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１．はじめに

１．はじめに
ＪａｖａＦＸ とは Ｊａｖａ上で動作する リッチインターネット・アプリケーションの ＧＵＩ ライブラリです。 Ｊａｖａ プログラムと ｆｘｍｌ およ
び ｃｓｓ を併用して 業務システム を開発することができます。 Ｊａｖａ が使用できる環境 （Ｊａｖａ ＳＥ ７ Ｕｐｄａｔｅ ７ 以降がインス
トールされている Ｗｉｎｄｏｗｓ、Ｍａｃ および Ｌｉｎｕｘ） で動作します。
「ＪａｖａＦＸ： ＪＦＸ 業務システム・フレームワーク」 は ＪａｖａＦＸ を使用したＷｅｂベースの業務システムを開発するためのフ
レームワークです。
ＪａｖａＦＸ を使用することにより、リッチクライアントの画面構成と操作性により、ユーザーの業務に適応した Ｗｅｂ業務システム
を構築することができます。 また、既存のクライアント・サーバ方式の業務システムをインターネット・べースの業務システムに改
訂することもできます。
「ＪａｖａＦＸ: JFX 業務システム・フレームワーク」 は以下の要素から構成されています。
1. ユーザーが使用する業務用パソコンで動作 (ブラウザ あるいは スタンドアローンで動作) する ＪａｖａＦＸ アプリケーショ
ンを構成する Ｊａｖａ ファイル、ｆｘｍｌファイル、ｃｓｓファイルを作成する基準となるひな型。
2. Web サーバー側の PHP プログラムのひな型、データベース（MySQL）のテーブルのひな型。 環境設定、テーブル
ロック方式、通信するデータの暗号化・復号化メソッドなど。
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１．はじめに
「ＪａｖａＦＸ： ＪＦＸ 業務システム・フレームワーク」 を使用した業務アプリケーションの開発は、プロトタイプを使用したスパイラ
ル開発に適しています。
開発したプロトタイプをお客様・開発者がレビューした結果に基づいて、必要な工程に戻って機能の修正・変更・追加を行い
ます。 この開発工程を繰り返すことにより、プロトタイプを最終的なシステムに仕上げて行くことができます。 また、実稼働シス
テムを運用開始後もプロトタイプを開発・テストした環境は残しておき、不具合の修正や機能の追加が必要になった場合に利
用します。
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使用する開発ツール
「ＪａｖａＦＸ: JFX 業務システム・フレームワーク」 を構成する プログラム・ファイル は、その種類により異なる開発ツールを使用
して編集することになります。
主に使用する開発ツールは Ｊａｖａ の統合開発環境 「Ｎｅｔ Ｂｅａｎｓ ＩＤＥ」 です。
「Ｎｅｔ Ｂｅａｎｓ ＩＤＥ」 で使用されるファイルは ｊａｖａ、ｆｘｍｌ、ｃｓｓ ファイルです。
ｊａｖａ ファイル ・・・・・・ ＪａｖａＦＸ の ＡＰＩ を使用して処理画面の構成や処理を記述する
ｆｘｍｌ ファイル ・・・・・ 処理画面の定義を記述する ＸＭＬ ファイル
ｃｓｓ ファイル ・・・・・・ 処理画面のボタンやテキストフィールドなどのコントロールのスタイルを定義する
各ファイルは 「Ｎｅｔ Ｂｅａｎｓ ＩＤＥ」 で直接編集することができますが、 ｆｘｍｌ ファイル はＵＩ構築ツールの 「ＪａｖａＦＸ Ｓｃｅｎｅ Ｂｕ
ｉｌｄｅｒ」 でＵＩコンポーネントを画面上に表示して編集していきます。
売上伝票などの帳票 ｊｒｍｘｌ ファイル については 帳票デザイン・実行環境 の 「ｉＲｅｐｏｒｔ 」 を使用して編集します。
ＰＨＰ プログラムファイル はテキストエジタで直接編集します。 PHP の構文チェックができるエジタも使用します。

．ｊａｖａ ファイル
．ｃｓｓ ファイル

統合開発環境
Ｎｅｔ Ｂｅａｎｓ

．ｆｘｍｌ ファイル
ＵＩ構築ツール
ＪａｖａＦＸ Ｓｃｅｎｅ Ｂｕｉｌｄｅｒ

．ｊｒｍｘｌ ファイル

．ｐｈｐファイル

帳票デザイン・実行環境
ｉＲｅｐｏｒｔ

テキスト エジタ
構文チェック エジタ
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２．開発環境

２．開発環境
「ＪＦＸ 業務システム・フレームワーク」 を開発したシステム環境
Ｗｉｎｄｏｗｓ ７ Ｐｒｏｆｅｓｓｉｏｎａｌ ＳＰ１ ・・・・・・・ OS
Ｊａｖａ ＪＤＫ ７ ｕｐｄａｔｅ ７
Ｎｅｔ Ｂｅａｎｓ ＩＤＥ ７.２

・・・・・・・・・・・・・・ Ｊａｖａ 開発用ツール （Ｊａｖａ 2.2 が含まれている）
・・・・・・・・・・・・・・・ Ｊａｖａ 統合開発環境、 ＪａｖａＦＸ のプロジェクトを作成する

ＪａｖａＦＸ Ｓｃｅｎｅ Ｂｕｉｌｄｅｒ １.０
ｉＲｅｐｏｒｔ ５.０.０
ＰＨＰ ５.４.７

・・・・・・・・・・ ＪａｖａＦＸ のＵＩ構築ツール

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 帳票デザイン・実行環境
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ スクリプト言語

