
XMLXML--COBOLCOBOL帳票ソリューションのご紹介帳票ソリューションのご紹介

ＮＥＣソリューションズＮＥＣソリューションズ

第二コンピュータソフトウェア事業部第二コンピュータソフトウェア事業部

「ＣＯＢＯＬ活用セミナー」「ＣＯＢＯＬ活用セミナー」

～既存資産～既存資産//技術を活かした新技術の融合～技術を活かした新技術の融合～
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■既存既存COBOLCOBOL資産活用の課題資産活用の課題

■既存既存COBOLCOBOL資産活用の仕組み資産活用の仕組み

■XMLXML--COBOLCOBOL帳票ソリューションの機能帳票ソリューションの機能

■まとめまとめ

ご紹介の内容ご紹介の内容
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既存ＣＯＢＯＬ資産活用の課題既存ＣＯＢＯＬ資産活用の課題
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ＣＯＢＯＬシステムの現状ＣＯＢＯＬシステムの現状

COBOLCOBOL実行環境実行環境

COBOLCOBOLアプリケーションアプリケーション

OSOS・・プラットフォームプラットフォーム
基幹系ＯＳ基幹系ＯＳ

COBOLCOBOLアプリケーションアプリケーション

DeviceDevice
DeviceDevice

GatewayGateway

NetworkNetwork
NetworkNetwork

プロプラ系プロプラ系StrageStrage
高速センタプリンタ高速センタプリンタ

従来ﾌﾟﾛﾄｺﾙ従来ﾌﾟﾛﾄｺﾙ

PCPCサーバ系サーバ系StrageStrage
ＰＣプリンタＰＣプリンタ

TCPTCP--IPIP
InternetInternet

WebWebサービスサービス

オープン系オープン系プロプラ系プロプラ系

オープン連携可能なオープン連携可能な
既存既存COBOLCOBOL資産資産

積極的に積極的に
活用したい活用したい

新技術が登場新技術が登場



5

既存ＣＯＢＯＬ資産活用の要件既存ＣＯＢＯＬ資産活用の要件

ＰＣの進化ＰＣの進化

モバイルの浸透モバイルの浸透

インターネットの拡大インターネットの拡大

ＸＭＬによる統合の流れＸＭＬによる統合の流れ

様々な場面で利用可能様々な場面で利用可能
なコンテンツが必要なコンテンツが必要

様々なシステムとの様々なシステムとの
連携が重要連携が重要

機能的要件機能的要件

ブロードバンドの普及ブロードバンドの普及

マルチメディア化マルチメディア化

豊かな表現力の豊かな表現力の
帳票を作成したい帳票を作成したい

開発運用作業要件開発運用作業要件

コストダウン競争コストダウン競争

生産性の向上生産性の向上

最低限の改造で機能最低限の改造で機能
拡張し保守性も向上拡張し保守性も向上

させたいさせたい
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■■豊富な帳票加工機能、豊かな表現力を提供豊富な帳票加工機能、豊かな表現力を提供

■■ＰＣプリンタ、デバイス、ソフト利用で開発・運用コスト低下ＰＣプリンタ、デバイス、ソフト利用で開発・運用コスト低下

帳票活用ソリューション帳票活用ソリューション

■■様々なインターネットコンテンツやメディアを活用可能様々なインターネットコンテンツやメディアを活用可能

■■他プラットフォーム、システムと容易に連携可能他プラットフォーム、システムと容易に連携可能

InternetInternetデータ連携ソリューションデータ連携ソリューション

既存既存ＣＯＢＯＬを活用する新製品の目標ＣＯＢＯＬを活用する新製品の目標

既存ＣＯＢＯＬ資産の活用既存ＣＯＢＯＬ資産の活用

■■従来のアプリケーションを最小限の変更で利用したい従来のアプリケーションを最小限の変更で利用したい

■■帳票デザインや処理について、生産性の高い専用ツールを帳票デザインや処理について、生産性の高い専用ツールを
　使い開発運用したい　使い開発運用したい
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既存ＣＯＢＯＬ資産活用の仕組み既存ＣＯＢＯＬ資産活用の仕組み
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ファイル出力ファイル出力

