メインフレーム機で Webが やさしく実現できます

f↓

こ

コンピューターのプログラムを
スペリアは、

簡単に高い生産性で開発するための製品です
サーバーを使わずにメインフレームだけでWebを 実現毬 る革新的な製品です
メインフレームは、
Webに は不 向きです。
スペ リアは簡単なプログラミングでメインフレームでの Webを 実現します。
しかし、
これによ 端末 の使用範囲の拡大 がはかれ、
業務システムの可能性を大きく広げます。
操作 のしやすいG∪ 1画 面 が表示でき、
￨り
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スペリア/Web for Mainfram

スベ リアの生産性 の高 さと豊富な機能が、
Webシ ステムの開発を短期間に、低 いコストで実現 します。
メインフレームと端末のブラウザー
とはサーバーなしで接続します

プログラムを簡 単 に
高 い生 産性 で開発できます

Web用 のサーバーが

メインフレームのスペ リアがHttMLを 生
成 してブラウザーに直接送 ます。この

プログラムの書き方 がシンプルで分 かり
やすく、業務 ロジックしか記述 しなくてよ

メインフレームだけでⅣ崚庭実現kき るため、
ムの集中イ比 ファイルや考 ベー
プ

ため、
途 中 に3270の データストリームを
HttMLに 変換するサーバーなどのハー
ドウエアは一切 不要です。スペ リアを導

いためプログラムの 開発 工 数 が少なく
てすみます。短 いプログラムから長 くて

スの一元化をは力ることができます。

￨り

プログラムを作成するだけで、
入し、
すぐ
にWebシ ステムが運用できます。

Webな どの専門知識がなくても
すぐにプログラミングができます
専 門知識 は不 要ですので、一 日程度の
研修でプログラムの 開発 ができるように
な ます。
￨り

不要になります

あらゆるプログラ
複雑なプログラムまで、
ムを高い生産性で開発ができます。

強力な命令 が提供されています
仏猾 成する塾 に記述する斜等よ、
パソコンとの
基鉢 的な命玲滝はじめとして、
ベージング、
メール送信、日付
データ転送、
ブ

=ん
更

計算、
文字列のあつかい、
音声出力など、
ユニークで分かりやすい命令が用意されて
お 、
基幹業務の多様なニーズにも簡単
￨り

なプログラ単″で対応すること力なさます。

強力なデバッグ機能が
提供されています

バ ッチ ロ
モ ー ドで プ ロ グ ラ ム を

プログラムのテストを簡単 に行うための
トラブルの
デバッグ機能が充実しており、
フィー
原因や、実行した命令 のトレース、
ル ドの内容などを簡単 に照会することが
まだ実行
できます。また、実行 の停 止や、
國
ノ
ファイ Pラ =タ ベー
してない命令の表示、
スの内容 の照会 、
追加、
変更、
削除が行
えます。さらにテストモードで実行すると、
本番 のファイルの内容を一切変えること
なく、あたかも変 更、削除 、
追加をしてる
かのようにシミュレーションすることができ
ます。これらにより、
テストの効率を高める
ことができます。

パネルはプログラムから
自動生成できます
ブラウザーに表示するパネル (HttML)は 、
プログラムから自動勧 することができます。
運 用 サポ ー ト機 能 が

豊富に提供されています
ユーザーの使用状況、
プログラムの使用
ベー
ル
ファイ や‐ タ スヘのアクセス
状況、
レスぶ八 ・
ど媒 会毬 、
馳
酬 回数、
釘 ムや留%y磁 だが簡単同長策姿勢す。
・タイムの関
ト
ランザクション量とレスポンス
連などを簡単に照会することもできます。

実行することもできます
ノも咽ン端末からの操作でプログラムを実
ノち相ン端末には依存じ
行するだけでなく、
0モ
ないノ湯チ ー障費)フ匈グラムを実行する
こυ汽猪封 。ス効

一リン も可育購

。

メンテナンス・サポート機能が
豊富に提供されています
ファイル名 からそれを使用しているプロ
フィールド名がど
グラム名を照会したり、
こで使用されているかを照会できます。
また、
プログラムが最近いつ使用 された
かを照会することもできます。

表示画面の例
‐ ‐ ‐

=為

リストの例
‐
―

スペリア/Wob for Mainfram

ズベ リア/Web for Mゴ nframeの 使用環境
■ スベ リア/Web for Mゴ nframeを 使用できる環境です
■メインフレーム

● 他 にメインフレーム用の製品もあります
●スベ リア/オ ンライン
メインフレーム機で実行するオンラインのプログラムを簡単に高い生産性で開発できるシステムです。
パソコンの3270端 末エミュレーターを使用して操作をします。

●スベ リア/リ スト
パッチ0プ ログラムで作成したリストを、
オンラインのプリンターに出力します。
ベージや部数、
プリンターを選択したり、
画面からリストの内容の確認などを行うことができます。
エンド
・ユーザーでも簡単に操作ができるようになっています。

● オープン機用の製品もあります。
●スペ リア/Web for seⅣ er
オープン機で実行する Webの プログラムを簡単に高い生産性で開発できるシステムです。
スペリア/Web for Mainframe と同じようにプログラミングできます。

〈開発販売〉
コーボレーション
株 式会社 カレラロ
大阪市北区中崎西2‑6‑6 TEL.06‑6392‑4011

URL:呻 .carrera.co.jp

E‐ mai::carrera@carrera.oo。
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