ＭｙＳＱＬ ５.５

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ データベース

ｐｈｐＭｙＡｄｍｉｎ ３.５.４
Ａｐａｃｈｅ ２.２.２２

・・・・・・・・・・・・・・・ データベース ＭｙＳＱＬ の管理ツール

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ Ｗｅｂ サーバ

ＭＫＥｄｉｔｏｒ ｆｏｒ Ｗｉｎｄｏｗｓ ６.1 ・・・・・・・・・・ テキストエジタ
ＰＨＰ エジタ ｓｔａｎｄａｌｏｎｅ １.３３ ・・・・・・・・・ ＰＨＰ専用のエジタ、PHP の構文チェックに使用する
ＬｉｂｒｅＯｆｆｉｃｅ Ｗｒｉｔｅｒ ３.６.３.２ ・・・・・・・・・・ ワープロ、このドキュメントを作成、ＰＤＦ ファイルに出力する

２.１．開発環境の設定
２.１.１．ＮｅｔＢｅａｎ ＩＤＥ ７.２
● Ｊａｖａ プラットフォームを追加して ＪａｖａＦＸ を使えるようにする
［ツール］→［Ｊａｖａ プラットフォーム］→ 「Ｊａｖａ プラットフォーム・マネージャ」 が開く。
［プラットフォームの追加］ で 「Ｃ：￥Ｐｒｏｇｒａｍ Ｆｉｌｅｓ￥Ｊａｖａ￥ｊｄｋ１．７．０_０７」 を選択する。 新しいＪａｖａ プラットフォー
ムが追加されるので、「ＪａｖａＦＸ」 タブを開く。 「ＪａｖａＦＸ を有効にする」 をチェツクして、「ＪａｖａＦＸ ＳＤＫ：」 を 「参照」 で
指定する。

● プロジェクトで使用する ＪＤＫ を設定する
プロジェクト名を右クリックして 「プロパティ」 を選択する。 「プロジェクト・プロパティ」 が開く。
「ライブラリ」 を選択して、「Ｊａｖａ プラットフォーム」 を指定する。 「プラットフォームの管理」→［ツール］→［Ｊａｖａ プラット
フォーム］→ 「Ｊａｖａ プラットフォーム・マネージャ」 が開くので、上記で追加した 「Ｊａｖａ プラットフォーム」 を選択する。

● プロジェクトで使用する ｉＲｅｐｏｒｔ を設定する
プロジェクト名を右クリックして 「プロパティ」 を選択する。 「プロジェクト・プロパティ」 が開く。 「ライブラリ」 を選択する。
「コンパイル」 タブ で 「ＪＡＲ／フォルダの追加」 ボタンをクリックする。 以下の Ｊａｒ ファイルを追加する。
Ｃ：￥Ｐｒｏｇｒａｍ Ｆｉｌｅｓ（ｘ８６）￥Ｊａｓｐｅｒｓｏｆｔ￥ｉＲｅｐｏｒｔ￥ｉｒｅｐｏｒｔ￥ｍｏｄｕｌｅｓ
￥ｅｘｔ￥ｃｏｍｍｏｎｓ-ｂｅａｎｕｔｉｌｅｓ-１８．２．ｊａｒ
〃
〃
￥ｅｘｔ￥ｃｏｍｍｏｎｓ-ｃｏｌｌｅｃｔｉｏｎ-３．２．１.ｊａｒ
〃
〃
￥ｅｘｔ￥ｃｏｍｍｏｎｓ-ｄｅｇｅｓｔｅｒ-２．１.ｊａｒ
〃
〃
￥ｅｘｔ￥ｃｏｍｍｏｎｓ-ｌｏｇｉｎｇ-１．１.ｊａｒ
〃
〃
￥ｅｘｔ￥ｃｏｍｍｏｎｓ-ｌｏｇｉｎｇ-１．１.ｊａｒ
〃
〃
￥ｅｘｔ￥ｉＴｅｘｔ-２．１．７．ｊａｒ
〃
〃
￥ｅｘｔ￥ｉＴｅｘｔＡｓｉａｎ．ｊａｒ
〃
〃
￥ｅｘｔ￥ｊａｓｐｅｒｒｅｐｏｒｔｓ．ｊａｒ
〃
〃
￥ｃｏｍ-ｊａｓｐｅｒｓｏｆｔ-ｉｒｅｐｏｒｔ．ｊａｒ
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３．「ＪＦＸ 業務システム・フレームワーク」 の準備

３．「ＪＦＸ 業務システム・フレームワーク」 の準備
1. プロジェクトを置くフォルダを、「エクスプローラ」で作成してください。 ここでは、フォルダ 「Ｄ：￥ＪａｖａＦＸ」 として説明
します。

2. 「ＪＦＸ 業務システム・フレームワーク」 を以下のお客様サポート専用のホームページよりダウンロードしてください。
（ 接続するためにはユーザアカウントとパスワードの入力が必要です。）

ｈｔｔｐ：//ｗｗｗ．ｓａｔｏｓｙｓ.ｃｏｍ_ｊｆｘ-ｇｙｏｍ/ｕｓｅｒ_ｄｏｗｎｌｏａｄ/
ダウンロードするファイル名は ＪＦＸ_ｇｙｏｍ_ｆｒａｍｅｗｏｒｋ.ｚｉｐ です。 ＺＩＰ形式の圧縮ファイルになっていますので、プ
ロジェクトを置くフォルダ 「Ｄ：￥ＪａｖａＦＸ」 に展開してください。
展開したフォルダには フォルダ
ＪＦＸ_ｇｙｏｍ_ｆｒａｍｅｗｏｒｋ ・・・・・・・・・・・ ＪａｖｚＦＸ のプロジェクト
ＪＦＸ_ｇｙｏｍ_ｆｒａｍｅｗｏｒｋ_ＰＨＰ ・・・・・・ ＰＨＰ プログラム
ＪＦＸ_ｇｙｏｍ_ｆｒａｍｗｏｒｋ_ｉＲｅｐｏｒｔ ・・・・ 帳票デザイン・ファイル
ＪＦＸ_ｇｙｏｏｍ_ｆｒａｍｅｗｏｒｋ_Ｈｅｌｐ ・・・・ ヘルプ・ファイル
がありますので、確認してください。

