実行］の下でいずれかのラジオ・ボタンを選択し、［完了］ボタンが表示されるまでウィザードを続行し
ます。［完了］ボタンをクリックすると、指定どおりに開始されるようにサーバ タスクがスケジュールされます。サー
バの開始時にコマンド・プロンプトが表示された場合は、そのウィンドウを閉じると、サーバは引き続き実行されます。

ビルド・ツールのコマンド行クライアントの使用
ビルド・ツールをコマンド行クライアントとして起動します。ビルド・ツールのコマンド行クライアントを使用する
と、GUI クライアントではなくコマンド・プロンプトからビルド・ツールとの対話を行うことができます。（GUI では
なく）コマンド行の使用は、以下の場合に役立ちます。

• バッチ・コマンドの処理
• 端末装置（GUI を利用できない）での作業
• サーバ間でのリモート・ホスト
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コマンド行クライアントを起動した後は、コマンドを入力してビルド・ツールのさまざまなタスクを実行できます。これ
らのコマンドでは、大文字と小文字は区別されません。コマンドは、大文字と小文字を任意に組み合わせて入力します。
スクリプトにビルド・ツール・コマンドを埋め込むと、埋め込んだコマンドは、ユーザが対話的に使用するか、または
バッチ・プロセスとして実行できます。

対話型モードに移行せずに一連のアクションを実行するには、一連のパラメータを使用してコマンド行クライアントを呼
び出します。ビルド ツール コマンドの完全なリストについては、「コマンド リファレンス」を参照してください。

コマンド行クライアントを使ったアプリケーションのビルド

コマンド行クライアントでアプリケーションをビルドするには、いくつかのコマンドを使用するだけで済みます。

以下の手順に従います。

1. コマンド行クライアントを起動します。
2. アプリケーションをビルドします。
3. 状況の確認
4. 終了

コマンド行クライアントの起動

ビルド・ツールのコマンド行クライアントは、以下のコマンド構文を使用して起動します。

• Windows

%GENxx%gen\bldtool.bat -c COMMAND

Or

%GENxx%gen\bldtool.bat -c COMMAND [options]

NOTE
注： xx は CA Gen の現在のリリースを示しています。 

• UNIX および Linux

$IEFH/bt/bldtool -c COMMAND

Or

$IEFH/bt/bldtool -c COMMAND [options]

オプションを指定するかどうかに応じてコマンド行クライアントを起動する方法を以下に示します。

• 起動時にオプションが渡されなかった場合、コマンド行クライアントの対話型モードが開始します。このセクション
で後述するように、さまざまなコマンドを入力できます。

• 呼び出し中にオプションを渡した場合は、それらのオプションに基づいて処理が行われ、処理が完了した時点で制御
が戻されます。このオプションは、バッチ・モードと呼ばれます。

コマンド行クライアントを起動する場合のオプションは以下のとおりです。

• -c
インターフェース タイプ： COMMAND、CLIENT、SERVER のいずれか。コマンド行クライアントを起動するに
は、COMMAND を使用します。
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デフォルト： CLIENT
• -a
実行するアクション： BUILD、CLEAN、SPLIT、SHUTDOWN、STATUS または HELP。このオプションは必須で
す。バッチのみ。
デフォルト： なし

NOTE
注： SHUTDOWN は、リモートのビルド・ツール・サーバで使用できる唯一のアクションです。

• -n
処理する ICM または RMT ファイル。
デフォルト： 現在のパスまたは - l パラメータで指定されたパスのいずれかにある、すべての ICM および RMT モ
ジュール。

• -l
処理対象として指定した ICM または RMT ファイルを特定するためのパス（ロケーション）。パスがスペースを含ん
でいる場合、-l パラメータは二重引用符で区切られる必要があります。「.」（引用符は含まない）を使用できます。
これは現在のディレクトリを表すように変換されます。このようなロケーションが設定された環境変数も使用できま
す。
デフォルト： なし

• -d
使用する言語。指定しない場合、デフォルトはアメリカ英語です。
デフォルト： なし（アメリカ英語）

WARNING
重要： 複数の言語を使用する生成済みアプリケーションをビルドする場合は、デフォルトのプロファイル・
マネージャ目標ロケーション・トークンを変更しないでください。これらのトークンの設定は、MODELDIR
のままにしておく必要があります。

• -r
リモート処理を実行するために使用されるリモート・ホスト・コンピュータ（UNIX、Linux、または Windows）
の名前。ビルド・ツール・サーバは、コマンドの処理を開始する前に、このコンピュータ上で実行されている必
要があります。パラメータ -u および -p も必要です。このパラメータは IPv4 と IPv6 の両方のホスト名を受け入
れ、SHUTDOWN アクションでのみ使用されます。
デフォルト： なし

• -u
-r パラメータで指定されたリモート・ホスト・コンピュータのユーザ ID。このパラメータは、-p パラメータと一緒に
使用する必要があり、SHUTDOWN アクションでのみ使用されます。
デフォルト： なし

• -p
-r パラメータで指定されたリモート・ホスト・マシンのパスワード。このパラメータは、-u パラメータと一緒に使用
する必要があり、SHUTDOWN アクションでのみ使用されます。
デフォルト： なし

• -i
-r パラメータで指定されるリモート・ホスト上のビルド・ツール・サーバのポート番号を指定し、SHUTDOWN アク
ションでのみ使用されます。
デフォルト： 7776

• -f
処理に使用するユーザ・プロファイルを指定します。このユーザ・プロファイルは、ビルド・ツール GUI クライアン
トを使用して事前に設定しておく必要があります。このプロファイルは、UNIX または Linux の場合は $HOME ディ
レクトリ内、Windows の場合は %USERPROFILE% ディレクトリの下にあります。プロファイル・ファイルは、大
文字と小文字を区別します。
デフォルト： デフォルトのプロファイル
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上記の各オプションを「-c COMMAND」に追加して使用すると、ビルド・ツールのコマンド行クライアントがバッチ・
コマンド・プロシージャから起動されます。この方法で起動した場合は、一連のオプションがビルド ツールに直接渡さ
れ、処理が順次開始されます。処理が完了すると、呼び出し元のコマンド・プロシージャに制御が戻ります。

ビルド・ツール・コマンド・リファレンス
-c COMMAND オプションのみを指定すると、コマンド行クライアントが対話型モードで起動され、以下のプロンプトが
表示されます。

• Enter Command

コマンド・モードが開始され、下記のコマンドを入力できます。

以下のセクションでは、上記の各コマンドについて詳しく説明します。

 

BUILD コマンド
BUILD コマンドは、1 つ以上の ICM ファイル、RMT ファイル、または両方のファイルに対する処理要求を、ローカルま
たはリモートにサブミットします。処理するファイルが複数ある場合は、順番に処理されます。BUILD コマンドがサブ
ミットされると、制御は対話型モードに戻ります。ローカル・コンピュータや、アクティブなビルド・ツール・サーバを
実行している任意のリモート・マシンに、追加の BUILD コマンドをサブミットします。サブミットされた BUILD コマン
ドのステータス情報を取得するには、STATUS コマンドを使用します。BUILD コマンドがサブミットされた後に対話型
モードを終了し、後から再び対話型モードを開始してビルドのステータスを確認します。

使用法

 

BUILD [-n filename] [-l path] [-d dialect] [-f profile_name]

パラメータ

BUILD コマンドに使用されるパラメータの詳細な説明については、「ビルド・ツールのコマンド行クライアントの使
用」を参照してください。

備考

- n パラメータを使用しない場合、パス内のすべての ICM と RMT は以下の順序で処理されます。

• DDL
データベース・テーブルの作成

• CASCADE
カスケード・ライブラリの作成

• OPLIB
オペレーション・ライブラリの作成

• LM
ロード・モジュールの作成

例
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BUILD -n P302.ICM -l c:\genmodels\coop07

このコマンドは、c:\genmodels\coop07 にある P302.ICM に対する処理要求をサブミットします。

BUILD -l c:\genmodels\coop07

このコマンドは、c:\genmodels\coop07 にあるすべての ICM または RMT ファイルに対する処理要求をサブミットしま
す。

 

 

CLEAN
CLEAN コマンドは、1 つ以上の ICM ファイル、RMT ファイル、または両方のファイルに対するクリーン要求を、ロー
カルまたはリモートにサブミットします。処理するファイルが複数ある場合は、順番に処理されます。CLEAN コマン
ドがサブミットされると、制御は対話型モードに戻ります。ローカル・コンピュータや、アクティブなビルド・ツー
ル・サーバを実行している任意のリモート・マシンに、追加の CLEAN コマンドをサブミットします。サブミットされ
た CLEAN コマンドのステータス情報を取得するには、STATUS コマンドを使用します。CLEAN コマンドがサブミット
された後に対話型モードを終了し、後から再び対話型モードを開始してクリーンのステータスを確認します。

CLEAN コマンドは、以前の BUILD コマンドの結果に基づいて生成されたすべてのファイルを削除します。削除される
ファイルには以下が含まれますが、これらに限定されません。

• オブジェクト ファイル
• ライブラリ ファイル
• 実行可能ファイル
• 中間ファイル
• MAKE ファイル
• ログ・ファイル

.RMT から分割されたファイル（.RMT ファイルを処理している場合）、または最初にローカルに生成されたファイル
（ICM ファイルを処理している場合）だけが残ります。CLEAN コマンドが完了すると、これらのファイルが残るので、
次回に同じ ICM または RMT ファイルに対して BUILD コマンドが発行されたときに完全なビルドを実行できるようにな
ります。

使用法

 

CLEAN [-n filename] [-l path]

パラメータ

CLEAN コマンドに使用されるパラメータの詳細な説明については、「ビルド・ツールのコマンド行クライアントの使
用」を参照してください。
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備考

- n パラメータを使用しない場合、パス内のすべての ICM と RMT がクリーン処理されます。

例

 

CLEAN -n P302.ICM -l c:\genmodels\coop07

このコマンドは、c:\genmodels\coop07 にある P302.ICM に関連して生成されたファイルに対するクリーン要求をサブ
ミットします。

CLEAN -l c:\genmodels\coop07

このコマンドは、c:\genmodels\coop07 にあるすべての ICM および RMT ファイルに関連して生成されたファイルに対す
るクリーン要求をサブミットします。

 

 

EXIT/QUIT
EXIT または QUIT コマンドは、対話型モードでのコマンド行クライアントを終了します。

使用法

EXIT or QUIT

パラメータ

None

例

 

EXIT

HELP
HELP コマンドは、対話型モードのコマンド行クライアントで使用される一連のコマンドの使用法を表示します。

 1501



 CA Gen - 86JP - Japanese - Japan

使用法

 

Help

パラメータ

None

例

 

Help

SPLIT
SPLIT コマンドは、1 つ以上の RMT ファイルに対する分割要求を、ローカルまたはリモートにサブミットします。分割
するファイルが複数ある場合は、順番に処理されます。SPLIT コマンドは、要求された RMT の選択されたリストに対す
る 1 行のステータス応答メッセージを返し、対話型モードに戻ります。

使用法

 

SPLIT [-n filename] [-l path] [-f profile]

パラメータ

SPLIT コマンドに使用されるパラメータの詳細な説明については、「ビルド・ツールのコマンド行クライアントの使
用」を参照してください。

備考

- n パラメータを使用しない場合、-l パラメータを使用して参照されるすべての RMT が分割されます。

例
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SPLIT -n P302.RMT -l c:\genmodels\coop07

このコマンドは、c:\genmodels\coop07 にある P302.RMT に対する分割要求をサブミットします。

SPLIT -l c:\genmodels\coop07

このコマンドは、c:\genmodels\coop07 にあるすべての RMT ファイルに対する分割要求をサブミットします。

 

STATUS
STATUS コマンドは、1 つ以上の ICM または RMT ファイルに対するステータス要求を、ローカルまたはリモートにサ
ブミットします。処理するファイルが複数ある場合は、順番に処理されます。STATUS コマンドは、選択した一連の
ICM または RMT に対する 1 行のステータス応答メッセージを返し、ユーザを対話型モードに戻します。

使用法

 

STATUS [-n filename] [-l path]

 

パラメータ

STATUS コマンドに使用されるパラメータの詳細な説明については、「ビルド・ツールのコマンド行クライアントの使
用」を参照してください。

備考

- n パラメータを使用しない場合、パス内のすべての ICM/RMT にステータスの提供が要求されます。

例

 

Enter Command: 
STATUS -n P302.ICM -l c:\genmodels\coop07

このコマンドは、c:\genmodels\coop07 にある P302.ICM に対するステータス要求をサブミットします。

Enter Command: 
STATUS -l c:\genmodels\coop07

このコマンドは、c:\genmodels\coop07 にあるすべての ICM/RMT ファイルに対するステータス要求をサブミットしま
す。
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SHUTDOWN
SHUTDOWN コマンドは、リモート・サーバを終了します。 ポート番号がデフォルトではない場合、リモート・ホスト
のポート番号を含めます。

使用法

 

SHUTDOWN [-r remote_host] [-u userid] [-p password] [-i port]

 

パラメータ

For more information about descriptions of the parameters that are used for the SHUTDOWN command, see Invoke the
Command-Line Client.

例

 

SHUTDOWN -r unix01 -u user01 -p user01

GUI クライアントでのビルド・ツールのプロファイルとテストの設定
GUI（グラフィカル ユーザ インターフェース）クライアントのメイン パネルは以下の内容で構成されます。

• メニュー バー
• ツールバー
• 入力フィールド
• ディレクトリ ツリー
• モジュール パネル
• メッセージ パネル

メニュー バーには、ツールバー アイコンとして提供されるビルド ツール コントロールのスーパーセットが表示されま
す。以下のスクリーン ショットに GUI クライアントのメイン パネルを示します。
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ディレクトリ・ツリーおよび入力フィールド

ディレクトリ ツリー

モジュールのパネルの左側にあるディレクトリ・ツリーは、活動状態にあるホストのファイル・システムを表示します。
リモート ホストが追加されると、タブが追加されます。各ホストのディレクトリ・ツリー、パス、および選択したモデ
ルは、ビルド・ツールが終了するまで保持されます。

入力フィールド

ツールバーの下の入力フィールドには、以下のようにホスト、パス、プロファイル、拡張子の各情報を入力できます。

• Host
使用しているコンピュータのネットワーク名。このリストには、1 つのローカル・ホストが含まれており、複数のリ
モート・ホストを含めることができます。これらの名前は、構成定義特性ファイルに格納されています。さらに別の
ホストに接続すると、［パス］ドロップダウン・リストの下にそれらのホストの名前も表示されます。ホストを切り
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替えるには、ホスト名をクリックするか、［ホスト］ドロップダウン リストで名前を選択します。このフィールドは
IPv4 および IPv6 のホスト名の両方を受け入れます。

• パス
完全修飾ディレクトリ名。現在のパスが表示され、最大 10 個の以前のパスを格納することができます。最後に使用
されたパスが構成定義特性ファイルに保存され、次にビルド・ツールを起動するときに使用されます。

• プロファイル
デフォルトのプロファイルおよびすべてのユーザ プロファイルは、構成定義特性ファイルに格納されています。プロ
ファイルは、生成されたアプリケーションのビルドを制御するカスタマイズ可能なパラメータ・セットの格納方法を
提供します。

• 拡張子
ファイル名の末尾に付加される 3 文字のサフィックスです。拡張子を設定することで、必要なファイル、つまり
ICM、RMT、またはその両方のみが表示されるようになります。

モジュール・パネル
コンテンツ

モジュール・パネルのフィールド

モジュール・パネルには、ビルドに使用できるファイルがリスト表示され、以下のフィールドが含まれます。

• モジュール
通常は ICM または RMT のファイル名。モデル名は、そのモデルのファイルの上にある個別の行に表示されます。CA
Gen Studio の PStep Interface Designer により、.WSD サフィックスを持つモジュール名が生成されます。

• 拡張子
ファイル タイプを ICM または RMT として識別します。

• 更新日時
ICM または RMT ファイルが作成された日時。

• タイプ
ICM または RMT ファイルで表されるファイルのタイプを指定します。設定可能な値：
– DLL
データベース

– RI
カスケード

– PR
プロキシ

– IC
Java

– OL
オペレーション ライブラリ

– LM
ロード モジュール

– SRVR Router
Web サービス定義ルータ

• ［Status（状態）］
ファイルの現行ステータス。有効な値を以下に示します。
– 新規
当該ファイルでまだアクションが実行されていません。

– Clean-Scheduled
クリーンが予定されています。

– Cleaning
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クリーンを実行しています。
– New-Cleaned
予定されていたファイルがクリーンされました。

– Selected
ファイルがアクションの対象として指定されています。

– Split-Scheduled
分割がスケジュールされている RMT ファイル

– Splitting
RMT ファイルの分割を実行しています。

– Split Complete
分割プロセスが完了しました。

– Split-FAILED
分割プロセスが失敗しました。

– Building
ファイルのビルドを実行しています。

– Build-OK
ファイルのビルドが成功しました。

– Build-FAILED
ファイルのビルドが失敗しました。

– Build-Scheduled
ビルド待ちのキューに入っています。

– アセンブル
選択したファイルはアセンブル中です。

– Assemble-OK
ファイルのアセンブルが成功しました。

– Assemble-FAILED
アセンブルが失敗しました。

– Cancel-Scheduled
プロセスの取り消しが予定されています。

– 取消
ビルド・プロセスの実行を取り消します。

• OS
構築時に選択されるオペレーティング・システムを指定します。オプションを以下に示します。
– UNIX
– Linux
– Windows
– CLR
– JVM
– NonStop

• DBMS
構築時に選択されるデータベースを指定します。オプションを以下に示します。
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– <NONE>
– Oracle
– DB2 z/OS
– DB2 UDB （UNIX、Linux、および Windows）
– MSSQL （Windows のみ）
– ODBC/ADO.NET（Windows のみ）
– JDBC
– SQL/MX

• TP-MON
実行環境。オプションを以下に示します。
– Com
– Comp_Services（コンポーネント サービス）
– EJB（Enterprise Java Beans）
– IEFAE
– インターネット（Internet）
– NET
– ASP.NET
– Java VM（Java 仮想マシン）
– Web サービス
– Windows
– Pathway

• Lang
言語を指定します。オプションを以下に示します。
– C#
– CS
– C
– Java

• パス
表示された ICM または RMT を含んでいるパス。

モジュール・パネルには、ビルド・ツールの処理の準備ができているモジュールが表示されます。

モジュール・パネルへの入力

メイン・パネルは常に、左側のパネルのディレクトリ・ツリーと共に表示されます。メニューまたはツールバーを使用し
て、ディレクトリ パネルを全画面ビューに置き換えることができます。これによって、ディレクトリ・ツリーが非表示
になります。

以下の手順に従います。

1. ［ツリー ビュー］または［パス］ディレクトリ内のモデルを選択します。
2. 右方向矢印をクリックし、［アクション］、［モジュール パネルに追加］の順に選択するか、ノードを右クリックし
てポップアップ メニューから［モジュールの追加］を選択します。

3. モデル名は、個別の行に表示されます。
4. モデル名を選択すると、そのモデル内のすべてのファイルが選択されます。

全画面表示

モジュール・パネルを展開して、画面の幅いっぱいに表示することができます。この操作を行うと、ディレクトリおよび
検索パネルが閉じます。全画面表示にするには、アイコンを選択するか、［ビュー］ - ［全画面ビュー］をクリックしま
す。
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オプション

モジュール・パネルのレイアウトを変更するには、［オプション］アイコンを選択するか、［ツール］ - ［オプション］
を選択します。この操作によって、［オプション］ダイアログ ボックスが表示されます。このダイアログ ボックスで
は、フィールドの表示と非表示を切り替えることができます。

［オプション］ダイアログ ボックスの各フィールドに対する説明を以下に示します。

• 表示する列
モジュール・パネルに表示される列を表すチェックボックスのセット。

• エラーで停止
ビルド エラーが発生した場合に、ICM の処理を中止します。

• ディレクトリの再表示
モジュール パネルを最後に認識された環境に戻します。再表示では、最後の既知のパス、拡張子、およびプロファイ
ルを使用して、表示するモデルを決定します。

• キープアライブの秒数
スレッドが指定された間隔でリモート ホスト セッションをポーリングする時間を秒数で指定します。設定できる値の
範囲は 1 ～ 900 秒です。デフォルトは 0 秒です。

• クライアント・リスナ・ポート
ファイアウォールがあるとき、1 つのポートまたはポートの範囲を指定します。_0 を指定するか、またはデフォルト
のままにすると、ビルド・ツール・クライアントが利用可能なポートを選択します。ポート番号またはポートの範囲
を指定すると、ビルド・ツールは指定したポートを［クライアント・サイド・リスナ］に使用しようとします。

• レビュー・エディタ
ビルドからの出力を表示するために使用するエディタを指定します。オプションを以下に示します。
– メモ帳
– ワードパッド
– UNIX/Linux vi エディタ

• FTP 名
［File Transfer （ファイル転送）］アイコンをクリックしたときに呼び出す FTP アプリケーションを指定できます。
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モジュール・パネルのフィールドの移動

フィールドの位置を変更するには、マウスを使用して、フィールドを左または右に移動します。変更が保存され、以降の
表示で使用されます。

フィールドを展開するか折りたたむには、フィールドの間の垂直線の上にカーソルを置きます。カーソルを左または右に
移動すると、フィールドが折りたたまれたり展開されたりします。

プロファイル
プロファイル マネージャを使用すると、一意のプロファイルを作成、編集、または削除することができます。プロファ
イルは、キーとそのキーに割り当てられた値で構成されるトークンの形式で、アプリケーション・ビルドを指定の仕様
に合わせて調整するための設定の集合から成ります。ビルド・スクリプトはトークンを使用し、そのトークンはビルド時
の .mak ファイルが生成されるときに割り当てられる値で置換されます。

プロファイル マネージャを開くには、ツールバー上の ［プロファイル・マネージャ］アイコンをクリックするか、
［ツール］、［プロファイル・マネージャ］の順に選択します。［プロファイル・マネージャ］ダイアログ ボックスが
表示されます。

現在アクティブなプロファイルが選択された［プロファイル・マネージャ］ウィンドウが開きます。別のプロファイル
は、左上隅にあるドロップダウンから選択できます。
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プロファイル ツリーから、以下のプロファイル カテゴリを選択することができます。

• DBMS
• SYSTEM
• OPTIONS
• TARGET
• C
• Java
• NET
• MSI_DATA
• USER

USER は、ユーザが変更したスクリプトで使用するために作成されたキー値用に予約されています。このツリーは、分
類の横のプラス（+）記号をクリックすることで展開できます。

データベース・オプションを変更するには、プロファイル・ツリーの［DBMS］の横にある + 記号をクリックします。
これによってツリーが展開されて、サポートされているデータベースが表示されます。任意のキー値を変更し、プロファ
イルに保存できます。

プロファイルにはシンプルな階層構造があります。デフォルト プロファイルはビルド ツールで提供されるプロファイル
であり、すべてのトークンに対するデフォルト設定が含まれています。ビルド・ツールのすべてのユーザは、デフォルト
のプロファイルを使用します。

NOTE
注： デフォルトのプロファイルは変更できますが、変更を加えた場合はすべてのユーザに影響します。いった
ん変更を加えると、ディスクに存在するデフォルトのプロファイル・ファイルには、提供されたトークン値に
対するすべての変更が反映されます。

ユーザは、任意のユーザ固有のプロファイルを作成できます。これらの各プロファイルは、ユーザの個人のディレクトリ
に保存され、他のユーザはこれを使用できません。また、デフォルト・プロファイルよりも優先されます。トークンの優
先順位はトークンごとに異なります。はじめは、提供されたトークン値ですが、変更されたデフォルト・プロファイル・
トークン値が優先される場合があり、さらに、変更されたユーザ・プロファイルのトークン値が優先される場合がありま
す。

たとえば、UNIX 上のトークンで提供されるデフォルト値は以下のとおりです。

OPT.CMD_FORM = NO

このトークンの、デフォルト プロファイル内で変更された値は以下のとおりです。

OPT.CMD_FORM = YES

特定のビルドで使用されているユーザ プロファイルでは、このトークンの変更された値は、以下のとおりです。

OPT.CMD_FORM = NO

トークン OPT.CMD_FORM は、（UNIX 上の）提供されたビルド ツールのトークン値の一部として「NO」に初期化
されます。デフォルトが「YES」に変更されたので、この値は初期値よりも優先されます。また、同じトークンを
「NO」に変更したユーザ固有のプロファイルが使用されているため、再びこのトークン値が優先されます。最終的
に、OPT.CMD_FORM トークンは、現在のビルド アクティビティ用には「NO」に設定されることになります。
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選択したプロファイルは、新しいプロファイルの基盤となります。ユーザ ID を指定して作成されたプロファイルは、他
のユーザと共有できません。デフォルトのプロファイルは、CA Gen のインストーラで設定するか、またはシステム管理
者が設定する必要があります。デフォルト・プロファイルの変更は、ビルド・ツール・ディレクトリに保存され、すべて
のユーザによって共有されます。

USER カテゴリが選択されている場合は、［Key］および［Value］列内のセルを編集できます。他のノードが選択され
ているときは、［Value］列のセルのみを編集することができます。値を編集するには、対応するセルにカーソルを置い
てクリックします。

ユーザ ノードが選択されている場合、テーブルの最後の行には、［Key］セルとブランクのセルに「<New Key>」とい
う明るいグレーのテキストが入力された新しい行が表示されます。［Key］セル内に名前を入力すると、新しいカスタム
キーを追加できます。カーソルをこのセルから移動させると、対応する［値］セルが編集可能になります。また、別の空
白行がテーブル内に最後の行として追加されます。このプロセスは、新しいキーが入力されるたびに繰り返されます。カ
スタム キーを削除するには、［Key］セルからその名前を削除します。カーソルを空の［Key］セルから移動させると、
その行全体がテーブルから削除されます。

［了解］をクリックして変更を保存し、ウィンドウを閉じます。［取消］をクリックすると、ウィンドウが閉じられる前
に、変更を保存しないと、保存されていない変更内容がすべて破棄されるというメッセージが表示されます。

新しいプロファイルを作成するには、［新規］ボタンをクリックします。［新しいプロファイル］ダイアログ ボックス
が表示されます。

新規プロファイルには一意の名前を指定します。プロファイル名に使用できるのは、英数文字に加え「-」（ハイフン）
および「_」（アンダースコア）のみです。プロファイル名が無効な場合、以下のエラー・メッセージが表示されます。

プロファイル名に無効な文字が含まれています

新しいプロファイルは、デフォルトのプロファイル、またはカスタマイズしたプロファイルのいずれかを基にして作成で
きます。［保存］をクリックすると、新しいプロファイルが作成されます。

プロファイルを削除するには、［プロファイル・マネージャ］ウィンドウ内のコンボ ボックスでプロファイル名を選択
し、［削除］をクリックします。

NOTE

注： デフォルトのプロファイルは削除できません。

ビルド ツール プロファイル ファイルの形式

ビルド ツール プロファイル（デフォルト プロファイルまたはユーザ プロファイル）が変更されると、変更されたトー
クンのみがディスクに保存されます。

ファイルは、以下の形式を使用して、トークン/値のペアの形式に変更されます。

<PROFILE_NAME>.<PROFILE_TREE_SECTION>.<PROFILE_SUBTREE_SECTION>.<KEY>=<value>
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NOTE
注： 「=」の左側のデータはすべて大文字にする必要があります。「=」の右側の値は、大文字と小文字の両方
を使用できます。

