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本システムは、Magic xpa 3.1 対応のモバイル用アプリです。 

製品内容は、以下のようになっています。 

ファイル名 内   容 

MobileMSJ11 のモジュール 本システムの圧縮モジュール 

インストールガイド 本書 

操作ガイド 本システムの操作説明書 

開発者ガイド 開発者向けの解説書 

 

１－１ 前提条件 
 

 本システムを実行するためには、以下の環境が整っていることが前提条件になります。 

・「Web サーバ（IIS：Internet Information Service）」 

Windows 7/8 においては、デフォルトでは IIS が有効になっておりませんので、事前に自分で有効にして

おく必要があります。またその時、IIS の機能を追加しておく必要があります。 

これについては、Magic xpa ReadMe 内の「参考技術情報」の「Windows7 利用時の注意事項」、および 

「Windows8 利用時の注意事項」をご覧下さい。 

 

・「.NET Framework 2.0SP2 以上、ただし、4.0 以上を除く」 

Magic xpa は、.NET Framework を必要とします。 

RIA アプリケーションを実行するクライアントマシンおよびサーバ・開発マシンにおいて、 

.NET fFramework 2.0SP2 以上（ただし 4.0 以上は除く）を有効にしてください。 

Windows 7 においては、.NET Framework 3.5.x がデフォルトで有効化されていますが、 

コントロールパネルの「プログラムと機能」の「Windows の機能の有効化または無効化」で確認できます。 

Windows 8 においては、.NET Framework 3.5.x がデフォルトでは無効となっていますので、コントロールパ

ネルの「プログラムと機能」の「Windows の機能の有効化または無効化」で有効にして下さい。 

Windows Server においては、サーバーマネージャーの「機能の追加」で.NET Framework 3.5 を有効にして

下さい。（サーバ-OS のバージョンによっては、OS のインストールメディアが必要となる場合があります。） 

 

・「Magic xpa 3.1 開発版（Enterprise Studio）」 

まずは開発版で動作確認をします。（開発版は動作確認用であり、いくつかの制限事項があります） 

実際に本番稼動する場合には、「Magic xpa RIA Server」が必要になります。 

Magic xpa 製品のインストールについては Magic xpa 製品のインストールガイドをご参照下さい。 

 

・「データベースエンジン」 

MS-SQL Server ・・・・ 2008、2008 R2、2012、2014 

SQLite 

ローカルデータベース 

 

・「Web サーバとモバイル端末が通信できる環境」 

 

※ 地図機能を使用する場合は、別途、ライセンス契約が必要になります。 

第１章 インストールと環境設定 
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・「顧客大臣」 

本モジュールは顧客大臣と連携を行うため、顧客大臣を必要とします。サーバ、開発マシンにおいて顧客

大臣をインストールしておく必要があります。 

 

※本モジュールは顧客大臣 NXVer2.0ERP、NXVer3.0ERP を前提に作成しております。 

 

１－２ プログラムの解凍 
 

SmartSales のモジュールを任意のディレクトリで解凍します。 

（本ドキュメントでは C ドライブのルートディレクトリに解凍した場合を想定

し記述してありますので、C:\ の部分は解凍先ディレクトリに置き換えて

作業を行って下さい） 

解凍が終わると、ディレクトリに「SmartSales」というフォルダーが作成され

ており、その中に右のようなフォルダーとファイルが存在しているはずで

す。 
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１－３ Magic xpa 側の設定 
 

Magic 側での設定を行なっていきますので、Magic xpa 開発版を起動して下さい。 

  

（１） 「ｵﾌﾟｼｮﾝ／設定／動作環境」の「ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝｻｰﾊﾞ」タブで、「1.ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝｻｰﾊﾞとして動作」が「Yes」であ 

ることを確認します。 

 

「OK」ボタンを押して、画面を閉じます。 

 

 

 

