
OPRO X Designerファーストステップ 
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OPRO X Server は、帳票やレポートを始めとした電子ドキュメントを、生成・配信する 

多機能サーバーソフトウェアです。ウェブ上でのPDF 作成、プリンターへの直接印刷、 

各種データベースとの連携を始めとする機能のほか、生成したドキュメントをメールや 

FAX で配信することもできます。 

 

アプリケーションからは、URL ひとつで呼び出せますので、既存のシステムにも容易に 

組み込むことができます。製品の一部である CGI、Servlet に対する HTTP リクエスト 

のほか、Java API・SOAP API を使用して呼び出すこともできます。独立したサーバーと 

して、疎結合にご利用いただけます。 

 

ドキュメントのテンプレート開発には、専用の GUI 開発ツール「OPRO X Designer」を
使用します。画面上にさまざまな機能を持ったコンポーネント(テキスト、画像、罫線、
バーコードなど)を配置し、各種形式 (OPR、PDF等)でプレビューしながら開発を進めるこ
とができます。 
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 OPRO X Server （OXS） 

帳票生成サーバソフトウェア 

 ・電子帳票生成 

 ・メール添付送信 

 ・サーバ印刷（オプション） 

 ・FAX送信（オプション） 

 

 OPRO X Designer （OXD） 

帳票デザインを行うためのクライアントソフトウェア 

 

 OPRO X Browser （OXB）（ライセンスフリー） 

OPR等、オプロ独自形式の帳票フォーマットを閲覧/印刷するためのクライアントソフト
ウェア 

 

 OXS Management Service （OXSMS）（オプション） 

帳票の出力履歴や、複数のOPRO X Serverに対する負荷分散等を行うサーバソフト
ウェア 
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OXDは、OXSのテンプレート（拡張子oxtのXML帳票定義体）を、GUIで作成するためのツールです。 

OXDでは、OXSのHTTPインターフェイス（CGIまたはサーブレット）に接続し、プレビューやデータベースの参照等を行います。この
ため、OXSが稼働している必要があります。 

また、OPR形式でプレビューを行う場合は、OXBがインストールされている必要があります。 

 

各ソフトウェアのセットアップについては、製品CDの「manual.html」またはサポートページの「リファレンスマニュアル」をご覧くださ
い。 

 

OPRO X Server - リファレンスマニュアル 

https://www2.opro.net/jp/opss/docs/270_ja/manual.html 
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Server 
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プレビュー 

DB参照 
OPRO X Designer 

https://www2.opro.net/jp/opss/docs/270_ja/manual.html
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コンポーネントパレット メニューバー 

プロパティエディタ 
レイアウト 

テンプレート 
エクスプローラー 

ツールバー 
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オプションメニュー → 環境設定 → 「OXS  CGI/サーブレット」で、OPRO X ServerのCGI/サーブレットのURLを指定します。  
このURLは、プレビューや、サンプルHTMLの作成の際に使用します。 

「OXSのバージョン」ボタンで、OXSの接続確認が
行えます。 
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OXDでは、機能毎の部品（コンポーネント）を選択、配置 → プロパティを設定 という流れが基本になります。 

簡単なテンプレートを作成し、プレビューしてみましょう。 

コンポーネントを選択 配置 プロパティを設定 

プレビュー 

プレビューボタン   の右横にある▼で、プレビューするフォーマットを選択できます。 
次回からは、プレビューボタンを押せば、そのフォーマットが選択されます。 
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プロパティエディタには、「アクティブ」タブと、「ターゲット」タブがあります。 

・「アクティブ」タブ 

現在選択され、アクティブとなっているコンポー
ネントのプロパティが表示されます。 

Labelのプロパティ 

Shapeのプロパティ 

・「ターゲット」タブ 

コンポーネントを複数選択している場合に、一括
でプロパティの値を変更することができます。 

Label（複数選択）の
プロパティ 

複数の種類を選択し
ている場合は、ド
ロップダウンからコ
ンポーネントの種類
を選択することがで
きます。 
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OPRO X Designerのコンポーネントの中に
は、「内容」または「URLデータ」というプロ
パティを持つものがあります。（Label、
Image、TextDataset等） 

