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ユーザーの意識変化
“あって当たり前”



デバイス優位度の変化

(出典:総務省 平成30年度 情報通信白書)

メインはモバイル



労働環境の変化

⾧時間労働の
解消

ワーク・ライフ・
バランス

テレワーク 生産性向上



求められるシステム

社外からの
利用

自分の
端末で

モバイル
タブレット

PC

業務
効率化

サービスの
提供



IT技術者の課題

アプリ開発者の
不足

システム保守の
増加

システム
分散化

システムの
業務最適化

最新ITの
取り込み



LANSAによるソリューション

IBM i
(AS/400)

Windows

Web

Mobile

Version 14



2018年5月
V14 SP2 をリリース。

メジャーバージョンアップに相当する、
多くの機能拡張を追加しました。



ローコード開発の要件

ビジュアル デザイン
ツール

モデル - ドリブン開発

ソースコード生成/
プラットフォーム翻訳

ユーザー エクスペリエンス

ワークフロー

ビジネスロジック

データマネージメント

インテグレーション

ローコード機能 アプリケーション モデル



LANSAローコード開発の機能分野

アプリケーション
フレームワーク

ローコード
開発言語

Low Code Platform

ビジネス
ルール
エンジン

アプリケーション
統合



ローコードプログラミング要件ローコード
開発言語

プロトタイプ作成 マルチデバイス対応

UI/UXの最適化



プロトタイプ作成ローコード
開発言語

モバイル・アプリケーション・テンプレート



マルチデバイス対応ローコード
開発言語

モバイル、タブレット、PCに最適化した
レスポンシブなWebアプリケーションを自動生成します。



ビュー&ダイアログ コンポーネントローコード
開発言語

レスポンシブに対応した新しいコンポーネントです。
リサイズ、非表示、折り畳み、拡大、移動を自動調整し、

モバイルアプリケーションの開発を容易にします。

ビュー ダイアログ



UI/UXの最適化ローコード
開発言語

Googleマテリアルデザイン コントロールが利用可能になりました。
Android, iOS, 及び Web アプリで一貫性のあるUIを提供できます。



マテリアルデザイン コントロールローコード
開発言語

IDEのコントロールタブより利用可能です。
マテリアルデザインのテーマはリボンから選択します。



従来のコントロールとの違い

入力域が罫線

色、大きさが可変

目的と用途で使い分ける

ローコード
開発言語



プロトタイプのサンプル提供ローコード
開発言語

各種サンプルよりプロトタイプを迅速に作成できます。
レスポンシブ、マテリアルデザインに対応しています。



迅速なアプリケーション開発アプリケーション
フレームワーク

中、大規模のアプリケーションを迅速に開発するための
フレームワークが用意されています。

Visual LANSA Framework(VLF)は、Webブラウザーと
Windowsデスクトップに対応した２タイプが用意されています。

VLF-ONE VLF-WIN



VLFの適合条件アプリケーション
フレームワーク

VLFは一般の商用アプリケーションを、迅速に開発する
ことに焦点が当てられています。あらゆるタイプのアプリ
ケーションに対する最善のソリューションではありません。

適合するケース
■複数業務を１システムで処理するもの

マスタメンテ、販売管理、入出金、在庫管理
■社内利用でユーザーが特定できるもの

スケジュール管理、ワークフロー、日報

適合しないケース
■単機能、機能特化したもの

工場内の工程管理システム、
進捗のモニタリングシステム

■利用者が特定されないもの
受付システム、掲示板、チャット

■スマートフォンOnlyのもの
■立って操作したいもの



VLF-ONE ２つのモードアプリケーション
フレームワーク

デスクトップ モード (PC実行のみに最適化)

マテリアルデザイン モード（レスポンシブ対応）



VLF-ONE レスポンシブ実行アプリケーション
フレームワーク

マテリアルデザイン モードは、レスポンシブWebとして実行されます。



VLF-ONE レスポンシブ実行アプリケーション
フレームワーク



Desktopモードで実行すると…アプリケーション
フレームワーク



VLF-ONE RAMPアプリケーション
フレームワーク

5250

5250 5250

VLF-ONEで5250を実行するRAMPオプションが利用可能です。



VLF-ONE or VLF-WIN

利用目的 VLF-
ONE

VLF-
WIN

PCにプログラムを配布したくない ●

マルチデバイス(モバイル、タブレット、PC)実行 ●

IEが使用できないデバイスでのRAMPアプリケーション ●

ローカル／共有フォルダにあるドキュメントとの連携 ●

レジストリへのアクセス、Exeファイル実行 ●

マルチ ディスプレイでの表示 ●

２つ以上のデータベースシステムへのアクセス ●

アプリケーション
フレームワーク

VLF-ONEとVLF-WINの検討指針

クライアントの利用環境への適性と、
Webの要素技術の成⾧に対する関心の高さから、

VLF-ONEが優勢になるでしょう。



アプリケーション統合アプリケーション
統合

LANSAは次の手段により、アプリケーション統合を促進します。

 RESTFul APIの使用
RESTFul APIを使用して、様々なWebサービスとの連携を可能にします。

 Integratorコンポーネント
従来から使用されてきた、IntegratorのJSMサービスをコンポーネント化し、
利便性向上と共通モジュール化を可能にします。