既存既存COBOLCOBOL
アプリケーションアプリケーション

ＤＢ出力ＤＢ出力

画面出力画面出力

プリンタ出力プリンタ出力他入力他入力

画面入力画面入力

ＤＢ入力ＤＢ入力

ファイル入力ファイル入力

COBOL実行環境

ﾌｧｲﾙﾌｧｲﾙ

ＤＢＤＢ

ﾌｧｲﾙﾌｧｲﾙ

ＤＢＤＢ

etc

オープン系プラットフォーム

COBOLの

手足の部分

既存COBOLアプリケーション

そのまま、または最低限の改造
で外部の拡張機能を利用

印刷イメージ印刷イメージ
を取出すを取出す

ＸＭＬ－ＣＯＢＯＬＸＭＬ－ＣＯＢＯＬ
帳票ソリューション帳票ソリューション

プリンタ出力部の機能拡張（１）プリンタ出力部の機能拡張（１）

ContentsContents

次頁参照
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アプリケーションアプリケーション
からのプリンタ出力からのプリンタ出力

型番　品名　数量　　発注額型番　品名　数量　　発注額
Ａ１　ＴＶ　　１　３０，０００Ａ１　ＴＶ　　１　３０，０００
Ｂ２　ＣＤ　　３　　　　３００Ｂ２　ＣＤ　　３　　　　３００
Ｃ３　ＰＣ　　１　９８，０００Ｃ３　ＰＣ　　１　９８，０００

XFM-DATA

userdata

：

印刷経路
を流れる
データ

印刷イメージ

印刷イメージから抜出したテキスト
を構造化した文書オブジェクト
DocumentObjectModelに変換

スタイルシートでレイアウト変換
スタイルシートでContents生成

font

color

size

normaltext

locate

value

：

TV

50,20

Black

10.8P

gothic

プリンタ出力部の機能拡張（２）プリンタ出力部の機能拡張（２）
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印刷開始時印刷開始時
コンソール画面にコンソール画面に
専用書式の用紙専用書式の用紙
掛替えメッセージ掛替えメッセージ

メディアＩＤの利用メディアＩＤの利用

’’ABCABC’’
ﾖｳｼｦﾖｳｼｦ
ｾｯﾄｾﾖｾｯﾄｾﾖ

000070 INPUT-OUTPUT                    SECTION.
000080 FILE-CONTROL. 
000090     SELECT  PRNFILE   ASSIGN    TO   PFILE-PRN110-ABC.
000100 I-O-CONTROL.
000110     APPLY SHIFT-CODE ON PRNFILE.
000120* 
000130 DATA                            DIVISION.