（２） 「ｵﾌﾟｼｮﾝ／設定／論理名」で以下の論理名を追加します。 

名前 実行名 備考 

DAIJIN_PATH 顧客大臣のデータファイルパス  

DRIVE 顧客大臣のデータが存在するドライブ 
顧客大臣がスタンドアロン版の場合に必

要です。 

IMAGES 画像ファイルが格納されているフォルダ 最後に \ を付けます。 

KAISHA_CD 会社コード 顧客大臣の会社コード(4 桁) 

MapURL 地図用 URL 最後に / を付けます。 

ServerURL （マシンの IP アドレス） 
あらかじめマシンに IP アドレスを設定して 

おきます。（例：192.168.0.10） 

Template 
地図用テンプレートファイルが格納されてい

るフォルダ 
最後に \ を付けます。 

WebWork C:\SmartSales\root\work\ 最後に \ を付けます。 

 

 

入力が終わったなら「OK」ボタンを押して、画面

を閉じます。 
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  ※地図機能を使用する場合には以下の論理名も追加して下さい。（MapFanAPI 利用契約が必要です） 

名前 実行名 備考 

MapFanID MapFanAPI の認証 ID 利用契約後、提供されます 

MapFanAuthServer MapFanAPI 認証サーバ *1 

MapFanApiLib MapFan JavaScript ライブラリファイル URL *2 

MapFanApiServer MapFan 地図配信サーバ名 *3 

MapFanSerchServer MapFan 住所検索サーバ *4 

 

MapFanAPI のサーバおよびライブラリファイルは本番利用とテスト利用で異なります。 

利用環境に合わせた実行名を設定して下さい。 

 

   *1 

     本番利用： https://api-auth.mapfan.com/v1 
    テスト利用： https://api-auth-pre.mapfan.com/v1 

 

   *2 

     本番利用： http(s)://api-auth.mapfan.com/v1/jslib/js/map/mfjsapi 
    テスト利用： http(s)://api-auth-pre.mapfan.com/v1/jslib/js/map/mfjsapi 
 

   *3 

     本番利用： api-map.mapfan.com 

    テスト利用： api-map-pre.mapfan.com 

 

   *4 

     本番利用： http(s)://api-srch.mapfan.com/v1 

    テスト利用： http(s)://api-srch-pre.mapfan.com/v1 
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● MS-SQL Server を使用する為、以下の設定が必要です。 

（a） 「ｵﾌﾟｼｮﾝ／設定／DBMS」で、「MicrosoftSQLServer」の行にカーソルを合わせ「ALT+Enter」キーを押し 

ます。 

 

 

 

 

 

 

この行で「ALT+Enter」 

 

 

(b) 「DBMS 特性」画面が表示されますので、ここで「最大接続数」の値を変更します。 

 

推奨値は、最大並行ユーザ数の 3 倍程度とされ 

ています。 

（例） RIA Server 20 ユーザの場合 ・・・ 「60」 

 

（ｃ） 「ｵﾌﾟｼｮﾝ／設定／データベース」で、「KOKYAKU_DAIJIN」 の行にカーソルを合わせ、 

「ALT+Enter」キーを押します。 

「データベース特性」画面が表示されますので、ここで「ログオン」タブ内の値を設定します。 

  

「データベースサーバ」  

サーバ名\インスタンス名 

  （例） Server2008\SQLEXPRESS 

 

「ユーザ名」、「ユーザパスワード」 

SQL Server 側が Windows 認証を使用するよう

に設定されていれば、空白でも動作します。 
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１－４ 仮想ディレクトリの設定 

 

Web サーバ（IIS）上に仮想ディレクトリを設定します。 

 

● Windows 7／8 の例 

 

 （１） コントロールパネル内の「管理ツール／ｲﾝﾀｰﾈｯﾄｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝｻｰﾋﾞｽ（IIS）ﾏﾈｰｼﾞｬｰ」を起動します。 

 

 （２） 画面左側において、（ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ名）→「サイト」→「Default Web Site」をクリックし、さらに画面右側の「仮想 

    ディレクトリの表示」をクリックします。 

 
 

 （３） 画面右側の「仮想ディレクトリの追加」をクリックします。 
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（４） 「エイリアス」欄に「Mobileimages」、「物理パス」欄に「C:\SmartSales\images」を指定し、「OK」をクリックしま