すべてのキーの前に、以下の####の値を挿入する必要があります。

• OPT.
この値はオプション トークンに使用します。

• LOC.
この値はロケーション トークンに使用します。

以下に、プロファイル セクション ツリー名が DBMS、サブツリー セクション名が ORACLE の MYPROFILE プロファイ
ルで、OPT.DBUSER オプション キーが dbuserid に設定されている場合のプロファイル ファイル形式の例を示します。

MYPROFILE.DBMS.ORACLE.OPT.DBUSER=dbuserid

NOTE
注： プロファイル・ツリー・セクションおよびサブツリー・セクションごとの利用可能なトークンのリストの
詳細については、「プロファイル・トークン」を参照してください。

デフォルト プロファイル ファイルのロケーションは固定されています。以下のロケーションに System.profile という名
前のファイルが格納されています。

• Windows の場合：
%ALLUSERSPROFILE%\CA\Gen xx\cfg\buildtool

注：  xx は CA Gen の現在のリリースを示しています。

• UNIX および Linux の場合
$IEFH/bt

ユーザ固有のプロファイル ファイルは、user.<PROFILENAME>.profile の形式で名前が付けられており、以下のロケー
ションに格納されています。

• Windows の場合：
%USERPROFILE%\AppData\Local\CA\Gen xx\cfg\buildtool

注：  xx は CA Gen の現在のリリースを示しています。

• UNIX、Linux、および NonStop の場合
$HOME

ツールバーとメニュー項目
以下の表に、ビルド・ツール GUI クライアントのメニュー項目と対応するツールバー・アイコンの一覧と説明を示しま
す。

メニュー項目 説明 ツールバー・アイコン
［編集］-［全て選択解除］ モジュール・パネルのすべてのモジュール

を選択解除します。
N/A

［編集］-［すべて選択］ モジュール・パネルのすべてのモジュール
を選択します。

N/A

［編集］-［メッセージ・エリアの消去］ メッセージ・パネルのテキストを削除しま
す。
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［ビュー］-［全画面ビュー］ モジュール パネルを全画面モードで表示
し、ディレクトリ ツリーを非表示にしま
す。

［ビュー］-［ツリービュー］ モジュール・パネルの左側にディレクトリ
・ツリーを表示します。

［アクション］-［全て作成］ パネル上のすべてのモジュールを構築しま
す。

［アクション］-［全て消去］ 表示されたすべての ICM ファイルに対し
て消去を実行し、それらの ICM によって
作成されたすべてのモジュールを削除しま
す。RMT は消去されません。

［アクション］-［ビルド作成］ 構築ツールセットによって生成されたソー
ス コードをコンパイルし、必要に応じてリ
ンクを行い、さらにモジュールをアセンブ
ル可能な状態にします。

［アクション］-［消去］ 選択された ICM ファイルの消去を実行しま
す。

［アクション］-［分割］ 選択された RMT ファイルを分割します。
この操作は、RMT ファイルのバンドルを解
除して、その中の ICM ファイルをビルド・
ツールが使用できるようにします。また、
ビルド・ツールは、ビルドが要求されたと
きに RMT ファイルを探し、RMT を分割す
る必要があるかどうかを判断します。

［アクション］-［アセンブル］ アプリケーションを配布用にバンドルしま
す。アセンブル可能な 3 種類のアプリケー
ション（Java、GUI、.NET）のそれぞれ
には、独自のダイアログがあります。正
常にビルドされていないモジュールでは、
アセンブルが無効になります。UNIX また
は Linux ではアセンブルを利用できませ
ん。Web サービス定義モジュールのみをア
センブルすることはできません。これらの
モジュールはアプリケーションの一部とし
てパッケージされる必要があります。

［アクション］-［取消］ ビルド・プロセスの実行を取り消します。

［アクション］-［レビュー］ ビルドの結果を表示します。ビルド処理
のログである ASCII ファイル（.out）が
作成されます。オプション・ユーティリ
ティの［Review Editor （レビュー・エディ
タ）］ドロップダウン・リストから結果
を表示するために、3 つの ASCII エディタ
のいずれかを選択できます。デフォルト
は、Windows ではメモ帳、UNIX または
Linux では vi です。Windows ではワード
パッドも使用できます。
［レビュー］ボタンは、ビルド ステップが
完了している場合に使用できます。複数の
ICM を選択すると、ファイルごとに 1 つず
つ、複数のウィンドウが表示されます。
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［アクション］-［テスト］ 選択したモジュールが正常にビルドされて
いない場合、［テスト］オプション・ボタ
ンは無効のままです。リモート・プログラ
ム・テストはサポートされていません。
プログラムがビルドされると、［Load
Module Test （ロード・モジュール・テス
ト）］ダイアログ・ボックスが表示されま
す。テストするトランザクション・コード
を入力し、クリア・スクリーン入力を指定
して、テストを開始します。

［アクション］-［モジュールの追加］ 選択したディレクトリにあるすべての ICM
と RMT を追加します。サフィックスの設
定が確認され、表示するファイルが決定さ
れます。

［アクション］-［モジュールの除去］ 選択されたファイルを表示エリアから削除
します。

［アクション］-［Disconnect Remote Host
（リモート・ホストの切断）］

選択されたリモート・ホストの接続を切断
します。このアクションは、リモート・ホ
ストにフォーカスがある場合にのみ有効に
なります。

 

［ツール］-［プロファイル・マネージャ］ ユーザ プロファイルを作成、削除、編集し
ます。

［ツール］-［ファイル転送］ FTP を使用してファイルを転送します。

［ツール］-［オプション］ GUI クライアントの表示を設定します。

EAR ファイル・アセンブル
［EAR ファイル・アセンブルの詳細］の各パネルは、Java アプリケーションのパッケージングを可能にする一連のダイ
アログ ボックスです。［アクション］ - ［アセンブル］を選択すると、選択した ICM に適したダイアログ・ボックスの
みが表示されます。

ダイアログ ボックスには以下の種類があります。

WARNING
重要： 複数の言語を使用するアプリケーションをアセンブルする場合は、アセンブリごとに 1 つだけロード・
モジュール icm を選択します。言語を特定しない icm ファイルを、すべての言語で選択する必要があります。

汎用

［EAR ファイル・アセンブルの詳細］でアセンブルにウィンドウ ロード モジュールのみ（TP モニタ： INTERNET）が
選択された状態で［一般］を選択し、［Web Gen クライアント］が選択されると、以下のダイアログ ボックスが表示さ
れます。
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［EAR ファイル・アセンブルの詳細］パネルでアセンブルにサーバ ロード モジュールのみ（TP モニタ： EJB）が選択
された状態で［一般］を選択し、［Web Gen クライアント］が選択されない場合は、以下のダイアログ ボックスが表示
されます。
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［一般］に対応するダイアログの各フィールドについて、以下で説明します。

• EAR ファイル名
作成する EAR ファイルの名前。EAR ファイルの名前とディレクトリ パスの長さは 255 文字を超えることはできませ
ん。デフォルトは、ローカル モデル名です。

• EAR のパッケージ・ランタイム
オンの場合は、CA Gen Java ランタイムが EAR ファイルにパッケージングされます。

• 任意の実行時特性ファイルを含める
オンにすると、CA Gen ディレクトリから EAR ファイル内の genrt##.jar ファイルに、以下のファイルがコピーされ
ます。
– jdbccfg.properties
– commcfg.properties
– codepage.properties
– applicationmanager.properties
このオプションは、アプリケーション サーバにデプロイする開発者にとって便利なため提供されています。ただし、
このオプションは慎重に使ってください。どちらのファイルも、変更されると、アプリケーションをアプリケーショ
ン サーバに再デプロイする必要が生じるからです。

NOTE
注： このフィールドは、［EARのパッケージ・ランタイム］がオンのときのみ使えます。

アプリケーション・サーバ

［EARファイル・アセンブルの詳細］パネルで［アプリケーション・サーバ］を選択すると、下記のダイアログが表示
されます。
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［アプリケーション・サーバ］ダイアログには、以下のフィールドがあります。

• アプリケーション・サーバ
目標のアプリケーション サーバを指定します。ドロップダウン リストのオプションは次のとおりです。
– Generic
– WebSphere
– WebLogic
– WildFly 
– JBoss EAP

• データソース
検索対象となる CA Gen データベースの JNDI 名を指定します。

• リソース参照を追加
データソースの入力が可能になります。

• グローバル EJB プレフィックス
この EAR ファイルの外部で定義される EJB の JNDI ルックアップを実行する際に使用されるプレフィックス名を指
定します。

• 使用されるプロシージャ・ステップに EJB 参照を追加
グローバル EJB プレフィックスの入力が可能になります。

• ローカル EJB プレフィックス
同じ EAR ファイル内に定義され、同じ JVM 内で実行される EJB の JNDI ルックアップを実行する際に使用されるプ
レフィックス名を指定します。

NOTE
ローカル EJB 参照

クライアント コードから呼び出せるすべてのサーバ Beans を定義し、クライアント モジュールがインストールされる
ときにサーバ Beans の実際のロケーションを取得できるようにします。クライアント・コードでは、ローカル参照、リ
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モート参照、または直接 JNDI ルックアップを使用して、サーバ Bean を検索できます。実行速度が速いのはローカル参
照です。

［ローカル EJB 参照］がオンの場合、EJB 参照はリモートではなくローカルになります。ローカル参照は、参照元クラ
イアントと同じEARファイル内のサーバBeanを参照する必要があります。また、それらのBeanはクライアントと同じ
JVMにインストールする必要があります。ローカル参照とリモート参照の定義は、呼び出し元コードの XML 記述に格納
されています。

NOTE
注： ［アプリケーション・サーバ］ドロップダウンから［Generic］オプションが選択されている場合、この
ダイアログ・ボックスの［JMS 構成］フィールド（クロス・コンテキスト・フローで使用）は無効になりま
す。JMS 構成は各アプリケーション サーバに対し固有です。また、Gen は WebLogic および WebSphere での
み動作が確認されています。そのため、アセンブル プロセスでは、これら 2 つのアプリケーション サーバに対
する JMS 構成情報の指定のみをサポートします。この制限は、［Generic］オプションが選択されている場合
は、クロス コンテキスト フローの使用を妨げません。しかし、アプリケーション サーバ固有のカスタマイズ
は、アプリケーション サーバ自体に必須である通常の JMS 構成の手順に加え、アセンブル プロセス外で EAR
ファイルに対して設定する必要があります。

WAR （Web アーカイブ）

［EARファイル・アセンブルの詳細］パネルで［WAR］を選択すると、以下のダイアログが表示されます。

［WAR］ダイアログ ボックスには、以下のフィールドがあります。

• WAR ファイル名
作成する WAR ファイルの名前。WARファイルの名前とディレクトリ パスの長さは 255 文字を超えることはできま
せん。デフォルトは、ローカル モデル名です。

• コンテキスト
生成されたアプリケーションへのアクセスに使われる名前。たとえば、[コンテキスト]を「myapp」に設定し、メ
ニューのトランコードがある場合、そのアプリケーションは以下の URL で開始します。
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http://hostname.com/myapp/menu.jsp

• JDBC データソースを使用
オンにすると、アプリケーション サーバ リソース アダプタが生成され、WAR ファイルのデプロイ記述内に配置され
ます。アダプタに必要な情報は、Windows ビルド・ツールのセットアップ・ファイル内に指定された DBMS 接続情
報から、下記のトークンを介して取得します。
– OPT.DBCONNECT
– OPT.DSUSER
– OPT.DSPSWD
– オフにすると、Java Web クライアント コードは、接続情報を jdbccfg.properties ファイルから取得しようとしま
す。

• JTA トランザクションを使用
オンにすると、Java Web クライアントは、Java トランザクション API を使用して、データベース接続とトランザク
ション制御（2 段階コミット）を管理します。これは、1 つのクライアント プロシージャ ステップ内で複数のデータ
ベースにアクセスする Java Web クライアントを持つアプリケーションが対象です。
J2EE アプリケーション・サーバは、DBMS 接続を 2 段階コミットの Java トランザクションの一部として実行でき
ます。

NOTE
注： すべてのアプリケーション サーバがこの機能をサポートしているわけではありません。

この機能では、Java WebクライアントとEJBサーバは、分散型トランザクションに加わることができません。CA
Gen では、そのような分散トランザクションを設計することはできません。
Java Web クライアントでスレッドが有効になっていると、クライアントは、JTA トランザクションに加わることが
禁止されます。スレッドを無効にすると、Java Web クライアントは、ユーザ インターフェースで Java Beans を使
えなくなります。

NOTE
注： このフィールドを使用できるのは、［JDBCデータソースを使用］がオンであり、［Web Gen クライ
アント］ダイアログ ボックスで［スレッドを有効化］がオフの場合のみです。

• Webサーバのドキュメント・ルート
ルート ドキュメントを指定します。これは Web サーバのルート ドキュメントである必要があります。
Apache を使用する場合のドキュメント・ルートは、<APACHE_HOME>/htdocs です。
たとえば IIS を使う場合、ドキュメント ルートは <IIS_HOME>/wwwroot です。
このフィールドが使えるのは、［WAR内の静的コンテンツをパッケージング］がオフのとき（つまり静的コンテンツ
と動的コンテンツとを別々に選択しているとき）のみです。

• Web Service Access Designer のコンテンツを WAR 内にパッケージング（Package Web Service Access
Designer Content within WAR）
生成されたファイル（Action Steps ディレクトリおよびそのサブディレクトリのすべて）を Web View アプリケー
ション WAR ファイルに含めます。
デフォルト： 選択

Web Gen クライアント

［EARファイル・アセンブルの詳細 ］パネルで［Web Gen クライアント］を選択すると、以下のダイアログ ボックス
が表示されます。
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［WAR］ダイアログ ボックスには、以下のフィールドがあります。

• 起動時に JSP/サーブレットをロード
アプリケーションがロードされる際に、アプリケーション サーバでプリコンパイルとロードが実行されるため、JSP
とサーブレットの初期ロードのパフォーマンスが改善されます。このオプションは、開発中はオフ、本番稼働用には
オンにします。

• スレッドを有効化
オンにすると、Java Web クライアント ランタイムは、メッセージ ボックスの表示や ActiveX コントロールへのアク
セスなどの一部のファンクションを、スレッドを使って実行します。ただし一部のアプリケーション サーバは、ス
レッドを使うと正しく動作しません。

• ポップアップ・ダイアログを有効化
オンにすると、ダイアログ ボックスのサポートが有効になります。そうしないと、すべてのウィンドウがブラウザに
埋め込まれます。

• ブラウザによる履歴管理
オンにすると、ブラウザの［戻る］ボタンと［進む］ボタンを使用してナビゲートできるようになります。デフォル
トのスタイルでは、一度に 1 ページしかアクセスできません。［戻る］ボタンと［進む］ボタンは有効のままです
が、これらを使用するとアプリケーション外に移動します。このオプションは、クロス コンテキスト フロー アプリ
ケーションでは有効ではありません。

• セッション・タイムアウト
セッションが破棄されるまでのアイドル時間を分で指定します。デフォルト値は 30 です。タイムアウト範囲は
1 ～ 1440 分です。

クロス・コンテキスト・フロー

クロス・コンテキスト・フロー機能を使用すると、別々の Web アプリケーションにデプロイされているロード・モ
ジュールが相互に通信できます。この機能をサポートするには、各ロード モジュールのロケーションを指定する必要が
あります。
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［クロス・コンテキスト・フローを有効にします］チェック ボックスをオンにすると、現在のアセンブリのクロス コ
ンテキスト フローがアクティブ状態になります。［ブラウザによる履歴管理］は、クロス コンテキスト フロー アプリ
ケーションでは使用できません。ビルド ツールで、［ブラウザによる履歴管理］と［クロス・コンテキスト・フロー］
の両方を選択することは許可されません。

テーブルには、ビルド・ツールのメイン・パネル内で選択されたロード・モジュールから参照されるロード・モジュール
がすべてリスト表示されます。

リスト表示されたロード・モジュールの一部は、アセンブルされている現在の Web アプリケーションのローカルです。
ローカルのロード モジュールに対してマッピングを指定する必要はありません。

すべてのリモートのロード・モジュールでは、そのロケーションを対応する［ロケーション］フィールドに入力する必要
があります。リモートのロード・モジュールのロケーションが指定されない場合、そのモジュールに対してフローが試行
されるとランタイムでエラーが発生します。

ロード・モジュールがデプロイされるコンテキストの完全修飾 URL を入力します。たとえば、コンテキスト CBD1 を設
定し、これにより Web アプリケーション CBD2 内の CBD2LM2 が参照される場合は、URL を http://myserver/CBD2 と
入力します。URL 内の CBD2 は、Web アプリケーション CBD2 のアセンブル中に提供されるコンテキスト名になりま
す。

ロケーション URL を入力するには、設定するロード モジュール名の右側にある［Location］フィールドに、完全修
飾 URL を入力します。あるいは、同じコンテキスト内にデプロイされる複数のロード・モジュールを選択し、［ロ
ケーション］フィールドにロケーション URL を入力します。URL を入力したら、選択された各ロード モジュールの
［Location］フィールドに入力するため［Set］をクリックします。

ダイアログ ボックスの［JMS 構成］セクションには、以下のフィールドが含まれます。

• キュー・ファクトリ
アプリケーション サーバ用に設定される JMS 接続ファクトリの JNDI 名を指定します。

• キュー名
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アプリケーション サーバ用に設定される JMS Queue の JNDI 名を指定します。

トレーシング

［EARファイル・アセンブルの詳細］パネルで［トレース］を選択すると、以下のダイアログが表示されます。

［データソース］ダイアログ ボックスには、以下のフィールドがあります。

• ダイアグラムトレースの有効化
選択した場合、CA Gen によってデプロイ記述内のトレース・サーバを指定する XML が生成されます。このフラグが
設定されていない場合、生成されたコードは、トレース用に生成された場合でもトレースできません。

NOTE
注： ダイアグラムのトレースを使用するには、アプリケーション自体もトレース付きで生成する必要があり
ます。

• トレース・サーバ名
トレース サーバの名前を指定します。このフィールドは、「ダイアグラム・トレースの有効化」チェック ボックスが
オンのときのみ使えます。IP アドレスは、IPv4 形式または IPv6 形式で指定できます。

• トレース・サーバのポート
トレース サーバのポート番号を指定します。このフィールドは、「ダイアグラム・トレースの有効化」チェック ボッ
クスがオンのときのみ使えます。

追加ファイル

個別のモデル内に構築されたそれぞれのオペレーション・ライブラリをアセンブルするには、アセンブル・ユーティリ
ティの［追加ファイル］機能を使用します。

［EARファイル・アセンブルの詳細］パネルで［追加ファイル］を選択すると、以下のダイアログが表示されます。
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［追加ファイル］に対応するダイアログの各フィールドについて、以下で説明します。

• 目標マシンのファイル・システム
目標マシンにインストールされるフォルダ構造を示すツリー・リストが表示されます。EAR ファイルをデプロイする
場合は、EAR ファイル内に作成されるフォルダ構造が表示されます。フォルダは必要に応じて追加および削除でき
ます。フォルダ構造には、アセンブル用に選択されたロード・モジュールに基づいて導入されるいくつかのデフォル
ト・フォルダがあらかじめ設定されています。

• 詳細テーブル
現在選択されているフォルダの詳細を表示するテーブル。フォルダの内容は、ファイル（フォルダ内に含まれてい
る）またはサブフォルダのいずれかです。各項目には、名前、タイプ（ファイル、フォルダ）、および含まれるファ
イルのソースの場所が表示されます。

• 新規フォルダ...
現在選択されているフォルダの下に新しいサブフォルダを追加できます。

• ファイルを含める...
現在選択されているフォルダ内の EAR ファイルに含めるファイルを、アセンブラが現在のマシンから選択できるよ
うにする、ダイアログ ボックスが開きます。

• 削除
現在選択されている項目を削除します。項目がファイルの場合、ファイルがそのフォルダから削除されます。項目が
フォルダの場合、フォルダおよびその内容のすべて（ファイルおよびサブフォルダ）が削除されます。

NOTE
注： このダイアログ ボックスでは、必要なファイルを EAR ファイルに追加することができます。この機能は
利便性を図るために提供されていますが、CA では、追加するファイルがお客様のデプロイ環境で適切にライセ
ンス付与されているかどうかまではわかりません。そのため、目標マシン上で適切なライセンスを確認する必
要があります。
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Web サービス

［Web サービス］パネルは、アセンブリ対象の Web サービス定義モジュールが含まれている場合のみ表示されます。
［EARファイル・アセンブルの詳細］パネルで［Web サービス］をクリックすると、以下のダイアログ ボックスが表示
されます。

［Web サービス］ペイン内の Web サービス の URL のホストとポートの値は、強制変更できます。Web サービスの
URL は、新しい Web サービス定義が CA Gen Studio の PStep Interface Designer で作成される際に設定される Web
サービス定義の特性です。このパネル内の値は、アプリケーションでパッケージングされた、生成済みの WSDL で使用
されます。

WildFly に関する考慮事項

WildFly のロード・モジュールをアセンブルする前に、以下の点を考慮してください。

EJBRMI

クライアント・アプリケーションをアセンブルする前に考慮する点。

1. クライアントとサーバが同じインスタンスにある場合、形式は以下のようになります。

<TRANCODE>=EJBRMI W {EARFileName} 

2. クライアントとサーバが異なるインスタンスにある場合、形式は以下のようになります。
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<TRANCODE>=EJBRMI W {Initial Factory Class} {Name Manager URL} {EARFileName}
 {UserName} {Password}

例 

<TRANCODE>=EJBRMI W org.jboss.naming.remote.client.InitialContextFactory http-
remoting://localhost:8080 sample admin admin

意味は以下のとおりです。
– 現在サポートされているコンテンツ ファクトリ

org.jboss.naming.remote.client.InitialContextFactory

– ネーム・マネージャ URL は以下の指定された形式である必要があります。

http-remoting://<hostname>:<port>

– EARFileName はサーバを含む EAR です。
– ユーザ名は WildFly で作成されたアプリケーション ユーザです。WildFly の bin の場所の下で add-user.bat ファイ
ルを実行することで、ユーザ名を作成できます。

NOTE

注： ユーザ ユーティリティの追加の詳細については、リンク https://docs.jboss.org/author/display/
WFLY10/add-user+utility を参照してください。

EAR ファイルを WildFly に展開する前に必要な変更

standalone-full.xml ファイルを編集し、<subsystem xmlns="urn:jboss:domain:ee:4.0"> サブシステムの下にグローバル モ
ジュールとして remote-naming jar をインクルードします。

<global-modules>

<module name="org.jboss.remote-naming" slot="main"/>

</global-modules>

EJB Web サービス

Web サービスの場合、形式は以下のとおりです。

<TRANCODE>=WS http://<hostname>:<port> W

WildFly 機能 PTF

WildFly をサポートするため、以下の PTF をインストールします。
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• BTN86111
• GSN86103
• RTJ86104
• RTN86110
• RTA86104

制限事項

CFB サーバでは、現在 WildFly および JBOSS EAP サーバへの接続がサポートされていません。

NOTE

注： WildFly のテストは、standalone-full プロファイルを使用して実行されました。

MSI アセンブル
 

[MSIアセンブルの詳細]の各パネルは、GUI および .NET アプリケーションの両方のパッケージングを可能にする一連
のダイアログです。［アクション］メニューから［アセンブル］を選択すると、選択されている ICM の内容をビルド
ツール クライアントが参照し、適切なダイアログ ボックスを表示します。出力は、Windows システムに導入できる MSI
ファイルです。ダイアログには以下の種類があります。

 

WARNING
重要： 複数の言語を使用するアプリケーションをアセンブルする場合は、アセンブリごとに 1 つだけロード・
モジュール icm を選択します。言語を特定しない icm ファイルを、すべての言語で選択する必要があります。

注： 複数のモデルをベースにして大規模な実行可能アプリケーションをビルドすることはできません。

ドキュメント作成のため、ダイアログが .NET および GUI アプリケーションの両方に適用可能な場合は、［MSI .NET ア
センブルの詳細］パネルが表示されます。

.NET と GUI の両方のアプリケーションは、ロード・モジュール（LM）と参照保全性トリガ（RI） icm ファイルの選択
されたセットからアセンブルされます。UNIX はサポートされていません。

.NET アプリケーションと GUI アプリケーションの主な違いの 1 つに、GUI アセンブリが DDL（データベース設計言
語）icm ファイルの取り込みを可能にして、導入プログラムが関連データベース テーブルをローカルに作成できるよ
うにしている点が挙げられます。Assemble コマンド実行時に DDL icm が選択ファイルに含まれていると、アセンブ
ルされた MSI ファイルでは、導入ユーザが#Custom#オプションを使用して DDL 機能をインストールできるようにな
ります。Typical インストールとデフォルトの Custom インストールでは、DDL がインストールされません。導入ユー
ザは、#Custom#インストールを選択し、ローカル導入の対象に DDL を選択する必要があります。DDL 機能に必要な
ファイルは、導入ユーザの TempFolder に複写されます。DDL 処理は、オプションの####（下記を参照）の前に実行
されます。DDL 処理の stdout と stderr は、ユーザのデスクトップにあるログ ファイルに記録されます。このファイル
には、MSI ファイルと同じ基本名に.log 拡張子を付加した名前が付いています。DB2 DBMS アプリケーションの場合、
データ・テーブルが初期化された後にプロシージャ・バインドが含まれます。

［アセンブルの詳細］パネルに入力されたすべてのオプションは、アセンブル icm ファイルに格納されます。このファ
イルは、パネル・フィールドを初期化するために、アセンブル・コマンドを実行するたびに再読み込みされます。このア
センブル icm ファイルが選択されている場合、アセンブル・コマンドは無効です。

一般（GUI および .NET）

［MSI GUIアセンブルの詳細］または［MSI .NETアセンブルの詳細］パネルで［一般］を選択すると、以下のダイアロ
グが表示されます。
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［一般］に対応するダイアログの各フィールドについて、以下で説明します。

• MSI ファイル名
本番稼働 MSI データベース ファイルのベース名。サフィックス「.msi」は、自動的に付加されます。

• 製品名
エンド ユーザに対して表示されるアプリケーションの名前。デフォルトのインストール先ディレクトリ・パスとして
も使用されます

• 製品バージョン
製品のバージョン。エンド ユーザに対して、###.###.##### という形式で表示されます。このフィールドと 2 つの
GUID は、アクセス、更新、アップグレード、およびレビジョン中にメディアからシステムにコピーするファイルを
Microsoft の MSI インストーラが決定するのに使用されます。詳細については、MSI SDK のマニュアルを参照してく
ださい。

• 製造元
製造元名を指定します。デフォルトの宛て先ディレクトリ パスの一部として使用され、エンド ユーザに対して表示さ
れます。

• 製品コードのGUID およびアップグレード・コードのGUID
製品コード GUID およびアップグレード コード GUID を指定します。フィールドの右側の［GUIDを作成］をクリッ
クして、フィールドに入力します。値を入力するか、または値を計算させるかを選択できます。この2つのフィールド
が［製品バージョン］と共に使用されて、ソフトウェアの新しいバージョンを導入する際の MSI の動作が制御されま
す。これらの値は、適切な場合にのみ変更することが重要です。詳細については、MS MSI SDK のマニュアルを参照
してください。

