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成果発表



LANSA コンソーシアムと事例研究会

LANSAコンソーシアムは、1996年にLANSAに興味をお持ちのソフト
ウェア会社を中心に相互の情報交換の場として設立されました。
また、LANSAを利用したアプリケーション・パッケージやテンプレートを
お持ちの各社様で｢LATC (LANSA Application Template Center)｣を
運営しています。

事例研究会は、２００5年にLANSAコンソーシアムの会員の中の有志に
よって、２ Wayの情報交換を目的に設立されました。
完了（継続中）のプロジェクトの報告や、LANSA の使用法、時には
ユーザ様をお招きしてご意見をお伺いしております。
今年は、「事例研究会として何らかの成果物を作成する」事を目標に
あげており、二月に一度の割合で開催されています。

LANSAコンソーシアムとは

事例研究会とは



LANSA Japan としての事例研究会への思い

少しでも、LANSA の情報を発信する
場を設けたい。

LANSAを使用している人たちの声を聞
きたい。

だからこそ こだわる
2Way コミュニケーション



LANSA 事例研究会の主旨
参加者が行った（行っている）プロ
ジェクトの報告

LANSA Japanからの情報提供

LANSA への要望の受付



今までのテーマの傾向

5250 C/S WEB その他

プロジェクト報告 1 3 5 4

ユーザの意見 4

使い方 2 5

要望 4

その他 1

最近の傾向

•LANSAの使い方が多くなる傾向

•WEB 事例が少なくなる傾向



なぜ３０回も続いてこれたのか？
ある程度の固定メンバー

建前だけでなく、本音も
過去の発表の引用

LANSA Japanの発表だけでなく、参加者も
発表

お返しも必要！

楽しいです。
会議の後に懇親会
失敗話はタメになります。





2009/10/07 LANSAへのリクエスト、どんどん募集いたします！
～頂いたご要望に対する回答をご報告～

2009/12/09 LANSA開発事例のご紹介
～今、できる、VLF 究極のユーザインタフェース～

2010/02/12 aXesのご紹介

2010/03/30 LANSAについて知りたいこと Q&A

2010/06/09 LANSAの開発で使っている仕様書を持ち寄ろう

2010/08/18 フィールドのネーミングルールについて



LANSAへのリクエスト、どんどん募集いたします！

～頂いたご要望に対する回答をご報告～
第
26
回

第２３回（２００９/3/18開催）の 【LANSA リクエスト、どんどん募集しま
す】で、募集され、開発元へのリクエストに対する回答の報告を受けま
した。

拡張要求受入 拡張要求拒否 V11 で実現可能 V12で対応

16 17 3 2



受け入れられたもの
RDMLXファイルをIBM I 上でコンパ
イルしたい。

複数のエクスポートリストを一括削除
したい。

フィールド単位でIMEをコントロール
したい。

FORM では実現可能ですが、ファンクションで
は難しいかもしれません



受け入れられなかったもの
テキストマップをファンクション間でコピー
したい。

テキストマップの使用は、保守性を損なうため、推奨さ
れていません。

コンポーネント間でリストを受け渡ししたい。
実装には多くの困難があります。また、別の方法で実
現可能です。

再帰処理を可能にして欲しい。
実装は極めて困難です。製品の処理を根本から書き
直す必要があります。



LANSA開発事例のご紹介
～今、できる、VLF究極のインタフェース～

第
27
回

LANSA Japan がサポートしたプロジェクト（生産管理システム）で、
Visual LANSA Framewoｋを使用したプロジェクトの事例の紹介を受
けました。

権限管理

利用時間管理

利用状況管理

５００件を超えるとプログレスバー

再読込ボタン

前回件数をデフォルト

画面のレイアウト保存
徹底したオブジェクトアクション

カラム固定・並び替え

エクスポート機能



始めるには、できるがわかる事

何ができて、何ができないのか？

たとえ、できても、それが妥当なのか？

できるとして、どうするのか？

LANSA の問題は sample が少ないだけでなく

その情報を得られる、場が、事例研究会



aXesのご紹介第
28
回

RAMP Kit に含まれる aXes
単体で使用しても、既存の５２５０アプリケーションを簡単にWeb 化す
ることも可能ということで、その製品の勉強会を開催しました。