MEDIA-ID

フォームオーバレイフォームオーバレイ
印刷実行の制御印刷実行の制御
キーとして利用キーとして利用

XMLXML--COBOLCOBOL帳票帳票

ソリューション実行のソリューション実行の
制御キーとして利用制御キーとして利用

第一段階第一段階 第二段階第二段階 第三段階第三段階

ContentsContents

ＮＥＣの場合
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ＸＭＬ処理基盤の動作ＸＭＬ処理基盤の動作

印刷データ印刷データ
ｏｂｊｅｃｔ化ｏｂｊｅｃｔ化

帳票加工帳票加工
ContentsContents

生成生成

StyleStyle
SheetSheet

StyleStyle
SheetSheet

XMLXML--COBOLCOBOL帳票帳票
ソリューションソリューション
設計ツール設計ツール

DOMDOM
ＴｒｅｅＴｒｅｅ

仮想化されたプリンタ仮想化されたプリンタ
制御による印刷イメージ制御による印刷イメージ

DOMDOM
ＴｒｅｅＴｒｅｅ

DOMDOM
ＴｒｅｅＴｒｅｅ

XSLTXSLTプロセッサプロセッサXMLXMLﾊﾟｰｻﾊﾟｰｻ

StyleSheetStyleSheetによるによる
レイアウト変換レイアウト変換

ﾚﾝﾀﾞﾘﾝｸﾞﾚﾝﾀﾞﾘﾝｸﾞ
機能機能

既存既存COBOLCOBOL
アプリケーションアプリケーション

ｲﾒｰｼﾞ描画ｲﾒｰｼﾞ描画

DOMDOM
ＴｒｅｅＴｒｅｅ

ﾚﾝﾀﾞﾘﾝｸﾞﾚﾝﾀﾞﾘﾝｸﾞ
EngineEngine

XMLXMLﾊﾟｰｻﾊﾟｰｻ

imageimage--ContentsContents

StyleSheetStyleSheetによるによる
Contents/DataContents/Data生成生成

XSLTXSLTプロセッサプロセッサ

DOMDOM
ＴｒｅｅＴｒｅｅ

XMLXML--ContentsContents
XMLXML--DataData

printerprinter
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ＸＭＬを処理基盤とするメリットＸＭＬを処理基盤とするメリット

■■各種最新各種最新ContentsContents記述基盤として普及記述基盤として普及
　　((SVG,SVG,携帯電話携帯電話,,VoiceXML)VoiceXML)
■■Internet,WebInternet,Webシステムとの相性システムとの相性

ContentsContents生成基盤としてのメリット生成基盤としてのメリット

■■EDI,EAIEDI,EAIのの""接着剤接着剤""として利用拡大として利用拡大
　　((WebService,SOAP,RosettaNetWebService,SOAP,RosettaNet--PIP,ebXML,etc...)PIP,ebXML,etc...)
■■標準化されたプログラミング・スタイルシート標準化されたプログラミング・スタイルシート

■■標準的なスタイルシート活用可能標準的なスタイルシート活用可能
■■データアクセスデータアクセスAPI(DOM,SAX)API(DOM,SAX)活用可能活用可能

データ連携基盤としてのメリットデータ連携基盤としてのメリット

標準化された処理基盤としてのメリット標準化された処理基盤としてのメリット
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既存データ、デザインの再活用既存データ、デザインの再活用

ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝ

引用出力 印刷データ
格納ファイル

従来レポート
帳票イメージ

格納

ＸＭＬ-COBOL
帳票ソリューション

設計ツール

従来出力
帳票イメージ

元に設計

ＸＭＬ-COBOL
帳票ソリューション

実行環境

印刷データ
を取得

生成
設計データ

ファイル

テスト
印刷

本番
印刷

設計データ
ファイル

新しい帳票
イメージ

これまでの印刷出力をキャプチャーしレイアウト素材として再利用これまでの印刷出力をキャプチャーしレイアウト素材として再利用

フォームデータ、外字、専用文字の移行フォームデータ、外字、専用文字の移行

新設計ﾃﾞｰﾀ
ＸＭＬ帳票

ソリューション
設計ツール

従来
ﾌｫｰﾑﾃﾞｰﾀ

専用外字
専用文字

文字関連連携製品
外字

FONT

既存既存COBOLCOBOL用データ用データ XMLXML--COBOLCOBOL帳票ソリューション帳票ソリューション
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XMLXML--COBOLCOBOL帳票ソリューションの機能帳票ソリューションの機能
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機能の全体像機能の全体像

既存ＣＯＢＯＬ既存ＣＯＢＯＬ
資産資産

ＰＣプリンタ活用ＰＣプリンタ活用

ダイナミックなダイナミックな
レイアウト変更レイアウト変更

印刷制御印刷制御
((ﾌﾟﾘﾝﾀ切替ﾌﾟﾘﾝﾀ切替,,ﾌｫｰﾑ切替ﾌｫｰﾑ切替))