これらのプロパティの「タイプ」で、値の指定
方法を「Static」「Request」「Database」の
中から選択することができます。 

Static 固定で値を指定します。 
例えばLabelコンポーネントの場合は固定の文字列を、Imageコンポーネントで
あれば固定の画像を指定します。 
動的に変化させる必要がない場合等に使用します。 

Request OPRO X Serverへのリクエスト時に値を指定します。 
テンプレート側では「リクエストパラメータ名」を指定し、実際に入る値はOPRO X 
Serverへのリクエスト時に、{リクエストパラメータ名}=値 という形式で指定しま
す。（HTTPリクエストの場合（※）） 
 

（※） 
Java APIの場合は、TemplateParameterのadd()メソッドで、パラメータ名と値
を指定します。 
Windows APIの場合は、OXSTemplate_AddParameter関数で、パラメータ名
と値を指定します。 
 

例えばLabelのリクエストパラメータ名を「Label1」とした場合に、リクエスト時に
「value」という値を指定するには、{Label1}=valueとします。 

Database Dataset、TextDataset、URLTextDatasetを使用して値を指定します。 
例えば下図のように、Datasetとフィールドを指定することにより、データベースや
テキストデータ（CSV等）から値を取得することができます。 
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グリッドは、レイアウト上に表示
されるドット状のガイドです。 

間隔： 

グリッドの間隔を指定します。単位は
ピクセルです。標準の値は8です。 

スナップ： 

コンポーネントをマウスで移動する際に、グリッドに合
わせるかどうかを指定します。 

 

可視： 

グリッドの表示 / 非表示を指定します。 

スタイル： 

「スナップ」を有効にした場合の挙動を指定します。 

 

・Absolute・・・マウスで移動した際、コンポーネントの
左上の角が、グリッドと一致するようになります。 

 

・Relative・・・マウスで移動した際、元にあった位置か
ら「間隔」で指定したピクセル単位で移動するようにな
ります。 

 

色： 

グリッドの色を指定します。 

レイアウトの「操作」プロパティで、グリッドの間隔や、スナップの有効 / 無効を切り替えることができます。 

標準の設定では、コンポーネントをマウスで移動すると、グリッドに
合うようになっています。 

左上の角がグリッドに合う 

磁石モード： 

有効にすると、マウスでドラッグした際に、コンポーネ
ント同士を吸着させることができます。あるコンポーネ
ントを別のコンポーネントの近くにドラッグすると、吸
着できることを示す赤の境界線がコンポーネントの周
囲に表示されますので、そのまま離すと吸着します。 
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グリッドにあわせる（スナップ） 磁石モード 

スナップ、磁石モードの設定は、レイアウトの下部にあるボタンからも切り替えることができます。 

なお、オプションメニュー → 「環境設定」 → 「レイアウトの規定値」にも似た設定がありますが、こちらはレイアウトを新規作成し
た際のグリッドの設定を指定するもので、現在開いているレイアウトの設定を行うものではありません。 
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キーボードを使用することにより、以下のような操作が可能です。 

作業効率が大幅に増しますので、是非活用してください。ここでは代表的なものをご紹介します。 

 
[ ] で囲まれた文字は、キーボードのキーを表します。 

操作 説明 

[Ctrl] + [矢印 (↑↓←→)] コンポーネントを 1px ずつ移動 

[Ctrl] + [Shift] + [矢印 (↑↓←→)] コンポーネントをグリッドの間隔単位で移動 

[Ctrl] + ドラッグ コンポーネントの移動方向（垂直・水平）を固定 (最初にドラッグし始めた方向に移動) 

[Shift] + [矢印 (↑↓←→)] コンポーネントのサイズを変更 

[Shift] + マウスでコンポーネントサイズを変更 コンポーネントサイズの縦横比を変えずに変更 

[Ctrl] + [P] プレビュー 
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その他、OPRO X Designerには、以下のような便利な機能があります。 

・貼り付けポインタ 

コンポーネントをコピー 「貼り付けポインタ」をクリック クリックした場所に貼り付けられます。 

（元のポインタに戻すには、もう一度
「貼り付けポインタ」をクリックするか、
キーボードのEscキーを押してくださ
い） 

・画像やテキストをそのまま貼り付け 

他のアプリケーション上で
コピーしたテキスト情報や
画像情報（クリップボードの
情報）を、そのままレイアウ
ト上に貼り付けることがで
きます。 
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・整列 