• HttpRuntime Execution timeout
web.config ファイルで httpRuntimeExecutionTimeout 属性の値を設定します。指定された秒数の間、ブラウザは、応
答せずに ASP.NET ページを実行させます。指定された秒数の後、オペレーションは失敗したと見なされ、ASP.NET
ページは終了します。この属性のデフォルト値は 110 秒です。httpRuntime executionTimeout の範囲は 1 ～ 3600 秒
です。

• CA Gen ランタイムを MSI にパッケージング
オンの場合は、CA Gen ランタイムが MSI ファイルにパッケージングされます。
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ASP.NET （.NET のみ）

［MSI .NETアセンブルの詳細］パネルで［ASP.NET］を選択すると、以下のダイアログが表示されます。

［ASP.NET］に対応するダイアログの各フィールドについて、以下で説明します。

• ダイナミック・コンテンツの圧縮
ブラウザに返された動的な HTML コンテンツを圧縮することができます。

• ASPX ページの事前コンパイル
デプロイの前に ASP.NET アプリケーションをコンパイルすることができます。

• ブラウザによる履歴管理
オンにすると、ブラウザの［戻る］ボタンと［進む］ボタンを使ってナビゲートできるようになります。デフォルト
のスタイルでは、一度に1ページしかアクセスできません。［戻る］ボタンと［進む］ボタンは有効のままですが、こ
れらを使用するとアプリケーション外に移動します。

• スレッド化済み
アプリケーション サーバが各リクエストに対して作成するスレッドに加えて、ランタイムが追加スレッドを作成する
ことを許可します。このオプションは、MessageBox および MessageBoxBeep を使用するアプリケーションにとっ
て不可欠です。Web 生成アプリケーションでは、メッセージ ボックスおよび OCX 制御を使用するために、このス
レッド化を有効にする必要があります。

• サード・パーティの制御アセンブリを自動的に含める
オンにすると、アプリケーションで使用したサード パーティ製 Web コントロール アセンブリ、およびそれらが参
照するすべてのアセンブリが、MSI ファイルに取り込まれます。アセンブリを各自で指定する場合は、［追加ファイ
ル］ダイアログ ボックスを使用することもできます。

WARNING
重要： この機能は利便性を図るために提供されていますが、CA では、これらのサードパーティ製 Web コント
ロールがお客様のデプロイ環境で適切にライセンス付与されているかどうかまではわかりません。そのため、
目標マシン上で適切なライセンスを確認する必要があります。

• GAC でのアセンブリを除外する
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##########################が選択されている場合のみ有効です。選択され有効な場合、GAC 内にデプロイさ
れたサードパーティ製の Web コントロール・アセンブリは MSI ファイルに含まれません。デフォルトでは、この
フィールドは無効になり、選択されていません。

• セッション・ステート
Web はステートレスな環境です。ただし、ほとんどの Web アプリケーションは効果的な状態管理を必要とします。
具体的には、Web アプリケーションのセッション状態は、さまざまなリクエストの中でアプリケーションがキャッ
シュおよび取得するデータです。セッションは、サイトへの接続中にユーザによって送信されるすべての要求を表
しています。セッション状態は、セッション中にユーザが作成し使用した実データの集合です。各セッションの状態
は、別のセッションの状態とは独立しており、ユーザ・セッションが終了すると存続しません。
サポートされているモードは以下のとおりです。
– StateServer
セッション値がシリアル化され、独立したプロセス（aspnet_state.exe）のメモリに格納されます。このプロセス
は、別のマシンでも実行できます。

– SQLServer
セッション値がシリアル化され、Microsoft SQL Server のテーブルに格納されます。SQL Server のインスタンス
は、ローカルまたはリモートのいずれでも実行できます。

– InProc
セッション値は ASP.NET ワーカ プロセスのメモリ内に格納されます。したがって、このモードのときにこれらの
値に最速でアクセスできます。ただし、ASP.NET ワーカ・プロセスが再度実行されると、状態データが失われま
す。
詳細については、Microsoft の ASP.NET のステート管理に関するマニュアルを参照してください。

• セッション・ステート・タイムアウト
セッションが破棄されるまでのアイドル時間を分で指定します。デフォルトは 20 です。タイムアウト範囲は
1 ～ 1440 分です。

• 接続文字列
StateServer および SQLServer のセッション・ステート・モードの両方に必要。IP アドレスは、IPv4 形式または
IPv6 形式で指定できます。
– StateServer 用

stateConnectionString と呼びます。セッション状態がリモートで保存されるサーバ名または IP アドレスとポート
番号を指定します。たとえば、tcpip=127.0.0.1:42424 です。

– SQLServer 用
sqlConnectionString と呼びます。SQL Server の接続文字列を指定します。たとえば以下のように指定しま
す。data source=localhost;Integrated Security=SSPI;Initial Catalog=northwind

• sessionState セクション（web.config）の暗号化
sessionState 情報を暗号化します。デフォルトではオンになっています。

• カスタム・エラー
カスタム エラーを有効にするか、無効にするか、またはリモート クライアントにのみ表示するかを指定します。
– On
カスタム エラーを活性化するように指定します。defaultRedirect が指定されない場合、ユーザに一般エラーが表
示されます。

– Off
カスタム エラーを不活性化するように指定します。これにより、詳細なエラーの表示が可能になります。

– RemoteOnly
カスタム エラーをリモート クライアントのみに表示し、ASP.NET エラーをローカル ホストに表示するように指
定します。これがデフォルトです。

• 省略時リダイレクト
［カスタム・エラー］が［On］に設定されている場合のみ有効です。エラー発生時にブラウザのリダイレクト先とな
る省略時 URL を指定します。URL は絶対値（http://www.myapp.com/ErrorPage.htmなど）でも相対値でもかまいま
せん。ErrorPage.htm などの相対 URL の基準となるのは、エラーが発生した Web ページではなく、defaultRedirect
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URL を指定した Web.config ファイルです。スラッシュ（/）で始まる URL（/ErrorPage.htmなど）は、それがアプリ
ケーション サーバのルート パスに対する絶対 URL であることを意味します。

• 表示モード
– Dialogs

Web アプリケーション内のモーダルおよびモードレスのダイアログ ボックスを活性化します。
– Classic
すべてのウィンドウが同じブラウザに埋め込まれます。

• アイドル・スレッド
ThreadPool によって作成および維持されるアイドル・スレッドの最小数を指定します。これらは、新規リクエストの
開始や既存リクエストの完了時にスレッドの作成および破棄に必要な時間を短縮するために、バックグラウンド・タ
スクで管理され、着信リクエストに対応するために使用されます。この値を調整することは、アプリケーションのパ
フォーマンスの最適化に役立ちます。詳細については、Microsoft のマニュアルを参照してください。

• テーマ名
スキンおよび画像が格納されるディレクトリを指定します。

GAC（グローバル アセンブリ キャッシュ）（.NET のみ）

［MSI .NETアセンブルの詳細］パネルで［GAC］を選択すると、以下のダイアログ ボックスが表示されます。

［GAC］ダイアログ ボックスのフィールドについて、以下に説明します。

• CA Gen ランタイムをグローバル・アセンブリ・キャッシュに導入
グローバル・アセンブル・キャッシュに CA Gen ランタイム・ソフトウェアを含める場合は、このボックスをオンに
します。

• GAC 内のランタイムのネイティブイメージを生成
.NET アプリケーション用の CA Gen ランタイムのネイティブ・イメージを作成する場合は、このチェックをオンに
します。
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データソース（.NET のみ）

［MSI .NETアセンブルの詳細］パネルで［データソース］を選択すると、以下のダイアログが表示されます。

［データソース］ダイアログ ボックスには、以下のフィールドがあります。

• クライアント接続文字列
ASP.NET クライアントで指定されたすべての論理データベース名の、接続文字列パラメータを指定します。
– connectionStrings セクション（web.config）の暗号化
オンの場合、CA Gen により web.config ファイル内の接続文字列が暗号化されます。

– 名前
データベースの名前を指定します。

– データ・プロバイダ
データ プロバイダを指定します。これはデータ・プロバイダのリストを表示する入力可能ドロップダウンです。
デフォルトでは、4 つのデータ プロバイダがリスト表示されます。詳細は下記のとおりです。
• System.Data.Odbc
• System.Data.SqlClient
• IBM.Data.DB2
• Oracle.DataAccess.Client

NOTE
注： 自分のデータ・プロバイダを入力します。

• サーバ接続文字列
.NET サーバで指定されたすべての論理データベース名の、接続文字列パラメータを指定します。
– connectionStrings セクション（Application.config）の暗号化
オンの場合、CA Gen により Application.config ファイル内の接続文字列が暗号化されます。

– 名前
データベースの名前を指定します。

– データ・プロバイダ
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データ プロバイダを指定します。これはデータ・プロバイダのリストを表示する入力可能ドロップダウンです。
デフォルトでは、4 つのデータ プロバイダがリスト表示されます。詳細は下記のとおりです。
• System.Data.Odbc
• System.Data.SqlClient
• IBM.Data.DB2
• Oracle.DataAccess.Client

NOTE
注： 自分のデータ・プロバイダを入力します。

トレース（.NET のみ）

［MSI .NETアセンブルの詳細］パネルで［トレース］を選択すると、以下のダイアログが表示されます。

［トレース］に対応するダイアログの各フィールドについて、以下で説明します。

• 図のトレースを有効化
選択した場合、CA Gen によってデプロイ記述内のトレース・サーバを指定する XML が生成されます。このフラグが
設定されていない場合、生成されたコードは、トレースで生成された場合でもトレースできません。

NOTE
注： ダイアグラムのトレースを使用するには、アプリケーション自体もトレース付きで生成する必要があり
ます。

• トレース・サーバ名
トレース サーバの名前を指定します。このフィールドは、［ダイアグラム・トレースの有効化］チェック ボックスが
オンのときのみ使用可能になります。IP アドレスは、IPv4 形式または IPv6 形式で指定できます。

• トレース・サーバのポート
トレース サーバのポート番号を指定します。このフィールドは、［ダイアグラム・トレースの有効化］チェック ボッ
クスがオンのときのみ使用可能になります。
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追加ファイル（GUI および .NET）

アセンブル・ユーティリティの［追加ファイル］機能を使用して、別のモデル内でビルドされた別のオペレーション・ラ
イブラリをアセンブルすることができます。

［MSI GUIアセンブルの詳細］または［MSI .NETアセンブルの詳細］パネルで［追加ファイル］を選択すると、以下の
ダイアログが表示されます。

［追加ファイル］に対応するダイアログの各フィールドについて、以下で説明します。

• 目標マシンのファイル・システム
目標マシンに導入されるフォルダ構造を示すツリー・リストが表示されます。フォルダは必要に応じて追加および削
除できます。フォルダ構造には、アセンブル用に選択されたロード・モジュールに基づいて導入されるいくつかのデ
フォルト・フォルダがあらかじめ設定されています。

• 詳細テーブル
現在選択されているフォルダの詳細を表示するテーブル。フォルダの内容は、ファイル（フォルダ内に含まれてい
る）またはサブフォルダのいずれかです。各項目には、名前、タイプ（ファイル、フォルダ）、および含まれるファ
イルのソースの場所が表示されます。

• 新規フォルダ...
現在選択されているフォルダの下に新しいサブフォルダを追加するボタン。

• ファイルを含める...
このボタンをクリックすると、現在選択されているフォルダ内の MSI ファイルに含めるファイルを、アセンブラが現
在のマシンから選択できるようにする、［File chooser （ファイルの選択）］ダイアログ・ボックスが開きます。

• 削除
現在選択されている項目を削除します。項目がファイルの場合、ファイルがそのフォルダから削除されます。項目が
フォルダの場合、フォルダおよびその内容のすべて（ファイルおよびサブフォルダ）が削除されます。

NOTE
注： このオプションによって、MSI パッケージに含めるファイルを追加で指定できます。
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WARNING
重要： この機能は利便性を図るために提供されていますが、CA では、追加するファイルがお客様のデプロイ
環境で適切にライセンス付与されているかどうかまではわかりません。そのため、目標マシン上で適切なライ
センスを確認する必要があります。

GUI（GUI のみ）

［MSI GUIアセンブルの詳細］パネルで［GUI］を選択すると、以下のダイアログが表示されます。

省略時導入ディレクトリは、導入中に MSI によって展開された ProgramFilesFolder 特性と、［一般］の選択項目に含
まれる［製造元］および［製品名］フィールドの組み合わせに初期化されます。ProgramFilesFolder の代わりに MSI
の標準特性が使用される場合もあります。MSI 特性の場合は、大文字と小文字の区別が重要となります。詳細について
は、MSI SDK を参照してください。####導入では、このロケーションを編集できます。このロケーションは、アプリ
ケーション・ロード・モジュールと参照保全性トリガで使用されます。

導入プロセスで、MSI は同じバージョンの CA Gen ランタイム・ライブラリが導入済みであるかどうかを認識し、その
ロケーションをランタイム・ライブラリ専用のデフォルト・ロケーションとします。CA Gen ランタイム・ライブラリ
が初めて目標ホストに導入されると、［省略時導入ディレクトリ］フィールドも、すべての MSI パッケージ GUI アプリ
ケーションのランタイム・ライブラリのデフォルト・ロケーションになります。####導入では、導入ユーザが、アプリ
ケーション ディレクトリとは別にこのロケーションを編集することができます。同じロケーションに導入されたランタ
イムの場合、Windows オペレーティング・システムはライブラリを使用するアプリケーションの数の参照カウントを保
持します。

コマンド（GUI のみ）

［MSI GUIアセンブルの詳細］パネルで［コマンド］を選択すると、以下のダイアログが表示されます。
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このダイアログ ボックスの上記の各フィールドには、MSI 導入プロセスの中で実行されるオプションのコマンドを指定
できます。指定したコマンドは、MSI の進行状況ダイアログとは別に開くモーダル コマンド ウィンドウに渡されます。
使用されるコマンド・プロセッサは目標ホストの COMSPEC 環境変数によって指定されます。cmd.exe に設定してく
ださい。MSI の処理を続行するには、コマンドが処理の成功を示す0（ゼロ）を返す必要があります。ゼロ以外の値を返
すと、導入が中止され、目標ホストは変更されません。コマンド ウィンドウは、コマンドが完了した時点で閉じられま
す。ユーザが閉じるまでウィンドウを開いたままにする場合は、####コマンドを使用する bat ファイルを使用します。
ウィンドウが閉じると、コマンド・ウィンドウへのすべての出力が失われます。実行の開始値と終了値はログ・ファイル
に記録されます。このファイルは、MSI ファイルのベース名と .log 拡張子を使用してユーザのデスクトップに保存され
ます。このログ ファイルが、オプションの DDL 機能が目標ホストにインストールされる場合にも使用されます。コマン
ド ウィンドウを######、stdout と stderr を自動的にログ ファイルに記録するように、これらのコマンドの作用を変更す
ることができます。その場合は、ビルド ツール スクリプト bt\scripts\deploy_msi_gui.scr の該当する行で、show という
単語を hide に変更します。

［導入前のコマンド］は、ファイルが転送される前に実行されます。そのため、このコマンドは目標ホスト上にすでに存
在している必要があります。現行ディレクトリは、Windows の system32 ディレクトリです。

［導入後のコマンド］は、アセンブルされたファイル（すべての######を含む）が目標ホストに転送された後に実行さ
れます。現行ディレクトリは、アプリケーションの導入ディレクトリです。

［アンインストール前のコマンド］は、ファイルが除去される前に実行されます。現行ディレクトリは、アプリケーショ
ンの導入ディレクトリです。

ビルド・ツールでのビルド・スクリプトの操作
スクリプトとは、モジュールのコンパイルとリンクに必要な特定のコマンドがすべて含まれている、トークン化された
コマンド プロシージャのことです。モジュールのビルド時に、ビルド ツールはスクリプトを解釈し、トークンをセット
アップ情報（ICM ファイル内にある）からのローカルまたはリモート ファイルに関する情報、およびユーザによって使
用またはカスタマイズされたプロファイル情報に置き換え、完全なコマンド プロシージャを生成します。次に、ビルド
ツールはコマンド プロシージャをサブミットして実行します。
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トークンとは、スクリプト内で置換に使用される一般的なプレースフォルダのことです。スクリプトの解釈時に、各トー
クンは対応する値に置き換わり、その結果作成されるコマンド・プロシージャは、あるモジュールとそのセットアップ環
境向けに特化されたものになります。スクリプトの処理時に、未解決のトークンは、ブランク値と見なされることによっ
て解決されます。

NOTE
注： トークン内にトークンを設けることはできません。

スクリプト内にトークンとして表わされる情報には、下記の３種類があります。

• モジュールそれ自体の要素に関する情報。この情報はそのリモート ファイルの導入制御モジュール（ICM）部分から
取り出されます。

• ビルド・ツールのプロファイリング・ユーティリティを使用して以前に定義された、場所およびターゲットの設定情
報。

• オプション（OPT）トークン。オプション・トークンは、ビルド・ツールのプロファイル・ユーティリティでユーザ
によって定義されます。

スクリプトの格納場所

ビルド・ツールには、特定のオペレーティング環境で有効なスクリプトのセットが含まれています。スクリプトをその
まま使用することも、特定のアプリケーション向けにカスタマイズすることもできます。これらのスクリプトは CA Gen
の bt/scripts ディレクトリにあります。

スクリプト名

Windows プラットフォームおよび UNIX/Linux プラットフォーム向けに一連のビルド・スクリプトが用意されています。
これらのスクリプトを以下の表に示します。

スクリプト名 説明 プラットフォーム
build.scr メインのビルド オペレーションの入口点ス

クリプト。該当するビルド・スクリプトを
呼び出します。

Windows

build_ddl.scr DDL導入スクリプト Windows
build_lm_c.src C 言語のモジュール ビルド スクリプト Windows
build_ri_c.scr C 言語の RI ビルド スクリプト Windows
build_lm_cs.scr C# 言語のビルド スクリプト Windows
build_ri_cs.scr C# 言語の参照保全性ビルド スクリプト Windows
build_interfaces_net.scr C# 言語のロード モジュール インター

フェース ビルド スクリプト
Windows

build_lm_java.scr Java 言語のモジュール ビルド スクリプト Windows
build_ri_java.scr Java 言語の RI ビルド スクリプト Windows
build_proxy_com.scr COMプロキシのビルド スクリプト Windows
build_proxy_java.scr Java プロキシのビルド・スクリプト - クラ

シック・スタイル
Windows

build_proxy_java_2.scr Java プロキシのビルド スクリプト Windows
build_proxy_net.scr .NET プロキシのビルド・スクリプト Windows
build_wsd_java.scr Web サービスのビルド・スクリプト Windows
callvsvars.scr VS バージョン設定スクリプト Windows
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deploy.scr メインの配布オペレーションの入口点スク
リプト。該当する配布スクリプトを起動し
ます。

Windows

deploy_ear.scr J2EE コンポーネント ロード モジュール
（Web 生成、EJB）用の、EAR ファイル
デプロイ スクリプト

Windows

deploy_msi_gui.scr GUI コンポーネント用の MSI ファイル・デ
プロイ・スクリプト

Windows

deploy_msi_net.scr .NET コンポーネント用の MSI ファイル・
デプロイ・スクリプト

Windows

deploy_ear_jboss_ejb.scr JBoss、JBoss EAP、および WildFly 用の
Java デプロイ・スクリプト

Windows

deploy_ear_jboss_web.scr JBoss、JBoss EAP、および WildFly 用の
Java デプロイ・スクリプト

Windows

deploy_ear_jboss_wsd.scr JBoss、JBoss EAP、および WildFly 用の
Java デプロイ・スクリプト

Windows

deploy_ear_weblogic_ejb.scr Weblogic 用の Java デプロイ・スクリプト Windows
deploy_ear_weblogic_web.scr Weblogic 用の Java デプロイ・スクリプト Windows
deploy_ear_weblogic_wsd.scr Weblogic 用の Java デプロイ・スクリプト Windows
deploy_ear_websphere_ejb.scr WebSphere 用の Java デプロイ・スクリプ

ト
Windows

deploy_ear_websphere_ejbws.scr WebSphere 用の Java デプロイ・スクリプ
ト

Windows

deploy_ear_websphere_web.scr WebSphere 用の Java デプロイ・スクリプ
ト

Windows

deploy_ear_websphere_wsd.scr WebSphere 用の Java デプロイ・スクリプ
ト

Windows

deploy_msi_additionalfiles.scr 追加のファイル用の MSI ファイル・デプロ
イ・スクリプト

Windows

deploy_msi_bat.scr .net または gui MSI ファイル・デプロイ・
スクリプトを動作させます

Windows

deploy_msi_net_connectionstrings.scr .net ConnectionString 用の MSI ファイル・
デプロイ・スクリプト

Windows

deploy_msi_wix_preamble.scr .net または gui MSI ファイル・デプロイ・
スクリプトを動作させます

Windows

genbits.scr ビット設定スクリプト Windows
genbits_check.scr ビット・チェック・スクリプト Windows
genvers.scr VS バージョン・チェック・スクリプト Windows
test.scr テスト時に使用するスクリプト Windows
qualifyassembly.scr 部分的な名前を、完全な 4 つの部分名に

マッピングする <qualifyassemblies> を含
む C# 言語スクリプト。build_lm_sc.scr と
deploy_msi_net.scr に含まれます。

Windows

build_unix.scr メインのビルド オペレーションの入口点ス
クリプト。該当するビルド・スクリプトを
呼び出します。

UNIX/Linux

build_unix_ddl.scr DDL導入スクリプト UNIX/Linux
build_unix_lm_c.scr C 言語のモジュール ビルド スクリプト UNIX/Linux
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build_unix_ri_c.scr C 言語の RI ビルド スクリプト UNIX/Linux
build_lm_c_nsk_oss.scr C 言語のモジュール ビルド スクリプト NonStop
build_ri_c_nsk_oss.scr C 言語の RI ビルド スクリプト NonStop

トークン

スクリプト内では、次の 3 種類のトークンを参照できます。

• グローバル
この情報は、ビルド プロセスと配布プロセスに共通し、通常はスクリプト自身による処理中に作成される情報を含み
ます。

• 種類別グローバル（Scoped Global）
この情報も共通ですが、より明確となるよういくつかにグループ化（範囲指定）されています。これは通常はロケー
ション情報またはオプション情報です。

• コンテキスト固有
この情報は、通常はFOREACHループ内で参照されます。これは通常、ICM ファイル内からのモジュールに関する
データを反映しています。

個々のスコーピング済みのトークン プレフィックス タイプのコンテンツは次のとおりです。

• LOC
ロケーション トークン。これらのトークンの値は、システム プロファイルで定義され、ユーザのプロファイルによっ
て上書きされます。

• OPT
オプション トークン。これらのトークンの値も、システム プロファイルで定義され、ユーザのプロファイルによって
上書きされます。

コンテキスト固有トークン

ICM ファイルの情報は、GML（汎用マークアップ言語）で記述されます。この言語は、HTML や XML によく似ています
が、構文が異なります。これは階層状の項目やノードを示す方法です。また各ノードには、そのノードを説明するデータ
（属性）を持たせることもできます。

このデータは汎用的かつ階層構造であるため、このデータにアクセスするには特別なトークン構文が必要です。まず
FOREACH ステートメントを使用して、1 つの特定のノードまでスクリプト エンジンを分離する必要があります。

FOREACH ステートメントには、for ループ内の現在のノードを示すトークン変数名を指定できるという特性がありま
す。これを行うには「AS name」節を使用できます。変数名を定義すると、その変数名をトークンで参照できるように
なるので、そのノードの属性を取得できます。たとえば、以下の FOREACH が実行された場合、EXECUNIT の NAME
属性は {data.NAME} とすることができます。

{[FOREACH]} EXECUNIT AS data

入れ子構造の FOREACH ループを使って GML 階層をドリル ダウンできます。

トークン区切り文字

下記の表に、トークン区切り文字についての説明を示します。

説明 開始区切り文字 終了区切り文字
スクリプト トークン区切り文字 { }
スクリプト コメント区切り文字 {* *}
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スクリプト指令区切り文字 {[ ]}
スクリプト行継続文字 {\}

NOTE
注： この追加のトークン種別は、標準トークンだけでは利用できない機能をスクリプトに追加するためにあり
ます。

スクリプトのカスタマイズ

標準の ASCII テキスト・エディタを使って CA Gen スクリプトを変更し、特定の目標システムの要件を満たすことがで
きます。変更には、コンパイラおよびリンカのオプション、ロジックの作成、および新しいオプション・トークンの追加
が含まれます。

スクリプトへのコメントを追加する場合は、1 行または複数行で追加することも、行の最後に追加することもできます。
トークンの間、または継続する構文の後にコメントを入力することは#####。

NOTE
注： 通常、スクリプトの内容を書き換えることはあまりお勧めできません。提供されているスクリプトは、サ
ポートする目標に対してテストされているので、通常の使用にはそのままで十分なはずです。しかし、ユーザ
ごとにニーズが異なっていたり、新しい目標バージョンにとって既存のスクリプトを変更する必要がある場合
もあります。その場合、スクリプトへの変更は、変更結果がもたらす影響を理解しているシステム管理者が行
う必要があります。

スクリプト ステートメント

スクリプト指令（Script Directive）はスクリプト内の処理を制御するステートメントであり、多くの種類があります。
ループ構造を使って、指定したタイプに属するオカレンスの各々に対して特定のアクションを次々と実行できるスクリプ
トもあれば、モジュール トークンを作成したり、比較判断してロジックの流れを制御するスクリプトもあります。オプ
ション トークンの値が見つからない場合は、そのトークンはブランクとなるので、それでもそのスクリプトが正しく機
能することを確認することが重要です。下記は現在サポートされているスクリプト ステートメントです。
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• BLANKLINE
• ERROR
• FOREACH...ENDFOR
• BREAK
• CONTINUE
• IF…ELSEIF…ENDIF
• AND
• CONTAINS
• EQUAL
• EXISTS
• FALSE
• NAND
• NOT_CONTAINS
• NOT_EQUAL
• NOT_EXISTS
• NOR
• OR
• TRUE
• INCLUDE
• OPENFILE…CLOSEFILE
• SET
• VERSION

プロファイル・トークンの説明
ビルド・ツールは、要求仕様にアプリケーションのビルドを適合させるために、キーおよびキーに割り当てられた値で構
成されるトークンの形式で設定を提供します。トークンは、ビルド・スクリプトで使用され、ビルド時に、.MAK ファイ
ルが生成されるときに割り当てられた値で置き換えられます。

定義されたトークン レコード（OPT.DBUSER など）はいずれも、値を編集してカスタマ提供の値（USERID など）を
使用することができます。

NOTE
注： トークン値として環境変数を使用することができます。環境変数への変更は、すべて目標システムに対し
て適切にフォーマットする必要があります。

たとえば、以下の変数は Windows で使用できます。

 %MY_ENVIRONMENT_VARIABLE%
 

以下の変数は UNIX、Linux、および NonStop で使用できます。

 $MY_ENVIRONMENT_VARIABLE
 

環境変数は、トークンが処理される際にビルド ツールによって評価されます。

多くのプロファイル トークンを活用することができます。このセクションでは、プロファイル マネージャでのトークン
のリスト方法に従って、トークンのグループの一覧を示します。追加情報として、特定のアプリケーションの要件に対応
するためのトークンについても説明します。
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トークンの一覧