3. 「Ｎｅｔ Ｂｅａｎｓ ＩＤＥ」 を起動して、以下のように新しいプロジェクトを作成します。
［ファイル］→［プロジェクトを開く］→ 「Ｄ：￥ＪａｖａＦｘ￥ＪＦＸ_ｇｙｏｍ_ｆｒａｍｅｗｏｒｋ」 を選択して開く。
プロジェクト 「ＪＦＸ_ｇｙｏｍ_ｆｒａｍｅｗｏｒｋ」 が作成されます。

4. 「ｉＲｅｐｏｒｔ」 を起動して、以下の 売上伝票帳票ファイル を開いてください。
Ｄ：￥ＪａｖａＦＸ￥ＪＦＸ_ｇｙｏｍ_ｆｒａｍｅｗｏｒｋ_ｉＲｅｐｏｒｔ￥ｕｒｉａｇｅ_ｄｅｎｐｙｏ￥ｕｒｉ_ｄｅｎｐｙｏ．ｊｒｘｍｌ
レポート全体の 「プロパティ」 で 「Ｌａｎｇｕａｇｅ」 を 「Ｊａｖａ」 に変更してください。
日本語を表示できるようにするため、以下のように フォント と クラスパス を設定してください。
日本語を表示したい 「Ｓｔａｔｉｃ Ｔｅｘｔ」、「Ｔｅｘｔ Ｆｉｅｌｄ」 コンポーネントを選択して、そのプロパティで
「Ｐｄｆ Ｆｏｎｔ ｎａｍｅ」 に 「Ｈｅｉｓｅｉ Ｋａｋｕ Ｇｏ-Ｗ５」 または 「ＨｅｉｓｅｉＭｉｎ-Ｗ３」 を指定する。
「Ｐｄｆ Ｅｎｃｏｄｅ」 に 「ＵｎｉＪＩＳ-ＵＣＳ２-Ｈ（Ｊａｐａｎｅｓｅ）」 を指定する。
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４．アプリケーションの作成手順
４.１．新しいプロジェクトを作成
「Ｎｅｔ Ｂｅａｎｓ ＩＤＥ」 の新しいプロジェクトを作成して、ここに新しいアプリケーションを作成します。
新しいプロジェクトを置くためのフォルダは、 「Ｄ：￥ＪａｖａＦＸ￥ＪＦＸ_ｎｅｗ_ｇｙｏｍ」 として説明します。
フォルダ 「Ｄ：￥ＪａｖａＦＸ￥ＪＦＸ_ｇｙｏｍ_ｆｒａｍｅｗｏｒｋ」 をコピーして、フォルダ 「Ｄ：￥ＪａｖａＦＸ」 に貼り付けてください。 この
フォルダのフォルダ名を 「 ＪＦＸ_ｎｅｗ_ｇｙｏｍ」 に変更してください。
「Ｎｅｔ Ｂｅａｎｓ ＩＤＥ」 を起動して、以下のように新しいプロジェクトを作成してください。
［ファイル］→［プロジェクトを開く］→ 「Ｄ：￥ＪａｖａＦｘ￥ＪＦＸ_ｎｅｗ_ｇｙｏｍ」 を選択して開く。
プロジェクト 「ＪＦＸ_ｎｅｗ_ｇｙｏｍ」 が作成されますが、プロジェクト名は 「ＪＦＸ_ｇｙｏｍ_ｆｒａｍｅｗｏｒｋ」 となっていますので、以
下のようにしてこのプロジェク名を変更します。
開いたプロジェクトのプロジェクト名を右クリックして 「プロパティ」 を選択する。 ［プロジェクト・プロパティ］ が開くので、
「プロジェクト・フォルダ」 が 「Ｄ：￥ＪａｖａＦｘ￥ＪＦＸ_ｎｅｗ_ｇｙｏｍ」 になっていることを確認。
［プロジェクト・プロパティ］ を閉じる。
プロジェクト名を右クリックして 「名前の変更」 を選択して、プロジェクト名を 「ＪＦＸ_ｎｅｗ_ｇｙｏｍ」 に変更する。
「メイン・クラス」、「ログイン」、「メインメニュー」、「サブメニュー」、「ユーザ設定・登録」、「暗号化・復号化ツール」 は 「JFX 業
務システム・フレームワーク」 のものをそのまま使用し、画面の表記とメニューボタンのクリックイベントの内容を変更するのみと
します。

４.２．新しい処理画面を作成
新しく作成する処理画面は、「顧客マスター」 をひな型として 「商品マスター」 を作成するとして説明していきます。
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５．「ＪＦＸ 業務システム・フレームワーク」 の構成
システム設定データを取得

