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Magicアプリケーション開発・実行環境の支援ツール群 
複雑な帳票作成も 
これで容易に。 
• 0.01mm単位調整 
• 豊富な作図機能 
• 豊富なバーコード 
• 複数レイヤ対応 
• スキャナ読込位置調整 
• 複合帳票 
• ラベル印刷 etc. 

ReportsMagicV2 

Magic Optimizer ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝ構造可視化 

もっといろいろな切り口で 
プログラム構造を解析して 

整理したり、簡単なドキュメント 
が出せないかな。 

Magic Compare 複数プロジョクトのバージョン間の 
違いをビジュアルに表現  

  
複数のプログラム間でどこが 

違うのかを把握できないかな。 
 

Smart Nexus 

簡単にEXCEL、CSV,HTML, 
PDFに出力処理を実現 

 
表形式の帳票やEXCEL出力、 

PDF、HTML出力処理を 
短時間で作成できないかな。 

 

きめ細かな帳票作成や、 
バーコード、イメージデータを 
印刷する処理をもっと楽に 

できないかな。 



Magicアプリケーション開発・実行環境の支援ツール群 
複雑な帳票作成も 
これで容易に。 
• 0.01mm単位調整 
• 豊富な作図機能 
• 豊富なバーコード 
• 複数レイヤ対応 
• スキャナ読込位置調整 
• 複合帳票 
• ラベル印刷 etc. 

ReportsMagicV2 

Magic Optimizer ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝ構造可視化 

Magic Compare 複数プロジョクトのバージョン間の 
違いをビジュアルに表現  

 

Smart Nexus 

簡単にEXCEL、CSV,HTML, 
PDFに出力処理を実現 

 



Reports Magic 1/2 
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複雑な帳票作成を容易にする 

  XML対応帳票ソリューションです。 
 

• 日本の帳票印刷に求められる、精密なフォーム設計 

• 容易な帳票変更に対応 

• Magicとの優れた親和性（印刷機能の拡張） 

• C/S、Web(RIA）システムでのシームレス対応 

• データ圧縮、セキュリティにも対応 

• WANシステムにおけるパフォーマンス改善 

http://www.hisago.co.jp/images/Item/GB1175a.gif
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Reports Magic 2/2 

• きめ細かいフォーム設計をサポート 

• 豊富な作図機能 

• 自由線、直線、四角形、楕円、楕円弧、連続線、多角形、矢印、 
括弧、文字列 

• テーブル 

• イメージ埋め込み、OLE埋め込み、スキャナー読込 

• 0.1mm単位で制御 

• 文字 

• 文字サイズ、文字ピッチを0.1mm単位で制御 

• 文字幅拡大率 

• 豊富なバーコード 

• レイヤ対応 

• 複合帳票のサポート 
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Magic Optimizer 1/3 



Magic Optimizer 2/3 



Magic Optimizer 3/3 



Magic Compare 



Smart Nexus 1/2 



Smart Nexus 2/2 



MagicPatrol 

とは 



MagicPatrol 

トラブル発生時に原因究明の 
ためのログファイル取得を 
もっと楽にできないかな。 

プログラム品質維持のために 
テスト結果報告書を効率良く 

作れないかな。 

プログラムの処理速度の 
ボトルネックを把握できないかな。 

特定のテーブルやプログラムが 
操作された場合に管理者が 
把握することができないかな。 

ユーザがどのような処理を動かした
か履歴がとれないかな。 

プログラムのテスト漏れを 
管理できないかな。 



MagicPatrol（機能一覧） 

  機 能 

デバッグ 

 実行プログラムリスト＆処理時間一覧 

 実行タスクリスト＆処理時間一覧 

 アクセステーブルリスト 

操作ログ 

 操作タスク一覧 

 アクセスDBテーブル一覧 

 エラー一覧 

アラート 

 実行タスクアラート （メール送信） 

 アクセスDBテーブルアラートメール送信） 

 エラーアラートメール送信） 

XPAのRIA、C/S、マージアプリが、アプリの変更なしで様々なメリットが得られるツールです。 
※マージについては一部ロジック追加が必要です。 
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MagicPatrolの仕組み 