コンポーネントを複数選択した状態
で、基準にするコンポーネントをク
リック 

「整列」ボタンをクリック 基準のコンポーネントに揃えて整
列されます。 

コンポーネントを複数選択した状態
で、基準にするコンポーネントをク
リック 

・サイズを揃える 

「サイズを揃える」ボタンをクリック 
基準のコンポーネントにサイズが
揃います。 
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帳票に表示するデータの取得方法は、主に「テキストデータ」 「データベース」に分けられます。 

DBを利用する場合 テキストを利用する場合 

1. テキストデータの内容をパラメータで指定 

クライアント / アプ
リケーション等 

OXS 

OXSリクエストパラメータ 
・・・{TextDataset1}=data1,data2,data3・・・ 

2. テキストファイル名（またはURL）をパラ
メータで指定 

クライアント / アプ
リケーション等 

OXS 

OXSリクエストパラメータ 
・・・{TextDataset1}=data.csv・・・ 

data1,data2,data3 
data4,data5,data6 
data7,data8,data9 

data.csv 

テキストデータを渡す場合、下記の2通りの方法があります。 

「TextDataset」を利用 「URLTextDataset」を利用 
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1. テキストデータの内容をパラメータで指定 

クライアント / アプ
リケーション等 

OXS 

DBを利用する場合は、OXS側でDBに対する接続設定を行った上で、テンプレートで定義されたクエリを発
行してデータを取得します。 

「Dataset」を利用 

DB 

クエリ発行 

テンプレート
でクエリを定
義 

本書のチュートリアルでは、テキストデータ（TextDataset）を使った方法をご紹介します。 
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基本的な内容は以上です。次ページからは、TextDatasetを使用して、簡易的な連続帳票を作成する手順をご紹介します。 
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1ページに複数行を表示する請求一覧を作成します。 
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1. [新規作成]をクリック 

2. 「データアクセス」タブのTextDataset
をクリック 

3. レイアウトをクリックして配置 
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1.TextDatasetをダブルクリック 

2.「フィールドの定義」をクリック 

テキストクエリビルダは、OXSに対してどのようなテキストデータを渡すのかを定義するための画面です。 
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2.サンプルCSVを選択 

1.「形式の読み込み」をクリック 

「形式の読み込み」は、CSVなどのサンプルがあらかじめ用意してある場合に、それを読み込む機能です。 
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「先頭行をフィールド名とし
て使う」にチェックしてOK 

「先頭行をフィールド名として使う」は、読み込んだサンプルテキストの一行目を「テキストの定義」のフィール
ド名として使うかどうかの設定です。 
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そのままOKを
クリック 

「先頭行を無視する」は、テキストデータの先頭行をデータとして扱うかどうかを指定します。先頭行がキャプ
ション（項目名）行であるような場合にチェックします。ここではチェックした状態でOKしてください。 

テキストの定義画面です。ここではサンプルCSVから読み込まれたフィールド名が自動的に入っています。 
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「全てのフィールド
の追加」をクリック 

数値の表示形式
に「¥#,###」を手入
力 
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Label、DateTimeコンポーネントを配置し、プロパティを設定します。 
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「DatasetTableウィザード」
をクリック 

左側のフィールドをダ
ブルクリックし、これら
の項目を右側に追加 
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設定は変えずに「次へ」 そのまま完了 
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DatasetTableが配置され、明細行（データバンド）上に選択したフィールドがLabelとして配置されます。 
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DatasetTableは階層構造になっており、DatasetTable本体の上にバンド
があり、その上にカラムがあるような3段構造になっています。 

DatasetTableは、その上に別のコンポーネントを配置して使用することが多

いため、マウスでのドラッグ操作等を考慮し、単にクリックしただけでは選択
できないようになっています。  
DatasetTableの各階層を選択するには、いくつかの方法があります。  

参考 
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DatasetTableは、テーブルの高さだけ明細行を表示し、1ページに表示しきれな
い場合は、自動的に改ページします。 

明細行（データバンド） 

この高さの
行を繰り返
す 

プレビュー 

自動的に改ページ 

参考 
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テンプレートエクスプローラで、各階層をクリックすることにより、選択することがで
きます。  