マルチメディア配信マルチメディア配信
((mail,web,faxmail,web,fax・・・・・・・・))

ContentsContents管理管理
((文書文書,,image,dataimage,data保管検索保管検索))

XMLXMLデータ生成データ生成
((BtoBBtoB,EAI,EAI用用連携データ連携データ))

InternetInternetデータ連携データ連携

ソリューションソリューション
帳票活用帳票活用
ソリューションソリューション

ＸＭＬ基盤技術ＸＭＬ基盤技術

ContentsContents生成生成
((PDF,SVG,imagePDF,SVG,image・・・・・・・・))

レポート生成レポート生成
((Font,Font,BarCodeBarCode,Image),Image)

帳票加工帳票加工

デバイス活用デバイス活用

データ連携データ連携

データ配信データ配信

データデータ//文書管理文書管理
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XMLXML--COBOLCOBOL
帳票ソリューション帳票ソリューション

品名：Ｔ社 ３２型ＢＳデジタル
　　　 ハイビジョンテレビ
型番：32D2000
色 ：黒

製造元：Ｔ社
特徴：●受信チャンネル／VHF(1～12CH),UHF(13～
62CH),CATV(C13～C38),BSデジタル放送(000～999) 
●フラットブウンン管 ...
..

テレビカタログテレビカタログ
文書データベース文書データベース

フォームフォーム

イメージイメージ

出力後の帳票レイアウトを加工

アプリケーションアプリケーション 従来印刷
データ 印刷印刷

品名　　型番　　　　　色　　製造元
テレビ　32D2000  　 黒　　　Ｔ社
テレビ　LC13C1S 　 銀　　　Ｓ社
….

分類　　型番　　　当月出荷数 累積
TV　 32D2000  　 90           250
TV  　LC13C1S 　 64           172
….

帳票加工機能帳票加工機能

ﾃｷｽﾄ挿入

ほとんど
そのままの
状態で拡張

ﾊﾞｰｺｰﾄﾞ

ﾌｫｰﾑｵｰﾊﾞﾚｲ

Font・Color
ｲﾒｰｼﾞ挿入

レイアウト変更

レポート生成

　■帳票出力イメージをもとに自由にレイアウト変更、レポート生成加工処理可能
　■PCプリンタに対して様々な印刷制御実現

印刷制御

分散印刷
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配信
サーバ

Internet
Intranet

配信サーバ加工
エンジン

XMLXML--COBOLCOBOL
帳票ソリューション帳票ソリューション

仕分

http
mail
電文

ﾌｧｲﾔｳｫｰﾙ
通過

受信データ
仕分け

遠隔遠隔
印刷印刷

最小限
の改造

　■様々なメディアにより様々なContents形式で仕分け配信可能
　　Contents形式：PDF,SVG,JPG,BMP,PNG,XML,FLAT,CSV
　　メディア：Web,電子Mail,FAX,ローカルPCプリンタ,遠隔プリンタ

　■従来からの文書・伝票出力→配布を大幅にスピードアップ＆省力化　

ローカル
印刷

配信

ContentsContents配信配信

ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝ

伝票印刷
入力 データ処理

公衆回線

FAX送信

従来

提案

プリンタ出力データのプリンタ出力データのContentsContents化とマルチメディア配信化とマルチメディア配信

ContentsContents
生成生成

FAXFAX連携連携

Webﾌﾞﾗｳｻﾞ
端末ﾌﾟﾘﾝﾀ
印刷出力

Mailソフトなど

XMLXML--COBOLCOBOL
帳票ソリューション帳票ソリューション

PDF,SVG
JPG,BMP,PNG

XML,FLAT,CSV

PDF,SVG
JPG,BMP,PNG

XML,FLAT,CSV

ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝ



18

従来従来COBOLCOBOL
システムシステム

　■従来アプリケーションの最小限の対応で印刷データから連携データ取得
　　改造による費用や品質のリスクが最小限で実現可能
　■オペレータなしでオープンシステムとのアプリケーション連携が可能
　　運用コスト削減と処理のスピードアップ可能