DBMS

• SYSTEM
• OPTIONS
• TARGET
• C
• Java
• NET
• MSI_DATA

表示されている値はデフォルト値です。かっこ（<および>）で囲まれている値は、当該キーに対して選択できる値を示
します。［プラットフォーム］列の［すべて］は、UNIX、Linux、NonStop、および Windows を表します。

以下の表では、DBMS プロファイル トークンについて説明しています。

ツリーのサブセクション キー 値 プラットフォーム 説明
ORACLE OPT.DBUSER すべて DBUSER は DBA が付

与されたユーザと一致す
る値である必要がありま
す。
例
GRANT
CONNECT,RESOURCE
TO user IDENTIFIED BY
password;
GRANT CREATE
TABLESPACE TO user;
GRANT DROP
TABLESPACE TO user;

OPT.DBPSWD すべて DBPSWD は DBA が付与
されたユーザのパスワー
ドと一致する値である必
要があります。
例
GRANT
CONNECT,RESOURCE
TO user IDENTIFIED BY
password;

OPT.
DBCONNECT

すべて DBCONNECT は、接続
するデータベース名を強
制変更します。
ブランクの場合、モデル
内に格納されたデータ
ベース名が使用されま
す。
LOCAL に設定すると、
接続が DBMS によって定
義される場合は、DBMS
のデフォルトに接続され
ます。

LOC.DBLIB %ORACLE_HOME%\
precomp\lib

Windows データベース ライブラリ
のロケーション。
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OPT.DBLIB ORASQL11.LIB Windows データベース ライブラリ
の名前。

OPT.
DBSQLLIB

Windows データベース SQL ライ
ブラリの名前。通常はブ
ランクです。

LOC.DBPATH %ORACLE_HOME%\bin Windows データベース バイナリの
ロケーション。

LOC.
DBINCLUDE

%ORACLE_HOME%\pre
comp\public;%ORACLE_
HOME%\oci\include

Windows ロケーションを含むデー
タベース。

OPT.DBPCC PROC.EXE Windows データベース プリコンパ
イラの名前。

OPT.
DBPCCFLAGS

SQLCHECK=SYNTAX
MODE=ANSI
IRECLEN=255
ORECLEN=255
LTYPE=NONE
（Windows）
IRECLEN=511
ORECLEN=511
CODE=ANSI_C
LTYPE=NONE
MODE=ANSI DBMS=V7
SQLCHECK=SYNTAX
PARSE=NONE
RELEASE_CURSOR=
NO
HOLD_CURSOR=YES
(UNIX)

すべて データベース C プリコ
ンパイラのフラグ。こ
れは、#####=########
###です。各フラグはス
ペースで区切られます。
このフラグのセットは
必要に応じて追加できま
す。また、既存の値を変
更することもできます。
注： Oracle の場合
は、SQLCHECK の
値が SYNTAX から
SEMANTICS に変更さ
れる場合、データベー
スがリモートであれ
ば、USER=userid/passwd@dbname
を、ローカルの
データベースには
USER=userid/passwd を
追加する必要がありま
す。

DB2 OPT.DBUSER すべて DBUSER は DBA が付
与されたユーザと一致す
る値である必要がありま
す。

OPT.DBPSWD すべて DBPSWD は DBA が付与
されたユーザのパスワー
ドと一致する値である必
要があります。

OPT.
DBCONNECT

すべて DBCONNECT は、接続
するデータベース名を強
制変更します。
ブランクの場合、モデル
内に格納されたデータ
ベース名が使用されま
す。
LOCAL に設定すると、
接続が DBMS によって定
義される場合は、DBMS
のデフォルトに接続され
ます。
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LOC.DBLIB %DB2PATH%\LIB Windows データベース ライブラリ
のロケーション。

OPT.DBLIB DB2API.LIB Windows データベース ライブラリ
の名前。

OPT.
DBSQLLIB

Windows データベース SQL ライ
ブラリの名前。通常はブ
ランクです。

LOC.DBPATH %DB2PATH%\BIN Windows データベース バイナリの
ロケーション。

LOC.
DBINCLUDE

%DB2PATH%\INCLUDE Windows ロケーションを含むデー
タベース。

OPT.DBPCC TIDB2PRP.EXE Windows データベース プリコンパ
イラの名前。

OPT.
DBPCCFLAGS

bindfile datetime iso すべて データベース C プリコン
パイラのフラグ。これは
フラグのセットです。各
フラグはスペースで区切
られます。このフラグの
セットは必要に応じて追
加できます。また、既存
の値を変更することもで
きます。

MSSQL OPT.DBUSER Windows DBUSER は DBA が付
与されたユーザと一致す
る値である必要がありま
す。

OPT.DBPSWD Windows DBPSWD は DBA が付与
されたユーザのパスワー
ドと一致する値である必
要があります。

OPT.
DBCONNECT

Windows DBCONNECT は、接続
するデータベース名を強
制変更します。
ブランクの場合、モデル
内に格納されたデータ
ベース名が使用されま
す。
LOCAL に設定すると、
接続が DBMS によって定
義される場合は、DBMS
のデフォルトに接続され
ます。

ODBC OPT.DBUSER Windows DBUSER は DBA が付
与されたユーザと一致す
る値である必要がありま
す。

OPT.DBPSWD Windows DBPSWD は DBA が付与
されたユーザのパスワー
ドと一致する値である必
要があります。
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OPT.
DBCONNECT

Windows DBCONNECT は、接続
するデータベース名を強
制変更します。
ブランクの場合、モデル
内に格納されたデータ
ベース名が使用されま
す。
LOCAL に設定すると、
接続が DBMS によって定
義される場合は、DBMS
のデフォルトに接続され
ます。

LOC.DBLIB Windows データベース ライブラリ
のロケーション。

OPT.DBLIB ODBC32.LIB Windows データベース ライブラリ
の名前。

OPT.
DBSQLLIB

TIODBC.LIB Windows データベース SQL ライ
ブラリの名前。通常はブ
ランクです。

LOC.DBPATH Windows データベース バイナリの
ロケーション。

LOC.DBINCLUDE Windows ロケーションを含むデー
タベース。

JDBC OPT.DBUSER Windows DBUSER は DBA が付
与されたユーザと一致す
る値である必要がありま
す。

OPT.DBPSWD Windows DBPSWD は DBA が付与
されたユーザのパスワー
ドと一致する値である必
要があります。

OPT.
DBCONNECT

Windows DBCONNECT は、接続
するデータベース名を強
制変更します。
ブランクの場合、モデル
内に格納されたデータ
ベース名が使用されま
す。
LOCAL に設定すると、
接続が DBMS によって定
義される場合は、DBMS
のデフォルトに接続され
ます。

LOC.
JDBCDRIVERS

Windows JDBC ドライバ ディレク
トリのロケーション。

LOC.
JDBCDRIVERSCLASSPATH

Windows JDBC ドライバのロケー
ションを示す際に使用し
たクラス ライブラリ パ
ス。
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以下の表では、SYSTEM プロファイル トークンについて説明します。

キー 値 プラットフォーム 説明
SCRIPTER_
VERSION

2.0 すべて このバージョンのビルド ツール
で使用されるビルド ツール ス
クリプト言語のバージョン。

LOC.IEFH $IEFH (UNIX/Linux) or
%GENxx%gen (Windows)
注：

すべて CA ディレクトリのロケーショ
ン。

LOC.PLATFORM $IEFPLATFORM UNIX/
Linux
NonStop

オペレーティング シス
テムの名前。有効な値
は、HPia64、IEF_AIX、IEF_SOL、
または IEF_LINUX です。

LOC.SCRIPT $IEFH/bt/scripts （UNIX/Linux/N
onStop）または %GENxx%gen
\bt\scripts （Windows）
注：

すべて ビルド スクリプト ファイルを
含むディレクトリ。

OPT.C_SCRIPT_
NAME

build_unix_lm_c.scr UNIX/
Linux/NonStop

C ロード モジュール スクリプ
トのファイル名。

OPT.C_RI_SCRIPT_
NAME

build_unix_ri_c.scr
build_ri_c_nsk_oss.scr （NonStop）

UNIX/ Linux
NonStop

C RI トリガ スクリプトのファ
イル名。

OPT.DB_SCRIPT_
NAME

build_unix_ddl.scr UNIX/
Linux

データベース スクリプトのファ
イル名。

以下の表では、OPTIONS プロファイル トークンについて説明します。

キー 値 プラットフォーム 説明
OPT.DEBUG NO <YES/NO> すべて これを YES に設定すると、ア

プリケーションがデバッグ モー
ドで生成されます。

OPT.HAS_SQL NO <YES/NO> Windows このトークンは、生成時に選択
された DBMS が、生成コード
に埋め込み SQL ステートメン
トが含まれるかどうかに関係な
く、ブロックモード ロード モ
ジュールまたはサーバ ロード
モジュールに強制的にリンクさ
れるようにするために使用され
ます。

OPT.CBDLIST すべて コンポーネントを使用するた
め、このトークンを、現在の
ロード モジュールまたはオペ
レーション ライブラリのリンク
に含まれるオペレーション ライ
ブラリのリストが含まれた完全
修飾ファイル名に設定してくだ
さい。

OPT.INSTALL_
TRANCODES

YES <YES/NO> すべて ビルド中に生成された AEENV
ファイルにトランザクション
コードを追加する際に使用され
るトークン。
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OPT.IEFC すべて このトークンは、追加のコンパ
イラおよび最適化フラグを提供
するために使用されます。

OPT.IEFLINK すべて このトークンは、追加のリンカ
フラグを提供するために使用さ
れます。

OPT.CMD_FORM NO (UNIX), YES (Windows)
<YES/NO>

すべて このトークンは、ビルドするア
プリケーションのタイプ、およ
び実行可能ファイルを配置する
場所を指定します。
Windows の場合：
「YES」に設定すると、アプリ
ケーションはコンソール アプリ
ケーションとしてビルドされ、
すべての実行可能ファイル、
およびトリガ DLL は、モデル
の \c ディレクトリ内に残され
ます。サーバ、またはブロック
モード対話型アプリケーション
としてビルドする場合は、この
値を「NO」に設定します。こ
れにより、すべてのビルドされ
た実行可能ファイルおよびトリ
ガ DLL は、モデルの \c\inqload
ディレクトリ内に移動されま
す。
UNIX および Linux の場合
「YES」に設定すると、アプリ
ケーションはコンソール アプリ
ケーションとしてビルドされ、
すべての実行可能ファイル、お
よびトリガ共有ライブラリは、
モデルの \bin サブディレクトリ
内に移動されます。サーバ、ま
たはブロックモード対話型アプ
リケーションとしてビルドする
場合は、この値を「NO」に設
定します。これにより、すべて
のビルドされた実行可能ファイ
ルおよびトリガ共有ライブラリ
は、モデルの \inqload サブディ
レクトリ内に移動されます。
注： このトークンは GUI アプ
リケーションでは使用できませ
ん。

OPT.VSVERSION VS140 Windows 生成されたアプリケーションを
構築するために使用する Visual
Studio バージョンを表します。
この値は、Visual Studio 共通
ツール（VS***COMNTOOLS）
の検索に使用される環境変数の
プレフィックスと一致する必要
があります。

OPT.BITS 32
<32/ 64>

Windows アプリケーションを構築すると
きに使用されるコンパイラ・ビ
ット設定を表します。

 1547



 CA Gen - 86JP - Japanese - Japan

OPT.LIBTYPE SHARED <SHARED/
ARCHIVE>

UNIX/
Linux

アプリケーションはリンク時
に、CA Runtime 共有ライブラ
リ、または CA Runtime アーカ
イブ ライブラリ（静的）のい
ずれかを使用します。このトー
クンは、アプリケーションにリ
ンクするスタイルをどちらにす
るかどうかを決定する際に使用
されます。また、このトークン
は、共有またはアーカイブのど
ちらの RI トリガ ライブラリを
ビルドするかどうかを決定する
際にも影響します。

OPT.COMPRESS_
STATICCONTENT

YES <YES/NO> Windows 静的コンテンツがブラウザから
リクエストされる場合、ランタ
イムはアプリケーション サー
バに対してファイルの.gz バー
ジョンをリクエストします。
このコンテンツはブラウザにス
トリーミングされ、ブラウザに
よって自動的に解凍されます。

OPT.COMPRESS_
DYNAMICCONTENT

YES <YES/NO> Windows 実行時に生成されたコンテンツ
は、すべて GZIP 圧縮アルゴリ
ズムを使用して圧縮されます。
このコンテンツはブラウザにス
トリーミングされ、ブラウザに
よって自動的に解凍されます。

OPT.INCREMENT_VERSION YES <YES/NO> Windows アプリケーションを構築すると
きは、各ビルドごとにバージョ
ン番号（application.h で最初に
設定できる）がインクリメント
されます。この機能は、この
トークンを「NO」に設定する
ことで回避できます。

以下の表では、TARGET プロファイル トークンについて説明しています。

キー 値 プラットフォーム 説明
LOC.INSTALL model_directory UNIX/

Linux
アプリケーション モジュール
を格納するディレクトリ。この
ディレクトリは、末尾に区切り
文字を含める必要があります。

LOC.MAKE_DRIVE model_drive Windows モデル ディレクトリを含むドラ
イブ。

LOC.MAKE_DIR model_directory Windows MAKE ファイルが格納され、
ビルドが実行されるディレクト
リ。このディレクトリは、末尾
に区切り文字を含める必要があ
ります。

LOC.MAKE_
OUTPUT

すべて モデルのビルド出力ファイルが
格納されるディレクトリ。この
ディレクトリは、末尾に区切り
文字を含める必要があります。
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LOC.CODE_SRC model_directory すべて モデルのソース・ファイルとリ
モート・ファイルが格納される
ディレクトリ。このディレクト
リは、末尾に区切り文字を含め
る必要があります。

LOC.CODE_EXE model_directory すべて モデルの実行ファイルを作成す
る必要のあるディレクトリ。こ
のディレクトリは、末尾に区切
り文字を含める必要があります
。

LOC.CODE_OBJ model_directory すべて モデルのオブジェクト ファイ
ルが格納されるディレクトリ。
このディレクトリは、末尾に区
切り文字を含める必要がありま
す。

LOC.CODE_LIB model_directory すべて モデルのライブラリを格納する
必要があるディレクトリ。この
ディレクトリは、末尾に区切り
文字を含める必要があります。

LOC.DDL model_directory すべて モデルのデータベース ファイ
ルが格納されるディレクトリ。
このディレクトリは、末尾に区
切り文字を含める必要がありま
す。

LOC.RI_TRIG_SRC model_directory すべて モデルの RI トリガ ソース ファ
イルが格納されるディレクト
リ。このディレクトリは、末尾
に区切り文字を含める必要があ
ります。

LOC.RI_TRIG_LIB model_directory すべて モデルの RI トリガ・ライブラ
リを格納する必要があるディレ
クトリ。このディレクトリは、
末尾に区切り文字を含める必要
があります。

LOC.RI_TRIG_OBJ model_directory すべて モデルの RI トリガ オブジェク
ト ファイルが格納されるディレ
クトリ。このディレクトリは、
末尾に区切り文字を含める必要
があります。

LOC.PROD_SRC model_directory UNIX/
Linux/NonStop

本番稼働用モデルのソース ファ
イルが格納されるディレクト
リ。このディレクトリは、末尾
に区切り文字を含める必要があ
ります。

LOC.PROD_OBJ model_directory UNIX/
Linux/NonStop

本番稼働用モデルのオブジェク
ト ファイルが格納されるディレ
クトリ。このディレクトリは、
末尾に区切り文字を含める必要
があります。
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LOC.OPLIB model_directory すべて コンポーネント コンシュームに
ついては、リンクされている現
在のロード モジュールまたは
オペレーション ライブラリに、
リンクされる必要があるすべて
のオペレーション ライブラリが
格納されるロケーションです。
ロード モジュールと同じディ
レクトリがデフォルトになりま
す。このディレクトリは、末尾
に区切り文字を含める必要があ
ります。

以下の表では C プロファイル トークンについて説明しています。

キー 値 プラットフォーム 説明
OPT.TYPELIBGUID {0C8F36F1-848E-11CE-9C08-02608

CDA5EE3}
Windows Windows アプリケーション ラ

イブラリ用の GUID。

OPT.BUILD_AB NO <YES/NO> Windows 「YES」に設定すると、ビルド
プロセスは {LoadModule}.DLL
からすべてのアクショ
ン ブロックを切り離し、
{LoadModule}.DLL にリンクさ
れる A_{LoadModule}.DLL を作
成します。{LoadModule}.DLL
のサイズが問題である場合は、
ロード モジュールのサイズを縮
小するためにこのオプションを
「YES」に設定できます。
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OPT.BUILD_SRC NO <YES/NO> Windows GUI アプリケーション
は、NONE を選択した DBMS
を含む DBMS 固有のスタート
アップ スタブを必要とします。
このトークンを「YES」に設
定すると、ビルド プロセスで
DBMS 固有のスタブ ソースが
ビルド ディレクトリにコピー
され、スタブがプリコンパイル
およびコンパイルされて、リン
クされます。「YES」に設定し
ない場合は、DBMS 固有のス
タブ実行可能ファイルは、ビル
ド ディレクトリにコピーされ、
{LoadModule}.EXE という名前
に変更されるだけです。また、
生成されたウィンドウ マネー
ジャ リソース ファイルは、ア
プリケーション アイコン付きの
実行可能ファイルを提供するた
め、{LoadModule}.EXE にバイ
ンドされます。
注： OPT.DEBUG と
OPT.BUILD_SRC を「YES」に
設定した場合は、ビルドされた
スタブをデバッグできません。
これは、配布される GUI ラン
タイムがデバッグ不可であるた
めです。デバッグ スタブを非デ
バッグ ランタイム ライブラリ
と混在させると、ランタイム ク
ラッシュが発生します。

OPT.HTMLHELPCOMPILER HHC Windows .NET アプリケーションのビル
ドに使用されるヘルプ コンパイ
ラの名前。

LOC.IEF_BITMAP %IEF_BITMAP% Windows アプリケーション用のビット
マップ ファイルを含むディレ
クトリ。設定しない場合は、..
\bitmap サブディレクトリが存
在するかどうかが確認されま
す。それ以外の場合は、モデル
のソース ディレクトリが使用さ
れます。

LOC.MQSLIB C:\Program Files\IBM\
WebSphere MQ\Tools\Lib

Windows Websphere MQ ライブラリのロ
ケーション。
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LOC.EXTERNAL_
LIB

すべて このトークンは、アプリケー
ションにリンクされる 1 つ以上
の完全修飾外部ライブラリを指
定します。
Windows の場合：
スペースを含むパス名を使用す
るか、複数の外部ライブラリへ
リンクするときは、各ライブラ
リを引用し、ライブラリ名を 1
つのスペースで区切る必要があ
ります。また、一連のライブラ
リ内に extrnc.lib を含めること
はできません。ビルド・ツール
は、自動的に以下のロケーショ
ンで extrnc.lib を検索します。
{LOC.CODE_SRC}..\..\extrn
{LOC.CODE_SRC}extrn
{LOC.CODE_LIB}extrn
{LOC.MAKE_DIR}extrn
UNIX および Linux の場合
複数の外部ライブラリへリン
クするとき、ライブラリ名をス
ペース 1 つで区切る必要があり
ます。また、このライブラリの
セットには extrnc.a を含むこと
はできません。ビルド・ツール
は、自動的に以下のロケーショ
ンで extrnc.a を検索します。
{LOC.CODE_SRC}../../extrn
{LOC.CODE_SRC}extrn
{LOC.CODE_LIB}extrn
{LOC.MAKE_DIR}extrn

OPT.APPMANIFEST EMBEDDED <EMBEDDED/
EXTERNAL>

Windows アプリケーションは、埋め込み
マニフェスト、または外部マニ
フェストのいずれかを使用しま
す。このトークンは、アプリケ
ーションのマニフェストのロケ
ーションを決定する場合に使用
されます。

OPT.REGISTERAPP NO <YES/NO> Windows Windows 7 では、生成されたア
プリケーションを登録するため
に REGEDIT.EXE を実行するに
は、昇格された特権が必要で、
認証処理でビルド処理が中断さ
れます。このトークンはビルド
処理中に REGEDIT.EXE を実行
するべきかどうかを決定するた
めに使用されます。

以下の表では、JAVA プロファイル トークンについて説明しています。

キー 値 プラットフォーム 説明
LOC.IEFJREDIR %GENxxJRE%

注：
Windows Java ランタイムのロケーショ

ン。
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LOC.JDK_HOME Windows Java Development Kit のロケー
ション。

LOC.JAVAEE
_HOME

Windows Java Enterprise Edition
Development Kit のロケーショ
ン。

OPT.
USECLASSPATH

NO <YES/NO> Windows トークンは、現在のビルド
用のローカル クラスパスに
%CLASSPATH% を追加すべき
かどうかを決定するために使用
されます。

OPT.JAVAFLAGS -Xmx256m Windows このトークンには、Java コンパ
イル フラグが含まれます。

以下の表では、NET プロファイル トークンについて説明します。

キー 値 プラットフォーム 説明
LOC.NET_
EXTERNAL_
LIB_
DIRECTORIES

Windows このトークンは、.NET アプリ
ケーションのコンパイルまた
はリンク中に使用される追加の
ディレクトリを指定します。外
部アセンブリ/モジュールのロ
ケーションもここで指定できま
す。外部オペレーション ライブ
ラリ アセンブリのロケーション
はここで指定する#######。
複数のディレクトリで使用する
場合は、ディレクトリをセミコ
ロンで区切ります。以下に例を
示します。
c:\user1;c:\user2

LOC.NET_
EXTERNAL_
ASSEMBLIES

Windows このトークンは、.NET に生
成されたアセンブリで参照
される、外部アセンブリを指
定します。アセンブリ名は、
完全修飾名でもアセンブリ
名のみでも指定できます。ア
センブリ名のみを指定する場
合、LOC.NET_EXTERNAL_LIB_DIRECTORIES
トークンは外部アセンブリのロ
ケーションを示すように設定さ
れる必要があります。
複数の外部アセンブリ名を使用
する場合は、アセンブリ名をセ
ミコロンで区切ります。以下に
例を示します。
extern1.dll;c:\user\extern2.dll
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LOC.NET_
EXTERNAL_
MODULES

Windows このトークンは、.NET に生
成されたアセンブリに追加
される、外部モジュールを指
定します。モジュール名は、
完全修飾名でもモジュール
名のみでも指定できます。モ
ジュール名のみを指定する場
合、LOC.NET_EXTERNAL_LIB_DIRECTORIES
トークンは外部モジュールのロ
ケーションを示すように設定さ
れる必要があります。
複数の外部モジュール名を使用
する場合は、モジュール名をセ
ミコロンで区切ります。以下に
例を示します。
c:\user\extern1.netmodule;c:
\user\extern2.netmodule

以下の表では、MSI_DATA プロファイル トークンについて説明しています。

キー 値 プラットフォーム 説明
OPT.DEFAULTRUNTIMEDIR Windows MSI パッケージ内に含まれる

ランタイム ライブラリをイン
ストールするディレクトリ。デ
フォルトでは、ロード モジュー
ルと同じディレクトリにランタ
イム ライブラリがインストール
されます。ランタイム ライブラ
リがすでにインストールされて
いる場合は、インストール時に
他の処理に優先して実行されま
す。

OPT.PRODUCTLANGUAGE 1033 Windows デプロイ用のデフォルト言語。
OPT.READMEFILE Windows デプロイ用のオプション

Readme ファイル（RTF 形式）
の完全修飾パス。

OPT.EULAFILE Windows デプロイ用のオプション エンド
ユーザ ライセンス契約書（RTF
形式）の完全修飾パス。

OPT.PRODUCTICONFILE Windows ［プログラムの追加と削除］に
表示される製品アイコン ファイ
ルの完全修飾パス。

OPT.SPLASHBITMAPFILE Windows デプロイ用のメイン スプラッ
シュ ビットマップ（480 x 320
ピクセル、BMP 形式）の完全修
飾パス。

OPT.BANNERBITMAPFILE Windows デプロイ用の各ダイアログ ボッ
クスの上部に表示されるバナー
（493 x 58 ピクセル、BMP 形
式）の完全修飾パス。
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OPT.DIALOGBITMAPFILE Windows デプロイ用の［ウェルカム］ダ
イアログ ボックスおよび［導入
完了］ダイアログ ボックスの
背景に使用されるビットマップ
（493 x 312 ピクセル、BMP 形
式）の完全修飾パス。

OPT.COPYRIGHTWARNING Windows デプロイ用の［ウェルカム］ダ
イアログ ボックスで表示される
著作権警告メッセージのテキス
ト。

OPT.WELCOMETEXT Windows デプロイ用の［ウェルカム］ダ
イアログ ボックスで表示される
ウェルカム メッセージのテキス
ト。

OPT.UPDATETEXT Windows デプロイ用の［終了］ダイアロ
グ ボックスで表示されるテキス
ト。

OPT.SUPPORTURL Windows ［プログラムの追加と削除］ダ
イアログ ボックスのサポート情
報ポップアップ ウィンドウで表
示されるサポート URL。

OPT.SUPPORTPHONE Windows ［プログラムの追加と削除］ダ
イアログ ボックスのサポート情
報ポップアップ ウィンドウで表
示されるサポートの電話番号。

OPT.MANUFACTUREURL Windows ［プログラムの追加と削除］ダ
イアログ ボックスのサポート情
報ポップアップ ウィンドウで表
示される製造元の URL。

OPT.
PRODUCTDESCRIPTION

Windows ［プログラムの追加と削除］ダ
イアログ ボックスのサポート情
報ポップアップ ウィンドウで
表示されるデプロイされたアプ
リケーションのテキスト記述説
明。

OPT.PRODUCTCODEPAGE Windows デプロイ用のデフォルト コード
ページ。

以下の表では、NonStop プロファイル・トークンについて説明します。

OPT.NS_TCP_AUTORESTART 2 PATHMON プロセスが TCP の再起動を試
行する回数。有効な値は 0 ～ 32,767 で
す。

OPT.NS_TCP_CHECKDIRECTORY OFF <ON/OFF> SCREEN COBOL CALL ステートメントを
実行するときに、呼び出されたプログラ
ムの最新バージョンの SCREEN COBOL
TCLPROG ディレクトリ・ファイル（たと
えば、POBJDIR）を TCP で検査するかど
うかを指定します。
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OPT.NS_TCP_CPUS TCP が動作するプライマリおよびバック
アップのプロセッサ。  バックアップ・プ
ロセスを作成するには、TCP NONSTOP
を 1 に設定する必要があります。  値は、
プライマリ:バックアップとしてフォーマッ
トされます。

OPT.NS_TCP_GUARDIAN_LIB デフォルト
（$SYSTEM.SYSTEM.PATHTCPL）を使
用しない場合の TCP ライブラリ。

OPT.NS_TCP_HOMETERM TCP デバッグ情報を受信する端末の名前。
OPT.NS_TCP_INSPECT OFF <ON/OFF> 検査プログラムを使用して、TCP によっ

て制御される端末上で実行されている
SCREEN COBOL プログラムを検査できる
かどうかを指定します。

OPT.NS_TCP_MAXINPUTMSGLEN 133 TCP が受け入れる任意の未承諾メッセー
ジの最大長（バイト単位）。  有効な値は
0 ～ 6000 です。

