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「LANSA の生産性の高さは、理解できた。 
ところで、帳票はどうなっているのですか？」 
 
お客様に、よく聞かれる質問です。 
 
今日は、「LANSAと帳票」という題で、 
LANSAを使って、 
帳票を出力する方法のご紹介をしてみたいと思います。 
 

いくつか、LANSA製品ではないツールをご紹介し
ますが、これらの製品は、LANSAが正式にサポー
トしている製品ではありません。その他のツールと
の共通点も多いと思われますので、帳票ツールとの
連携手法の参考としてください。 

他社登録商標・商標をはじめ、会社名、システム名、製品名は一般に各社の登録商標または商標です。 
なお、本文および図表中では、「™」、「®」は明記しておりません。 



帳票出力の方法 
 

スプールファイルから 
 
SVファイルから 
 
ガラスの帳票 



スプールファイル 
DEF_LINE   NAME(#DETAIL) FIELDS(#NO #ITEM #ITEMDESC #QTY #AMOUNT) 
  
SELECT     FIELDS(#DETAIL) FROM_FILE(ORDER) WITH_KEY(#ORDNO) 
    KEEP_TOTAL OF_FIELD(#AMOUNT) IN_FIELD(#SUM)  
    PRINT      LINE(#DETAIL) 
ENDSELECT 
  

No 品番 品名 個数 金額 

1 A01 ラケット 1 ¥30,000 

2 B02 振動止 1 ¥800 

合計 ¥30,800 

No 品番 品名 個数 金額 

1 A01 ラケット 1 ¥30,000 

2 B02 振動止 1 ¥800 

合計 ¥30,800 

生産性が高い 
環境が単純 

単純な帳票のみ 
l罫線 ☓ 
lイメージ ☓ 
l色  ☓ 
lグラフ ☓ 



SVファイル 
DEF_LIST   NAME(#DETAIL) FIELDS(#NO #ITEM #ITEMDESC #QTY #AMOUNT) 
  
SELECT     FIELDS(#DETAIL) FROM_FILE(ORDER) WITH_KEY(#ORDNO) 
     ADD_ENTRY TO_LIST(#DETAIL) 
ENDSELECT 
USE BUILTIN(TRANSFORM_LIST) WITH_ARGS(#DTAIL ‘REPORT.TSV’ T) 
USE BUILTIN(SYSTEM_COMMAND) 

1 A01 ラケット 1 ¥30,000 

2 B02 振動止 1 ¥800 

No 品番 品名 個数 金額 

1 A01 ラケット 1 ¥30,000 

2 B02 振動止 1 ¥800 

合計 ¥30,800 

様々な出力形式が可能 
EXCELとの親和性 

生産性が低い 
環境が複雑 

帳票ツール 



DEF_LINE   NAME(#DETAIL) FIELDS(#NO #ITEM #ITEMDESC #QTY #AMOUNT) 
  
SELECT     FIELDS(#DETAIL) FROM_FILE(ORDER) WITH_KEY(#ORDNO) 
    KEEP_TOTAL OF_FIELD(#AMOUNT) IN_FIELD(#SUM)  
    PRINT      LINE(#DETAIL) 
ENDSELECT 
  

No 品番 品名 個数 金額 

1 A01 ラケット 1 ¥30,000 

2 B02 振動止 1 ¥800 

合計 ¥30,800 

No 品番 品名 個数 金額 

1 A01 ラケット 1 ¥30,000 

2 B02 振動止 1 ¥800 

合計 ¥30,800 

生産性が高い 
環境が単純 

単純な帳票のみ 
l罫線 ☓ 
lイメージ ☓ 
l色  ☓ 
lグラフ ☓ 

DEF_LIST   NAME(#DETAIL) FIELDS(#NO #ITEM #ITEMDESC #QTY #AMOUNT) 
  
SELECT     FIELDS(#DETAIL) FROM_FILE(ORDER) WITH_KEY(#ORDNO) 
     ADD_ENTRY TO_LIST(#DETAIL) 
ENDSELECT 
USE BUILTIN(TRANSOFRM_LIST) WITH_ARGS(#DTAIL ‘REPORT.TSV’ T) 
USE BUILTIN(SYSTEM_COMMAND) 