 IBM i プロシージャー呼び出し
拡張したアプリケーション(Web,モバイル)とRPG&SRVPGMとの連携を容
易にし、IBM i資産を有効活用します。



Webサービスとの連携アプリケーション
統合

現在の標準的なWebサービスの
アーキテクチャーである、REST(Ful) APIを使用して、

様々なWebサービスと連携できるようになりました。

Google Services & APIs Microsoft Azure APIs IBM Watson APIs



RESTFul APIを使用するアプリケーション
統合

RESTFul APIを使用するための
再利用可能パーツが提供されています

 RDMLXプログラムから利用可能
サーバーモジュール、再利用可能パーツ(Windows/IBM i/Linux)、フォーム、ファ
ンクション、WAM

 IBM i/Windowsで実行可能
 テクニカルリファレンスガイド

https://docs.lansa.com/14/en/lansa015/index.htm#lansa/l4wtgu
10_0095.htm (英語)



RESTFul APIの発行アプリケーション
統合

サーバーモジュールの定義から
RESTFul APIを作成できます。

自社独自のWebサービスが提供できるようになります。



Integratorコンポーネントアプリケーション
統合

LANSA Integratorが提供するJSMサービスを
コンポーネント化し、メソッドとして呼び出せるようにしました。

IDEのサンプルから、アクセスしてください。



JSMサービスコマンドアプリケーション
統合

JSM Service Commandsのサンプルは、サービス内の各コマ
ンドを、メソッドとして呼び出せるようにしています。

<FTPService Commandsのサンプル>
FTPコマンドごとのメソッドルーチンが
提供されています。
自分の使用したいメソッドを組合わせ
て、サービスを構成できます。



JSMサービス ワークフローアプリケーション
統合

JSM Service Workflowsのサンプルは、処理が関連するコマ
ンドを、一つのメソッドとして呼び出せるようにしています。

<FTPService Workflowsのサンプル>
複数のコマンドをまとめたメソッドルー
チンが提供されています。
WFFTGetFileルーチンでは、
JSMOpenandLoad
FTPConnect
FTPLogin
FTPBinary
FTPGet
FTPQuit
JSMCloseandUnload

を実行します。



IBM i プロシージャー呼び出しアプリケーション
統合

RDMLXから、RPGおよびサービス・プログラムの
プロシージャーが呼び出せるようになりました。

* プロシージャーの定義
Def_Mth_Ex Name(CallPgmMiscDate) Module(P157373J)
Def_Map_Ex Name(DateISO) For(*INPUT) Type(*DATE) Format(*ISO)
Def_Map_Ex Name(DateJIS) For(*INPUT) Type(*DATE) Format(*JIS)
Def_Map_Ex Name(DateEUR) For(*INPUT) Type(*DATE) Format(*EUR)
Def_Map_Ex Name(DateUSA) For(*INPUT) Type(*DATE) Format(*USA)

* プロシージャーを呼ぶ
#COM_OWNER.CallPgmMiscDate( #DatISO #DatJIS #DatEUR #DatUSA )

CALLコマンドのパラメータ上限(20個まで)の制約から解放されます

Def_Mth_Ex:
呼び出すプログラム、プロシージャー、およびサービスプログラムを定義します。

Def_Map_Ex:
データ型、⾧さ、小数点以下の桁数、フォーマット、区切り文字、入力、更新、またはその両方としての
使用法と戻り値の観点からマッピング（パラメータ）を定義します。

パラメータの定義

メソッドとして呼び出す



ビジネスロジックの分離ビジネス
ルール
エンジン

アプリケーションロジックとビジネスロジックを
別々のレイヤーで管理し、ビジネスルールの変更と、
複数のプラットフォームへの展開を容易にします。

LANSAは誕生以来、ビジネスロジックを分離するためのルールと
エンジンを提供しています。(LANSAリポジトリ)

データベース プログラム

テーブル定義
カラム/スキーマ定義

ビジネスルール
参照関係

派生フィールド
トリガー&ストアードプロシー

ジャ
再利用コンポーネント
ローカライゼーション

多言語化
フィールド表示属性

セキュリティ



テーブルのクイックルールビジネス
ルール
エンジン

妥当性検査の労力を軽減するために、事前定義のルールが追加
されました。データ・タイプによりルールは異なります。



アプリケーション
フレームワーク

ローコード
開発言語

Low Code Platform

ビジネス
ルール
エンジン

アプリケーション
統合

LANSAローコード開発機能(まとめ)
モバイル・アプリケーション・テンプレート
プロトタイプ・サンプル
マテリアルデザイン コントロール
レスポンシブWebデザイン