OPT.NS_TCP_MAXINPUTMSGS 0 すべてのリクエスタに対して TCP が一度
にキューに入れる未承諾メッセージの最大
数。有効な値は 0 ～ 2045 です。

OPT.NS_TCP_MAXPATHWAYS 2 TCP が一度に通信できる外部 PATHMON
プロセスの最大数。有効な値は
0 ～ 4095 です。

OPT.NS_TCP_MAXREPLY 32000 送信 SEND メッセージまたはサーバ応答
メッセージに許可される最大バイト数。有
効な値は 0 ～ 4095 です。

OPT.NS_TCP_MAXTERMDATA 32000 各端末のコンテキスト・データに
TCP が割り当てるバイト数。有効な値
は 2804 ～ 2,147,483,647 です。

OPT.NS_TCP_MAXTERMS 2 TCP が同時に開くことができる端末の最大
数。有効な値は 0 ～ 4095 です。

OPT.NS_TCP_NONSTOP 0 <0/1> TCP がバックアップ・プロセスで実行さ
れ、通常のチェックポイント操作を実行す
るかどうかを指定します。

OPT.NS_TCP_PRIORITY 50 TCP が実行される優先順位を指定します。
  有効な値は 1 ～ 199 です。

OPT.NS_TCP_PROGRAM_NAME $SYSTEM.SYSTEM.PATHTCP2 TCP オブジェクト・ファイル名を指定しま
す。

OPT.NS_TCP_SERVERPOOL 20000 TCP が I/O 要求に割り当てて、SCREEN
COBOL プログラムとサーバ・プロセ
スの間で応答するバイト数。有効な値
は 10,000 ～ 30,000 です。

OPT.NS_TCP_SWAP TCP 拡張データ・セグメントのメモリ・ス
ワップのために、以前に OS によって作成
および管理されていた一時ファイルのディ
スク・ボリューム名を指定します。

OPT.NS_TCP_TERMBUF 1012 TCP が端末出力バッファ用に TERMPOOL
領域から割り当てる最大バイト数。有効な
値は 256 ～ 4095 です。

OPT.NS_TCP_TERMPOOL 10000 TCP がすべての端末 I/O バッファのデータ
領域に割り当てるバイト数。
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LOC.NS_PATHWAY_GEN_INSTALL CA Gen インストールの Guardian ロケー
ション（$volume.subvolume）。

OPT.NS_PATHWAY_MAXASSIGNS 20 Pathway 環境のすべてのサーバ・クラスで
指定できる ASSIGN 定義の最大数。有効な
値は 0 ～ 8191 です。

OPT.NS_PATHWAY_MAXDEFINES
式： この値は、ロード・モジュール *
10 の数に設定する必要があります。

30 Pathway 環境内のすべてのサーバ・クラス
に対して指定できる DEFINE 定義の最大
数。有効な値は 0 ～ 4095 です。

OPT.NS_PATHWAY_MAXLINKMONS 5 同時に PATHMON プロセスと通信できる
LINKMON プロセスの最大数。有効な値
は 0 ～ 255 です。

OPT.NS_PATHWAY_MAXPARAMS
式： この値は、ロード・モジュール *
10 の数に設定する必要があります。

30 特定の Pathway 環境のすべてのサーバ・ク
ラスで指定できる PARAM メッセージの最
大数。有効な値は 0 ～ 4095 です。

OPT.NS_PATHWAY_MAXPATHCOMS 5 Pathway 内で同時に実行できる PATHCOM
プロセスの最大数。有効な値は 1 ～ 100 で
す。

OPT.NS_PATHWAY_MAXPROGRAMS 2 PATHMON 構成ファイルに追加できる
PROGRAM の説明の最大数。有効な値は
0 ～ 4095 です。

OPT.NS_PATHWAY_MAXSERVERCLASSES
式： この値は、ロード・モジュール + 5 の
数に設定する必要があります。

8 PATHMON 構成ファイルに追加できるサー
バ・クラスの説明の最大数。有効な値は
0 ～ 4095 です。

OPT.NS_PATHWAY_MAXSERVERPROCESSES
式： この値は、（ロード・モジュー
ルの数 * サーバの数） + 10 に設定す
る必要があります。  サーバの数は
OPT.NS_SERVER_MAXSERVERS です。

16 SET SERVER コマンドの MAXSERVERS
オプションを使用してすべてのサーバ・ク
ラスに対して定義できるサーバ・プロセス
の最大数。有効な値は 0 ～ 4095 です。

OPT.NS_PATHWAY_MAXSTARTUPS
式： この値は、ロード・モジュール *
10 の数に設定する必要があります。

30 STARTUP メッセージを持つことができ
るサーバ・クラスの最大数。有効な値は
0 ～ 4095 です。

OPT.NS_PATHWAY_MAXTCPS 1 PATHMON 構成ファイルに追加できる
TCP オブジェクトの最大数。有効な値は
0 ～ 800 です。

OPT.NS_PATHWAY_MAXTERMS 2 PATHMON 構成ファイルに追加できる
TERM オブジェクトの最大数。有効な値は
0 ～ 4095 です。

OPT.NS_PATHWAY_NAME Pathway 名
OPT.NS_PATHWAY_SECURITY N PATHMON 環境のセキュリティ。値

は、Guardian セキュリティ値と同じです
（A、G、O、-、N、C、U）。

OPT.NS_SERVER_AUTORESTART 1 PATHMON プロセスが異常終了後、10 分
間隔以内にサーバ・プロセスを再起動しよ
うとする回数。有効な値は 0 ～ 32,767 で
す。

OPT.NS_SERVER_CPUS このサーバ・クラス内のサーバ・プロセス
が実行されるプロセッサのリスト。
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OPT.NS_SERVER_CREATEDELAY 20 リンク・マネージャが、サーバ・クラ
スを制御する PATHMON プロセスから
新しいリンクを要求する前に、サーバ・
クラスに対して確立されたリンクを使
用するのを待機する最大時間。有効な値
は 0 ～ 16,383 （秒）です。

OPT.NS_SERVER_DEBUG OFF <ON/OFF> 起動するときに、このサーバ・クラス内の
サーバ・プロセスがデバッグ・モードに入
るかどうかを指定します。

OPT.NS_SERVER_DELETEDELAY 10 リンク・マネージャが動的サーバへのリン
クを自動的に返すまでに、リンク・マネー
ジャとサーバ・クラス内の動的サーバ・プ
ロセスとの間のリンクがアイドル状態のま
まとなる最大時間。有効な値は 0 ～ 1092 
（分）です。

OPT.NS_SERVER_HOMETERM $ZHOME このサーバ・クラス内のサーバのホーム端
末の名前。

OPT.NS_SERVER_LINKDEPTH 10 1 つのリンク・マネージャがサーバ・クラ
ス内の個々のサーバ・プロセスに対して持
つことができるリンクの最大数。サーバ・
リンクの深さ。有効な値は 0 ～ 4095 で
す。

OPT.NS_SERVER_MAXLINKS 100 LINKMON プロセスなど、すべてのリン
ク・マネージャからの個々のサーバ・プ
ロセスへの最大リンク数。有効な値は
0 ～ 4095 です。

OPT.NS_SERVER_MAXSERVERS 2 同時に実行できるサーバ・クラス内の
サーバ・プロセスの最大数。有効な値は
0 ～ 4095 です。

OPT.NS_SERVER_NUMSTATIC 1 このサーバ・クラス内の静的なサーバの最
大数。有効な値は 0 ～ 4095 です。

OPT.NS_SERVER_OUT $0 スタートアップ・メッセージ内の
OUT ファイルの名前を指定します。

OPT.NS_SERVER_PRI 150 このサーバ・クラスのサーバが実行される
優先度。有効な値は 1 ～ 199 です。

OPT.NS_SERVER_SECURITY N OWNER 属性に関連して、Pathsend
リクエスタからサーバ・クラスにアク
セスできるユーザを指定します。値
は、Guardian ファイル・セキュリティ属性
と同じです（A、G、O、-、N、C、U）。

OPT.NS_SERVER_SHORT_MODEL_NAM
E

サーバ・ターゲット・サブボリューム

LOC.NS_SERVER_TARGET_VOLUME サーバ・ターゲット・ボリューム
OPT.NS_SERVER_TMF ON <ON/OFF> このサーバ・クラス内のサーバが TMF サ

ブシステムによって監査されるデータ・
ファイルをロックおよび更新できるかどう
かを指定します。

OPT.NS_SERVER_TMTSERVER_IN $ZHOME TMT-SERVER に渡される入力ファイルの
名前。

OPT.NS_SERVER_TMTSERVER_OUT $0 TMT-SERVER のスタートアップ・メッ
セージ内の OUT ファイルの名前。

OPT.MODULE_CATALOG SQL/MX モジュール・カタログ名
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OPT.MODULE_SCHEMA SQL/MX モジュール・スキーマ名
OPT.MODULE_LOCATION moduleLocal SQL/MX モジュールの場所

データベース固有のトークン
ほとんどのアプリケーションはデータベースを必要とします。以下のトークンは、アプリケーションで使用する DBMS
をサポートします。

• OPT.DBUSER
• OPT.DBPSWD
• OPT.DBCONNECT
• LOC.DBLIB
• LOC.DBPATH
• LOC.DBINCLUDE
• OPT.DBLIB
• OPT.DBSQLLIB
• OPT.DBPCC
• OPT.DBPCCFLAGS

ほとんどの場合、トークン OPT.DBUSER、OPT.DBPSWD、および OPT.DBCONNECT は、実行中のデータベース・イ
ンスタンスに接続し、ログオンするように設定する必要があります。これらのトークンにはデフォルト値がないため、こ
れらの値を設定し、後で使用できるようにプロファイルを保存しておくことをお勧めします。OPT.DBCONNECT は、ほ
とんどの場合、データベースの ICM ファイル内にある生成済みの DBNAME を使用して設定されます。

• Windows システムのみ
OPT.DBCONNECT を LOCAL に設定すると、接続にデータベース名が使用されません。この場合は、デフォルトの
接続先ロケーションでユーザのローカル環境が設定されることになります。デフォルトのロケーションを示す方法
は、DBMS によって異なります。

• UNIX および Linux システムの場合
OPT.DBUSER、OPT.DBPSWD、OPT.DBCONNECT、および OPT.DBPCCFLAGS のみが使用されます。データ
ベースのライブラリ パスとバイナリ パスはシステム管理者によって設定されます。このため、残りの LOC トーク
ンと OPT トークンは UNIX のビルド スクリプトでは使用されません（UNIX ユーザは、代わりに環境変数 PATH と
LIBPATH、SHLIB_PATH、または LD_LIBRARY_PATH を使用します。Linux ユーザは LD_LIBRARY_PATH を代わり
に使用します。）
トークン OPT.DBPCCFLAGS（C 言語）には、個々のデータベースのデフォルト プリコンパイラ フラグのセットが
含まれています。これらのフラグは、変更、追加、または削除できます。

Windows システムの場合は、DBLIB、DBPATH、および DBINCLUDE を表す LOC トークンを、使用する DBMS ごと
に設定する必要があります。これらのトークンは、データベースのバイナリ、ライブラリ、および組み込みファイルの
ロケーションを表します。DBLIB、DBSQLLIB、および DBPCC を表す OPT トークンは、データベース・ライブラリ、
データベース SQL ライブラリ、およびデータベース・プリコンパイラに適宜設定されます。

JDBC を使用して DDL をインストールする場合、DBCONNECT 文字列は JDBC ドライバのデー
タ・ソース名にする必要があります（つまり、DB2 の場合は「jdbc:db2:mydb」、Oracle の場合は
「jdbc:oracle:thin:@myhost:1521:mydb」）。

DataSource オブジェクトと EJB を使用する Web 生成の場合、DBCONNECT 文字列は、アプリケーション・サー
バで定義されたリソース・アダプタのデータ・ソース名にする必要があります（つまり、J2EE の場合は「java:jdbc/
MYDB」）。

インストール固有のトークン
以下に示すインストール固有のトークンは、ビルド・ツールのインストールおよび関連するランタイムに基づいて設定さ
れます。
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• LOC.IEFH
• LOC.PLATFORM

トークン LOC.IEFH のデフォルトは、CA Gen ランタイムが現在インストールされているロケーションです。このトー
クンは、ビルド処理中にインストールされているファイルを参照するのに使用されます。トークン LOC.PLATFORM は
UNIX、Linux、および NonStop のみで使用されます。このトークンは、ビルド・ツールがどの UNIX または Linux シス
テム（UNIX では HPUX、AIX、Solaris、Linux では SuSE と Redhat、および NonStop）で稼働しているのかを判断する
のに使用されます。

スクリプト名固有のトークン
ビルド スクリプトは、別のロケーションに指定することができます。これにより、ユーザはこれらのスクリプトのコ
ピーを独自に持つことができます。以下のトークンは、スクリプト名に固有のトークンです。

• LOC.SCRIPT
• OPT.C_SCRIPT_NAME
• OPT.C_RI_SCRIPT_NAME
• OPT.DB_SCRIPT_NAME

LOC.SCRIPT のデフォルトは、Windows、UNIX および Linux のいずれの導入環境でも、ビルド ツール スクリプトの現
行ロケーションです。残りのトークンは UNIX および Linux システム専用で、ビルド スクリプトの名前を変更するため
に使用されます。Windows システムではこれらのトークンを提供していません。これは、Windows システムでのビルド
スクリプトの数が、UNIX および Linux システムにおけるスクリプト数を大幅に上回っているためです。Windows ビル
ド・スクリプトのリストについては、「ビルド・スクリプト」を参照してください。

オプション・トークン
ほとんどのビルドでは、オプションのトークンの変更は必要ありません。標準のデフォルト値は、この種類のトークンが
変更されたときに上書きされます。予期しない事態が発生しないように、必要な場合以外はオプション・トークンを変更
しないでください。以下のオプション・トークンが使用可能です。

• OPT.CMD_FORM
• OPT.INSTALL_TRANCODES
• OPT.CBDLIST
• OPT.VSVERSION
• OPT.BITS
• OPT.LIBTYPE
• OPT.DEBUG
• OPT.HAS_SQL
• OPT.IEFC
• OPT.IEFLINK
• OPT.COMPRESS_STATICCONTENT
• OPT.COMPRESS_DYNAMICCONTENT

以下の情報がオプション トークンに適用されます。

• OPT.CMD_FORM
このトークンは、ビルドするアプリケーションのタイプ、および実行可能ファイルを配置する場所を指定します。
– Windows システムの場合
このトークンを YES に設定すると、Blockmode アプリケーションはコンソール・アプリケーションとして構築さ
れ、すべての実行可能ファイルとトリガ dll をモデルの \c ディレクトリに残したままにします。サーバ、またはブ
ロックモード トランザクション アプリケーションとしてビルドする場合は、このトークンを「NO」に設定しま
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す。これにより、すべてのビルドされた実行可能ファイルおよびトリガ DLL は、モデルの \c\inqload ディレクトリ
内に移動されます。

– UNIX および Linux システムの場合
このトークンを YES に設定すると、Blockmode アプリケーションはコンソール・アプリケーションとして構築さ
れ、すべての実行可能ファイルとトリガ共有ライブラリをモデルの /bin ディレクトリに移動します。サーバ、ま
たはブロックモード トランザクション アプリケーションとしてビルドする場合は、このトークンを「NO」に設定
します。これにより、すべてのビルドされた実行可能ファイルおよびトリガ共有ライブラリは、モデルの \inqload
ディレクトリ内に移動されます。

このトークンは GUI アプリケーションには適用できません。
• OPT.CBDLIST
このトークンは、他のコンポーネントまたはロード モジュールのリンク時に使用するコンポーネント ライブラリのリ
ストを含んだテキスト ファイルの名前を識別するために使用されます。
– Windows システムの場合
スペースを含むパス名を使用する場合は、各ファイル名を引用符で囲む必要があります。

• OPT.HAS_SQL
このトークンは、生成時に選択された DBMS が、生成コードに埋め込み SQL ステートメントが含まれるかどうかに
関係なく、ブロック モード ロード モジュールまたはサーバ ロード モジュールに強制的にリンクされるようにするた
めに使用されます。

• OPT.BITS
Visual Studio 2015 のコンパイラ・サポートにより、カスタマは 32 ビットと 64 ビットの両方のブロックモードおよ
びサーバ・アプリケーションを作成できます。このトークンは、コンパイラのビット設定と、どの CA Gen ライブラ
リ（ビット単位）が構築中のアプリケーションにリンクされるかを制御します。

ロケーション・トークン
オプションのトークンと同様、ほとんどのビルドでロケーション・トークンの変更は必要ありません。標準のデフォルト
値は、この種類のトークンが変更されたときに上書きされます。変更された目標（ロケーション）トークンは、末尾に区
切り文字（円記号）を付けて終了する必要があります。この区切り文字を付けないと、ファイルが正しくないディレクト
リに格納されます。以下のロケーション・トークンが使用可能です。

• LOC.INSTALL
• LOC.MAKE_DRIVE
• LOC.MAKE_DIR
• LOC.MAKE_OUTPUT
• LOC.CODE_SRC
• LOC.CODE_EXE
• LOC.CODE_OBJ
• LOC.CODE_LIB
• LOC.DDL
• LOC.RI_TRIG_SRC
• LOC.RI_TRIG_LIB
• LOC.RI_TRIG_OBJ
• LOC.PROD_SRC
• LOC.PROD_OBJ
• LOC.OPLIB

デフォルトでは、LOC.MAKE_DRIVEおよびLOC.OPLIBを除くすべてのトークンが、現行モデル・ディレクトリに設定さ
れます。LOC.MAKE_DRIVE のデフォルトは現行モデル : ドライブで、LOC.OPLIB はブランクのままです（また、現行
モデル・ディレクトリを表しています）。
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WARNING
重要： 複数の言語を使用する生成済みアプリケーションをビルドする場合は、デフォルトのプロファイル・マ
ネージャ目標ロケーション・トークンを変更しないでください。これらのトークンの設定は、MODELDIR のま
まにしておく必要があります。

C アプリケーション用の GUI アプリケーション・トークン
GUI アプリケーション（C 言語のみ）用に使用可能なトークンがいくつかあります。以下のトークンを使用できます。

• OPT.TYPELIBGUID
• OPT.BUILD_AB
• OPT.BUILD_SRC
• OPT.HTMLHELPCOMPILER
• OPT.APPMANIFEST
• LOC.IEF_BITMAP
• OPT.REGISTERAPP

一部のトークンに関する情報を下記に示します。

• OPT.BUILD_AB
このトークンは、すべてのアクション ブロックを LoadModule.DLL から切り離すために使用されます。
「YES」の場合、.ICM 内のすべてのアクション・ブロックが別々に処理され、LoadModule.DLL にリンクされる
A_LoadModule.DLL が作成されます。このトークンは、LoadModule.DLL のサイズを縮小するために使用されます。

• OPT.BUILD_SRC
このトークンは、ビルド プロセスで DBMS 固有のスタブ ソースを再ビルドするために使用されます。「YES」の
場合、DBMS 固有のスタブ・モジュール（STUB*N.*）が STUBMAIN.CPP と共にモデル・ディレクトリにコピー
され、ここで DBMS 固有のスタブが再ビルドされた後、LoadModule.EXE に名前が変更されます。「NO」の場
合、%GENxx%Gen ディレクトリにある DBMS 固有のスタブ実行可能ファイルがコピーされ、LoadModule.EXE に
名前が変更されます。

• OPT.BUILD_SRC
このトークンは生成されたアプリケーションのビルド中に REGEDIT.EXE を実行するかどうかを示すために使用され
ます。Windows 7 で、REGEDIT.EXE を実行して生成されたアプリケーションを登録するには、高度な権限が必要と
なり、その結果、ビルド・プロセスが一時停止されます。

NOTE
注： OPT.DEBUG と OPT.BUILD_SRC を「YES」に設定した場合は、ビルドされたスタブをデバッグできませ
ん。これは、配布される GUI ランタイムがデバッグ不可であるためです。

C アプリケーション用の追加トークン
C 言語アプリケーション用に 2 つの追加トークンを使用できます。これらは下記のトークンです。

• LOC.MQSLIB
トークン LOC.MQSLIB は自明です。

• LOC.EXTERNAL_LIB
トークン LOC.EXTERNAL_LIB は、アプリケーションにリンクしている 1 つ以上の完全修飾外部ライブラリを指定し
ます。
– Windows システムの場合
スペースを含むパス名を使用するか、複数の外部ライブラリへリンクするときは、各ライブラリを引用し、ライブ
ラリ名を 1 つのスペースで区切る必要があります。また、このライブラリのセットには extrnc.lib を含むことはで
きません。ビルド・ツールは、自動的に以下のロケーションで extrnc.lib を検索します。
{LOC.CODE_SRC}..\..\extrn\
{LOC.CODE_SRC}extrn\
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{LOC.CODE_LIB}extrn\
{LOC.MAKE_PROC}extrn\

– UNIX、Linux、および NonStop システムの場合
複数の外部ライブラリへリンクするとき、ライブラリ名をスペース 1 つで区切る必要があります。また、この
ライブラリのセットには extrnc.a を含むことはできません。ビルド・ツールは、自動的に以下のロケーションで
extrnc.a を検索します。
{LOC.CODE_SRC}../../extrn/
{LOC.CODE_SRC}extrn/
{LOC.CODE_LIB}extrn/
{LOC.MAKE_PROC}extrn/

Java トークン
以下のトークンは、Java アプリケーションで使用できます。

• LOC.IEFJREDIR
• LOC.JDK_HOME
• LOC.JAVAEE_HOME
• OPT.USECLASSPATH
• OPT.JAVAFLAGS

Java オプション

Java 生成コード（プロキシおよび Web 生成）を正しくコンパイルするために、LOC.JDK_HOME キーの値を設定して
JDK がインストールされているロケーションを示す必要があります。

例

• キー
LOC.JDK_HOME

• 値

c:\jdk

Java バージョン 1.2 以降は、クラス・パスを使用してインストール共通 jar ファイルを検索する必要はありませ
ん。各インストール共通 jar ファイルに対して CLASSPATH エントリを指定する代わりに、すべてのファイル
を %LOC.JDK_HOME%\jre\lib\ext に配置する必要があります。

あえて CLASSPATH を使用する場合は、OPT.USECLASSPATH の値を「YES」に設定します。

MSI データ・トークン
以下のトークンは、アプリケーションのビルド後に、MSI_DATA ブランチで MSI ファイルのアセンブリに使用できま
す。
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• OPT.DEFAULTRUNTIMEDIR
• OPT.PRODUCTLANGUAGE
• OPT.EULAFILE
• OPT.READMEFILE
• OPT.PRODUCTICONFILE
• OPT.SPLASHBITMAPFILE
• OPT.BANNERBITMAPFILE
• OPT.DIALOGBITMAPFILE
• OPT.COPYRIGHTWARNING
• OPT.WELCOMETEXT
• OPT.UPDATETEXT
• OPT.SUPPORTURL
• OPT.SUPPORTPHONE
• OPT.MANUFACTUREURL
• OPT.PRODUCTDESCRIPTION
• OPT.PRODUCTCODEPAGE

これらのトークンによって、アセンブリが行われた MSI インストール・データや動作をカスタマイズすることができま
す。これらのトークンは、トークンの説明で明示されている場合を除き、.NET と GUI MSI の両方のインストール・ファ
イルに適用されます。

トークン OPT.PRODUCTCODEPAGE はデフォルトではブランクで、プラットフォーム・コードページを取得します。
たとえば、MSI がアラビア語の Windows でアセンブルされ、OPT.PRODUCTCODEPAGE がブランクの場合、ビルド・
ツール・スクリプトはシステムからアラビア語のデフォルトのコードページ 1256 を取得します。

上記のトークンに加え、以下のトークンも MSI アセンブルと組み合わせて使用されます。

• DBMS.OPT.DBUSER
• DBMS.OPT.DBPSWD

これらのトークンが設定されると、MSI ファイルに組み込まれ、ローカル・データベースに接続するためにターゲッ
ト・ホストで使用されます。  値は暗号化されません。これらのキーをブランクのままにしておくと、インストールする
ユーザはインストール・プロセスの一部としてこれらの値を指定するよう求められます。  これらのエントリは、ローカ
ル・ホストに格納されたキャッシュ済み MSI パラメータ内で未公開のままになります。

NOTE
注： 処理中に、指定されたコードページは、WiX の一部の文字列データに対して検証されます。WiX ソースに
コードページが指定するものと別の文字が含まれる場合、スクリプトはエラー・メッセージを生成し、その後
の処理を停止します。

トークンの編集
プロファイル内の任意のトークンの値を編集します。

1. 既存のプロファイルを表示します。
2. 編集するトークン値を含むセクションのツリー ノードをクリックします。
3. リストをスクロールして値を選択します。
4. 値セルをクリックします。
5. 値を編集します。
6. ［了解］をクリックして保存し、［プロファイル・マネージャ］ウィンドウを閉じます。変更を保存してウィンドウ
を開いたままにするには、［適用］をクリックします。
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トークンを追加する方法
トークンはプロファイル・ツリーの USER セクションにのみ追加します。

1. 既存のプロファイルの表示
2. ［プロファイル・ツリー］ペイン内の USER をクリックします。最後の行は、「新規キー」というテキストを含む
［キー］フィールドがハイライト表示されています。

3. このフィールドに新しいトークン名を指定し、Tab キーを押します。
4. ［値］フィールドにトークンの値を入力します。
5. ［OK］をクリックします。

トークンの削除方法
プロファイル ツリーの USER セクションからトークンを削除するには、以下の手順に従います。

1. 既存のプロファイルを表示します。
2. USER セクションのフォルダ・アイコンの隣にある「+」をクリックします。
3. リストをスクロールして、削除するトークンを見つけます。
4. 削除するトークンのキー・セルをクリックします。
5. キーの名前を削除し、Tab キーを押します。
6. ［OK］をクリックします。

ローカル ホストでのビルド
ローカル・ホストでビルド・ツールを使用する際の主要なタスクとその順序は、次のとおりです。

1. ビルド・モジュールの検索と表示
2. ビルドのプロファイルの選択
3. 選択したモジュールまたは全モジュールのビルド または 選択したビルドまたは全ビルドの消去
4. ［失敗したビルドの処理レポート・ファイルの確認］または［成功したビルドのテスト］
5. アプリケーションおよびデータベースをアセンブル（Windows のみ）

 

ビルド・モジュールの検索と表示
ビルドの最初の作業は、タブ・エリアで該当するビルド・モジュールを検索して表示することです。以下のメソッドを使
用して、検索および表示を行えます。

• ［パス］フィールドにパスを手動入力
• ［ツリービュー］（ボタンまたはツールバー・アクション）を使って自動で検索および表示

注： 複数のモデルをベースにして大規模な実行可能アプリケーションをビルドすることはできません。

［パス］フィールドと Directory Tree に表示されるディレクトリは同期化されているため、［パス］フィールドに入力し
たディレクトリ名は、Directory Tree に表示されます。

これらのいずれかの方法を使用するためには、特定するファイルのタイプを［拡張子］ドロップダウン・リストから選択
してフィルタ表示します。

列毎にリストを並べ替えるには、列見出しをクリックします。再度見出しをクリックすると、並べ替え順序（昇順から降
順へ）が変更されます。

NOTE
注： リモート サーバ上のビルド モジュールを検索および表示するには、リモート サーバ タブをクリックして
以下の手順に従います。
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以下の手順に従います。

1. ［パス］フィールド内をクリックして、フィールドにカーソルを置きます。
2. 該当するビルド・モジュールを含むドライブ（必要な場合）とディレクトリに対するパスの指定を編集します。
3.

