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LANSA のマニュアル
３９分冊

３５４万 Word
４２８画像
A4換算 1万ページ

日本語化されていないマニュアル
Deploying Visual LANSA Applications on UNIX & 
Linux
LANSA for iSeries Modeling Guide
Default Guide for missed error messages
Tips for using Online Documentation
VLF .NET Snap-in Components Guide



V12 でのマニュアルの改定

•LANSAの新機能
•IBM i LANSAインストールガイド
•Windows LANSAインストールガイド
•RAMP-TS ガイド
•LANSA アプリケーション配布ツール
•Visual LANSA ユーザーガイド
•LANSA Composer ガイド
•Visual LANSA フレームワーク 配布チェックリスト
•LANSA テクニカル リファレンスガイド
•Visual LANSA フレームワーク ガイド
•LANSA Integrator ガイド

日本語で完全にやり直したマニュアル



LANSA の新機能 SSL 暗号化より

以前の暗号化アルゴリズム(DESとTwofish)は今で
も利用可能ですが、SSLを使用することをお勧
めします。注意：SSLは処理オーバヘッドを運
ぶので転送速度が遅くなるかもしれません。



SuperServer の暗号化

DES(Data Encryption Standard)
アメリカ合衆国の旧暗号規格で、56bitの共通鍵暗号で、現
在では安全性が低いとされている。

Twofish
AESセレクションで、Rijbdael に敗れたものの、暗号・復
元化の処理速度が優っているもの。

SSL(Secure Sockets Layer)
インターネット上で広く使われている「セキュリティを要求
される通信」のプロトコール、セキュリティに関する問題も
多く論じられているが、一般に使用しても問題はない。



指針
暗号化を行う必要がない。

暗号化なし

暗号化を行う必要がある。
SSL

暗号化を行う必要があり、かつ、速度
に関して非常にシビアな環境である。

Twofish



LANSAテクニカルリファレンス UPDATE より

この状況では、レコードが取り出されて（FETCH）から
更新される（UPDATE）までの間、"相互更新ウィンドウ
"が表示されます。ワークステーションでDISPLAYコマン
ドが実行されている場合、この時間は非常に長くなる
可能性があります。オフィスの外でコーヒーを飲む余
裕があるかもしれません。
これは、自動"相互更新"検査機能の有効で正しい使用
方法です。 FETCHコマンドとUPDATEコマンドの間に、
他のジョブおよび／あるいはユーザーによってレコー
ドが変更された場合、UPDATEコマンドによって"相互更
新エラー"（一般のタイプの妥当性検査エラーと同様に
処理されます）が生成されます。



画面のある場合
正しいコード

FETCH FROM_FILE(FILE) WITH_KEY or WITH_RRN
DISPLAY
UPDATE TO_FILE(FILE)

誤ったコード

FETCH FROM_FILE(FILE) WITH_KEY or WITH_RRN
DISPLAY
UPDATE TO_FILE(FILE) WITH_KEY or WITH_RRN



バッチの場合
正しいコード

UPDATE TO_FILE(FILE) WITH_KEY or WITH_RRN

良くないコード

FETCH FROM_FILE(FILE) WITH_KEY or WITH_RRN
UPDATE TO_FILE(FILE)



WITH_KEY, WITH_RRN を
UPDATE, DELETE で使用すると

FETCH WITH_KEY FETCH WITH_KEY

相互更新
ウィンドウ

UPDATE UPDATE WITH_KEY

① ①

②

③

②

NG

UPDATE

②



RPG の排他ロックを使用する
FETCH FROM_FILE(FILE) WITH_KEY LOCK(*YES)
DISPLAY
UPDATE TO_FILE(FILE)

注：LOCK(*YES) は、レコード・レベルでのロックを実行します。
それによって、OS内部のさまざまな動作（例：コミット制御複数
レコード・ロック、省略値の待機時間等）が影響を受けます。な
るべく、LOCK_OBJECT組込み関数によって、正しく完全な"ユー
ザー定義オブジェクト"のロッキング・プロトコルを開発するよう
お薦めします。

可搬性に関する考慮事項
可搬性のあるアプリケーションではサポートされていませんし、
使用することもできません。Visual LANSAで使用された場合は、作
成警告が出力されます。



LANSA技術解説書 LOCK_OBJECT より

ユーザー・オブジェクトはシステム上の物理ファイルである必要
はありません。ロックが必要な「すべて」が対象です。ユー
ザー・オブジェクトとは物理的というよりも概念的なものです。
それは特定の顧客番号やLANSA区画全体を表す場合もあります。制
限されるのはユーザーの想像だけです。



