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付録 A.1

今版 (3020-3-C11-10) では，前版 (3020-3-C11) の一部の構成を変更しました。前版との対応は次のように
なっています。
旧 (3020-3-C11)
1.2

COBOL 影響分析

新 (3020-3-C11-10)
1.1.1 COBOL 影響分析が生成する保守ドキュメ
ントの内容

2.1.1

解析できる COBOL ソースファイル

1.1.2 COBOL 影響分析で解析できる COBOL
ソースファイル

2.1.2

COBOL 影響分析の操作手順

2.1.1 登録した COBOL ソースファイルをすべて
解析する

4.1

COBOL 影響分析のエラーの対処

4.1

事例から探す

4.2

トラブルシュートの流れ

4.3

そのほかの方法から探す

4.3

メッセージ

4.2

メッセージから探す

付録 A
限

解析対象の COBOL ソースファイルの制

付録 A

COBOL 影響分析の仕様範囲

付録 A.1(1)

COBOL 影響分析で制限になる構文

付録 A.1

付録 A.1(2)

COBOL 影響分析の制限

4.1.1 COBOL 影響分析を実行できない
4.1.2 出力結果が意図したとおりではない
付録 A.2 上限値

構文の制限

はじめに
このマニュアルは，COBOL ソース解析支援の機能と使い方について説明したものです。

■対象読者
COBOL ソース解析支援を利用して，既存の COBOL プログラムを解析して再利用するプログ
ラマーで，次に示す項目を理解，習得していることを前提とします。
• Windows の基本的な操作方法
• COBOL の知識

■このマニュアルで使用している記号
このマニュアルで使用している記号を次のように定義します。
記号
［

］

［

］−［

△

斜体

意味
メニュータイトル，メニュー項目，ボタン，キー，およびアイコンの名称を示し
ます。
例：［ファイル］メニュー
［OK］ボタン
［Enter］キー など
］

メニューを選択し，続けて後ろの項目を選択することを示します。
例：［ファイル］−［開く］
［ファイル］メニューから［開く］を選択することを示します。
半角の空白を入れること，またはスペースキーを指定された数だけ押すことを示
します。
インストールフォルダなど可変の個所を示します。
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概要
この章では，COBOL ソース解析支援の COBOL 影響分析の概
要について説明します。

1.1 COBOL 影響分析とは
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1. 概要

1.1 COBOL 影響分析とは
COBOL 影響分析とは，COBOL ソースファイルの保守ドキュメントの作成を支援する製
品です。HTML 形式または CSV 形式の保守ドキュメントを生成できます。
COBOL 影響分析の概要を次の図に示します。
図 1-1 COBOL 影響分析の概要

COBOL 影響分析を使用すると，構造がわからない COBOL ソースファイルを解析して，
保守ドキュメントを生成できます。生成した保守ドキュメントを参照すれば，プログラ
ム間の入出力，テーブル領域の共有などの COBOL 特有の処理を解析できるので，
COBOL ソースファイルの保守を支援できます。
COBOL 影響分析を使用するには，組み込みデータベースの設定が必要です。設定方法
については，マニュアル「COBOL ソース解析支援 導入・運用ガイド」を参照してくだ
さい。

1.1.1

COBOL 影響分析が生成する保守ドキュメントの内容

COBOL 影響分析が生成する保守ドキュメントには，解析対象の COBOL ソースファイ
ル全体の情報，解析対象の COBOL ソースファイル固有の情報，および解析内容の統計
情報が出力されます。
COBOL 影響分析が生成する保守ドキュメントの概要を次の図に示します。
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1. 概要