をクリックするか、［アクション］-［モジュールの追加］をクリックします。

以下の手順に従います。

1.

をクリックするか、［ビュー］-［ツリービュー］をクリックします。
2. Directory Tree を展開して、ビルド・モジュールを含むディレクトリを表示します。
3.

をクリックするか、［アクション］-［モジュールの追加］をクリックします。または、ポップアップ・メニューから
［モジュールの追加］を選択するか、ツールバーの［モジュールの追加］ボタンをクリックします。

4. モジュールを削除するには、モジュールがリスト表示されている行を選択して

をクリックするか、［アクション］-［モジュールの除去］をクリックします。または、ツールバーの［モジュールの
除去］ボタンをクリックします。

ビルド用のプロファイルの選択
ビルドは、プロファイルに含まれる情報をベースにします。ビルドに適用する既存のプロファイルを選択する必要があり
ます。

プロファイルを選択するには、ビルド ツール ウィンドウでプロファイル ドロップダウン リストをクリックし、プロ
ファイルを選択します。

以下の手順に従います。

リモート サーバ タブをクリックします。

1. ［ツール］-［プロファイル マネージャ］をクリックします。
<remote server> <current profile on server> ウィンドウに対するプロファイル マネージャが開きます。プロファイル
ドロップダウンにはリモート サーバで使用可能なすべてのプロファイルが一覧表示されます。

2. プロファイルを選択し、必要な変更があれば加えます。
3. ［適用］をクリックし、［OK］をクリックします。
プロファイルの変更内容はリモート サーバに保存されます。

選択したモジュールまたは全モジュールのビルド
すべてのモジュールまたは選択したモジュールをビルドできるのは、以前のビルドが存在しない場合のみです。

以下の手順に従います。

1. ビルド・モジュールの検索と表示を完了します。
2. モジュールを個別に選択するか、または 1 つのモデルのモジュールをすべて選択する場合はモデルの名前を選択しま
す。選択を繰り返すと、モジュールの選択が解除されます。
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3.

をクリックするか、［アクション］-［作成］をクリックします。
4. メッセージ・エリアを確認し、処理によって作成されたメッセージがないかを調べます。

以下の手順に従います。

1. ビルド・モジュールの検索と表示を完了します。
2.

をクリックするか、［アクション］-［全て作成］をクリックします。
3. メッセージ・エリアを確認し、処理によって作成されたメッセージがないかを調べます。

選択したビルドまたは全ビルドの消去
以前のビルドを削除し、新しいビルドを生成します。選択したビルド、またはモジュール表示に表示されたすべてのビル
ドを消去できます。

以下の手順に従います。

1. 選択したモジュール/全モジュールのビルドを完了します。
2. ビルドを個別に選択するか、または 1 つのモデルのビルドをすべて選択する場合はモデルの名前を選択します。選択
を繰り返すと、モジュールの選択が解除されます。

3.

をクリックするか、［アクション］-［消去］を選択します。モジュールのステータスが New-Cleaned に変更されま
す。

以下の手順に従います。

1. 選択したモジュール/全モジュールのビルドを完了します。
2.

をクリックするか、［アクション］-［全て消去］をクリックします。モジュールのステータスが New-Cleaned に変
更されます。

処理レポート・ファイルの確認
ビルド・ツールでは、モジュールの処理結果を示すレポート・ファイルを生成することができます。レポートは、指定
されたテキスト・レビュー・エディタに ASCII で表示されます。レビュー・エディタの指定に関する詳細については、
「ビルド ツール オプションの管理」を参照してください。

レポート用に選択されたモジュールごとに 1 つのレポートが生成されます。ファイルの名前は、モジュールの名前に一
致します。拡張子は .OUT です。

以下の手順に従います。

1. 選択したモジュール/全モジュールのビルドまたは選択したビルド/全ビルドの消去を完了します。
2. レポートの取得に必要な 1 つ以上のビルドを選択します。
3.

をクリックするか、［アクション］-［レビュー］をクリックします。
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テスト
前述したように、ビルド ツールによってローカルに構築された C アプリケーションは、［テスト］ボタンを使用して
実行できます。選択されたロード モジュールで起動した場合は、［CA Gen ロード・モジュール・テスト］ダイアログ
ボックスが表示されます。提供されるリストからトランザクション コードを選択し、［クリア・スクリーン入力］の入
力フィールドに入力すると、テストが開始されます。さらに、図のトレース・ユーティリティを使用してアプリケーショ
ンをトレースすると、より多くのオプションを選択できます。

以下の手順に従います。

1. トレース付きでアプリケーションを生成します。
2. ［Enable Trace （トレースの有効化）］オプションを選択します。
3. ［Host （ホスト）］および［Port （ポート）］フィールドに値を入力して検証します。［Host （ホスト）］フィー
ルドには、IPv4 と IPv6 の両方のホスト名を入力できます。

4. 図のトレース・ユーティリティを、割り当てられたホストから起動して、割り当てられたポート上でリッスンしま
す。

［Host （ホスト）］フィールドが、図のトレース・ユーティリティが起動されるホスト名または IP アドレスと一致しな
い場合、または［Port （ポート）］フィールドが、図のトレース・ユーティリティがリッスンするポートと一致しない
場合は、以下のエラー・メッセージが表示されます。

アプリケーションがテストされる場合、開始と完了のメッセージは［メッセージ］パネルに表示されます。
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アプリケーションのテスト

CA Gen ビルド・ツールで C アプリケーションをテストできるのは、アプリケーションがローカル・ホストでビルドさ
れた場合のみです。リモート・テストを行うことはできません。

Windows、UNIX、または Linux でテストを行うことができます。

成功したビルドのテスト

以下の手順に従います。

1. 選択したモジュール/全モジュールのビルドを完了します。
2. モジュール表示で、ステータスが「Build-OK」のモジュールを選択します。
3.

をクリックするか、［アクション］-［テスト］をクリックします。
4. ブロック・モード・アプリケーションの場合、リストからトランコードを選択したり、任意のクリア・スクリーン入
力を入力します。

5. ダイアグラムのトレースを有効または無効にします。トレースを有効にする場合は、有効なホスト名または IP アド
レス、および図のトレース・ユーティリティ用のポートを提供します。

6. ［OK］をクリックします。

ビルドしたアプリケーションのテストの詳細については、「アプリケーションのテスト」を参照してください。

アプリケーションとデータベースのアセンブル
CA Gen Build Tool は、ローカルの Windows ホスト上のみで GUI、.NET、Java アプリケーションをアセンブルできま
す。

以下の手順に従います。

1. 選択したモジュール/全モジュールのビルドおよび成功したビルドのテストを完了します。
2. ［プロファイル・マネージャ］を使って、このアプリケーションに固有のプロファイルを作成し、保存します。新し
いプロファイルのトークンの詳細については、「プロファイル・トークンの説明」を参照してください。

3. ステータスが「Build-OK」である ICM ファイル・タイプ LM、RI、DDL から 1 つまたは複数を選択します。
4.

をクリックするか、［アクション］-［アセンブル］を選択します。
5. ［アセンブル詳細］ダイアログ・ボックスで選択と指定を行い、［了解］をクリックします。

［アセンブル詳細］ダイアログ・ボックスのオプションの詳細については、以下のトピックを参照してください。

• GUI アプリケーションのアセンブル
• Java アプリケーションのアセンブル
• .NET アプリケーションのアセンブル

GUI アプリケーションのアセンブル

コンテンツ

GUI アセンブリによってアプリケーション開発者は、ロード・モジュール、参照トリガ、データベース初期設定、お
よびアプリケーションに必要なその他のオブジェクトを、単一の Microsoft® Windows™ Installer （MSI）データ・ファ
イルにパッケージングすることができます。展開ディレクトリ内のファイルは、エンド・ユーザのホストにユーザのア
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プリケーションをインストールするときに必要な唯一のファイルです。オプションの EULA および README ファイル
は、MSI ファイル内に含まれるのではなく、MSI ファイルのある展開ディレクトリにコピーされています。これによ
り、これらのファイルは、MSI インストールを実行しなくても読み取ることができます。

アプリケーション・ファイルと Gen ランタイム・ファイルはすべて、MSI ファイル内にカプセル化された CAB ファイ
ルに圧縮されて保存されます。このプロセスは、データベース接続のないGUIアプリケーション、または同じホストにイ
ンストールされたデータベースのあるGUIアプリケーションに対して有効です。

ビルドした GUI アプリケーションのアセンブルは、ローカルの Windows ホスト上のみで行うことがで
きます。［アセンブル］ダイアログ ボックスでは、これらのアプリケーションのアセンブリ オプショ
ンを指定できます。ユーザがモジュール表示で「Build-OK」ステータスを表示するモジュールを選択

し、
をクリックするか、［アクション］-［アセンブル］を選択するとき、［アセンブル］ダイアログ ボックスが表示されま
す。［アセンブル］ダイアログ・ボックスの内容は、アセンブリの対象アプリケーションのタイプによって異なります。
アセンブリを完了するには、オプションを選択して［了解］をクリックします。

［MSI GUI アセンブルの詳細］ダイアログは、GUI アプリケーションの配布に対して表示されます。ビルド・ツール
は、自動的に展開するアプリケーションのタイプを識別します。UNIX の展開はサポートされていません。

MSI ファイルがユーザのホストで開かれると、一連の標準 Microsoft インストール・ダイアログ・ボックスが表示される
ので、ユーザは「標準」または「カスタム」のいずれかのインストール・タイプを選択します。「カスタム」インストー
ルでは、アプリケーションをインストールするロケーション、CA Gen ランタイムまたは Win32 サポート・ライブラリ
をインストールするかどうか、およびデータベースをインストールするかどうか（表示された場合）をユーザが指定する
ことができます。

MSIファイルには任意のライセンス契約を含むことができますが、インストールを続行するには使用条件に同意する必要
があります。インストールの完了時に任意でREADMEファイルを表示することができます。MSIファイルに追加ファイ
ルを含めるための条項があり、追加ファイルはアプリケーションと同じロケーションにインストールされます。また、実
行可能ファイルを指定するための条項もあり、このファイルはほかのファイルをインストールする前または後に実行する
必要があります。

アーキテクチャ

ビルド・ツールは、最初に、アプリケーションのコンパイルおよびリンクに使用されます。ローカルでテストして、正
しい機能を確認することができます。詳細については、「ビルド・ツール」を参照してください。出力では、ビルドに 1
つまたは複数の *.icm ファイルが含まれます。このファイルには、ロード・モジュールおよび参照保全性トリガ（存在す
る場合）に関する情報が含まれます。GUI アセンブリを開始する前に、すべての ICM ファイル（ロード・モジュール、
参照保全性トリガ、およびデータベース定義）が存在する必要があります。

ビルド・ツールの GUI アセンブリは、複数タブのダイアログ・ボックスおよび開発者指定のビルド・ツール・プロファ
イルを通じて、追加情報をアプリケーション開発者から収集します。結果は、assemble.MSI.GUI.icm という名前のファ
イル内に格納されます。アプリケーションにローカル・データベースが含まれる場合、任意でデータベース初期設定
ICM ファイルを作成してアセンブリに含めることができます。

ビルド・ツールのアセンブリ・コマンドは、アセンブリ スクリプト %IEFH%\bt\scripts\deploy_msi_gui.scr を開始しま
す。このスクリプトはこれらの ICM ファイルを読み込んで、アセンブリを行うアプリケーションにどのファイルを含
めるか、および MSI ファイルにどのパラメータを設定するかを決定します。deploy_msi_gui.scr の出力は、Microsoft
の MSI データベース・レコードの人間が読めるバージョンで、<MSI_NAME>_deploy.dat という名前でモデルの
LOC.MAKE_DIR サブディレクトリに作成されます。スクリプト deploy_msi_gui.scr はまた、assemble.MSI.GUI.bat
という名前のバッチ・ファイルも作成します。このファイルは、deploy_msi_gui.scr の実行後にビルド・ツールによっ
て実行されます。このバッチ・ファイルは、<MSI_NAME>_deploy.dat を引数として VBScript ファイル %IEFH%\bt
\btdeploy.vbs を実行します。ファイル btdeploy.vbs は、deploy_msi_gui.scr 出力の内容を、%IEFH%\bt\btdeploy.msi と
いう名前の MSI データベース・テンプレートに追加することにより、MSI データベース・ファイルを作成します。ファ
イル btdeploy.vbs はさらに CAB アーカイブを作成し、それを MSI ファイルにカプセル化します。
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deploy_msi_gui.scr ファイルと btdeploy.vbs ファイルは、どちらも任意のテキスト・エディタ・ツールで編集できま
す。Visual Studio には、btdeploy.vbs スクリプトをデバッグ・モードで実行する機能があります。この機能を有効にする
には、「//X」を最初の引数として「cscript」コマンド・ラインに追加するように assemble.MSI.GUI.bat ファイルを編集
します。テンプレート btdeploy.msi および最終の <MSI_NAME>.msi 製品は、「orca.exe」という名前のプログラムで編
集可能です。このプログラムは、MSI SDK の一部として Microsoft からダウンロードできます。

アセンブリ・プロセス

以下の手順に従います。

1. GUI アプリケーションのビルドまたはテストを行います。GUI アセンブリを実行する前に、すべてのロード・モ
ジュール、参照保全性トリガ、およびオプションのデータベース定義が完全にビルドされる必要があります。

2. GUI アプリケーションをアセンブルするためのプロファイルをカスタマイズするには、［プロファイル・マネー
ジャ］を使用します。

NOTE
注： カスタマイズされたプロファイルのトークンの詳細については、「プロファイル トークンの説明」を
参照してください。

3. ステータスが「Build-OK」である ICM ファイル（タイプは LM、RI、または DDL）を 1 つ以上選択します。

［一般］ダイアログ・ボックス

以下の表では［一般］ダイアログ・ボックスのフィールドまたはコントロールについて説明します。

フィールド/コントロール 説明
MSI ファイル名 本番稼働 MSI データベース・ファイルのベース名。拡張子.msi.

は 自動的に付加されます （必須）。
製品名 アプリケーションの名前であり、デフォルトのインストール先デ

ィレクトリ・パスの一部としても使用されます（必須）。
製品バージョン ユーザに対して表示される製品バージョン。値は nnn.nnn.nnnnn

の形式で表示する必要があり、255.255.65535 を超えることはで
きません。このフィールドと以下の 2 つの GUID は、パッチ、更
新、アップグレード、およびレビジョン中にメディアからシステ
ムにコピーするファイルを Microsoft の MSI インストーラが決定
するのに使用されます。詳細については、MSI SDKのマニュアル
を参照してください （必須およびデフォルト）。

製造元 製造元の名前です。この文字列はエンド・ユーザに表示されま
す。デフォルトのインストール先ディレクトリ・パスとしても使
用されます （必須）。

製品コードの GUID ［GUIDを作成］ボタンを押してこのフィールドに入力すると、
値が生成されます。このフィールドと以下の GUID および製品
バージョンは、新しいソフトウェアをインストールする際に MSI
の動作を制御するのに使用されます。これらの値を変更するのは
必要時のみにすることが重要です。Microsoftからオンラインで入
手できるMSI SDKのマニュアルを参照してください （必須）。

アップグレード・コードの GUID ［GUIDを作成］ボタンを押してこのフィールドに入力すると、
値が生成されます。このフィールドと上記の GUID および製品
バージョンは、新しいソフトウェアをインストールする際に MSI
の動作を制御するのに使用されます。これらの値を変更するのは
必要時のみにすることが重要です。Microsoftからオンラインで入
手できるMSI SDKのマニュアルを参照してください （必須）。

CA Gen ランタイムを MSI にパッケージング オンの場合は、CA Gen ランタイムが MSI ファイルにパッケージ
ングされます。
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［コマンド］ダイアログ・ボックス

以下の表では［コマンド］ダイアログ・ボックスのフィールドまたはコントロールについて説明します。

フィールド/コントロール 説明
導入前のコマンド ファイルがメディアからホストに転送される前にcmd.exeシェル

によって実行されるコマンド （任意）。
アンインストール前のコマンド アプリケーションをアンインストールする前にcmd.exeシェルに

よって実行されるコマンド （任意）。
導入後のコマンド すべてのファイルが転送された後に cmd.exe シェルによって実

行されるコマンドです。このコマンドは、インストールしたば
かりのファイルの1つである場合があります。現在のディレクト
リは、ロード・モジュールがインストールされているアプリケー
ション・ディレクトリです （任意）。

導入前のコマンド： MSI で操作が実行される前に、このコマンドが実行されます。そのため、実行されるコマンド
は、MSI 導入を実行する前に、導入マシンに存在する必要があります。

アンインストール前のコマンドまたはアンインストール後のコマンド： 導入後のコマンドまたはアンインストール前の
コマンドとして追加ファイルが使用され、<Application Install> ディレクトリの下に作成されたフォルダにそのファイル
が含まれている場合、コマンドの参照時にコマンド・フィールドでそのファイルを参照する際にフォルダ名を指定しま
す。

以下に例を示します。

1. <Application Installation Folder> に追加された追加ファイル： 追加ファイル postinstall.bat はアセンブリ時に
<Application Installation Folder> に追加されます。このファイルを導入後のコマンド・フィールドで参照する場合、
ユーザは「postinstall.bat」と入力します。

2. <Application Installation Folder> に作成されたフォルダに追加された追加ファイル： このファイルをコマンド・
フィールドで参照する場合、このファイルが追加された新規フォルダを指定します。例: ユーザが［追加ファイル］
セクションに「INSTALL」というフォルダを追加し、そのフォルダに「postinstall.bat」というファイルを追加してい
るとします。導入後のコマンド フィールドで、ユーザが postinstall.bat を呼び出す場合、単に「postinstall.bat」###
#、「INSTALL\postinstall.bat」としてコマンドを追加する必要があります。そうでない場合、msi 処理がファイルを
見つけることができません。

NOTE
注： アンインストール前のコマンドにおいて、コマンド ファイルが手動で削除されている場合、実行に必要な
コマンドが欠落しているため、アンインストールは失敗します。この問題が発生すると、プログラムをレジス
トリから手動で削除する必要がある場合があります。
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［GUI］ダイアログ・ボックス

以下の表に、［GUI］ダイアログ・ボックスのフィールドまたはコントロールの説明を示します。

フィールド/コントロール 説明
省略時導入ディレクトリ ロード・モジュール、参照保全性トリガ、および CA Gen ラン

タイム・ライブラリ（ライブラリがこのシステムに初めてインス
トールされる場合）のデフォルトの場所。デフォルト文字列は
ProgramFilesFolder\<製造元>\<製品名> で、ProgramFilesFolder
は、インストール・プロセス中に MSI が使用できる Microsoft 定
義のパラメータです。他にも、Microsoft で定義されたパラメータ
で適切なものがいくつかあります（MSI SDK のドキュメントを参
照）。<Manufacturer> および <Product Name> の値は、［一般］
タブから取得されます （必須およびデフォルト）。

 

［追加ファイル］ダイアログ・ボックス

以下の表に、［追加ファイル］ダイアログ・ボックスのフィールドまたはコントロールの説明を示します。

フィールド/コントロール 説明
新規フォルダ このボタンは、現在選択されているフォルダの下に新しいサブフ

ォルダを追加します。
ファイルを含める このボタンは、MSI の内部 CAB ファイルにロードされ、ロー

ド・モジュールと同じディレクトリに配信されるファイルを追
加します。ファイルの参照および選択にはブラウザが使用されま
す。

削除 このボタンは現在選択されている項目を削除します。項目がファ
イルの場合、ファイルがそのフォルダから削除されます。項目が
フォルダの場合、フォルダおよびその内容のすべて（ファイルお
よびサブフォルダ）が削除されます。

 

1 つのフル・パス名、および必要に応じて 2 つの追加パラメータ（カンマ区切り）が含まれるリストを維持するため
に、CAB ファイルに追加されるファイルごとに、ファイルが使用されます。追加パラメータの 1 つはファイル作成属
性、もう 1 つはコンポーネント作成属性です。これらの属性は、10 進数、16 進数、MSI で定義されたマクロ文字列の組
み合わせのいずれでも指定できます。これら任意属性のデフォルト値は deploy_msi_gui.scr スクリプトで指定され、初
期値は「msidbFileAttributesReadOnly」および「msidbComponentAttributesSharedDllRefCount」として定義されます。
空白行およびセミコロンで始まる行は無視されます。各行の 3 つのパラメータはすべて、先頭および後続のスペースが
内部的に除去されます。リスト内の各ファイルは別々のコンポーネントに含まれ、すべてのコンポーネントはロード モ
ジュール コンポーネントと共にロードされます。

ビルド・ツールは、モデルの LOC.CODE_SRC ディレクトリの下に展開サブディレクトリを作成します。このディレ
クトリ内に、<MSI_NAME>.msi ファイル、EULA、および README ファイルが作成されます（これらが定義される場
合）。このディレクトリの内容は、CDROM やネットワーク接続による配布に適しています。MSI ファイルをダブルク
リックすると、インストール・プロセスが開始されます。

.NETアプリケーションのアセンブル

コンテンツ
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作成された.NETアプリケーションのアセンブルは、ローカルのWindowsホストでのみ行うことができ
ます。［アセンブル］ダイアログ ボックスでは、これらのアプリケーションのアセンブリ オプショ
ンを指定できます。ユーザがモジュール表示で「Build-OK」ステータスを表示するモジュールを選択

し、
をクリックするか、［アクション］-［アセンブル］を選択するとき、［アセンブル］ダイアログ ボックスが表示されま
す。［アセンブルの詳細］ダイアログ ボックスの内容は、アセンブリを行うアプリケーションのタイプによって異なり
ます。

アセンブリを完了するには、オプションを選択して［了解］をクリックします。

［MSI .NET アセンブルの詳細］ダイアログは、GUI アプリケーションの配布に対して表示されます。ビルド・ツール
は、自動的に展開するアプリケーションのタイプを識別します。UNIX の展開はサポートされていません。

アセンブリ設定は、ダイアログ ボックスの左側のボックス内の以下の選択項目に従ってグループ化されます。

• 汎用
• ASP.NET
• GAC （グローバル アセンブリ キャッシュ）
• データソース
• リスト データ
• トレーシング
• 追加ファイル

以下の表は、各選択内容に対して表示される設定を示しています。デフォルト値は下線で表示されます。

汎用

フィールド/コントロール 説明
MSI ファイル名 本番稼働 MSI データベース・ファイルのベース名。拡張子 .msi

が自動的に付加されます。
製品名 アプリケーションの名前であり、デフォルトのインストール先デ

ィレクトリ・パスの一部としても使用されます。
製品バージョン ユーザに対して表示される製品バージョン。値は nnn.nnn.nnnnn

の形式で表示する必要があり、255.255.65535 を超えることはで
きません。このフィールドは、パッチ、更新、アップグレード、
およびレビジョン中にメディアからシステムにコピーするファ
イルを Microsoft の MSI インストーラが決定するのに使用されま
す。

製造元 ソフトウェアの製作者。この名前はユーザが見ることができ、デ
フォルトのインストール先ディレクトリ パスとして使用されま
す。

製品コードの GUID ［GUIDを作成］を選択することにより生成された値。この値お
よび［製品バージョン］フィールドの値によって、新しいソフト
ウェアをインストールする際の MSI の動作が制御されます。

アップグレード・コードの GUID ［GUIDを作成］を選択することにより生成された値。この値お
よび［製品バージョン］フィールドの値によって、新しいソフト
ウェアをインストールする際の MSI の動作が制御されます。
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HttpRuntime Execution timeout web.config ファイルで httpRuntimeExecutionTimeout 属性の値
を設定します。指定された秒数の間、ブラウザは、応答せず
に ASP.NET ページを実行させます。指定された秒数の後、オ
ペレーションは失敗したと見なされ、ASP.NET ページは終了
します。この属性のデフォルト値は 110 秒です。httpRuntime
executionTimeout の範囲は 1 ～ 3600 秒です。

ASP.NET

フィールド/コントロール オプション 説明
ダイナミック・コンテンツの圧縮 オン ブラウザに返された動的な HTML コンテン

ツを圧縮します。
ASPX ページの事前コンパイル オン ASP.NET をデプロイする前にコンパイルし

ます。
ブラウザによる履歴管理 オフ 生成されたアプリケーションのページ間の

移動に、ブラウザの［戻る］ボタンと［進
む］ボタンを使用できるようになります。
注： ［ブラウザによる履歴管理］をオンに
すると、アプリケーション・サーバのメモ
リ使用率が増大します。選択しない場合、
以下のように動作します。
一度に 1 つの生成ページにしかアクセスで
きません。
ブラウザの「戻る」ボタンと「進む」ボタ
ンがアクティブなままでも、ページングに
よりユーザはアプリケーションを終了する
ことになります。
アプリケーション・サーバで使用されるメ
モリが少なくなります。

スレッド化済み アプリケーション・サーバが各リク
エストに対して作成するスレッドに
加えて、ランタイムが追加スレッド
を作成できるようになります。この
オプションは、MessageBox および
MessageBoxBeep を使用するアプリケー
ションにとって不可欠です。Web 生成アプ
リケーションでは、メッセージ・ボックス
および OCX コントロールでスレッドを有
効にする必要があります。

サード・パーティの制御アセンブリを自動
的に含める

オンにすると、アプリケーションで使用
したサード・パーティ製 Web コントロー
ル・アセンブリ、およびそれらが参照する
すべてのアセンブリが、MSI ファイルに取
り込まれます。

GAC でのアセンブリを除外する ［サード・パーティの制御アセンブリを自
動的に含める］が選択されている場合のみ
有効です。選択され有効な場合、GAC 内
にデプロイされたサードパーティ製の Web
コントロール・アセンブリは MSI ファイ
ルに含まれません。デフォルトでは、この
フィールドは無効になり、選択されていま
せん。
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セッション・ステート InProc StateServer
SQLServer

Web はステートレスな環境ですが、ほとん
どの Web アプリケーションは効果的な状
態管理を必要とします。具体的には、Web
アプリケーションのセッション状態は、さ
まざまなリクエストの中でアプリケーショ
ンがキャッシュおよび取得するデータで
す。（セッションは、サイトに接続して
いる間にユーザから送信されるすべての要
求を表しています。）セッション状態は、
セッション中にユーザが作成し使用した実
データの集合です。状態管理の詳細につい
ては、Microsoft® のマニュアルを参照して
ください。
オプション：
InProc - Session 値は ASP.NET ワーカ・
プロセスのメモリ内に格納されます。
したがって、このモードのときにこれ
らの値に最速でアクセスできます。ただ
し、ASP.NET ワーカ・プロセスが再度実
行されると、状態データが失われます。
SQLServer - セッション値がシリ
アル化され、独立したプロセス
（aspnet_state.exe）のメモリに格納され
ます。このプロセスは、別のマシンでも実
行できます。
SQLServer - セッション値はシリアル化さ
れ Microsoft SQL サーバ™ のテーブルに保
存されます。SQL Server のインスタンス
は、ローカルまたはリモートのいずれでも
実行できます。