東京タワーも東京スカイツリーもロックできます。



DC@FOL
LOCK_OBJECT (‘TOKYO’ ‘TOWER’)
LOCK_OBJECT(‘TOKYO’ ‘SKY’ ‘TREE’ )

TOKYO TOWER

TOKYO SKY TREE

LOCK_OBJECT (‘TOKYO’ ‘TOWER’)
LOCK_OBJECT(‘TOKYO’ ‘SKY’ ‘TREE’ )



Webアプリケーションモジュールガイド
状態を保持しないより

WAMについてのキー・ポイントの一つは、WAMが状態を
保持しないということです。実際、どんなインター
ネット・ベースのアプリケーションも、状態を保持し
ません。

中略
ウェブページに表示されるべきデータはweb mapを使用
してやりとりされます。非表示のデータでさえやりと
りされます。しかし、これは"セッション"データにつ
いてはあってはいけません。これは、アプリケーショ
ン・ロジック層に対してのみ重要であり、プレゼン
テーション層で起こることに影響を与えないデータで
あるからです。



HIDDENは見える
WEB_MAP FOR(*BOTH) FIELDS((#PASSWORD *HIDDEN))

<div class="hidden">

<input id="PASSWORD" class="utext" maxlength="10"
size="10” type="hidden" name="PASSWORD”
value="{key('field-value', 'PASSWORD')}" />

</div>

<lxml:field name="PASSWORD">
<lxml:caption>
<lxml:label>パスワード</lxml:label>
<lxml:description>パスワード</lxml:description>
<lxml:heading-1>パスワード</lxml:heading-1>
<lxml:heading-2 />
<lxml:heading-3 />
</lxml:caption>
<lxml:value>ABCDEFGHIJ</lxml:value>

</lxml:field>

<input id="PASSWORD" class="utext" maxlength="10"
size="10” type="hidden" name="PASSWORD”
value=“ABCDEFGHIJ" />

XSL XML



PERSIST
WEB_MAP FOR(*NONE) FIELDS((#PASSWORD *HIDDEN)) 
OPTIONS(*PERSIST)

何も生成されていません
<lxml:field name="PASSWORD">

<lxml:caption>
<lxml:label>パスワード</lxml:label>
<lxml:description>パスワード</lxml:description>
<lxml:heading-1>パスワード</lxml:heading-1>
<lxml:heading-2 />
<lxml:heading-3 />
</lxml:caption>
<lxml:value>ABCDEFGHIJ</lxml:value>

</lxml:field>

故に、 XHTML 上にも存在しません。

XSL XML

しかし、サーバ内で値が保持されます。



Visual LANSA Framework ガイド
ビジネスオブジェクトより

ビジネス・オブジェクトを直接データベース・テーブ
ルに関連付けてはいけません。
同様に、エンド・ユーザーにとってレポートは日々の
業務の間に作成することになるオブジェクトそのもの
です。よって、レポートと呼ばれるビジネス・オブ
ジェクトを作成することは、たとえそれが多くのプロ
グラミング「オブジェクト」に係わっていても、完全
に理にかなったことです。
ビジネス・オブジェクトはエンド・ユーザーが業務中
に認識して使用するものであり、ソフトウェア開発者
がいう○○プログラミング「オブジェクト」とは異な
ります。

OBJECT-ACTIONインターフェースは、Visual 
LANSAフレームワークが考案したものではありません。



Object Action Interface
従来の考え方

受注の処理

このお客様から

このような内容

このお客様から

受注

このような内容

新しい考え方

Windowsのプログラムは、ほとんどがObject 
Interface の考え方で作成されています。



RAMP-TSガイド
アプリケーション内で最も重要で複雑な5250プログラムが刷新の落とし穴になる可能性があるより

すべての5250アプリケーションには、この巨大で厄介な5250プロ
グラムが少なくとも1つは存在します。

中略
なぜ、より優れたものに置き換えることを検討しないのか?
これが本当の場合、次の質問は、「なぜ、このプログラムを再利
用することにこれだけの時間と労力を費して、より優れたものに
置き換えることを開始しないのか?」となるはずです。
その理由は明らかに、置き換えに関する時間と費用をかけないよ
うにするためです。
ただし、さまざまな市場、ビジネス、政治的な理由ですぐにでも
置き換える必要があるという製品化の場合、それをただちに実行
することを真剣に検討して、再利用することに過度の時間を費や
すことなく、また刷新する必要のある他のすべての5250プログラ
ムの損失が注目の的にならないようにする必要があります。



RAMPは5250アプリをWeb/GUIにするだけではありません。

STEP1
STEP2

STEP3

この時に、全てをRAMP化する
必要もなければ、5250だけで解
決する必要もない
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