図 1-2 COBOL 影響分析が生成する保守ドキュメントの概要

• 解析対象の COBOL ソースファイル全体の情報
解析対象の COBOL ソースファイル一覧，使用されていない COBOL ソースファイル
一覧，COBOL ソースファイルが使用している物理ファイル一覧などを解析できます。
解析対象の COBOL ソースファイルの一覧を参照できるので，解析対象の COBOL
ソースファイル全体を理解するために役立ちます。
• 解析対象の COBOL ソースファイル固有の情報
COBOL ソースファイルのプログラム名（PROGRAM-ID）
，COBOL ソースファイル
が使用している登録集原文，COBOL ソースファイルのセクションなどを解析できま
す。COBOL ソースファイルの内容が項目ごとに参照できるので，COBOL ソース
ファイルを理解するために役立ちます。
• 解析内容の統計情報
行数の分布，手続き部（PROCEDURE DIVISION）の行数の分布，セクション（節）
数の分布などを解析できます。システムの統計情報を項目ごとに参照できるので，シ
ステムの規模やシステムの状況を把握するときに役立ちます。

1.1.2

COBOL 影響分析で解析できる COBOL ソースファイ
ル

COBOL 影響分析では，次に示す COBOL ソースファイルを解析対象としています。
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1. 概要

• COBOL85 の規格に沿ってコーディングされた COBOL ソースファイル
• 登録集原文
文字コードが SJIS コードの COBOL ソースファイルおよび登録集原文が対象です。ま
た，構文的なコンパイルエラーおよび警告がない COBOL ソースファイルを対象として
います。登録集原文についても不足していない COBOL ソースファイルを対象としてい
ます。
なお，COBOL2002 で拡張された機能は対象外です。COBOL2002 でコンパイルされた
COBOL ソースファイルを解析すると，解析が中止になるか，正しくドキュメント化さ
れません。COBOL2002 でコンパイルされた COBOL ソースファイルの解析結果につい
ては，「付録 A.3

1.1.3

COBOL2002 の解析結果」を参照してください。

COBOL 影響分析の特長

COBOL 影響分析では，短時間で解析できる，または目的に沿った保守ドキュメントを
出力できるように，次の機能を備えています。
• 変更した COBOL ソースファイルだけを解析する
• 日本語コメントを解析結果に表示する
• 英小文字と英大文字を等価と見なして解析するかどうか選択できる
• メインフレームの固定長形式の COBOL ソースファイルを解析する

（1） 変更した COBOL ソースファイルだけを解析する
COBOL 影響分析では，解析する COBOL ソースファイルを自動的に選択するように設
定できます。一度解析したあと，再度解析するときに COBOL ソースファイルを更新し
たかどうかを自動で検出し，更新したファイルだけを解析します。複数の COBOL ソー
スファイルの一部を変更した場合，解析する対象の COBOL ソースファイルを手動で選
択する手間が省けます。また，更新された COBOL ソースファイルに関係する個所だけ
を解析・生成するため，解析時間および保守ドキュメントの生成時間を短縮できます。

（2） 日本語コメントを解析結果に表示する
COBOL 影響分析では，日本語コメントを解析結果に表示できます。表示が不要な場合
は解析結果に表示しないこともできます。
また，日本語コメントに命名規則がある場合，命名規則に従った日本語を抽出できます。
例えば，日本語コメントの前に「T」を付ける命名規則がある場合，「T」を検出して，
「T」が付いている日本語プログラム名だけを抽出できます。
使用例については，「3.4
さい。
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ADCAS2 規則に沿ったコメントを抽出する」を参照してくだ

1. 概要

（3） 英小文字と英大文字を等価と見なして解析するかどうか選択できる
COBOL 影響分析では，COBOL2002 と同様に，COBOL ソースファイル中の英大文字
と英小文字を等価と見なして解析するかどうかを選択できます。ただし，半角の英大文
字と英小文字に限ります。英大文字と英小文字を等価と見なすと，英小文字を含む
COBOL ソースファイルを解析できます。

（4） メインフレームの固定長形式の COBOL ソースファイルを解析する
メインフレームから Windows に転送した COBOL ソースファイルでは，シフトイン／シ
フトアウトが削除されるため，記述がずれてしまい，転送しただけでは解析できません。
メインフレームの固定長形式のシフトイン／シフトアウトを考慮して，COBOL ソース
ファイルを解析できるように手を加える必要があります。
COBOL 影響分析を使用すると，メインフレームから Windows に転送した COBOL ソー
スファイルをそのまま解析できます。COBOL ソースファイルに手を加える必要があり
ません。
使用例については，
「3.5