RESTFul Webサービス
JSMサービス・コンポーネント

IBM i プロシージャー呼び出し

LANSAリポジトリ
クイックビジネスルール

VLF-ONE マテリアルデザイン モード
VLF-ONE レスポンシブ

VLF-ONE RAMP



デモンストレーションWebサイト

https://developer.lansa.com/sample-apps/

ご紹介した機能の実例をご覧いただけます。



新機能と技術マニュアルV14 SP2
新機能

https://docs.lansa.com/14/ja/index.htm



サンプル集の拡充その他
V14 SP2

新機能

IDEのホーム画面の「サンプル」をクリック



組み込みファンクションの追加

 IsMatch (正規表現)
正規表現が使用可能になりました。

#STD_TEXT.IsMatch
Pattern(“^(?:(?:25[0-5]|2[0-4][0-9]|[01]?[0-9][0-9]?)¥.){3}(?:25[0-5]|2[0-4][0-
9]|[01]?[0-9][0-9]?)$”)  Result(#Label1)

 IsValidEmail
Emailアドレスのフォーマット(@回数、「.」の位置など)を検証します。

 IsVailPassword
パスワードの強度を「強」「中」レベルで検証します。

 URLEncode/URLDecode
UTF-8エスケープ文字へのエンコードとデコード

その他
V14 SP2

新機能



ソースコードのリンク/画像挿入

* Annotate Img=%partdir%DF_T53_Slide2.png width=1000 height=563

入力したURLがハイパーリンクになります。

コメント ‘Annotate img=’ で画像の参照を行います。

その他
V14 SP2

新機能



外部ファイルのロード
 [外部ファイルのロード]は、Windows用とIBM i用に、

機能が分割されました。それぞれのデータベースシステム固
有のアクセス手法で作業が行えます。

その他
V14 SP2

新機能



ファイルのデータ プレビュー

Windowsのテーブルのデータをプレビューします。

その他
V14 SP2

新機能



IDEとGitの統合
 LANSAのIDEとGitのバージョン管理システムが統合され、

オブジェクトのバージョン管理が行いやすくなりました。

LANSAエディターからコミット

LANSAエディターにプル

その他
V14 SP2

新機能



変更されたもの

1. IBM i側ソフトウェアのインストーラー
インストーラーがDVDから、保管ファイル(*SAVF)に変更になりました。
事前のアップロード作業が必要になります。
下記サイトに、[4.1 IBM i ソフトウェア]のインストール手順を掲載しております。
http://www.lansa.jp/support_japan/support/V14/HTML/DW-140030.htm

2. フレームワークとグループの削除
オブジェクト新規作成ダイアログから、[フレームワーク]と[グループ]が削除されました。
今後は、オブジェクトの[リポジトリ詳細]より指定します。

3. 名称が変更されます
ファイル → テーブル
論理ビュー → インデックス
フィールド → カラム

その他
V14 SP2

新機能



サポートについて
LANSAのサポートとは、

対象となるバージョン、プラットフォームに対して、
動作保証、不具合修正、EPC作成

をお約束するものです。

 LANSAサポートバージョン
V14 SP2 EPC142010
V13 SP2 EPC132080

 サポートするプラットフォーム
 IBM i ※IBMのサポートサイクルに準拠

V7R3 , V7R2
 Windows ※マイクロソフトのサポートサイクルに準拠

Windows 10
Windows Server 2012, 2016

2018年8月 時点

最新および一世代前の
Version
SP(Service Pack)
EPC(Enhanced Program Change)
が対象となります。



最新LANSAを体験できます
V14 SP2の開発環境を使用して、
Webアプリケーションを作成する、

無料の体験コースをご用意しております。

1. WEBアプリケーション 体験コース
2. VLF ONE 体験コース

• 各コースともに、3時間半程度(半日)の内容です。
• ランサ・ジャパン セミナールームへお越しいただくか、ランサ・ジャパンが提供

するリモート環境を使用したオンサイトでの実施が可能です。

体験コースの参加をご要望の際は、担当営業へご相談いただくか、
LANSA研修窓口(lansa_edu@lansa.jp)までご連絡ください。



30年間の技術進化と最新技術の採用で
迅速的、効率的、継続性のある

アプリケーション開発に貢献します。

【お問い合わせ先】 Tel: 03-5275-1201   Fax: 03-5275-1202   Mail: info_japan@lansa.jp

ご清聴ありがとうございました。