1 A01 ラケット 1 ¥30,000 

2 B02 振動止 1 ¥800 

No 品番 品名 個数 金額 

1 A01 ラケット 1 ¥30,000 

2 B02 振動止 1 ¥800 

合計 ¥30,800 

様々な出力形式が可能 
EXCELとの親和性 

生産性が低い 
環境が複雑 

帳票ツール 

スプールファイル SVファイル 



帳票に関する要求 

美しく、わかりやすい帳票 
ü 罫線・色・フォント・イメージ・グラフ・バーコード 

 

環境はできるだけ単純に 
ü クライアントへのモジュール配布 
ü PCサーバ 

 

オフィスソフトとの親和性 
ü メール ・Excel・Fax・PDF 

 

生産性 
ü 作りやすく   直しやすい 

 



帳票出力の方法 
 

スプールファイルから 
 
SVファイルから 
 
ガラスの帳票 



利点 
JOBQ, OUTQ 
üバッチ起動 
ü複数ジョブ・複数プリンターへの対応 
WRKSPLF, WRKJOBQ, WRKOUTQ 
üOSが用意している強力なコマンド群 



考慮点 
各拠点にプリンタセッションPGMが必要 
（つまり配布が必要ないわけではない） 
üPCOMM 
ü5577エミュレート・ドライバー 
 
 
 
 
 
 
 



スプールファイルのツールのご紹介 



Wilcomm 

罫線 ◯ 
色 ◯ 

フォント ◯ 
イメージ ◯ 
グラフ ☓ 

バーコード ◯ 
メール ◯ 
Excel ◯ 
FAX ◯ 
PDF ◯ 

OUTQに出力された、スプール
ファイルに対してオーバレイする
ことによって、様々な機能を付加
することができるツールです。 

開発元： 
Wilkinson Electronic Document Solutions 
http://www.wilkinson.com.au/ 

日本総代理店： 
株式会社 ケイ・アイ・エス・エス 
http://www.kiss21.co.jp / 



SMTP/POP3 

ステータス管理DB 

ステータス照会PGM 

/WILKINSON/SI 

メール 

ファックス 

PC プリンタ印刷 

電子保管 

オーバーレイ 

Non 5577 

IBM i Windows PC 



オーバーレイ機能 (Forms Designer) 
ロゴ・社印等の画像貼付け 

バーコード 

スプールデータ値に対応した画像
(例)商品コードから商品画像をピッ
クアップ 

固定情報 
(フォント・サイズ・色は自在) 

QRコード 

スプールデータ 
(フォント・サイズ・色は自在) 

自由なマッピングが可能 
(例)スプール上の最終行合計を明細
上部に設定 



出力方法 
オペレーションは ウィルコム用 OUTQ にスプールを投入するだけです。 
LANSA側で、特に必要な処理はありません。 

DEF_LINE   NAME(#DETAIL) FIELDS(#NO #ITEM #ITEMDESC #QTY #AMOUNT) 
  
SELECT     FIELDS(#DETAIL) FROM_FILE(ORDER) WITH_KEY(#ORDNO) 
    KEEP_TOTAL OF_FIELD(#AMOUNT) IN_FIELD(#SUM)  
    PRINT      LINE(#DETAIL) 
ENDSELECT 
  



管理 

IBM i 上に、ステータス管理DBが用意されており、 
5250ベースの管理画面が用意されています。 



帳票出力の方法 
 

スプールファイルから 
 
SVファイルから 
 
ガラスの帳票 



利点 
様々なツールが選択可能 
ü高機能 
 
Excelで元データを読み込み可能 
 
同一元データから複数の帳票を出力可能 
 
 



考慮点 
互換性 
üPCのツールは互換性が厳格ではない傾向があります。 
 
配布 
üActiveX 等を使用することが多いため、各PCにモ

ジュールを配布する必要があります。 
ü少なくともPCのサーバを必要とします。 
 
CSVファイルの扱いに注意 



考慮点 

文字は「”」ダブルクオートで囲み、数字はダ
ブルクオートで囲わない 

フィールドは、ダブルクォート「"」(U+0022) で囲んでも
囲まなくてもよい。 
フィールドがコンマ、ダブルクォート、改行を含む場合
は、かならずダブルクォートで囲む。 RFC4180から抜粋 