ＪＦＸ _ ｇｙｏｍ．ｊａｖａ

メイン・クラス ・・・・ グローバル変数に設定
ログイン画面を開く

ＪＦＸ _ ｇｙｏｍ _ ｌｏｇｉｎ．ｊａｖａ

ログインするユーザ名、パスワードを入力

ログイン・クラス ・・・・ ユーザ設定データを取得して

ユーザ名・パスワードを確認
メイン・メニュー画面を開く

ＪＦＸ _ ｇｙｏｍ _ ｍａｉｎＭｅｎｕ．ｊａｖａ

メインメニュー・クラス ・・・・ クリックしたボタンに対応した
処理画面またはサブメニュー
を開く

ＪＦＸ _ ｇｙｏｍ _ ｓｕｂＭｅｎｕ _ １０．ｊａｖａ

サブメニュー１０・クラス ・・・
クリックしたボタンに対応した
処理画面を開く

ＪＦＸ _ ｇｙｏｍ _ ｃｕｓｔ．ｊａｖａ

顧客管理クラス

ＪＦＸ _ ｇｙｏｍ _ ｕｓｅｒ _ ｓｅｔ．ｊａｖａ
ユーザ設定・登録クラス
ＪＦＸ _ ｇｙｏｍ _ ｅｎｃｒｙ _ ｔｏｏｌ . Ｊａｖａ

売上管理クラス

ＪＦＸ _ ｇｙｏｍ _ ｕｒｉ．ｊａｖａ

暗号化・復号化ツール・クラス
ＪＦＸ _ ｇｙｏｍ _ ｔｅｍｐｌａｔｅ．ｊａｖａ
テンプレート・クラス

共通画面・処理
ＪＦＸ _ ｇｙｏｍ _ ｍｅｓｇＢｏｘ _ ＯＫ．ｊａｖａ

ＯＫメッセージボックス・クラス

ＪＦＸ _ ｇｙｏｍ _ ｍｅｓｇＢｏｘ _ ＯｋＣａｎｃｅｌ．ｊａｖａ

ＯＫ・Ｃａｎｃｅｌメッセージボックス・クラス

ＪＦＸ _ ｇｙｏｍ _ ｉｎｐｕｔＢｏｘ _ ＯｋＣａｎｃｅｌ．ｊａｖａ

ＯＫ・Ｃａｎｃｅｌインプットボックス・クラス

ＦｉｇＴｅｘｔＦｉｅｌｄ．ｊａｖａ

数字入力テキストフィールド・クラス

ＪＦＸ _ ｇｙｏｍ _ ｆｕｎｃ．ｊａｖａ

共通処理メソッド・クラス ・・・
指定したＰＨＰプログラムを実行する

テーブルロックを設定
テーブルロックの状態を調べる
平文を暗号化する
暗号化した文字列を復号化する
ｕｒｉ _ ｄｅｎｐｙｏ．ｊｒｘｍｌ

帳票デザインツール 「ｉＲｅｐｏｒｔ」 で作成した売上伝票ファイル

ｕｒｉ _ ｄｅｎｐｙｏ．ｊａｓｐｅｒ

上記 ｊｒｘｍｌ ファイルを表示・印刷するためにコンパイルしたファイル

－ 8 －

５．「ＪＦＸ 業務システム・フレームワーク」 の構成

ＰＨＰ プログラム
ｍｙｓｑｌ _ ｓｅｒｖｅｒ _ ｄａｔａ．ｔｘｔ

ＭｙＳＱＬデータ初期設定ファイル。 各ＰＨＰプログラムで起動時に読み込む

ＪＦＸ _ ｃｈｅｃｋ _ ｌｏｃｋ _ ｄａｔａ．ｐｈｐ

指定したテーブルがロックされているか調べる

ＪＦＸ _ ｄｅｌ _ ｃｕｓｔ _ ｄａｔａ．ｐｈｐ

指定した顧客データを顧客マスターテーブルから削除する

ＪＦＸ _ ｄｅｌ _ ｕｒｉ _ ｄａｔａ．ｐｈｐ

指定した売上データを売上テーブルと売上明細テーブルから削除する

ＪＦＸ _ ｇｅｔ _ ｃｕｓｔ _ ｄａｔａ．ｐｈｐ

指定した顧客データを顧客マスタテーブルから取得する

ＪＦＸ _ ｇｅｔ _ ｓｅｒｃｈ _ ｃｕｓｔ．ｐｈｐ

顧客検索画面で指定した顧客データを顧客マスタテーブルから取得する

ＪＦＸ _ ｇｅｔ _ ｓｙｓｔｅｍ _ ｄａｔａ．ｐｈｐ

システム設定データをシステム設定テーブルから取得する

ＪＦＸ _ ｇｅｔ _ ｕｒｉ _ ｄａｔａ．ｐｈｐ

指定した売上データを売上テーブルと売上明細テーブルから取得する

ＪＦＸ _ ｇｅｔ _ ｕｓｅｒ _ ｄａｔａ．ｐｈｐ

指定したユーザ設定データをユーザ設定テーブルから取得する

ＪＦＸ _ ｇｅｔ _ ｕｓｅｒ _ ｐａｓｓｗｏｒｄ．ｐｈｐ

指定したユーザのパスワードとユーザランクをユーザ設定テーブルから
取得する
顧客データを顧客マスタテーブルに書き込む

ＪＦＸ _ ｓｅｔ _ ｃｕｓｔ _ ｄａｔａ．ｐｈｐ
ＪＦＸ _ ｓｅｔ _ ｌｏｃｋ _ ｄａｔａ．ｐｈｐ

指定したテーブルのロック年月日時分秒をテーブルロック管理テーブルに
書き込む

ＪＦＸ _ ｓｅｔ _ ｌｏｇｉｎ _ ｌｏｇ．ｐｈｐ

ログインしたユーザ情報をログインログ・テーブルに書き込む

ＪＦＸ _ ｓｅｔ _ ｓｙｓｔｅｍ _ ｄａｔａ．ｐｈｐ

システム設定データをシステム設定テーブルに書き込む

ＪＦＸ _ ｓｅｔ _ ｕｎｌｏｃｋ _ ｄａｔａ．ｐｈｐ

指定したテーブルのロックを解除する

ＪＦＸ _ ｓｅｔ _ ｕｒｉ _ ｄａｔａ．ｐｈｐ

売上データと売上明細データを売上テーブルと売上明細テーブルに
書き込む
ユーザ設定データをユーザ設定テーブルに書き込む

ＪＦＸ _ ｓｅｔ _ ｕｓｅｒ _ ｄａｔａ．ｐｈｐ
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５.１．データベース
RDBMS：