メインフレームの固定長形式がある COBOL ソースファイル

を解析する」を参照してください。
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2

COBOL 影響分析
この章では，COBOL 影響分析の操作の手順，操作画面の見方
および解析結果の見方について説明します。

2.1 操作手順
2.2 操作画面の遷移と画面
2.3 解析結果の遷移と表示（HTML）
2.4 解析結果の表示（CSV）
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2. COBOL 影響分析

2.1 操作手順
COBOL 影響分析の操作の手順について説明します。
COBOL 影響分析には，次の六つの画面があります。
•［プロジェクト］画面
•［COBOL ソースファイル指定ステップ］画面
•［解析オプション設定］画面
•［生成オプション設定］画面
•［実行確認ステップ］画面
•［進捗／結果ステップ］画面
操作画面の遷移を次の図に示します。
図 2-1 操作画面の遷移

2.1.1

登録した COBOL ソースファイルをすべて解析する

業務イメージに合わせた操作例については，「3.

8

操作例」を参照してください。
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COBOL 影響分析の操作手順を次の図に示します。
図 2-2 COBOL 影響分析の操作の手順

各手順について説明します。手順の番号は図中の番号と対応しています。
1. COBOL 影響分析を起動する
Windows の［スタート］にあるプログラム一覧から［COBOL ソース解析支援］−
［影響分析機能］−［COBOL 影響分析］を選択します。［プロジェクト］画面が表示
されます。
2. プロジェクトを選択する
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ODBC データソース名を選択して［次へ］ボタンをクリックします。
［COBOL ソー
スファイル指定ステップ］画面が表示されます。
3. COBOL ソースファイルを登録する

［追加］ボタンから，解析する COBOL ソースファイルを選択します。選択した
COBOL ソースファイルが，
［COBOL ソースファイル一覧］に表示されます。
［COBOL ソースファイル一覧］に，COBOL ソースファイルをドラッグ＆ドロップし
ても登録できます。
［COBOL ソースファイル一覧］に，COBOL ソースファイルをドラッグ＆ドロップで
登録できないときは，COBOL 影響分析を管理者権限で起動していることが考えられ
ます。［追加］ボタンをクリックし，COBOL ソースファイルを登録してください。
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4. 解析オプションを設定する
［COBOL ソースファイル指定ステップ］画面の［解析オプション］ボタンをクリッ
クします。
［解析オプション設定］画面が表示されます。

［追加］ボタンをクリックして，解析する登録集原文が格納されたフォルダを選択し
ます。
［登録集原文フォルダ］に，登録集原文フォルダをドラッグ＆ドロップしても
登録できます。
［登録集原文フォルダ］に，登録集原文フォルダをドラッグ＆ドロップで登録できな
いときは，COBOL 影響分析を管理者権限で起動していることが考えられます。［追
加］ボタンをクリックし，登録集原文フォルダを登録してください。
［OK］ボタンをクリックして［解析オプション設定］画面を閉じると，
［COBOL
ソースファイル指定ステップ］画面に戻ります。
解析オプションでは，登録集原文以外に，日本語節名および日本語プログラム名を抽
出するときの条件を設定できます。詳細については，
「2.2.3 ［解析オプション設定］
画面」を参照してください。
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5. 生成オプションを設定する
［COBOL ソースファイル指定ステップ］画面の［生成オプション］ボタンをクリッ
クします。［生成オプション設定］画面が表示されます。

［参照］ボタンをクリックして，生成先フォルダを設定します。
［OK］ボタンをクリックして［生成オプション設定］画面を閉じると，［COBOL
ソースファイル指定ステップ］画面に戻ります。

！

注意事項
生成先フォルダを指定しないと，COBOL ソース解析支援がインストールされたドライブ直
下に，解析結果の保守ドキュメントが生成されます。生成先フォルダは必ず指定してくださ
い。