こんな話しも聞き出せます。
aXes って、L4W キラーなんで・・・

始めの頃は、カスタマイズの機能が貧
弱だったんですよ。



LANSA について知りたいことQ&A第
29
回

新しく事例研究会のメンバーに加わった、（株）ハネダビジネスフュージョ
ンより、LANSA の質問を受け、それに答えるという会を開催しました。

1. 印刷制御が気になります。遠隔地の支店等の場合は出力帳票はど
う扱うのか。

2. 今までで一番小さいプロジェクトの規模。事務員が１～２名程度
で細々と基幹業務を運用しているような会社で、LANSAを導入す
る必要（メリット）があるのか。

3. LANSAのメリットが生産性だとすると、社内でIT部門を持たない
会社では恩恵を受けない気がします。あくまでも開発側の負担が
軽減されるという部分でお客様にどうアピールするのか。してい
るのか。

4. LANSA以外の類似製品。競合製品。優れている／劣っている点。

5. 研修を受けてみて感じましたが、やはりRPGの経験が土台に無い
とLANSAの考え方が分かりにくい。他言語からの乗り換え事例等。

質問



LANSAで使っている仕様書を持ち寄ろう第
30
回

参加者が許される範囲で、現在・過去に使用した仕様書を持ち寄り、
お互いにどのような書き方をしているのか、工夫をしているのかの情報
交換や議論を行ないました。



前回の「仕様書を持ち寄ろう」で、結局、自分が使っている仕様書が使
いやすいという意見が多く、それでは、どのようなルールに基づいて、プ
ロジェクトを運営しているかを話しあおうとなりました。

そこで、次回のテーマは、フィールドのネーミングルールは、どのような
物がいいかの議論を行なうこととなりました。

第
31
回



簡単に合意できたこと
ドメイン(コード、名前等）はフィールドID
の一部にあるべき

ワークフィールドはリポジトリに登録せずに、
DEFINE FIELD REFFLD

仮想フィールドと物理フィールドの区別も
フィールドIDの一部にあるべき



議論の土台として

LANSA のマニュアルでは
XXXXXXiii

iii =フィールドの性格（WRK, VIR)
参加者の中には

FFFXXXX
FFF=ファイルの先頭３文字

DDDXXX
DDD=ドメイン コード(CDX),名前(NAM)等

SSXXXD
SS=はシステムID
D=ドメイン コード(C),名前(N)

LANSA Japanでは
XXXXDD

DD=ドメイン コード(CD), 名前(NM)



具体的に見ると
顧客マスタ

顧客コード 顧客名 住所

XXXXXXiii CUSTCD CUSTNM ADDRES

FFFXXXX CSMCSCD CSMCSNM CSMADRS

DDDXXX CDXCST NMXCST TXTADR

SSXXXD CMCSTC CMCSTN CMADRT

XXXXDD CUSTCD CUSTNM ADDRTX

受注Ｆ

顧客コード 請求先コード 届け先住所

XXXXXXiii CUSTCD CSIVCD ADDRES

FFFXXXX ODFCSCD ODFICCD ODFADRS

DDDXXX CDXCST CDXCSD TXTADR

SSXXXD ODCSTC ODCIVC ODADRT

XXXXDD CUSTCD CSIVCD SPADTX



議論：同一ドメインは同フィールドID

LANSAが推奨している 昔から、この方法、馴染ん
でいるし、特に不都合は感
じない

いちいち、ファイル毎に転
送ロジックが必要

転送ロジックを明示的に書
きたい。そもそも、どこの
ファイルから読んだ値なの
かを知りたい

フィールドビジュアライ
ゼーションを付けるのがた
いへん

フィールドビジュアライ
ゼーションは使用しない。
フィールドレベルの妥当性
検査も同じ

同フィールドID派 異なるフィールドID派



プロジェクトの中で

開発者全員の考えを合わせなければならない。
キックオフなどが必要（いつもできるわけではない）。
追加メンバーに説明をしなければならない

ファイル毎にフィールドIDであれば、作業レベ
ルに落とすのが容易である。

生産性とは伝える・理解させるも含まれる。

RPGプログラムが複雑になりすぎる
LANSA だけで、システム構築をしているわけではない。

同じ目的のフィールドは、同じIDにすべきという考え方は最もだと思う。
しかし、プロジェクトを運用していく中では、技術論ではない難しさがある。



雑談の中で
同じ目的のフィールドを、同一IDにする難しさは、結局、どれだけ、プロ
ジェクトを管理していく事ができるかが大きいのかもしれない。

それは、声の大きなプロジェクトリーダーが必要なのかもしれないし、お
客様を説得していく力も必要だろう。

もちろん、それが理想なのかもしれないが、様々な状況の中では、妥協
を行ないながら仕事をしているのが実態である。

そのような中でも、プロジェクトのなんとかしてやり遂げようとしている。

そこで 次回のテーマ



次回事例研究会

日時：2010/10/13  16:00 より
場所：LANSA Japan 会議室（東京・九段）

皆様のご参加をお待ちしております。

お問い合わせ・お申込みは

E-Mail consortium@lansa.jp

mailto:consortium@lansa.jp�


事例研究会の将来

LANSAコンソーシアム

事例研究会

LANSA ユーザ会

LANSA
Technical 

Conference 

LANSA
Partner

Conference 

LANSA
User

Conference 



すべての LANSA ユーザのために

IT の業界の進化は早く

LANSAは、さらに進化していきます。

是非とも、LANSA の世界を探検してみてください。

新しい発見が、みなさんの成功を導くはずです。
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