Magic xpa 
Client 

Magic xpa 
Client 

Magic xpa 
Client 

RIA Server 
 

Magicエンジンからメモリーへバイナリーログを出力 
メモリーが満杯になったらファイルとして出力 
（メモリー出力モジュール） 

タスクスケジューラでログファイルを回収 
ログを解析しSQLServerに保存 

SQLServerの内容を解析しデバッグ、運用
監視などとして役立つ情報を提供 

スケジューラで 
ログ収集 

Enterprise 
Server 



MagicPatrol (利用シーン１） 

■プログラムテスト実施結果確認 

ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ開発依頼 

ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ納品 
＆ 

テスト結果報告 



MagicPatrol (テスト結果報告書) 



MagicPatrol (利用シーン２） 

■プログラムテスト実施結果確認 

テスト時もしくは運用時に 
パフォーマンスや処理速度に 
問題発生 



MagicPatrol (タスク実行レポート) 



MagicPatrol (テストカバレッジレポート) 



MagicPatrol (利用シーン３） 

■システム運用 

運用中のシステムの状態を 
監視したい。 



MagicPatrol (ダッシュボード) 



MagicPatrol (利用シーン４） 

■システム運用 

運用中にエラーが発生。 
エラー内容を早急に把握・解決 
したい。 



MagicPatrol (利用シーン４） 

MagicPatrolは実行環境に極力負荷をかけずに 
実行ログを取得することができる仕組みを実現しています。 
 
これによりログ取得を予め設定でき、エラー発生時にログを 
取得するための設定の手間やパフォーマンス劣化の 
懸念をすることなく、問題解決に早急に取り組む 
ことが可能となります。 
 



MagicPatrol (エラーログ) 



MagicPatrol (エラーログ詳細) 



MagicPatrol (利用シーン５） 

■システム運用 

運用中にエラーが発生。 
ユーザがどのような処理を 
動かしたか確認したい。 



MagicPatrol (操作ログ) 



MagicPatrol (操作ログ詳細) 



MagicPatrol (操作ログ 発行SQL一覧) 



MagicPatrol (アクセステーブル一覧) 



MagicPatrol (利用シーン６） 

■システム運用 

運用中に特定のテーブルや 
プログラムにアクセスしたら 
アラートにより検知したい。 



MagicPatrol (テーブルアクセスアラート） 



MagicPatrol (その他のアラート機能） 



MagicPatrol利用シーン
（その他の機能） 



MagicPatrol (各種資料出力） 



MagicPatrol (各種資料出力サンプル） 



MagicPatrol（機能一覧） 
XPAのRIA、C/S、マージアプリが、アプリの変更なしで様々なメリットが得られるツールです。 
※マージについては一部ロジック追加が必要です。 

機 能 Standard Professional 

 操作ログ 
 セッション別操作履歴 ● ● 

 日付別操作履歴 ● ● 

 アラート機能 

 テーブルアラート ● ● 

 プログラムアラート ● ● 

 SQLキーワードアラート ● ● 

 デバッグ機能 

 アクセス状況一覧（テーブル、プログラム）   ● 

 チェックカバレッジ機能   ● 

 テスト結果報告書作成   ● 

 開発補助資料出力   ● 



MagicPatrol 動作環境 

OS Windows Server 2012、2012R2、2016 

メモリー 少なくとも4G以上 

 CPU 少なくとも4つの実コア(または予約された仮想コア)が2.4Ghz以上で動作 

ネットワーク ギガビット イーサネット 

空きディスク容量 少なくとも10GB以上 

Webサーバ インストール時にIISが必須 

内部データベース Microsoft SQL Server 2008、2008R2、2012、2014 

Magicの対応バージョン Magic xpa 3.2a以降 



リリーススケジュール 

２０１８年１１月末 全機能リリース 



Magicアプリケーション開発・実行環境の支援ツール群 
複雑な帳票作成も 
これで容易に。 
• 0.01mm単位調整 
• 豊富な作図機能 
• 豊富なバーコード 
• 複数レイヤ対応 
• スキャナ読込位置調整 
• 複合帳票 
• ラベル印刷 etc. 

ReportsMagicV2 

Magic Optimizer ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝ構造可視化 

Magic Compare 複数プロジョクトのバージョン間の 
違いをビジュアルに表現  

 

Smart Nexus 

簡単にEXCEL、CSV,HTML, 
PDFに出力処理を実現 

 

 

組み合わせでの利用・提案により 
提供するサービスの付加価値向上 

にご活用ください。 
 



Thank You! 
magicsoftware.com/ja 