ポイント
CSV 形式の保守ドキュメントを生成するには，生成オプションの［CSV］タブで生成した
いドキュメントにチェックする必要があります。使用例については，
「3.7
形式で出力する」を参照してください。
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解析結果を CSV
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生成オプションでは，生成フォルダ以外に，HTML 形式または CSV 形式で生成する
保守ドキュメントの内容を設定できます。詳細については，
「2.2.4 ［生成オプション
設定］画面」を参照してください。
6. 実行内容を確認する

［COBOL ソースファイル指定ステップ］画面の［次へ］ボタンをクリックします。
［実行確認ステップ］画面が表示されます。
7. COBOL 影響分析を実行する

実行内容が正しいことを確認して，
［次へ］ボタンをクリックします。［進捗／結果ス
テップ］画面が表示されます。
8. 実行結果を確認する
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［進捗／結果ステップ］画面で，実行結果がすべて成功しているかを確認します。ま
た，［戻る］ボタンをクリックして，
［COBOL ソースファイル指定ステップ］画面を
表示します。
9. 解析結果を参照する
COBOL ソースファイル一覧の解析状態および生成状態に，エラーまたは未生成が表
示されていないことを確認します。
［COBOL ソースファイル指定ステップ］画面の［ドキュメント］ボタンをクリック
して，生成先フォルダを表示します。
生成先フォルダに格納されている「index.html」ファイルをダブルクリックすると，
解析した結果を HTML で確認できます。
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生成先フォルダに格納されている CSV ファイルをダブルクリックすると，CSV 形式
の保守ドキュメントを参照できます。出力される CSV ファイル名については，「2.4
解析結果の表示（CSV）
」を参照してください。

10.ログを参照する
COBOL ソースファイル一覧の解析状態および生成状態に，エラーまたは未生成が表
示されている場合，保守ドキュメントが正しく生成されていないことが考えられま
す。ログファイルを確認して，解析に失敗した原因を調査してください。ログファイ
ルは，
［COBOL ソースファイル指定ステップ］画面の［ログ］ボタンをクリックす
ると表示されます。
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問題を解決したあとで，COBOL 影響分析を再実行します。エラーについては，
「4.
エラー時の対処」を参照してください。

2.1.2

変更した COBOL ソースファイルだけを解析する

COBOL 影響分析では，変更した COBOL ソースファイルを自動的に検出し，変更した
ファイルだけを解析・生成できます。変更した COBOL ソースファイルだけを解析する
手順について説明します。
次に示す作業のあとの手順について説明します。
• COBOL 影響分析で登録した COBOL ソースファイルをすべて解析する。
• 解析した COBOL ソースファイルのうち，幾つかを変更する。
業務イメージに合わせた操作例については，「3.
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操作例」を参照してください。
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図 2-3 COBOL 影響分析の操作の手順

1. COBOL 影響分析を起動する
Windows の［スタート］にあるプログラム一覧から［COBOL ソース解析支援］−
［影響分析機能］−［COBOL 影響分析］を選択します。［プロジェクト］画面が表示
されます。
2. プロジェクトを選択する

ODBC データソース名を選択して［次へ］ボタンをクリックします。［COBOL ソー
スファイル指定ステップ］画面が表示されます。
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3. 実行内容を確認する

［COBOL ソースファイル指定ステップ］画面の［次へ］ボタンをクリックします。
［実行確認ステップ］画面が表示されます。

！

注意事項
解析オプションと生成オプションは変更しないでください。
［解析オプション］画面または［生成オプション］画面で［OK］ボタンをクリックすると，
設定を変更していなくても，すべての COBOL ソースファイルを解析および生成します。

4. COBOL 影響分析を実行する

実行内容が正しいことを確認して，［次へ］ボタンをクリックします。
［進捗／結果ス
テップ］画面が表示されます。
解析・生成実行の対象となる条件については，「2.2.2 ［COBOL ソースファイル指定
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ステップ］画面」を参照してください。
5. 実行結果を確認する