TSV(タブ区切り）を推奨します。 
LANSA の場合、TRANSFORM_LIST の第３パラメー
タに ‘T’を指定します。 

持ち出しが容易なファイル 

SV ファイル 
ü正しいCSVファイルとは 

• ツールによっては独自の解釈 
ü出力後のSVファイルの取扱 



SVファイルのツールのご紹介 



Create!Form 

罫線 ◯ 
色 ◯ 

フォント ◯ 
イメージ ◯ 
グラフ 〇 

バーコード ◯ 
メール △ 
Excel △ 
FAX △ 
PDF ◯ 

SVファイルを元に、帳票を出力す
るツールです。 
多くの製品群がありますが、ここ
では、PDF出力とWindowsプリン
ターの出力についてご紹介します。 

開発元： 
インフォテック・アーキテクツ株式会社 
http://www.itarchitects.co.jp/ 



優れた設計手法 
フォームインポート機能 

Excel、Word、 PDFファイルからフォームをインポートしてレイアウト作成 
インポート後は変数オブジェクトに一括変換 
 



表現力 



高速出力 

PDF生成時間 
 

 
100ページ（0.3MB）0.781秒  

軽量なPDF・印刷データを高速に安定出力 
 



帳票出力の方法 
 

スプールファイルから 
 
SVファイルから 
 
ガラスの帳票 



会議資料 



利点 

コスト カラーコピー１枚４０円 
40円X20PX10人 = 8,000円（一人あたり800円） 
タブレット端末の相場：20,000円～30,000円 
３０回程度の会議で元は取れる 

エコ A4一枚あたり、3.5gのCO2が排出されると言われま
す。 
3.5gX20X10 = 700g 
この量は、一般的な乗用車の５０分のアイドリング
時間に相当します。 

一回の会議でカラー２０ページの資料を１０人に配布すると 



利点 

セキュリティ 
MDMを使用すれば、スマートデバイスを紛失した際
にも、デバイスにロックをかけられるなど、セキュリ
ティが向上します。 

即時性 
会議の直前になって、数字が違う。 
急なデータの変更にも対応できます。 
さらに、事前準備の手間も削減されます。 

一回の会議でカラー２０ページの資料を１０人に配布すると 



考慮点 

システムが必要です。 
LongRangeをご検討ください。 

アプリが多数存在します。 
lQuickoffice Pro HD 
lOffice² HD 
lPDF Reader 

資料をまとめる仕組み 
ü「今」だけでなく「あの時」 
 
ファイルフォーマット 
üPDFだけでなく 
üExcel, Word, PowerPoint 
 
書き込める事 
üえんぴつ・マーカー 
 



業務でも 
ピッキングリスト 

 バーコードの読み取り機能により、ピッキングの結果入力 
5250エミュレータハンディターミナルの価格は２０万前後 

製造指示書 
 工程終了時にチェックすることにより、工程内在庫を把握 

点検報告書 
 データ化により、定量的な分析が、素早く可能に 



スマートデバイス 
ネイティブアプリ作成ツール 



LongRangeとは 
ネイティブ・アプリをRPG/LANSA
（RDMLX）で作成 
ü新しい技術の習得が不要 
ü複雑な開発が不要 
フレームワークはLANSAが提供 
一回の開発で、iOSにもAndroidにも対応 
ü二重開発/二重管理が不要 
デバイスの機能を使用可（カメラ、バーコー
ド・リーダー、GPS、電話…etc） 
低価格・短時間での実用化が可能 
 
 



LongRangeの仕組み 
ストア 

Visual 
LANSA  
IDE 

 
スタジオ 

 
エンジン 
HTTPSを含む 

プログラム 

インターネット 

XML 

スキーマ
定義 

HTTP 
or 

HTTPS 

Folder 

開発環境 
Windows 

サーバー環境 
Server  

ユーザー環境 
iOS/Android 

DB 



LongRangeとネイティブアプリの違い 

• App Store に登録が必要 
– 審査（掲載までのタイムロス） 

• 端末毎のプログラム作成 
– iPhone, iPad Objective-C 
– Android  java 

• App Store に登録が不要 
– 即時にプログラム変更 

• 端末毎のプログラム不要 
– iPhone, iPad RDML 
– Android  RDML 
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