ＭｙＳＱＬ 5.5

データベース名：

ｊｆｘ_ｇｙｏｍ_ｄｂ

文字セット：
UTF-8
ストレージエンジン： InnoDB

テーブル： システム設定

（先頭のレコードのみを使用する。 ログインする直前に読み込む）

ｆｘ_ｓｙｓｔｅｍ_ｓｅｔ
カラム名
● ▲

データ型

id

int (11)

system_title

varchar (50)

システムのタイトル

help_url

varchar (100)

ヘルプファイルのＵＲＬ

ver_no

varchar (10)

バージョン番号

exe_mode

varchar (10)

実行モード （ ”DEVELOP”、 “PRODUCT”、 “DEMO” ）

ｚｅｉｒｉｔｓｕ

ｔｉｎｙｉｎｔ （4）

消費税率 ［％］

ｚｅｉ_ｈａｓｕ_ｓｙｏｒｉ

varchar (10)

”切上”、”切捨”、”四捨五入”

ｍｅｍｏ

varchar (100)

メモ

記号の説明： ● プライマリーキー ◎インデックス（ユニーク） ○インデックス ▲オートインクリメント
データを更新： ＪＦＸ_ｓｅｔ_ｓｙｓｔｅｍ_ｄａｔａ.ｐｈｐ を編集して書き込む内容を変更する
実行はコンマンドプロンプトで
Ｃ：￥ｐｈｐ￥ｐｈｐ.ｅｘｅ Ｄ：￥ＪａｖａＦＸ￥ＪＦＸ_ｇｙｏｍ_ｆｒａｍｅｗｏｒｋ_ｐｈｐ￥ＪＦＸ_ｓｅｔ_ｓｙｓｔｅｍ_ｄａｔａ.ｐｈｐ

テーブル： ユーザ設定

（ログインするユーザの ユーザ名、ユーザランク、パスワード を設定する）

ｆｘ_ｕｓｅｒ_ｓｅｔ
カラム名
● ▲

id
gyo_no

◎

データ型
int (11)
.int (11)

行番号

ｕｓｅｒ_ｎａｍ

varchar (20)

ユーザ名

user_rank

ｔｉｎｙｉｎｔ （4）

ユーザランク （0=管理者、 1=読み書き可、 2=表示のみ）

password

varchar (50)

パスワード （暗号化）

ｍｅｍｏ

varchar (100)

メモ

記号の説明： ● プライマリーキー

◎インデックス（ユニーク）
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○インデックス

▲オートインクリメント
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テーブル： テーブルロック管理

（各データベース処理で主に使用するテーブル名でロックを管理する）

ｆｘ_table_lock
カラム名

データ型

● ▲

id

int (11)

◎

table_name

varchar (20)

主に使用するテーブル名

lock_date_time

varchar (14)

ロックした年月日時分秒 “yyyymmddhhMMss”

記号の説明： ● プライマリーキー

テーブル： ログインログ

◎インデックス（ユニーク）

○インデックス

▲オートインクリメント

（ログインしたユーザを記録する）

ｆｘ_login_log
カラム名
● ▲

データ型

id

int (11)

user_name

varchar (20)

ログインしたユーザ名

login_date_time

varchar (14)

ログインした年月日時分秒 “yyyymmddhhMMss”

記号の説明： ● プライマリーキー

テーブル： 顧客マスタ

◎インデックス（ユニーク）

○インデックス

▲オートインクリメント

（顧客データを登録する）

ｆｘ_cust_master
カラム名

データ型

● ▲

id

int (11)

◎

cust_no

int (11)

顧客番号

○

cust_name

varchar (150)

顧客名 （暗号化）

○

cust_name_kana

varchar (150)

顧客名カナ （暗号化）

○

tel

varchar (90)

電話番号 （暗号化）

fax

varchar (90)

FAX 番号 （暗号化）

zip_code

varchar (8)

郵便番号

address_1

varchar (150)

住所１ （暗号化）

address_2

varchar (150)

住所２ （暗号化）

seikyu_flag

ｔｉｎｙｉｎｔ （4）

請求フラグ

kakeuri_flag

ｔｉｎｙｉｎｔ （4）

掛売フラグ

uri_ruikei_kin

Decimal (10,0)

売上累計金額

cust_kubun

varchar (10)

顧客区分

reg_date

varchar (8)

登録年月日 （“yyyymmdd”）

memo

varchar (300)

メモ （暗号化）

lock_date_time

varchar (14)

ロックした年月日時分秒 “yyyymmddhhMMss”

記号の説明： ● プライマリーキー

◎インデックス（ユニーク）
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○インデックス

▲オートインクリメント
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テーブル： 売上データ

（ 売上データを登録する）

ｆｘ_uri_data
カラム名

データ型

● ▲

id

int (11)

◎

rec_no

int (11)

レコード番号

◎

uri_no

int (11)

売上番号

○

cust_no

int (11)

顧客番号

○

uri_date

varchar (8)

売上年月日 （“yyyymmdd”）

zeinuki_gokei_kin

Decimal (12,0)

税抜合計金額

zei_gokei_kin

Decimal (8,2)

消費税合計金額

zeikomi_gokei_kin

Decimal (12,0)

税込合計金額

tekiyou

varchar (50)

摘要

lock_date_time

varchar (14)

ロックした年月日時分秒 “yyyymmddhhMMss”

記号の説明： ● プライマリーキー

テーブル： 売上明細データ

◎インデックス（ユニーク）

○インデックス

▲オートインクリメント

○インデックス

▲オートインクリメント

（ 売上明細データを登録する）

ｆｘ_uri_meisai_data
カラム名

データ型

● ▲

id

int (11)

○

uri_no

int (11)

売上番号

○

gyo_no

ｔｉｎｙｉｎｔ （4）

行番号

uri_kubun_code

varchar (10)