セッション・ステート・タイムアウト 20 セッションが破棄されるまでのアイドル時
間を分で指定します。タイムアウトの範囲
は 1 ～ 1440 分です。

接続文字列 StateServer および SQLServer のセッ
ション・ステート・モードの両方に必
要。StateServe の場合、この文字列
は stateConnectionString と呼ばれ、
セッション状態がリモートで保存さ
れるサーバ名または IP アドレスと
ポート番号を指定します。たとえば、
「tcpip=127.0.0.1:42424」となりま
す。SQLServer については、この文字列
は sqlConnectionString と呼ばれ、SQL
サーバの接続文字列を指定します。たと
えば、「data source=localhost;Integrated
Security=SSPI;Initial Catalog=northwind」
となります。接続文字列は、正常な接続を
確立するのに、IPv4、IPv6 またはドメイン
名形式を使用できます。

sessionState セクション（web.config）の
暗号化

Selected sessionState 情報を暗号化します。
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カスタム・エラー On
Off
RemoteOnly

カスタム エラーを有効にするか、無効にす
るか、またはリモート クライアントにのみ
表示するかを指定します。オプションは以
下のとおりです。
On - カスタム・エラーを有効にするよう指
定します。デフォルト・リダイレクトの値
が指定されない場合、ユーザに一般エラー
が表示されます。
Off - カスタム・エラーを無効にするよう指
定します。これにより、詳細なエラーの表
示が可能になります。
RemoteOnly - カスタム エラーをリモー
ト・クライアントのみに表示し、ASP.NET
エラーをローカル・ホストに表示するよう
に指定します。

省略時リダイレクト ［カスタム・エラー］が「On」に設定
されている場合にのみ有効にされます。
エラー発生時に、デフォルトの URL が
ブラウザを示すように指定します。URL
は絶対値（http://www.myapp.com/
ErrorPage.htmなど）でも相対値でもかま
いません。ErrorPage.htm などの相対 URL
の基準となるのは、エラーが発生した Web
ページではなく、デフォルト・リダイレク
ト URL が指定されている Web.config ファ
イルです。スラッシュ（/）で始まる URL
（/ErrorPage.htm など）は、それがアプリ
ケーション・サーバのルート・パスに対す
る絶対 URL であることを意味します。

表示モード Dialogs
Classic

ウィンドウおよびダイアログ・ボックスが
どのように表示されるかを指定します。オ
プション：
Dialogs - Webアプリケーションでモーダ
ル・ダイアログおよびモードレス・ダイア
ログを有効にします。
Classic - すべてのウィンドウが同じブラウ
ザに埋め込まれます。

アイドル・スレッド ThreadPool によって作成および維持され
るアイドル・スレッドの最小数を指定しま
す。これらは、新規リクエストの開始や既
存リクエストの完了時にスレッドの作成お
よび破壊に必要な時間を短縮するために、
バックグラウンド・タスクで管理され、着
信リクエストに対応するために使用されま
す。この値を調整することは、アプリケー
ションのパフォーマンスの最適化に役立ち
ます。詳細については、Microsoft のマニュ
アルを参照してください。

テーマ名 スキンとイメージ・ファイルが格納されて
いるディレクトリを指定します。
注： CA Gen ASP.NET アプリケーション
は、すべてのページに対して 1 つのテーマ
のみをサポートしています。
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GAC （グローバル アセンブリ キャッシュ）

フィールド/コントロール 説明
CA Gen ランタイムをグローバル・アセンブリ・キャッシュに導
入

このオプションの選択についてのガイダンスは、Microsoft .NET
のマニュアルを参照してください。

GAC 内のランタイムのネイティブ・イメージを生成 .NET アプリケーションの CA Gen ランタイムのネイティブ・イ
メージを生成するかどうかを指定します。デフォルトでは、この
チェック・ボックスは有効です。

データ・ソース

接続文字列は、正常な接続を確立するのに、IPv4、IPv6 またはドメイン名形式を使用できます。

クライアント接続文字列 説明
connectionStrings セクション（web.config）の暗号化 チェック・ボックスを有効にすると、web.config ファイル内の接

続文字列を暗号化します。

フィールド/コントロール オプション 説明
名前 データベースの名前。
データ・プロバイダ System.Data.Odbc

System.Data.SqlClient
IBM.Data.DB2
Oracle.DataAccess.Client

これは、データ・プロバイダの一覧を表示
する入力可能ドロップダウン・リストで
す。デフォルトでは、4 つの公式データ・
プロバイダが表示されます。自分のデー
タ・プロバイダを入力できます。

接続文字列 ASP.NET クライアントで指定されたすべて
の論理データベース名の web.config に追加
される connectionString を指定します。接
続文字列は以下の属性を含んでいます。
DSN
User Name
パスワード
接続文字列の例は以下の通りです。
dsn=「Krypton」、ユーザ=「Clarke」、パ
スワード=「Kent」
注： 公式データ・プロバイダでは、接続
文字列がデフォルトで提供されています。
［接続文字列］の値に長さの制限はありま
せん。

サーバ接続文字列 説明
connectionStrings セクション（Application.config）の暗号化 このチェック・ボックスを有効にすると、Application.config ファ

イル内の接続文字列を暗号化します。

フィールド/コントロール オプション 説明
名前 データベースの名前。
データ・プロバイダ System.Data.Odbc

System.Data.SqlClient
IBM.Data.DB2
Oracle.DataAccess.Client

これは、データ・プロバイダの一覧を表示
する入力可能ドロップダウン・リストで
す。デフォルトでは、4 つの公式データ・
プロバイダが表示されます。自分のデー
タ・プロバイダを入力できます。
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接続文字列 .NET サーバで指定されたすべての論理
データベース名の Application.config に追加
される connectionString を指定します。接
続文字列は以下の属性を含んでいます。
DSN
User Name
パスワード
接続文字列の例は以下の通りです。
dsn=「Krypton」、ユーザ=「Clarke」、パ
スワード=「Kent」
注： 公式データ・プロバイダでは、接続
文字列がデフォルトで提供されています。
［接続文字列］の値は長さ制限がありませ
ん。

トレーシング

フィールド/コントロール オプション 説明
図のトレースを有効化 EAR ファイル内でトレース用に生成された

コードがトレースを試行するように設定し
ます。選択しない場合、トレース用に生成
されている場合でも生成コードはトレース
を実行しません。

トレース・サーバ名 ネットワーク・ダイアグラム・トレース・
ツールがリスニングするサーバの名前。こ
のフィールドは、［図のトレースを有効化
］チェック・ボックスがオンの場合にアク
ティブになります。

トレース・サーバのポート localhost:4567 ネットワーク・ダイアグラム・トレース・
ツールがリスニングする host:port。この
フィールドは、［図のトレースを有効化］
チェック・ボックスがオンの場合にアク
ティブになります。ホストには、正常な接
続を確立するのに、IPv4、IPv6 またはドメ
イン名形式を使用できます。

リスト データ

リスト・ボックス内のデータのロード方法を指定します。このオプションは、アプリケーションにリスト・ボックスが含
まれている場合にのみ適用されます。

フィールド/コントロール 説明
Load List Data on Scroll （スクロール時にリスト・データをロー
ド）

スクロール時にデータをロードしてリスト・ボックスに表示しま
す。

Load All List Data （すべてのリスト・データをロード） リスト・ボックスのすべてのデータを一度にロードします。

追加ファイル

MSI を経由してルート・ディレクトリまたはインストール・ディレクトリに含める追加ファイルを指定できます。
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ファイルを追加するには、［ファイルを含める］をクリックし、ファイル指定ダイアログ・ボックスを使って追加する
ファイルを選択します。

ファイルを一覧から除去するには、そのファイルを選択して［除去］をクリックします。

Javaアプリケーションのアセンブル

Java アセンブリによってアプリケーション開発者は、ロード・モジュール、参照トリガ、データベース初期設定、およ
びアプリケーションに必要なその他のオブジェクトを、単一の JAR ファイルにパッケージングすることができます。

作成されたJavaアプリケーションのアセンブルは、ローカルのWindowsホストでのみ行うことができ
ます。［アセンブル］ダイアログ ボックスでは、これらのアプリケーションのアセンブリ オプショ
ンを指定できます。ユーザがモジュール表示で「Build-OK」ステータスを表示するモジュールを選択

し、 を
クリックするか、［アクション］-［アセンブル］を選択するとき、［アセンブル］ダイアログ ボックスが表示されま
す。［アセンブル］ダイアログ・ボックスの内容は、アセンブリの対象アプリケーションのタイプによって異なります。

アセンブリを完了するには、オプションを選択して［アセンブル］をクリックします。

［EARファイル・アセンブルの詳細］ダイアログが表示されるので、Javaアプリケーションのアセンブルを指定しま
す。アセンブリ設定は、ダイアログ ボックスの左側のボックス内の以下の選択項目に従ってグループ化されます。

以下の表は、各選択内容に対して表示される設定を示しています。デフォルト値は下線で表示されます。

汎用

フィールド/コントロール オプション 説明
EAR ファイル名 <ローカル・モデル名> 作成する EAR ファイルの名前。名前は

J2EE の命名法に従う必要があります。
EAR のパッケージ・ランタイム <オン> CA Gen ランタイムのコピーを EAR ファ

イル内にパッケージングするかどうかを指
定します。ランタイムに変更があった場合
は、EAR の内容のアセンブリを再度行う必
要があります。

任意の実行時特性ファイルを含める アプリケーションがアセンブルされた後、
いくつかのランタイム特性ファイルが変更
されると予想されます。デフォルトの動
作では、ランタイムが EAR ファイル内に
パッケージングされた場合でも、これらの
ファイルは EAR ファイルに含めません。

アプリケーション・サーバ

フィールド/コントロール オプション 説明
アプリケーション・サーバ • 一般的な Websphere Weblogic

• WildFly
アプリケーション・サーバの仕様。

データソース アプリケーションが検索を試みるデータベ
ースの仕様。
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リソース参照を追加 選択された場合、CA Gen は、アプリケー
ションによって使用されるすべてのデー
タベースに関するリソース参照を定義する
ための XML を生成します。データベース
にアクセスするために以前に使用された環
境変数は生成されません。アプリケーショ
ン・サーバのバージョンによって、リソー
ス参照をサポートしないものと、必須とす
るものがあります。一般に、リソース参照
を使用する方が、データベース接続の作成
が速くなります。

グローバル EJB プレフィックス EAR ファイル外の JNDI ルックアップ名。
使用されるプロシージャ・ステップに EJB
参照を追加

オンにすると、グローバル EJB プレフィッ
クスを入力できるようになります。

ローカル EJB プレフィックス EAR ファイル内の JNDI ルックアップ名。
ローカル EJB 参照 このチェック・ボックスをオンにする

と、EJB 参照がリモートではなくローカ
ルになります。ローカル参照は、参照元ク
ライアントと同じEARファイル内のサーバ
Beanを参照する必要があります。また、そ
れらのBeanはクライアントと同じJVMにイ
ンストールする必要があります。

Web アーカイブ

フィールド/コントロール オプション 説明
WAR ファイル名 <ローカル・モデル名> WCE Window マネージャ・クライアント・

ロード・モジュール用に EAR ファイル内
で作成される WAR ファイルの名前。

コンテキスト <ローカル・モデル名> アプリケーションへのアクセスを提供する
アプリケーション・サーバ内のコンテキス
トを指定します。コンテキストは、アプリ
ケーションにアクセスするために使用され
る URL の一部になります。

JDBC データソースを使用 アプリケーションの WAR ファイル部
分をデータベースに接続する方法とし
て、JDBC によって呼び出される古い手動
の接続方式を使用するか、または新しい
JDBC データソース方式を使用するかを指
定します。

JTA トランザクションを使用 アプリケーションが Java トランザクショ
ン API （JTA）を使用してコミットおよび
ロールバックを実行するように指定しま
す。選択しない場合、アプリケーションは
コミットおよびロールバックを独自に実行
します。EJB は、常にトランザクション制
御に JTA を使用します。JTA を使用するに
は、WAR ファイルがスレッドを有効にし
ないこと、および JDBC DataSource を使
用することが必要です。
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WAR内の静的コンテンツをパッケージング 静的部分（HTML やビットマップなど）を
WAR ファイル内にパッケージングするか
どうかを指定します。WAR ファイル外部
のアプリケーション静的部分をパッケージ
ングするのは、個別のアプリケーション・
サーバでキャッシュを利用する場合に適し
ていることがあります。静的内容を WAR
の外部でパッケージングすると、静的部分
のアセンブリは手作業で行う必要があるた
め、アプリケーションのアセンブリに必要
な作業が増えます。

Webサーバのドキュメント・ルート Web に表示されるメイン・ドキュメント・
ツリーを形成するディレクトリ。

Web Gen クライアント

フィールド/コントロール オプション 説明
起動時に JSP/サーブレットをロード スタートアップ時にアプリケーション・

サーバが WAR ファイルの JSP およびサー
ブレットを事前ロードする必要があるか
どうかを指定します。これにより、起動時
間が長くなりますが、最初のリクエスト・
ページに対する長い応答時間が短縮されま
す。

スレッドを有効化 いくつかの ActiveX コントロールのサポー
トを指定します。ランタイムは、生成コー
ドを子スレッド内で実行する必要がありま
す。
選択すると、ランタイムは常にアプリ
ケーション・サーバの個別の子スレッド
内で生成コードを実行します。選択する場
合、JTA トランザクションは選択できませ
ん。
選択しない場合、ランタイムは要求元のス
レッド内で生成コードを実行します。

ポップアップ・ダイアログを有効化 CA Gen 内の警告として設計されたポップ
アップ・ダイアログ・ボックスをアプリ
ケーションがどのように処理するかを指定
します。

選択する場合、ダイアログ・ボックスは
ポップアップ方式で処理されます。

選択しない場合、ダイアログ・ボックス
はアプリケーション内の別のページへのフ
ローとして処理されます。
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ブラウザによる履歴管理 これにより、ブラウザの「戻る」ボタンと
「進む」ボタンがを使って、生成されたア
プリケーションのページ間を移動できるよ
うになります。
注： ［ブラウザによる履歴管理］をオンに
すると、アプリケーション・サーバのメモ
リ使用率が増大します。選択しない場合、
以下のように動作します。
一度に 1 つの生成ページにしかアクセスで
きません。
ブラウザの「戻る」ボタンと「進む」ボタ
ンがアクティブなままでも、ページングに
よりユーザはアプリケーションを終了する
ことになります。
アプリケーション・サーバで使用されるメ
モリが少なくなります。

セッション・タイムアウト セッションが破棄されるまでのアイドル時
間を分で指定します。デフォルト値は 30
です。タイムアウト範囲は 1 ～ 1440 分の
間です。

クロス・コンテキスト・フロー

フィールド/コントロール オプション 説明
クロス・コンテキスト・フローを有効にし
ます

この Web アプリケーションでクロス・コ
ンテキスト・フローを有効にするかどうか
を指定します。このオプションを選択する
と、［ブラウザによる履歴管理］は無効に
なります。

ロケーション 1 つ以上のロード・モジュールを入力され
た URL ロケーションに設定するために使
用します。ロード・モジュールはテーブ
ルから選択できます。［設定］ボタンを押
すと、値が入力フィールドの URL ロケー
ションに設定されます。

ロード モジュール 選択されたロード・モジュールから参照さ
れたすべてのロード・モジュールの一覧を
表示します。

ロケーション 各ロード・モジュールを配置する URL ロ
ケーションを指定します。ローカル・ロー
ド・モジュールは空白のままでも構いませ
ん。

キュー・ファクトリ アプリケーション・サーバに設定される
JMS Connection Factory の JNDI 名。

キュー名 アプリケーション・サーバに設定される
JMS Queue の JNDI 名。
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トレーシング

フィールド/コントロール オプション 説明
図のトレースを有効化 EAR ファイル内でトレース用に生成された

コードがトレースを試行するように設定し
ます。選択しない場合、トレース用に生成
されている場合でも生成コードはトレース
を実行しません。

トレース・サーバ名 ネットワーク・ダイアグラム・トレース・
ツールがリスニングするサーバの名前。こ
のフィールドは、［図のトレースを有効化
］チェック・ボックスがオンの場合にアク
ティブになります。

トレース・サーバのポート localhost:4567 ネットワーク・ダイアグラム・トレース・
ツールがリスニングする host:port。この
フィールドは、［図のトレースを有効化］
チェック・ボックスがオンの場合にアク
ティブになります。

追加ファイル

JAR ファイルに含められ、ロード・モジュールと同じディレクトリに配信される追加ファイルの指定ができます。各
ファイルは別々のコンポーネントに含まれ、すべてのコンポーネントがロード・モジュール・コンポーネントと共にロー
ドされます。

ファイルを追加するには、［ファイルを含める］をクリックし、ファイル指定ダイアログ・ボックスを使って追加する
ファイルを選択します。

ファイルをリストから削除するには、ファイルを選択して［削除］をクリックします。

Web サービス

このタブは、選択したロード・モジュールに少なくとも 1 つのカスタム Web サービスを含める場合にのみ使用できま
す。

フィールド/コントロール オプション 説明
Host EJB Web サービスのインストール先のホス

ト名を指定します。
Port EJB Web サービスのインストール先のポー

ト番号を指定します。
ルータ カスタム Web サービスの URL が

「router」で終わるようにするには、この
オプションを選択します。カスタム Web
サービスの URL 形式は http://host:port/
<context_path>/router となります。

カスタム Web サービス カスタム Web サービスの URL が
「<custom_web_service_name>」で終
わるようにするには、このオプションを
選択します。カスタム Web サービスの
URL 形式は http://host:port/<context_path>/
<custom_web_service_name> となりま
す。
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クライアント サーバ モードでのビルド
クライアント/サーバ・モードでビルド・ツールを使用する際の主要なタスクは、次のとおりです。

1. ビルド・ツール・サーバへのログオン
2. サーバへのファイルの転送
3. リモート ファイルの分割（オプション）
4. ビルド・モジュールの検索と表示
5. ビルドのプロファイルの選択
6. 選択したモジュールまたは全モジュールのビルド または 選択したビルドまたは全ビルドの消去
7. 処理レポート・ファイルの確認

ビルド・ツール・サーバにログオンする方法
クライアント/サーバ・モードでビルド・ツール・アクティビティを実行するには、ビルド・ツール・サーバにログオン
する必要があります。

ユーザ ID およびパスワードの取得については、リモート・サーバのシステム管理者にお問い合わせください。

以下の手順に従います。

1. ［ビルド・ツール］ウィンドウの［Host］フィールドをダブルクリックします。
2. リモート・ホスト名を入力して、Enter キーを押します。
［ユーザ ID/パスワード］ダイアログ ボックスが表示されます。リモート・ホスト名は、正常な接続を確立するの
に、IPv4、IPv6 またはドメイン名形式を使用できます。

3. ［ポート］フィールドに必要なポート番号を入力します。
ポート番号の範囲は 2048 ～ 65000 です。デフォルトは 7776 です。

4. ［ユーザ ID］フィールドに正しいユーザ ID を入力します。
5. ［パスワード］フィールドにパスワードを入力します。
パスワードには、最大 25 文字の英数字を指定できます。

6. ［OK］をクリックします。
サーバとの通信が確立されると、サーバ・システムに関するタブが［ビルド・ツール］ウィンドウに表示されます。

FTP アプリケーションを使用したサーバへのファイルの転送
ローカル ホストとリモート サーバ間での導入デック ファイルとリモート ファイルの転送は、FTP（ファイル転送プロト
コル）アプリケーションを使って行うことができます。

以下の手順に従います。

1. ［ツール］-［オプション］をクリックします。
［オプション］ダイアログ ボックスが開きます。

2. FTP アプリケーションに関する情報を指定します。

NOTE
注： ローカル ホスト上の FTP アプリケーションの指定の詳細については、「ビルド ツール オプションの
管理」を参照してください。

3.

をクリックするか、［ツール］-［ファイルの転送］をクリックします。
4. 起動した FTP アプリケーションを使ってファイル転送を行います。
ファイルは FTP アプリケーションを使用してサーバに転送されます。
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リモート ファイルの分割（オプション）
ビルドするリモート・ファイルを選択すると、CA Gen ビルド・ツールによって自動的にリモート・ファイルが導入デッ
ク・ファイルとソース・コードに分割されます。以下の手順を使用して強制的に分割を実行できます。

以下の手順に従います。

1. モジュール表示でリモート・ファイルを選択します。
2.

をクリックするか、［アクション］-［分割］をクリックします。

ビルドのプロファイルの選択
ビルドは、プロファイルに含まれる情報をベースにします。ビルドに適用する既存のプロファイルを選択する必要があり
ます。

プロファイルを選択するには、ビルド ツール ウィンドウでプロファイル ドロップダウン リストをクリックし、プロ
ファイルを選択します。

以下の手順に従います。

リモート サーバ タブをクリックします。

1. ［ツール］-［プロファイル マネージャ］をクリックします。
<remote server> <current profile on server> ウィンドウに対するプロファイル マネージャが開きます。プロファイル
ドロップダウンにはリモート サーバで使用可能なすべてのプロファイルが一覧表示されます。

2. プロファイルを選択し、必要な変更があれば加えます。
3. ［適用］をクリックし、［OK］をクリックします。
プロファイルの変更内容はリモート サーバに保存されます。

ビルド ツールの管理

プロファイルの管理
コンテンツ

［プロファイル・マネージャ］（ボタンまたはツールバー アクション）によってプロファイルにアクセスし、プロファ
イル管理作業を行うことができます。

構築処理のニーズに合わせて新しいプロファイルを作成できます。ビルド ツールには、多くのトークンに割り当てられ
る値を含むデフォルト プロファイル（ラベルは「DEFAULT」）が含まれています。DEFAULT プロファイルは削除でき
ません。

プロファイル・ツリー

［プロファイル・ツリー］は拡張可能なツリー構造であり、プロファイルに保存されている情報のさまざまなセクショ
ンを表すノードを含んでいます。ノードを選択すると、ノードが展開され、プロファイル・テーブル・セルに入力されま
す。［プロファイル・ツリー］のセクションは以下のとおりです。

プロファイル・ツリー・セクション 説明
DBMS CA Gen の現在のリリースでサポートされている DBMS ごとに

サブセクションが含まれています。各サブセクションには、その
DBMS に固有のトークンが含まれています。
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SYSTEM ビルドの実行に必要なプラットフォーム・システム・パラメータ
のトークンが含まれています。

OPTIONS その他の標準的なオプションのトークンが含まれています。
TARGET 製品ビルド中に作成されるファイルのロケーションを指定するト

ークンが含まれています。
C C アプリケーションのコンパイル・フラグを指定するトークンが

含まれています
Java ビルド・ツールが正しく機能するのに必要なパラメータを指定す

るトークンが含まれています。
.NET .NET アセンブリに含めるオブジェクトを指定するトークンが含

まれています。
MSI_DATA MSI ファイルの作成をカスタマイズするトークンが含まれていま

す。
USER ユーザ指定のスクリプトのトークンが含まれています（これらは

検証されません）。

プロファイル ツリーのセクションに関連付けられたトークンを表示するには、以下のように操作します。

以下の手順に従います。

1. セクション・アイコンの横にある「+」をクリック
2. フォルダ・アイコンまたはセクション名をダブルクリック
3. 列毎にリストを並べ替えるには、列見出しをクリックします。再度見出しをクリックすると、並べ替え順序（昇順か
ら降順へ）を変更します。

プロファイル・テーブル

［プロファイル・テーブル］には、［プロファイル・ツリー］で選択されたプロファイルのセクションに定義されたトー
クンが一覧表示されます。トークンのキーと値の詳細については、「プロファイル・トークンの説明」を参照してくださ
い。

トークン値の編集は、プロファイルの任意のセクションで行えます。トークンの追加や削除は、USER セクションのみ
で行えます。

説明エリア

プロファイル・テーブルの下に表示される説明エリアには、［プロファイル・テーブル］で最後にクリックされたトーク
ンの値の説明が含まれます。

プロファイル管理は、以下のタスクで構成されます。

プロファイル：

• 既存のプロファイルの表示
• プロファイルの追加
• 現在のプロファイルへの変更の保存
• プロファイル名の変更
• プロファイルの削除

トークン：

• トークンの追加
• トークンの削除
• トークンの編集
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モジュール表示列の配置またはサイズ変更方法

モジュールの表示列は任意の順序で並べることができます。

列を別の位置に移動する方法

1. 移動する列の見出しにカーソルを置きます。
2. 選択に使用するポインティング・デバイスのボタンを押し続けます。
3. 列をドラッグし、目的の位置に表示させます。
4. ポインティング デバイスのボタンを放します。

列のサイズ変更方法

1. 両方向矢印が表示されるまで、列見出しの右側境界線にカーソルを置きます。
2. 選択に使用するポインティング・デバイスのボタンを押し続けます。
3. 目的の列幅になるまでボーダを左または右にドラッグします。
4. ポインティング デバイスのボタンを放します。

プロファイルの追加方法

既存のプロファイルに基づいて新規プロファイルを追加します。

新規プロファイルの追加方法

1. ［プロファイル・マネージャ］ウィンドウで、［新規］をクリックします。［新しいプロファイル］ダイアログ ボッ
クスが表示されます。

2. ［新しいプロファイル］ダイアログ・ボックスでは、新規プロファイルに一意の名前を指定し、既存のプロファイル
を選択してそれに基づかせます。選択したプロファイルの設定は新規プロファイルにコピーされます。

NOTE
注： プロファイル名に含めることができるのは、英数文字と「-」（ハイフン）および「_」（アンダースコ
ア）のみです。プロファイル名が無効な場合、以下のエラー・メッセージが表示されます。

「プロファイル名に無効な文字が含まれています」
3. ［OK］をクリックします。

既存のプロファイルの表示方法

既存のプロファイルに含まれる値の編集または新しいプロファイルの追加を行うには、既存のプロファイルを表示しま
す。新しいプロファイルは現在表示されているプロファイルをベースにします。

既存のプロファイルの表示方法

1. ビルド ツール ダイアログ ボックスの

をクリックするか、［ツール］-［プロファイル・マネージャ］をクリックします。
2. ［プロファイル・マネージャ］ウィンドウの左上角のドロップダウン リストからプロファイルを選択します。

現在のプロファイルへの変更を保存する方法

既存のプロファイルを表示し、必要な変更を行った後、［了解］をクリックして［プロファイル・マネージャ］ウィンド
ウを保存して閉じます。現在のプロファイルの変更を保存してウィンドウを開いたままにするには、［適用］をクリック
します。
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プロファイルの削除方法

プロファイルの削除方法

1. 削除するプロファイルを表示します。
2. ［削除］をクリックします。
3. プロンプトが表示されたら、［はい］をクリックして、選択したプロファイルを削除します。

プロファイル名の変更

プロファイル名を変更するには、以下の手順に従います。

1. 名前を変更するプロファイルを表示します。
2. ［名前の変更］をクリックします。
3. 一意の名前を入力してください。

NOTE
注： プロファイル名に含めることができるのは、英数文字と「-」（ハイフン）および「_」（アンダースコ
ア）のみです。プロファイル名に関するこれらのルールに従わない場合、プロファイル名が無効であるとい
うメッセージが表示されます。

4. ［OK］をクリックします。

ビルド ツール オプションの管理
［オプション］ダイアログ・ボックスでは、以下を指定することができます。

• ［ビルド ツール］ウィンドウに表示されるモジュールの表示
• 処理の結果を確認するのに必要な実行可能ファイル

［オプション］ダイアログ ボックスを表示するに

は、
をクリックするか、［ビルド ツール］メニュー バーから［ツール］-［オプション］をクリックします。

コンテンツ

デフォルト・オプションは下線で表示されます。必要に応じてオプションを選択または指定し、［保存］を選択します。

コントロール/フィールド オプション 説明
表示する列 オン/オフ ［モジュール・パネル］に表示するフィー

ルドのセットを指定します。
クライアント・リスナ・ポート 0/デフォルト ポート ファイアウォールがあるとき、1 つのポー

トまたはポートの範囲を指定します。0 を
指定するか、またはデフォルトのままに
すると、ビルド・ツール・クライアントが
利用可能なポートを選択します。ポート番
号またはポートの範囲を指定すると、ビル
ド・ツールは指定したポートを［クライア
ント・サイド・リスナ］に使用しようとし
ます。

エラーで停止 オン/オフ ビルド・エラーが発生した場合に、その後
の処理を停止するように指定します。
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ディレクトリの再表示 オン/オフ 最後に使用されたディレクトリをロードし
、ディレクトリの下にあるモデルを表示す
るように指定します。

キープアライブの秒数 0 アクティビティが発生しなかった場合にす
べてのリモート・ホスト・サーバに信号が
転送されるまでの期間を秒数で指定しま
す。値の範囲は、0 ～ 900 です。値 0 は、
キープアライブ信号が転送されないことを
示します。

レビュー・エディタ Notepad または Wordpad （Windows）/Vi
エディタ（UNIX）

選択されたモジュールに対するビルド処理
の結果として ASCII で生成されたレポート
の確認に使用されるテキスト・エディタを
指定します。

FTP 名  サーバへのファイル転送に使用する FTP
アプリケーションの、完全に修飾された
パス名。このフィールドに入力すると、
ビルド・ツール・ウィンドウで［ファイ
ルの転送］ボタンおよび［アクション］
ドロップダウン・メニューの［ファイル
の転送］アクションがアクティブになりま
す。Windows パス名を指定する場合、パス
名にスペースを含めることができます。

Windows でのビルド・ツールのトラブルシューティング
 

コンテンツ

ビルド・ツールを Windows で使用する場合、以下の問題が生じることがあります。「アクション」に示す推奨事項に
従って、正常な動作へと復帰させてください。

警告ストリーム

モデルを作成するたびに警告ストリームが表示される。

理由:

通常、複数のアスタリスク（***... ）が付いているエラーまたは行のみが、ビルド結果のレビューで実質的に問題となり
ます。ビルド中のセッションに、発生したエラーが示されることがあります。

CA Gen アプリケーションの実行中に問題が発生した場合、リストに戻ることができるように、レビューの出力ファイル
で警告レベルが有効になっています。

下記は「レビュー」の開始時に現れる一般的な警告です。これらはあまり重要な警告ではありません。

...warning C4018:'initializing': signed/un-signed mismatch

...warning C4035:'x':no return value

...warning C4101:'x':unreferenced local variable

...warning C4761: integral size mismatch in argument; conversion supplied

...warning C4013:'x':undefined; assuming extern returning int

...warning C4051: type conversion; possible loss of data

アクション：
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警告メッセージをコンパイラに表示させたくない場合は、BUILD_RI_C.SCR スクリプトと BUILD_LM_C.SCR スクリプ
トを下記のように変更します。

1. 両スクリプトのバックアップ コピーをとってください。
2. 両スクリプトを編集して -W3 を -W0 に変更してください。

エラー - L1093 ... object not found

理由:

RI モジュールまたは LM モジュールのビルドをレビューすると、下記のエラーが発生する。

L1093: … object not found.