従来 提案

プリンタ出力を起点としたＥＡＩシステムプリンタ出力を起点としたＥＡＩシステム

オペレータがアプオペレータがアプ
リケーション間リケーション間

の仲立ちの仲立ちｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝ

Open系

ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝ

Open系

ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝ

Open系

ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝ

アプリケーションアプリケーション
連係連係((OpenOpen系のみ系のみ))

Internet

従来従来COBOLCOBOL
システムシステム

ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝ

Open系

ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝ

Open系

ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝ

他基幹系
ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝ

ﾌﾟﾘﾝﾀ出力ﾌﾟﾘﾝﾀ出力
から連係ﾃﾞｰﾀをから連係ﾃﾞｰﾀを
インターセプトインターセプト

Internet

XMLXML--COBOLCOBOL
帳票ソリューション帳票ソリューション

XML

XML

XML
XML

ﾚｶﾞｼｰｼｽﾃﾑ含めたﾚｶﾞｼｰｼｽﾃﾑ含めた
アプリケーションアプリケーション

連携実現連携実現

Webｻｰﾋﾞｽ」

Intranet

△



19

まとめまとめ



20

従来アプリケーションの最小限の改造で導入従来アプリケーションの最小限の改造で導入
安価なＰＣデバイス安価なＰＣデバイス,,ソフトを最大限に活用ソフトを最大限に活用

　　例）ＰＣプリンタ例）ＰＣプリンタ//スキャナスキャナ//デジカメデジカメ//フォントフォント//レンダリングソフトレンダリングソフト

最新の標準技術をキャッチアップ最新の標準技術をキャッチアップ
帳票システム開発を効率化し保守性向上帳票システム開発を効率化し保守性向上
　　　　アプリケーションから帳票制御コーディングを分離アプリケーションから帳票制御コーディングを分離

　　　　生産性の高い専用外部ツールで帳票制御設計生産性の高い専用外部ツールで帳票制御設計

既存アプリケーション活用のポイント既存アプリケーション活用のポイント

アプリケーションアプリケーション

各種処理各種処理

帳票イメージ編集帳票イメージ編集

印刷出力印刷出力

各種入力各種入力

アプリケーションアプリケーション

各種処理各種処理

各種入力各種入力

従来出力処理従来出力処理

ＸＭＬ帳票ソリューションＸＭＬ帳票ソリューション
実行環境実行環境

ＸＭＬ帳票ＸＭＬ帳票
ソリューションソリューション
設計ツール設計ツール

帳票処理を生産性帳票処理を生産性
高く保守の容易な高く保守の容易な
外部ツールに分離外部ツールに分離
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ご紹介したＸＭＬ－ＣＯＢＯＬ帳票ソリューションについてご紹介したＸＭＬ－ＣＯＢＯＬ帳票ソリューションについて

　実行環境製品名：　実行環境製品名：ＢｉｚＲｅｐｏｒｔｉｎｇＢｉｚＲｅｐｏｒｔｉｎｇ™™
　開発用デザイナ：　開発用デザイナ：ＶＩＳＵＡＬＦＯＲＭＳＶＩＳＵＡＬＦＯＲＭＳ®® for for ＢｉｚＲｅｐｏｒｔｉｎｇＢｉｚＲｅｐｏｒｔｉｎｇ™™
　出荷時期　　　：　出荷時期　　　：２００２年２月末（２００２年２月末（Ver1.0Ver1.0リリース）リリース）
　対象システム　：　対象システム　：Express5800/100Express5800/100シリーズシリーズ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 OpenCOBOLFactoryOpenCOBOLFactory２１２１などなどCOBOLCOBOL製品製品
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ホスト系ホスト系オンライン印刷オンライン印刷　　

ご参考ご参考