売上区分コード

product_code

varchar (10)

商品コード

suu

Decimal (8,0)

数量

tanka

Decimal (8,0)

単価

kin

Decimal (10,0)

金額

bikou

varchar (20)

備考

記号の説明： ● プライマリーキー

◎インデックス（ユニーク）
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５.２．共通事項
５.２.１．グローバル変数
「ＪａｖａＦＸ: JFX 業務システム・フレームワーク」 全体で使用する 定数・変数 はグローバル変数として ＪＦＸ_ｇｙｏｍ．ｊａｖａ で
定義されています。 これらは、定数として初期化されるかログイン前またはログイン時にデータベースより取得した内容が
セットされます。 それ以外の場所で内容を変更しないようにしてください。
［定数］
static final String PHP_URL_ = "http://localhost/JavaFX/JFX_gyom_framework_PHP/"; //PHP プログラムの URL
static final String ENCRYPT_KEY_ = "4uWe3Q#@95";
//暗号化キー
static final String DELIMITER_ = "#%_";
//送受信するデータのフィールドを区切るデリミタ
［ログインする前にテーブル fx_system_set より取得してセットする］
static String System_TITLE_;
//システム・タイトル
static String Help_URL_;
//ヘルプ・ファイルの URL
// "file:///D:/JavaFX/JFX_gyom_framework_Help/jfx-gyom_help.html"
static String Ver_NO_;
//バージョン番号（"1.000"）
static String Exe_MODE_;
//実行モード ("DEVELOP", "PRODUCT", "DEMO")
static double ZeiRITSU_;
//消費税率 (0.05)
static String Zei_HASU_SYORI_;
//消費税端数処理 ("切捨", "切上", "四捨五入")
static int Lock_Hold_Time_;
//ロック保持時間 [分]
［ログイン時にテーブル fx_user_set より取得してセットする］
static String User_NAME_;
//ログインしたユーザー名
static int User_RANK_;
//ユーザーランク (0=管理者, 1=読み書き可, 2=表示のみ)

５.２.２．メッセージ・ボックス／インプット・ボックス
メッセージ・ボックス ＯＫ・Ｃａｎｃｅｌ

メッセージ・ボックス ＯＫ

インプット・ボックス ＯＫ・Ｃａｎｃｅｌ

「ＯＫ・Ｃａｎｃｅｌ メッセージボックス」 の場合について説明します。
メッセージ・ボックスを開くには 「ＯＫ・Ｃａｎｃｅｌ メッセージボックス・クラス」 のオブジェクトを取得して そのオブジェクの
mesgBox_OkCancel_show(） メソッド を実行します。
引数は 「タイトル、メッセージ、「ＯＫ」 ボタンをクリックした時に実行する処理の指定、Ｘ位置、Ｙ位置」 となります。
（例）
JFX_gyom_mesgBox_OkCancel obj = new JFX_gyom_mesgBox_OkCancel();
obj.mesgBox_OkCancel_show("顧客管理 → 登録", "画面の顧客データを登録しますか？", "cust_reg", 520, 400);
「ＯＫ」 ボタンをクリックした時に実行する処理は、「ＯＫ・Ｃａｎｃｅｌ メッセージボックス・クラス」 の 「ＯＫ」ボタンをクリックした時
のイベント handleOKbtnAction（） メソッド内で、指定した引数毎に記述します。
「Ｃａｎｃｅｌ」 ボタンをクリックした時は、何もしないで メッセージ・ボックス を閉じます。
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５.２.３．テーブル・ロック
処理画面において、データを 表示・変更・新規作成・削除 するためにデータを取得する時に、その処理画面で主に使用
するテーブル名で、ロック管理テーブル 「ｆｘ_ｔａｂｌｅ_ｌｏｃｋ」 のカラム 「ｌｏｃｋ_ｄａｔｅ_ｔｉｍｅ」 にロックする 年月日時分秒 を書き
込みします。 書式は ”ｙｙｙｙｍｍｄｄｈｈｍｍｓｓ” です。 （例： ２０１３０１０８１５３０２５）
すでに他のユーザによってロックがかけられている場合は、ロック保持時間 Lock_Hold_Time_ ［デフォルトで 5 分］ 以上経
過していれば上書きします。 ロック保持時間 が経過していない場合は、「テーブルが他のユーザによってロックされてい
る。」 と表示して、［変更］、［削除］、［登録］ ボタンを表示しないようにしています。 従って、他のユーザによってロックされて
いる場合はデータの更新ができません。 （表示はできます。）
自分がロックした場合でも、 ロック保持時間 が経過していると、他のユーザによってロックが上書きされてしまう場合があり
ます。 このため、データを更新する時にロックが上書きされているか調べて、上書きされている場合はデータ更新ができない
ようにしています。
処理画面を閉じる時に、ロックした 年月日時分秒 が自分がロックしたものであれば、消しています。
レコード・ロックを行う場合は、テーブル・ロックする必要はありません。

処理画面を開く時

ロツクする年月日
時分秒を書き込む

データを書き込む時

ロツクした年月日
時分秒を調べる

処理画面を閉じる時

ロツクした年月日
時分秒を消す

ロック管理テーブル
ｆｘ _ ｔａｂｌｅ _ ｌｏｃｋ

５.２.４．レコード・ロック
処理画面において、［変更］、［削除］ ボタンをクリックした時に、その処理画面に表示しているレコードに対してロックをかけ
ます。 その処理画面で主に使用するテーブルのレコードの カラム 「ｌｏｃｋ_ｄａｔｅ_ｔｉｍｅ」 にロックする 年月日時分秒 を書き
込みます。 書式は ”ｙｙｙｙｍｍｄｄｈｈｍｍｓｓ” です。 （例： ２０１３０１０８１５３０２５）
すでに他のユーザによってロックがかけられている場合は、ロック保持時間 Lock_Hold_Time_ ［デフォルトで 5 分］ 以上経
過していれば上書きします。 ロック保持時間 が経過していない場合は、「レコードが他のユーザによってロックされている。」
と表示して、変更・削除モードにすることはできません。
ロックをかけることができた場合でも、データの 登録・削除 を実行する時に、ロックが上書きされているか調べて、上書きさ
れている場合はデータ登録・削除 ができないようにしています。
データ登録・削除 が完了した時に、ロックした 年月日時分秒 を消しています。