す。(大文字小文字も正確に) 

     
 

 （５） これで、「Mobileimages」という仮想ディレクトリ（エイリアス）ができました。 

上の（３）～（４）の操作を繰り返し、以下のエイリアスを作成します。 

     

エイリアス ディレクトリ（物理パス） 備考 

Mobileimages C:\SmartSales\images （上で設定済み） 

Mobilework C:\SmartSales\root\work  

 

 （６） 仮想ディレクトリが設定できたならば、「ｲﾝﾀｰﾈｯﾄｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝｻｰﾋﾞｽ（IIS）」を終了し、マシンを再起動して下

さい。 

 

Mobileimages 

C:\SmartSales\images 
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１－５ 接続テスト 

 

Web サーバ（ここでは Magic xpa 開発マシン）とモバイル端末が Wi-Fi 等で接続出来るかどうかテストをします。 

モバイル端末でブラウザを起動し、「http://（開発マシンの IP アドレス）/」 と入力します。 

 

例） http://192.168.0.10/  

 

右の画面が表示されれば、接続完了となります。 

※IIS のバージョンによって、表示される画面は 

  異なります。 

 

もし、エラーが出るようでしたら、 

 ・Wi-Fi の設定 

 ・ファイアウォールの設定 

等の見直しを行って下さい。 
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１－６ 顧客大臣の設定 

 

� データの復旧 

 

顧客大臣で使用するデータを復旧します。復旧方法には、「データ復旧」と「共用復旧」の 2 種類があります。 

復旧方法の詳細については顧客大臣のマニュアルを参照して下さい。 

 

① データ復旧の場合 

 

（１） 顧客大臣を起動し、「データ復旧」をクリックします。 

 

 
 

（２） 確認画面が表示されます。「はい」をクリックします。 

 

 
 

（３） 復旧元フォルダ(本モジュールインストールフォルダ内のもの)を選択し「OK」クリックします。右下の「指定変

更」をクリックすると、フォルダ名を指定することができます。 
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（４） バックアップデータ選択画面が表示されます。「機械販売メンテナンス業」を選択し「決定」をクリックします。 

 

 
 

（５） これでデータの復旧は完了です。 

 

 
 

② 共用復旧の場合 

 

（１） 顧客大臣を起動し、「共用復旧」をクリックします。 
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（２） 確認画面が表示されます。「はい」をクリックします。 

 

     
 

（３） 復旧元フォルダ(本モジュールインストールフォルダ内の)を選択し「OK」クリックします。右下の「指定変更」

ボタンをクリックすると、フォルダ名を指定して選択することができます。 

 

 
 

（４） バックアップデータ選択画面が表示されます。「機械販売メンテナンス業」を選択し「決定」をクリックします。 
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（５） これでデータの復旧は完了です。 

 

 
 

� マスタの設定 

 

顧客大臣で使用する担当者マスタの設定を行います。ここでは、ユーザがログインする際に必要となる、

「ユーザ ID」と「パスワード」をマスタに設定します。 

 

（１） 顧客大臣を起動し、「機械販売メンテナンス業」をダブルクリックします。 

 

 
 

（２） メインメニューが表示されますので、右上の「71 設定関連」をクリックします。 
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（３） サブメニューの、「23 マスター項目登録・修正」をクリックします。 

 

 
 

（４） マスター登録・修正画面が表示されますので、左上のコンボボックスから、データを編集したいマスターを選

択します。ここでは、「2:担当者マスタ」を選択します。 
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（５） データ項目の一覧が表示されますので、一番下の行に移動し、下キーを押して一行追加します。 

 

 
 

（６） 項目名欄に、「ユーザ ID」と入力し、属性欄のコンボボックスで、「2:英数カナ」を選択します。 
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（７） 「拡張設定」ダイアログが表示されますので、入力モードで「英数字」を選択し、「OK」をクリックします。 

 

 
 

（８） 桁数欄に「16」と入力し、必須入力欄に「1:○」を設定します。続いて、パスワードの設定を行います。 
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（９） 下キーを押して 1 行追加します。項目名に「パスワード」と入力し、各欄にユーザ ID と同様の設定を行いま