［進捗／結果ステップ］画面で，実行結果がすべて成功しているかを確認します。ま
た，
［戻る］ボタンをクリックして，［COBOL ソースファイル指定ステップ］画面を
表示します。
6. 解析結果を参照する
COBOL ソースファイル一覧の解析状態および生成状態に，エラーまたは未生成が表
示されていないことを確認します。
［COBOL ソースファイル指定ステップ］画面の［ドキュメント］ボタンをクリック
して，生成先フォルダを表示します。
生成先フォルダに格納されている「index.html」ファイルをダブルクリックすると，
解析した結果を HTML で確認できます。
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生成先フォルダに格納されている CSV ファイルをダブルクリックすると，CSV 形式
の保守ドキュメントを参照できます。出力される CSV ファイル名については，「2.4
解析結果の表示（CSV）
」を参照してください。

7. ログを参照する
COBOL ソースファイル一覧の解析状態および生成状態に，エラーまたは未生成が表
示されている場合，保守ドキュメントが正しく生成されていないことが考えられま
す。ログファイルを確認して，解析に失敗した原因を調査してください。ログファイ
ルは，［COBOL ソースファイル指定ステップ］画面の［ログ］ボタンをクリックす
ると表示されます。
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問題を解決したあとで，COBOL 影響分析を再実行します。エラーについては，「4.
エラー時の対処」を参照してください。
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2.2 操作画面の遷移と画面
COBOL 影響分析の操作画面について説明します。
COBOL 影響分析には，次の六つの画面があります。
•［プロジェクト］画面
•［COBOL ソースファイル指定ステップ］画面
•［解析オプション設定］画面
•［生成オプション設定］画面
•［実行確認ステップ］画面
•［進捗／結果ステップ］画面
操作画面の遷移を次の図に示します。
図 2-4 操作画面の遷移
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2.2.1 ［プロジェクト］画面
［プロジェクト］画面では，ログインする組み込みデータベースのプロジェクトを選択し
ます。
図 2-5 ［プロジェクト］画面

［プロジェクト名］
ログインする組み込みデータベースのプロジェクト名を選択します。プロジェクト
名には ODBC データソース名が表示されます。ODBC データソースの作成で指定し
たデータソース名を選択してください。なお，COBOL ソース解析支援を再インス
トールしても，ODBC データソースの作成でデータソース名を変更しないと，同じ
データソース名が表示されます。
［次へ］
［COBOL ソースファイル指定ステップ］画面に遷移します。プロジェクト名を選択
したあとにクリックします。ODBC データソースの作成で指定したデータソース名
以外のプロジェクトを選択すると，エラーが表示されます。
［キャンセル］
COBOL 影響分析を終了します。
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2.2.2 ［COBOL ソースファイル指定ステップ］画面
［COBOL ソースファイル指定ステップ］画面では，解析対象の COBOL ソースファイ
ル，解析オプション，生成オプションなどを設定します。
図 2-6 ［COBOL ソースファイル指定ステップ］画面

［解析オプション］
［解析オプション設定］画面に遷移します。解析オプションを設定するときにクリッ
クします。登録集原文を使用していないプログラムを解析する場合，または日本語
プログラム名や日本語節名を抽出しない場合，解析オプションを設定する必要はあ
りません。
解析オプションでは，登録集原文の格納フォルダ，COBOL ソースファイルのコメ
ント名の抽出オプションなどを設定します。
［生成オプション］
［生成オプション設定］画面に遷移します。生成オプションを設定するときにクリッ
クします。生成オプションは必ず設定します。
生成オプションでは，保守ドキュメントの生成先フォルダ，HTML または CSV
ファイルで出力する解析結果の種類などを設定します。
［COBOL ソースファイル一覧］
組み込みデータベースに登録されている COBOL ソースファイルの一覧が表示され
ます。COBOL ソースファイルを登録するには，［COBOL ソースファイル一覧］
に，COBOL ソースファイルをドラッグ＆ドロップするか，［追加］ボタンから選択
してください。最大で 10,000 個の COBOL ソースファイルを登録できます。
名称のボタンをクリックしてもソートされません。表示フィルタを使用して，解析
状態または生成状態の条件に合った COBOL ソースファイルだけを表示してくださ
い。
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生成済みの COBOL ソースファイルを生成対象としない場合でも［COBOL ソース
ファイル一覧］には表示されます。生成対象外のプログラム情報を表示したくない
場合は，表示フィルタを使用するか，COBOL ソースファイル一覧から削除してく
ださい。