５.２.５．データの暗号化・復号化
テーブルのカラム毎に暗号化するか否かを選択することができます。 暗号化するデータは暗号化してからデータベースに
書き込みます。 暗号化してあるデータはデータベースからの読み込み時に復号化してから画面表示します。 データベース
上で暗号化されているためセキュリティ上も安心です。
暗号化／復号化は共通処理メソッド・クラス JFX_gyom_func．ｊａｖａ のメソッド encrypt_text（）／decrypt_text(） を使用しま
す。
暗号化したデータをデータベースにＰＯＳＴ 送信すると、それを受信したＰＨＰ プログラムで自動的に ＵＲＬデコード される
ため、ＵＲＬエンコードしてから ＰＯＳＴ 送信することが必要です。
（例）
JFX_gyom_func func_obj = new JFX_gyom_func();
Ｓｔｒｉｎｇ wstr = func_obj.encrypt_text("データ");

//データを暗号化する
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wstr = URLEncoder.encode(wstr, "UTF-8") + JFX_gyom.DELIMITER_;
wstr = func_obj.decrypt_text("暗号化されたデータ");

//URL エンコードする

//暗号化されたデータを復号化する

暗号化／復号化 処理は Ｊａｖａ 標準の ｊａｖａｘ．ｃｒｙｐｔｏ と ｊａｖａｘ．ｃｒｙｐｔｏ．ｓｐｅｃ パッケージを使用します。 暗号化アル
ゴリズムは 「Ｂｌｏｗｆｉｓｈ」 を使用します。
暗号化キーは メイン・クラス ＪＦＸ_ｇｙｏｍ．ｊａｖａ で 定数 ＥＮＣＲＹＰＴ_ＫＥＹ_ として宣言しています。
暗号化キーを紛失すると、データベース内の暗号化したデータを復号化して読み取ることが一切できなくなります。 従って、
暗号化キーは通常のバックアップ保存をするとともに、さらに別途保存（管理者が筆記でメモするなど）しておいてください。

５.２.６．数字入力テキスト・フィールド
数字のみ入力できるテキスト・フィールドです。 クラス FigTextField.java で定義されています。
数字入力テキスト・フィールド は売上管理クラス ＪＦＸ_ｇｙｏｍ_ｕｒｉ.ｊａｖａ の売上年月日 テキスト・フィールド および 売上明細
テーブルビューの 数量、単価 フィールドに使用されています。
数字入力テキスト・フィールド は ＵＩ構築ツール 「ＪａｖａＦＸ Ｓｃｅｎｅ Ｂｕｉｌｄｅｒ」 の標準コントロールにはないので作成できま
せん。 従って、ｊａｖａ ファイルに直接コーディングします。
（例）
@FXML private static AnchorPane anchor_pane;
private static FigTextField fig_txt = new FigTextField();
anchor_pane.getChildren().add(fig_txt);
fig_txt.setPrefSize(42,24);
//テキスト・フィールドのサイズ（長さ、高さ）
fig_txt.setLayoutX(657);
//Ｘ位置
fig_txt.setLayoutY(176);
//Ｙ位置

５.２.７．ＰＨＰプログラムを実行するメソッド
所定の ＵＲＬ にある ＰＨＰプログラムを実行します。 ＵＲＬ は メイン・クラス ＪＦＸ_ｇｙｏｍ．ｊａｖａ で定義されている定数 Ｓｔｒｉ
ｎｇ PHP_URL_ に設定します。 デフォルトで ”http://localhost/JavaFX/JFX_gyom_framework_PHP/” となっています。
ＰＨＰプログラムを実行するメソツドは、共通処理メソッド・クラス JFX_gyom_func．ｊａｖａ で定義されているメソッド
exe_PHP_prog（） を使用します。
public String exe_PHP_prog(String PHP_prog_name, String arg_content)
引数として 実行するＰＨＰプログラムのファイル名、ＰＨＰプログラムに ＰＯＳＴ送信するデータ を指定してください。 戻り値
は、ＰＨＰプログラムから ＰＯＳＴ受信したデータ文字列です。
（例）
String content ="cust_no=" + cust_no + "&order_by=" + order_by + "&os_name=" + JFX_gyom.Os_name_;
JFX_gyom_func func_obj = new JFX_gyom_func();
String wstr = func_obj.exe_PHP_prog("JFX_get_cust_data.php", content); ////指定した PHP プログラムを実行する
if (wstr.startsWith("exe_PHP_prog(): ERROR")) {
}
else {

//エラー処理

//正常処理

}
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５.２.８．帳票印刷（売上伝票）
帳票デザインツール 「ｉＲｅｐｏｒｔ」 で帳票のレイアウト設計を行います。 設計した帳票は ｊｒｘｍｌ ファイルに出力されます。
帳票生成の Ｊａｖａ ライブラリ 「JasperReports」 を使用して、 ｊｒｘｍｌ ファイルをコンパイルして jasper ファイルを作成します。
売上管理クラス ＪＦＸ_ｇｙｏｍ_ｕｒｉ.ａｖａ の 画面の売上伝票を印刷出力するメソッド prn_uri_data() 内で、「ｉＲｅｐｏｒｔ」 で作成し
た帳票記述ファイル uri_denpyo.ｊｒｘｍｌ をコンパイルして、帳票ファイル uri_denpyo.jasper を作成しています。 この jasper
ファイルを、ビューワで開きプレビューして、さらにプリンタに印刷出力するダイアログを表示しています。 jasper ファイルを Ｐ
ＤＦ に出力することもできます。
売上伝票へのデータの受け渡しは、画面のデータを連想配列にセットして、 jasper ファイルにコンパイルする時にその連想
配列をパラメータとして渡しています。
帳票デザインツール 「ｉＲｅｐｏｒｔ」