す。 

 

 
 

（１０） 左上の「閉じる」ボタンをクリックすると、登録終了確認ダイアログが表示されます。「はい」をクリックすると、

先ほど入力した「ユーザ ID」と「パスワード」の項目が、マスター内に追加されます。 
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� マスタ登録 

 

（１） 続いて、各ユーザのユーザ ID、パスワードの設定を行います。メインメニューで、「22 担当者マスタ登録」を

選択します。 

 

 
 

（２） 担当者マスタ登録画面が開きますので、右上の「指定終了」ボタンをクリックします。 
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（３） ユーザの一覧が表示されますので、「ユーザ ID」欄と「パスワード」欄に任意の文字列を設定します。 
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（４） 設定が完了したら、左上の「閉じる」ボタンをクリックします。これで登録は完了です。 
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ここではまず、Magic 開発版を使ってモバイル端末から実行する方法について説明します。 

 

２－１ Android 端末の場合 （iOS 端末の場合は次節） 

 

 （１） Magic xpa 開発版のインストールフォルダーの「Studio3.1\RIAModules\Android」フォルダー内に 

「Devprops.txt」というファイルが存在します。 

このファイルを、「Studio3.1\PublishedApplications」フォルダー内にコピーします。 

＜Studio3.1\RIAModules\ Android＞ 

 

＜Studio3.1\PublishedApplications＞ 

 

ここへコピー 

 

 

 （２）今コピーした「Devprops.txt」ファイルをメモ張などのエディタで開いて、以下のように変更します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  IP アドレス 

 

 

 （３） 「Studio3.1\RIAModules\Android」フォルダー内の「Myapp.apk」ファイルを、Android 端末に配布します。 

■配布方法としては、「メールの添付ファイルとして送信する／ケーブルを接続してコピーする／OTA 

(Over The Air)で配布」などがあります。 

＜Studio3.1\RIAModules\Android＞ 

 

 

 

 

 

 

 （４） Magic xpa 開発版を起動し、「SmartSales」プロジェクトに入ります。 

  

画面上部メニューの 

「デバッグ／プロジェクトの実行」を実行します。 

  

赤い■の表示になりますが、これは Magic エン 

ジンが実行中であることを意味しています。 

（これを押すとエンジンが停止します） 

 

第２章 Magic 開発版を使っての実行 

 
Android

端末 

<properties> 

<property key="protocol" val="http"/> 

<property key="server" val="192.168.0.10"/> 

<property key="requester" val="Magic31Scripts/MGrqispi.dll"/> 

<property key="appname" val="SmartSales"/> 

<property key="prgname" val="Start"/> 

（以下、省略） 

配布 
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 （５） Android 端末を起動し、先ほど配布した「Myapp.apk」ファイルをタップして実行します。 

 

「Myapp」をインストールします。 

 

インストールが終われば、「開く」を押します。 

 

アドレス欄で以下のように入力して、「OK」を押します。 

http://192.168.0.10/Magic31RIAApplications/Devprops.txt 

 

IP アドレス 

 

「スマートセールス for 顧客大臣」のログイン画面が表示さ

れます。 
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２－２ iOS 端末の場合 
 

 （１） Magic xpa 開発版のインストールフォルダーの「Studio3.1\RIAModules\iOS」フォルダー内に 

「Devprops.txt」というファイルが存在します。 

このファイルを、「Studio3.1\PublishedApplications」フォルダー内にコピーします。 

＜Studio3.1\RIAModules\iOS＞ 

 

＜Studio3.1\PublishedApplications＞ 

 

ここへコピー 

 

 

 （２） 今コピーした「Devprops.txt」ファイルをメモ張などのエディタで開いて、以下のように変更します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  IP アドレス 

 

 

 （３） アプリケーションをビルドし、それを、iOS 端末に配布します。 

■ ビルド方法については、Magic 付属のドキュメント「モバイル RIA 開発者ガイド」の「アプリケーションの 

カスタマイズ」をご覧下さい。 

■ 配布方法については、「iTunes に追加し、端末を接続して同期させる／OTA(Over The Air)で配布」 

などがあります。 

 