！

注意事項
COBOL ソースファイルを登録するときに，同じファイル名（全角と半角は区別しない）の
プログラムを登録すると，どちらも登録できなくて生成が不正になる場合があります。

表示される内容について次に示します。
• アイコン
COBOL ソースファイル一覧のファイル名の左側にはアイコンが表示されます。
COBOL ソースファイルが格納されたフォルダにあるかどうか，および解析また
は生成対象かどうかによって，表示されるアイコンが異なります。
COBOL ソースファイル一覧のアイコンと意味を次の表に示します。
表 2-1 COBOL ソースファイル一覧のアイコン
項番

アイコンの種類

表示条件
COBOL ソースファイルの存在

解析対象，生成対象かどうか

1

存在する

解析対象または生成対象

2

存在しない

解析対象または生成対象

存在する

解析対象外かつ生成対象外

存在しない

解析対象外かつ生成対象外

3

アイコンなし

4

• ファイル名
解析または生成対象の COBOL ソースファイルの名称が表示されます。解析また
は生成の対象の場合，ファイル名の左側にアイコンが表示されます。
• フォルダ名
解析または生成対象の COBOL ソースファイルのフォルダパスが表示されます。
• 解析対象
COBOL ソースファイルを解析するかどうかが表示されます。［自動選択］のラジ
オボタンが選択されているときは表示されません。
［手動選択］のラジオボタンが
選択されているときに表示されます。
表示される記号の意味を次に示します。
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○：解析対象。
−：解析対象外。
解析対象列の記号をクリックすると，プログラムを解析するかどうかを選択でき
ます。
デフォルトは「○」です。
• 解析状態
COBOL ソースファイルを解析できたかどうかが表示されます。表示される文字
の意味を次に示します。
解析済
：解析済み。
解析済（古い）
：解析済みだが，COBOL ソースファイルの更新日時より，解析
日時が古い。解析したあとで，COBOL ソースファイルを編集すると表示される。
未解析
警告

：解析されていない。
：解析済みだが，エラーが検出された。

エラー
：解析できないエラーが検出された。
解析状態が表示されているときに，解析オプションの設定を変更しても解析状態
は変更されません。解析状態を変更するには，解析オプションの設定を変更した
あとで，COBOL 影響分析を実行してください。
• 生成対象
COBOL ソースファイルの解析結果を保守ドキュメントとして生成するかどうか
が表示されます。
［自動選択］のラジオボタンが選択されているときは表示されま
せん。
［手動選択］のラジオボタンが選択されているときに表示されます。表示さ
れる記号の意味を次に示します。
○：生成対象。
−：生成対象外。
生成対象列の記号をクリックすると，プログラムの解析結果を保守ドキュメント
として生成するかどうかを選択できます。
デフォルトは「○」です。
• 生成状態
COBOL ソースファイルの解析結果を保守ドキュメントとして生成できたかどう
かが表示されます。表示される文字の意味を次に示します。
生成済
：生成済み。
生成済（古い）
：生成済みだが，COBOL ソースファイルの解析日時より，生成
日時が古い。生成したあとで，COBOL ソースファイルを編集して解析すると表
示される。
未生成
警告
エラー