参考 
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DatasetTableの境界線（下図の

赤い印がついた部分）を囲むよう
にドラッグすると、選択することが
できます。  

また、最下段にあるバンドについ
ては、バンドの境界線を囲むように
ドラッグすると、選択することがで
きます。 

参考 
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キーボードのAltキーを押しながらカラムをクリックすると、カラムを選択することができ
ます。 
カラムを選択した状態で、キーボードのEscキーを押すと、カラム → バンド → 
DatasetTable本体 というように、下の階層に選択が切り替わります。  

参考 
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項目名を表示するグループヘッダを追加します。 

1. DatasetTable本体を選択 

2. 「グループ」タブをクリック 

3. 「請求月」の「ヘッダ」にチェック 



36 

明細行（データバンド）高さを縮め、下に罫線を付けます。 

明細行（データバンド）を選
択し、少し高さを縮めます 

下側の枠線を有効にします。 
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カラムの幅、Labelの位置と大きさを調整します。 

カラムを、[Alt] + クリック
で選択し、幅を変更します。 Labelの位置、幅を調整し

ます。 
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右端のLabelを選択し、配置を右寄せにします。 
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グループヘッダの高さや背景色を設定します。 1. グループヘッダを選択 

2. 高さを変更 

3. 背景色を変更 



5. 2番目、3番目のカラム
にも同様に設定 

40 

グループヘッダに表示する、縦の罫線を設定します。 

1. グループヘッダを選択 

2. [Alt]+クリックでカラムを選択 

3. 枠線の色を「白」 4. 右側の枠線を有効 
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1. 明細上のLabelを選択し、
コピー（Ctrl＋C） 

2. グループヘッダを一度クリック
し、貼り付け（Ctrl＋V） 
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1. グループヘッダ上のLabelを
選択 

2. 「透過」にチェック 

3. 文字色を「白」に設定 

4. 配置を中央に設定 

5. タイプを「Static」にし、内容に
「請求月」を手入力 
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1. 先ほど配置したLabelをコ
ピー 

2. 隣のカラムを一旦クリックし、
Labelを張り付け 

3. 同様に、Labelを張り付け 

4. 各Labelの「内容」プロパ
ティで、タイプを「Static」にし、
内容を手入力 
 

・取引先名 
・件名 
・請求額 
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2. TextDatasetの「内容」プロ
パティに貼り付け 

1. サンプルCSVをテキストエ
ディタで開き、全選択してコピー 

TextDatasetの「内容」にサンプルCSVの内容を貼り付けます。 

※ TextDatasetにStaticでデータを入力する方法は、開発中のプレビュー用途を想定した使い方です。 

実際の運用では動的にテキストを渡すことができますが、ここでは割愛します。 
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ここで一旦プレビューしてみましょう。 

問題なく表示されましたでしょうか。
次頁からは、「請求月ごとに改
ページ」「重複の削除」「値引きの
計算」について説明します。 
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※ 「毎ページ出力する」は、同じグループ内で改ページした場合に、グループヘッダを毎ページ表示するかど
うかの設定です。 

1. DatasetTable本体を選択 

2. 「グループ」タブをクリック 

3. 設定したいグループキー（ここでは
「請求月」を選択 

4. 「毎ページに出力する」に
チェック 

5. 「グループが変わったら改
ページする」にチェック 
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同じ項目が続いた場合に2行目以降を削除する設定です。 

1. DatasetTable本体を選択 

2. 「重複の削除」タブをクリック 

3. 「取引先名」にチェック 
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今回のサンプルCSVの項目には「値引」というフィールド項目があり、サンプルデータではマイナスの値が入って
います。ここでは、「金額」 + 「値引」という式を作成します。 

1. TextDatasetをダブルクリック 

2. 「式」をクリック 

3. 「金額」をダブ
ルクリック 4. 「＋」をダブル

クリック 

5. 「値引」をダブ
ルクリック 

6. 「追加」をクリック 
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同じ項目が続いた場合に2行目以降を削除する設定です。 

1. 右端のLabelを選択 

2. 「Expression」（先ほど作成した式）を選択 

3. 表示形式に「¥#,###」を手入力 



50 

以上で完成です！プレビューして確認してみてください。 

・請求月ごとに改ページ 
・ヘッダを毎ページ出力 
・重複の削除 
・計算式 