 （４） Magic xpa 開発版を起動し、「SmartSales」プロジェクトに入ります。 

 

画面上部メニューの 

「デバッグ／プロジェクトの実行」を実行します。 

 

赤い■の表示になりますが、これは Magic エン 

ジンが実行中であることを意味しています。 

（これを押すとエンジンが停止します） 

 

 

<properties> 

<property key="protocol" val="http"/> 

<property key="server" val="192.168.0.10"/> 

<property key="requester" val="Magic31Scripts/MGrqispi.dll"/> 

<property key="appname" val="SmartSales"/> 

<property key="prgname" val="Start"/> 

 （以下、省略） 
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（５） iOS 端末を起動し、配布したアプリをタップして実行します。 

 

アドレス欄で以下のように入力して、「OK」を押します。 

http://192.168.0.10/Magic31RIAApplications/Devprops.txt 

 

IP アドレス 

 

「スマートセールス for 顧客大臣」のログイン画面が表示さ

れます。 
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前章までは、パソコンに Magic xpa 開発版がインストールされているという環境で話を進めていますが、本章では、

Magic xpa RIA Server 版をインストールしたサーバ機を準備し、モバイル端末から実行する方法について説明しま

す。 

※Windows Server 2008／2012 においては、いくつか注意事項がありますので、Magic xpa ReadMe 内の「参考技 

術情報」の「Windows Server2008 利用時の注意事項」および「Windows Server2012 利用時の注意事項」をご 

覧下さい。 

 

３－１ 各種インストールと環境の設定 

サーバ上に、以下のものをインストール（設定）します。 

・IIS のインストール（機能追加も忘れずに） 

・データベースエンジンのインストール 

・Magic xpa 3.1 RIA Server のインストール（ライセンス登録も忘れずに） 

・スマートセールス for 顧客大臣本体のインストール 

・顧客大臣のインストールとデータ復旧 

・IIS 側の仮想ディレクトリの設定 

 

３－２ RIA Server 版の Magic.ini の編集 

Magic 側の論理名やデータベースの設定は、Magic.ini 内を直接編集します。 

（開発版の Magic.ini を部分的にコピーするのが早いかと思います） 

 

＜RIA Server 側の Magic.ini の編集＞ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※この例はあくまでも一例であって、使用する環境によって設定内容は変わります。

第３章 Magic RIA Server 版を使っての実行 

[MAGIC_ENV] 

DeploymentMode = R 

StartApplication = C:\SmartSales\SmartSales.ecf 

 

[MAGIC_LOGICAL_NAMES] 内に以下の論理名を追加 

ServerURL = 192.168.0.10 

KAISHA_CD = 8006 

DRIVE =  

DAIJIN_PATH = C:\Program Files (x86)\OHKENT10\CUWIN\DATA8006.001 

IMAGES = C:\SmartSales\images\ 

WebWork = C:\SmartSales\root\work\ 

 

[MAGIC_DATABASES] 内に MS-SQL Server のデータベース情報を追加  

KOKYAKU_DAIJIN = DBMS, 21, CUDATA%KAISHA_CD%_001%DRIVE%, , RIADEMO2, , + 

sa, magic, NoMagicRecordLock, DontChangeFileInToolkit, CheckDefinition, + 

NoCheckKey, NoFileLocks, , , CheckExist, 0, , NoAS400SrvrSort, 

 

[MAGIC_GATEWAYS] 内に使用するゲートウェイを設定 

MGDB09=Gateways\mgsqlite.dll 

MGDB10=Gateways\mglocal.dll 

MGDB20=Gateways\MGMSSQL.dll 

 

[MAGIC_DEFAULTS] 内に日付のデフォルト値を設定 

DefaultDate = 0000/00/00 
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３－３ キャビネットファイルの作成とサーバへのコピー 