５.２.９．ユーザ・ランク
ログインしたユーザに対して以下のようなユーザ・ランクを設定しています。
０＝管理者、 １＝読み書き可、 ２＝表示のみ
ログイン時に ユーザ設定テーブル ｆｘ_ｕｓｅｒ_ｓｅｓｔ より ユーザ・ランク を取得し、 グローバル変数 Ｕｓｅｒ_ＲＡＮＫ_ にセットし
ています。
メイン・メニュー画面で、 ユーザ・ランクが 「０＝管理者」 でなければ、［ユーティリティ］ サブメニューは表示しません。
顧客管理画面、売上管理画面を開く時に、ユーザ・ランクが 「２＝表示のみ」 の場合は ［変更］ ［新規］ ［削除］ ［登録］ ボ
タン を非表示にして、データ^変更ができないようにしています。
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５.３．ログイン／メニュー
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５.４．顧客管理
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５.５．売上管理
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５.６．ユーザ設定・登録

ログインするユーザを、ユーザ設定テーブル 「ｆｘ_ｕｓｅｒ_ｓｅｔ」 に登録します。 既存ユーザの変更・削除、新規ユーザの追加が
できます。 ユーザ名には日本語を使用しないでください。 ユーザ・ランクは 「０＝管理者、 １＝読み書き可、 ２＝表示のみ」
となります。 パスワードは設定しないこともできます。 ［登録］ ボタンをクリックすると、データベースに画面の内容を書き込みし
ます。

５.７．暗号化・復号化ツール

データベース 「ＭｙＳＱＬ」 に書き込んだ暗号化データは、データベース管理ツール 「ｐｈｐＭｙＡｄｍｉｎ」 などで表示しても暗
号化されているため判読することができません。 このため、本ツールを使用して復号化してください。
暗号化されたデータをコピーして、本ツールに貼り付け ［復号化］ ボタンをクリックしてください。 復号化されたデータが表示さ
れます。 また、暗号化したデータをデータベース管理ツールなどで直接データベースに書き込む場合は、本ツールで暗号化
したデータをコピーして貼り付けしてください。
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５.８．テンプレート

新しいアプリケーションを作成する場合、その処理画面のひな型となるテンプレートです。 「顧客管理」、「売上管理」 の処理
画面と大きく異なる処理画面の場合、このテンプレートを使用してください。
以下の３個のファイルをコピーして、別のファイル名で貼り付けしてください。
ＪＦＸ_ｇｙｏｍ_ｔｅｍｐｌａｔｅ．ｊａｖａ、 ＪＦＸ_ｇｙｏｍ_ｔｅｍｐｌａｔｅ．ｆｘｍｌ、 ＪＦＸ_ｇｙｏｍ_ｔｅｍｐｌａｔｅ．ｃｓｓ
貼り付けしたファイルのファイル名を新しい処理画面のものに変更してください。 拡張子はそのままにしておいてください。

５.９．ＰＨＰ プログラム
［初期設定ファイル］
各ＰＨＰプログラムでは、起動時に初期設定ファイル ｍｙｓｑｌ_ｓｅｒｖｅｒ_ｄａｔａ．ｔｘｔ を読み込んでいます。 この初期設定ファイ
ルは設定項目をカンマで区切ったテキストファイルで、ＰＨＰプログラム と同じ場所に置きます。 書式は以下のとおりです。
データベースのＩＰアドレス， データベースのユーザ名， パスワード， データベース名， 文字コード， ＰＯＳＴ送受信する
データのデリミタ
（例） ｌｏｃａｌｈｏｓｔ， ｒｏｏｔ，ｘｘｘｘｘ， ｊｆｘ_ｇｙｏｍ_ｄｂ， UTF8， #%_
データベースのＩＰアドレス： データベース ＭｙＳＱＬ を置いているサーバの ＩＰアドレス。 ＰＨＰプログラム と同じ
パソコン内にある場合は 「ｌｏｃａｌｈｏｓｔ」 とします。 （例） 192.168.1.20
データベースのユーザ名： データベース ＭｙＳＱＬ を使用できるユーザ・アカウント
パスワード： データベースのユーザが ＭｙＳＱＬ を使用するためのパスワード
文字コード： ＭｙＳＱＬ に設定されている文字コード （UTF8）
デリミタ： ＪａｖａＦＸ側から あるいは ＰＨＰプログラム側から ＰＯＳＴ送受信するデータのフィールドを区切るための
文字列。 通常データとして使われない記号などを文字列として設定します。 もし、データ内に同じ文字
列が存在した場合は、ＰＯＳＴ送受信後の処理でエラーになります。 そのおそれがある場合は、送受信前
にデリミタと同じ文字列を他の文字列に変換し、送受信後に元に戻すことが必要になります。
（例） “AAAA#%_BBBB#%_123456#%_”
［ＰＨＰプログラムの戻り値］
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正常に処理した場合： 処理した結果を示す文字列を返す場合と データベースから取得したデータを返す場合があります。
エラーの場合： 「ＰＨＰプログラム名 ＋ ” ＮＧ ” ＋ エラーの内容」 を返します。
ＰＨＰプログラムを呼び出した ＪａｖａＦＸ 側では、この戻り値を取得して、正常時の処理／エラー時の処理 を行ってください。
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