アクション：

以下の手順を実行します。

1. SQL プリコンパイラにメモリが十分あり、参照されるオブジェクト ファイルが存在することを確認してくだい。
2. モジュールを再ビルドしてください。

コンパイル手順の失敗

理由:

コンパイルのステップが不成功であり、「コマンドまたはファイル名が不正です」（Bad command or filename）などの
エラーが発生する。

アクション：

Windows のコマンド プロンプトで、以下を行ってください。

1. プロンプトで「CL」と入力して、コンパイラが使用できるかを確認します。
2. プロンプトで「LINK」と入力して、リンカが使用できるかを確認します。
3. プロンプトで「RC」と入力して、GUI リソース・コンパイラが使用できるかを確認します。

モデルがビルドされない

理由:

原因はさまざまです。

アクション：

以下の手順を実行します。

1. 使用するシステムの構成定義を検証し、正しいバージョンの Microsoft Visual Studio コンパイラを使用していること
を確認してください。

2. ほかのWindowsアプリケーションをすべてクローズするか、Windowsの再始動することによって、OS環境の利用可
能な資源を最適化してください。

NOTE
注： ローカル ビルド時には、ネットワーク接続は必要ありません。

ロード・モジュールを生成できない

問題の状況：

ロード モジュールの生成が不成功で、下記のメッセージが表示される。
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Precompile on P6052435.SQC failed for [model_name].

理由:

この問題は、現行ユーザの特定の Oracle プリコンパイル・パラメータが正しく設定されていない可能性があることを示
しています。

アクション：

1. ビルド・ツール・クライアントで、アプリケーションをビルドするために使用するプロファイルを表示します。
2. OPT.DBPCCFLAGS を編集して、プロファイル・トークン内の IRECLEN= および ORECLEN= の値を一番長い入力
行に対して十分な長さになるよう変更します。推奨値は260です。

3. 変更内容を保存して再ビルドします。

コンパイル手順の失敗

問題の状況：

モジュールのビルド中にコンパイルのステップが不成功になる。

理由:

このエラーは通常、ワークステーションが正しく構成されていないことを示しています。

サポート アプリケーションが、使用できないか、PATH で正しく構成定義されていないと考えられます。

アクション：

「動作要件」のソフトウェア要件を参照して、すべての必要なソフトウェアを正しくビルドしてあることを確認してくだ
さい。 リスト上の項目を 1 つ以上再ビルドする必要がある場合は、「インストール」を参照してください。

ほかのWindowsアプリケーションをすべてクローズするかWindowsを再始動したのち、モジュールを再ビルドしてくだ
さい。

エラー： MSVCRXX.LL が見つかりません

理由:

本番稼働ワークステーションで CA Gen アプリケーションの実行中に以下のエラーが表示されます。

Can't Find MSVCRXX.LL

アクション：

Microsoft Visual Studio のいずれかのバージョンでアプリケーションが構築されている場合は、ほかの本番稼働ワークス
テーションにアプリケーションを配布するのと同様に、適切な MSVCRxx.DLL も配布する必要があります。

例外発生： そのようなファイルまたはディレクトリはありません

理由:

CA Gen アプリケーションをビルドする際に、以下のようなディレクトリ検出不能エラーが表示されます。

Exception caught: com.ca.genxx.bt.scripter.ScriptException:

[Function: Scripter.processOpenFile] ScriptException "
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[Function: Environment.openFile]IOException opening file: "%GENxx
%\Gen\sample.ief\make\CASCADE.MAK", (%GENxx%\Gen\sample.ief\make
\CASCADE.MAK (The system cannot find the path specified))" at: file: %GENxx%\Gen\Gen\bt
\scripts\build_ri_c.scr #: 213

"{[OPENFILE]} {LOC.MAKE_DIR}{RI_NAME}.MAK"

Compose Failed

NOTE
注：  xx は CA Gen の現在のリリースを示しています。

アクション：

ビルドを処理する前に、TARGET プロファイル・トークンで参照されるすべてのサブディレクトリが作成されているこ
とを確認します。ビルド・ツールは、ディレクトリの作成には関与しません。検出されなかったディレクトリを作成し
て、再ビルドします。

エラー： メッセージ パネル内の FAILED ステートメントのテスト

理由:

［テスト］ボタンを使用してアプリケーションのテストを試行した後、メッセージ パネル内に以下のステートメントが
表示されます。

Load Module Test: Test FAILED returned errorlevel=-XXXXXXXXXX

アクション：

ビルド ツール以外で［コマンド］ウィンドウを使用し、モデル ディレクトリに移動して、同じロード モジュールを手
動で実行します。DLL が見つからなかったため、アプリケーションの起動に失敗したことを示す、エラー・メッセージ
のポップアップが表示されます。PATH 環境変数内に、見つからない DLL のパスが含まれていることを確認してくださ
い。

エラー： ODBC ブロックモード アプリケーションを開始できません

理由:

ODBC が接続できない場合、エラー メッセージが表示される時間は非常に短いため、メッセージを読み取ることができ
ません。接続の失敗は、多くの場合アプリケーションのビルド時のユーザ プロファイルにおける接続設定が適切ではな
いことが原因です。

アクション：

1. Window の［ODBC データ ソース アドミニストレータ］を使用して、DBMS への接続に必要な##、### ID および##
###を確認します。

2. これらの値は、ビルド・ツール・プロファイル内の［DBMS］、［ODBC］の下にある以下の項目で設定する必要が
あります。

3. それぞれ OPT.DBCONNECT、OPT.DBUSER および OPT.DBPSWD に設定されています。
4. プロファイルの値を修正したら、アプリケーションを再ビルドします。

すべてのモジュールに対するビルド スケジュール ステータスが処理されています

問題の状況：
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ビルドするように選択されたモジュールのステータスがすべて Build Scheduling とマークされているにもかかわらず、何
もビルドされていない。

理由:

ビルド・ツール・クライアントが、ビルド・ツール・サーバと同じポートを共有しています。

アクション：

ビルド・ツール・クライアントに別のポートを設定して再起動するか、ビルド・ツール・サーバを強制終了してから事前
に選択したモジュールを再ビルドします。

エラー メッセージ： リモート ホストを使用できません

問題の状況：

ビルド・ツール・クライアントからリモート・サーバに接続を試行した際、「リモート・ホストを使用できません」とい
うメッセージが表示される。

理由:

リモートのビルド ツール サーバへの接続に使用されるポートが、リモート ビルド ツール サーバのポートと一致しませ
ん。

アクション：

リモートのビルド ツール サーバに接続する場合は、一致するポート番号を使用します。

重複したファイル名が無視される

問題の状況：

複数のディレクトリから複数のファイルを転送する場合、つまり、複数の言語を扱う場合に、同じ名前のファイルが転送
される可能性があります。この場合、重複するファイルはターゲット・ディレクトリには転送されません。

理由:

ターゲット・ディレクトリ内で同名のファイルを上書きしないようにするため、重複するファイルはコピーされません。

アクション：

転送するファイルが重複しないように選択します。

不正な Java バージョン

問題の状況：

ビルドしようとすると、以下の例外が表示される。
 

Exception in thread "Thread-28" java.lang.UnsupportedClassVersionError: antlr/TokenStreamException :
Unsupported major.minor version 52.0               at java.lang.ClassLoader.defineClass1(Native Method)               at
java.lang.ClassLoader.defineClass(Unknown Source)               at java.security.SecureClassLoader.defineClass(Unknown
Source)               at java.net.URLClassLoader.defineClass(Unknown Source)               at
java.net.URLClassLoader.access$100(Unknown Source)               at java.net.URLClassLoader
$1.run(Unknown Source)               at java.net.URLClassLoader$1.run(Unknown Source)               at
java.security.AccessController.doPrivileged(Native Method)               at java.net.URLClassLoader.findClass(Unknown
Source)               at java.lang.ClassLoader.loadClass(Unknown Source)               at sun.misc.Launcher
$AppClassLoader.loadClass(Unknown Source)               at java.lang.ClassLoader.loadClass(Unknown
Source)               at com.ca.gen.bt.compose.Compose.run(Unknown Source)               at
com.ca.gen.bt.compose.Compose.compose(Unknown Source)               at com.ca.gen.bt.Bldtool.BTprocess.run(Unknown
Source)
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理由:

ビルド・ツールでサポートされていない間違ったバージョンの JRE を指定しています。

アクション：

%GENxxJRE% が、「動作要件」で指定されているバージョンの JRE を指定していることを確認してください。

DDL ローダの障害

問題の状況：

Windows 8.1 で、データベース作成中に「Database Loader has stopped working （データベース・ローダが動作を停止
しました）」というダイアログが表示される。

理由:

選択したデータベースがインストールされていないか、PATH に存在しない場合、ビルド・ツールを使用してデータベー
スを作成しようとすると、このエラーが表示されます。

アクション：

選択したデータベースをインストールするか、またはそのデータベースのパスが PATH に含まれていることを確認しま
す。

クライアント・アプリケーション起動時の「Failed to create empty document （空のドキュメントを作成できませんで
した）」エラー

問題の状況：

ビルド・ツールからクライアント・アプリケーションを起動すると、「Failed to create empty document （空のドキュメ
ントを作成できませんでした）」というメッセージを含むダイアログ・ボックスが表示される。

理由:

PATH 環境変数の内容が Microsoft の制限よりも長くなっているため、クライアント・アプリケーションの実行時に
PATH から %GENxx%\Gen が読み取られませんでした。

アクション：

PATH 環境変数で %GENxx%\Gen の場所を変更し、ビルド・ツールを再起動してからクライアント・アプリケーション
を起動します。

UNIX、Linux、および NonStop でのビルド・ツールのトラブルシューティング
コンテンツ

ビルド・ツールを UNIX、Linux、および NonStop システムで使用する場合、以下の問題が生じることがあります。「ア
クション」に示す推奨事項に従って、正常な動作へと復帰させてください。

未解決のシンボル

問題の状況：

アプリケーションのリンク時に未解決記号が表示される。

理由:

通常、アプリケーション リンクは、ビルド ツールのプロファイルで定義される既知のライブラリ リストを使って生成さ
れます。リンク中にすべてのライブラリが見つかった場合でも、ライブラリが不適切であるか期限切れの場合、シンボル
は未解決に終わる可能性があります。
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また、外部アクション・ブロックがアプリケーションにリンクされている場合、EAB は、既知のライブラリのリストに
は存在しない関数を使用する可能性があります。

アクション：

以下のいずれかの手順を実行します。

• MAKE ファイルのライブラリ リストが正しいかどうか確認。
• ライブラリが存在しているかどうか確認。
• 必要に応じて LOC.EXTERNAL_LIB トークンを使用。

コマンドライン アプリケーション

問題の状況：

コマンド行から実行するとアプリケーションがハングする。

理由:

ブロックモード・アプリケーションのデフォルトのスタイルはトランザクション・アプリケーションです。これは AEF
ユーティリティを通じて実行されます。コマンド行アプリケーションを作成するには、ビルド・ツールにフラグを伝達す
るためのトークンを設定する必要があります。

アクション：

トークン OPT.CMD_FORM を YES に設定します。

アプリケーションを再構築します。

出力ファイルが更新されない

問題の状況：

ビルドを繰り返すと、生成されたコンパイル出力ファイル <module>.out が更新されない。

理由:

noclobber UNIX/Linux シェル変数は、出力をそのファイルにリダイレクトするときに既存のファイルを上書きするかどう
かを制御します。ビルド・ツール・スクリプトは、ビルド・プロセス中に出力を <module>.out にリダイレクトします。

デフォルトでは、UNIX/Linux ビルド・スクリプトは、生成された MAKE ファイル内で unset noclobber を指定して上書
きを有効化します。

アクション：

生成された <module>.mak ファイルで unset noclobber が定義されていることを確認します。

コンパイル/リンクの失敗

理由:

エイリアス化された変数により、生成された MAKE ファイルでシェル・スクリプト・コマンドが誤って実行され、ビル
ドに失敗します。

デフォルトでは、生成された MAKE ファイル内の UNIX/Linux ビルド・スクリプトの unalias * によって、エイリアス化
された変数が生成された MAKE ファイルに影響しないようにします。

アクション：

生成された <module>.mak ファイルで unalias * が定義されていることを確認します。
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make 行が長すぎる

問題の状況：

生成されたコンパイル出力ファイル <module>.out に以下のステートメントが含まれる。

make: line too long

ターゲット（ライブラリまたはアプリケーション実行可能ファイル）は作成されません。

理由:

多数のモジュールを RI トリガ・ライブラリ、CBD ライブラリ、またはアプリケーション実行可能ファイルへとビルドす
る際に、それらのモジュールに対して明示的なパスが使用されていると、ライブラリや実行可能モジュールを作成するた
めに生成される make ステートメントの長さが、システムのデフォルトの行制限値を超過します。

アクション：

モジュールのパスを短くしてください。

Or

ライブラリの作成または実行可能ファイルの作成に使用されているモジュールの場所（LOC.CODE_OBJ または
LOC.RI_TRIG_OBJ）を示すトークンを変更し、cd {LOC.CODE_OBJ} または cd {LOC.RI_TRIG_OBJ} を適切なビルド・
スクリプトのライブラリ作成コマンドまたはリンク実行コマンドの前に追加します。

make で <メンバ名>.pc の作成方法が不明

問題の状況：

生成されたコンパイル出力ファイル <module>.out に以下のステートメントが含まれる。

make: don't know how to make <member-name>.pc

ターゲット（ライブラリまたはアプリケーション実行可能ファイル）は作成されません。

理由:

複数のロード・モジュールが生成された共通のアクション・ブロックを参照しているため、CAB （コマンド・アクショ
ン・ブロック）を使用すると、ビルド・タイミングの問題が発生する可能性があります。ロード モジュールのビルド順
序が不適切であると、最初のロード モジュールがビルドされる際に CAB が存在しない可能性があります。

アクション：

ソース ファイルがすべてそこにあるかどうかを判別する。すべてある場合は、必要な共通アクション ブロックがまだ分
割されていないリモート ファイルに物理的に格納されているために使用できないのではないかを調べる。それでも問題
解決できない場合は、コードが正しく生成されたかどうかを判別する。

例外発生： そのようなファイルまたはディレクトリはありません

理由:

CA Gen アプリケーションをビルドする際に、以下のようなディレクトリ検出不能エラーが表示されます。

Exception caught: com.ca.genxx.bt.scripter.ScriptException:

[Function: Scripter.processOpenFile] ScriptException "
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[Function: Environment.openFile]IOException opening file: "/home/ptauto/
gen/oracle/cbd05/make/CASCADE.scrpt", (/home/ptauto/gen/oracle/cbd05/make/
CASCADE.scrpt (No such file or directory))" at: file: /home/ptauto/it/genxx/runtime/bt/
scripts/build_unix_ri_c.scr line #: 52

"{[OPENFILE]} {LOC.MAKE_DIR}{RI_NAME}.scrpt"

Compose Failed

アクション：

ビルドを処理する前に、TARGET プロファイル・トークンで参照されるすべてのサブディレクトリが作成されているこ
とを確認します。ビルド・ツールは、ディレクトリの作成には関与しません。検出されなかったディレクトリを作成し
て、再ビルドします。

すべてのモジュールに対するビルド スケジュール ステータスが処理されています

問題の状況：

ビルドするように選択されたモジュールのステータスがすべて Build Scheduling とマークされているにもかかわらず、何
もビルドされていない。

理由:

ビルド・ツール・クライアントが、ビルド・ツール・サーバとポートを共有しています。

アクション：

ビルド・ツール・クライアントに別のポートを設定して再起動するか、ビルド・ツール・サーバを強制終了してから事前
に選択したモジュールを再ビルドします。

 

実行可能アプリケーションのビルド

ビルドの前提条件

CA Gen モデルを実稼働環境の実行可能アプリケーションとしてビルドおよびアセンブルするには、事前に以下の作業を
完了します。

1. ソース コードの生成
2. サードパーティ製品の導入
3. 目標ディレクトリ構造の設定

注： 複数のモデルをベースにして大規模な実行可能アプリケーションをビルドすることはできません。

ソース コードの生成

構築は、モデル定義からソース・コードを生成するプロセスです。生成されたソース コードは、ビルド ツールによって
コンパイルされ、アセンブル可能な状態になります。構築では、ビルド・ツールのインストラクションが含まれるインプ
リメンテーション制御モジュール（ICM）も生成されます。構築でリモート導入を選択した場合は、ICM ファイルおよび
これに連結されたロード モジュール ソース ファイルを含んだリモート ファイル（RMT）が生成されます。
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サードパーティ製品の導入

JRE、コンパイラ、データベース、ミドルウェア、およびサードパーティの ActiveX コントロールや Web コントロール
などのサードパーティ製品は、ビルドを実行する前にインストールする必要があります。これは、ビルド ツールがイン
ストールされているマシンと、アプリケーションをインストールする目標マシンの両方が対象です。例外として、コンパ
イラは目標の実行マシンにインストールする必要がありません。

必要なソフトウェアの完全なリストについては、「CA Gen Technical Requirements」セクションを参照してください。

ビルド ツールは以下の環境変数を使用します。

• Windows システム
• PATH
• INCLUDE
• LIB
• UNIX システム
• LIBPATH
• SHLIB_PATH
• LD_LIBRARY_PATH
• Linux システム

LD_LIBRARY_PATH

ビルド・ツールが使用するデータベース、コンパイラ、およびミドルウェアの設定は、ユーザ・プロファイルでトーク
ンを設定することでカスタマイズできます。トークンの詳細については、「プロファイル・トークン」を参照してくださ
い。

目標ディレクトリ構造の設定

デフォルトでは、構築で生成された ICM または RMT ファイルを含んだディレクトリが、ビルド・プロセスで作成され
るすべてのファイルにも使用されます。このデフォルト・ディレクトリを変更するには、アプリケーションをビルドする
前に、選択した目標ディレクトリ構造をユーザ・プロファイルで展開します。目標ディレクトリの特定に使用されるプロ
ファイル・トークンのリストについては、「プロファイル・トークン」を参照してください。

実行可能なアプリケーションをビルドする手順

ビジネス アプリケーションをアセンブルするには、生成されバンドルされた一連のソース モジュールが実行可能コード
に変換される必要があります。生成されたソース コード モジュールをアセンブル用に実行可能コードに変換する手順に
ついて、以下に説明します。

NOTE
注： この例では、アプリケーションがローカルの Windows マシンで生成されており、目標システムはリモー
トの UNIX マシンです。

1. ビルド・ツール・クライアント（GUI バージョン）を起動します。

NOTE
注： ビルド・ツール・クライアント（GUI バージョン）の詳細については、「GUI クライアントの使用
法」を参照してください。

2. リモート・システム上でビルド・ツール・サーバを起動します。ビルド ツール サーバにはインターフェースがない
ため、クライアントが情報を送信する場合のみ作動します。

NOTE
注： ビルド・ツール・サーバの詳細については、「ビルド・ツール・サーバの使用」を参照してくださ
い。

3. ビルド ツール クライアントから、ビルド ツール サーバに接続します。
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4. FTP を使用して、ビルド・ツール・サーバが実行されているリモートの UNIX または Linux システムに RMT ファイ
ルを転送します。

WARNING
重要： UNIX または Linux システムに FTP を使用して転送されるリモート・ファイルは、生成時の大文字
と小文字の区別を維持する必要があります（例： CASCADE.rmt）。生成されたリモート・ファイルの大文
字と小文字を変更すると、UNIX または Linux のビルド・ツールは正常に動作しません。

5. ビルド・ツール・クライアントを使用して、関連する ICM または RMT ファイルを選択し、リモート・システム上で
ビルドするモジュールのセットを選択します。

6. 選択した ICM をビルドします。ICM は順番に処理されます。ビルド・ツールでは、一連のビルド・スクリプトおよ
びプロファイル設定を使用して、各 ICM の情報に基づいてビルド・プロシージャを生成します。

NOTE
注： ビルド・スクリプトの詳細については、「GUI クライアントの使用法」を参照してください。プロ
ファイル設定の詳細については、「プロファイル・トークン」を参照してください。

7. 生成されたビルド・プロシージャは連続した順序で実行され、アプリケーションをコンパイルおよびリンクします。
8. ビルド・ツール・クライアントには、ビルドの結果が表示されます。ビルド・ログを確認してビルド・エラーがない
かを調べることができます。

ここで説明したビルドの手順は、コマンド行モードを使用して起動することもできます。

アプリケーションのアセンブルの手順

アセンブルは、アプリケーションを再配布の目的でパッケージングするプロセスであり、Windows で GUI クライアント
を使用して Java アプリケーションおよび C# アプリケーションを処理する場合にのみ実行できます。

以下の手順に従います。

1. ビルド・ツール・クライアントから関連する ICM を選択することで、アセンブルするモジュールのセットを識別しま
す。

2. デプロイ バンドルを構成するために使用される［アセンブル］パネルで、アセンブルの設定を変更します。
ICM は順番に処理されます。ビルド・ツールでは、アセンブル設定と組み合わされたスクリプトを使用して、各 ICM
の情報に基づいてプロシージャを生成します。
生成されたアセンブル・プロシージャが実行され、アプリケーションがパッケージ化されます。ビルド・ツール・ク
ライアントには、アセンブルの結果が表示されます。

3. ビルド・ログを参照して、エラーがないかを確認します。

ターゲット環境に展開するためのパッケージ（EAR または MSI）が準備できました。
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ドキュメンテーションに関するリーガル通知書

本ドキュメンテーション（組み込みヘルプ システムおよび電子的に配布される資料を含む、以下、「本ドキュメンテー
ション」といいます）は、お客様への情報提供のみを目的としたもので、Broadcom により随時、変更または撤回される
ことがあります。 本ドキュメンテーションは Broadcom の専有情報であり、Broadcom の事前の書面による承諾なしに
本ドキュメンテーションの全部または一部を複写、移転、開示、変更、修正、複製することはできません。

お客様が本ドキュメンテーションに記載されているソフトウェア製品のライセンスを付与されたユーザである場合、お客
様およびお客様の従業員が当該ソフトウェアに関連して社内で使用する場合に限り、本ドキュメンテーションの印刷また
はコピーを妥当な部数だけ作成できます。ただし Broadcom のすべての著作権表示およびその説明を当該複製に貼り付
けることを条件とします。

本ドキュメンテーションを印刷するまたはコピーを作成する上記の権利は、当該ソフトウェアのライセンスが完全に有効
となっている期間内に限定されます。 なんらかの理由でライセンスが終了した場合、お客様の責任で、Broadcom に対
して、本ドキュメンテーションの全部または一部を複製した印刷物またはコピーが Broadcom に返却されたこと、また
は破棄されたことを書面で証明することになります。

準拠法により認められる限り、CA は本ドキュメンテーションを現状有姿のまま提供し、商品性、特定の使用目的に対す
る適合性、他者の権利に対して非侵害について、黙示の保証も含めいかなる保証もしません。 また、本ドキュメンテー
ションの使用に起因して、逸失利益、投資損失、業務の中断、営業権の喪失、情報の喪失等、いかなる損害（直接損害か
間接損害かを問わず）が発生しても、CA はお客様または第三者に対し責任を負いません。CA がかかる損害の発生の可
能性について事前に明示に通告されていた場合も同様とします。

本ドキュメンテーションで参照されているすべてのソフトウェア製品の使用には、該当するライセンス契約が適用され、
当該ライセンス契約はこの通知書の条件によっていかなる変更も行われません。

本ドキュメンテーションの制作者は Broadcom Inc. です。

「制限された権利」のもとで提供されます。米国政府による使用、複製、または開示は、該当する FAR
12.212、52.227-14、52.227-19(c )(1)-(2)、および DFARS 252.227-7014(b)(3) の各条項、またはその後継条項で定めら
れた制限の対象となります。

Copyright © Broadcom. All Rights Reserved. 「Broadcom」とはBroadcom Inc. とその関連会社を指します。 本ドキュメ
ンテーションに記載されたすべての商標、商号、サービス マークおよびロゴは、それぞれの各社に帰属します。
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