RIA Server 上では、「スマートセールス for 顧客大臣」のキャビネットファイル（拡張子：ecf）を実行するようになり

ます。 

キャビネットファイルは、Magic 開発版で作成しますので、クライアントマシンの開発版を起動して、 

「プロジェクト：SmartSales」に入ります。 

  

画面上部メニューの「ファイル／キャビネット作成」を実

行します。 

 

保存するフォルダーを聞いてきますので、 

「C:\SmartSales」フォルダーを選んで「保存」します。保

存ファイル名は、「SmartSales.ecf」です。 

 

次に、以下の 2 つのファイルをクライアント（開発マシン）側からサーバ側へコピーします。 

クライアント（開発マシン） サーバ 

・今作成したキャビネットファイル「SmartSales.ecf」 

・「PublishedApplications」フォルダーの「Devprops.txt」 

→ 「C:\SmartSales」フォルダー内にコピー 

→ 「PublishedApplications」フォルダー内にコピー 

 ※Devprops.txt 内の IP アドレスは、サーバの IP アドレスを設定します。 



インストールガイド 

Copyright (C) 2017 株式会社ビシオス   27        

３－４ サーバ上での実行エンジンの自動起動 

サーバ起動時に、「スマートセールス for 顧客大臣」のキャビネットファイル（SmartSales.ecf）が自動起動できる

ように設定します｡ 

 

（１） [Windows スタート] – [すべてのプログラム] – [Magic xpa 3.1 RIA Server] – [ブローカとリクエスタ] – 

  [Magic xpa 3.1 Broker INI の編集] を選択します。ini ファイルの中に以下のような箇所があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２） [APPLICATIONS_LIST]ｾｸｼｮﾝ内の 1 行目をコメント行にします。（セミコロンを付けます） 

    ；Online = ～ 

 

（３） 2 行目のセミコロンを削除し、/DeploymentMode=B /StartApplication=[ecf file name and path] を削除し、

/ini=C:\SmartSales\ini\Magic.ini と設定します。 

 

（４） 2 行目の最初から 2 番めのパラメータが作業フォルダになります。ここでは「C:\SmartSales.ecf」を設定しま

す。 

 

（５） 2 行目の最後から 2 番目のパラメータが Magic の実行エンジン数になります。ここでは「1」を設定します。 

 

MyApp1 = MgxpaRuntime.exe /ini=C:\SmartSales\ini\Magic.ini, C:\SmartSales,,,1,1 

 

変更が終わったら保存して終了し、そして、サーバを再起動します。 

 

再起動後、[Windows スタート] – [すべてのプログラム] – [Magic xpa 3.1 RIA Server] – [ブローカとリクエスタ]– 

[Broker モニタ] を選択します。すると、「ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝ」欄に「SmartSales」が登録されているはずです。 

 
 

※「SmartSales」が登録されていない場合 

ａ） ブローカが参照しているポート番号が、Magic xpa 3.1 で使用している番号になっているかどうか確認して 

下さい。「オプション／MRB 一覧」で確認できます。正しくない場合は、「編集」ボタンで変更して下さい｡ 

b） サーバ上のサービスの画面で「Magic xpa 3.1 Broker」に対し、いったん「サービスの停止」を行ない、 

その後、「サービスの開始」を行なってみて下さい。 

あるいは、スタートアップの種類を「自動（遅延開始）」に変更してみて下さい。 

 

３－５ モバイル端末からの接続 
 

第 2 章の（5）を参考にしながら、モバイル端末から接続します。接続時の IP アドレスは、サーバの IP アドレスを

指定することになります。 

 

[APPLICATIONS_LIST] 

Online = MgxpaRuntime.exe /DeploymentMode=R,C:\Program Files (x86)\Magicxpa\RIA Server3.1,,,0,0 

;MyApp1 = MgxpaRuntime.exe /DeploymentMode=B /StartApplication=[ecf file name and path],  

C:\Program Files (x86)\Magicxpa\RIA Server3.1,,,0,1 

;MyApp2 = MgxpaRuntime.exe /DeploymentMode=B /StartApplication=[ecf file name and path],  

C:\Program Files (x86)\Magicxpa\RIA server3.1,,,0,1 