：生成されていない。
：生成済みだが，エラーが検出された。
：生成できないエラーが検出された。

［追加］
［ファイルを開く］画面が表示されます。解析する COBOL ソースファイルを選択し
ます。
［削除］
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COBOL ソースファイル一覧で選択されている COBOL ソースファイルが削除され
ます。組み込みデータベースに格納されている情報も削除されます。解析または生
成対象から削除したいときに選択します。
［ログ］
ログファイルが表示されます。［進捗／結果ステップ］画面で失敗または警告が表示
されたときに参照します。
［ドキュメント］
保守ドキュメントを出力したフォルダが表示されます。［生成オプション設定］画面
で設定した生成先フォルダが表示されます。生成結果を確認するときに参照します。
［ソース］
COBOL ソースファイル一覧で選択されている COBOL ソースファイルの内容が表
示されます。一度に表示できる COBOL ソースファイルは一つです。複数の
COBOL ソースファイルを選択した場合，最後に選択した COBOL ソースファイル
の内容が表示されます。
［表示フィルタ］
［表示フィルタ設定］画面が表示されます。フィルタリングして，解析状態および生
成状態の条件に合ったファイルを表示するときにクリックします。
［自動選択］
解析対象および生成対象の COBOL ソースファイルまたは登録集原文が自動で選択
されます。同じオプションで再度解析するときに，解析時間を短縮できます。ただ
し，解析オプションまたは生成オプションを変更すると，すべての COBOL ソース
ファイルまたは登録集原文が，解析対象および生成対象として選択されます。［解析
オプション］画面または［生成オプション］画面で［OK］ボタンをクリックする
と，設定を変更していなくても，すべての COBOL ソースファイルを解析および生
成します。
［自動選択］を選択すると，解析対象および生成対象が表示されなくなります。ま
た，［解析選択／解除］および［生成選択／解除］ボタンが不活性になるため使用で
きません。
自動選択では，登録集原文がある場合とない場合で，解析・生成実行される条件が
異なります。それぞれの条件を次に示します。
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図 2-7 解析・生成実行の条件（登録集原文がない場合）

図 2-8 解析・生成実行の条件（登録集原文がある場合）

［手動選択］
解析対象および生成対象の COBOL ソースファイルまたは登録集原文を手動で選択
できます。
［手動選択］を選択すると，解析対象および生成対象が表示されます。また，［解析
選択／解除］および［生成選択／解除］ボタンを使用できます。
［解析選択／解除］
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COBOL ソースファイル一覧で選択されている COBOL ソースファイルの解析対象
が変更されます。複数の COBOL ソースファイルを選択することで，一括して解析
対象を変更できます。
［自動選択］のラジオボタンが選択されているときは選択できません。
［手動選択］
のラジオボタンが選択されているときに選択できます。
［生成選択／解除］
COBOL ソースファイル一覧で選択されている COBOL ソースファイルの生成対象
が変更されます。複数の COBOL ソースファイルを選択することで，一括して生成
対象を変更できます。
［自動選択］のラジオボタンが選択されているときは選択できません。
［手動選択］
のラジオボタンが選択されているときに選択できます。
［設定保存］
COBOL ソースファイル一覧に登録されている COBOL ソースファイル，解析状態，
生成状態，解析オプション，および生成オプションが保存されます。次に起動した
ときに状態を引き継げます。状態を保存するときにクリックします。
［戻る］
［プロジェクト］画面に遷移します。
［次へ］
［実行確認ステップ］画面に遷移します。解析する COBOL ソースファイルの選択，
解析オプションの設定，生成オプションの設定などを実施したあとにクリックしま
す。COBOL ソースファイルを登録していないと，［実行確認ステップ］画面に遷移
しません。
［キャンセル］
COBOL 影響分析を終了するときにクリックします。

（1）［表示フィルタ設定］画面
COBOL ソースファイル一覧に表示する COBOL ソースファイルのフィルタ条件を設定
します。チェックされた状態の COBOL ソースファイルだけが表示されます。

！

注意事項
解析状態だけ，または生成状態だけのフィルタ条件を指定しても，フィルタリングされませ
ん。フィルタ条件には，解析状態と生成状態の両方を指定してください。
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図 2-9 ［表示フィルタ設定］画面

［解析状態］
フィルタリングする COBOL ソースファイルの解析状態を指定します。状態の意味
を次に示します。
• 解析済
：解析済み。
• 解析済（古い）
：解析済みだが，COBOL ソースファイルの更新日時より，解析日
時が古い。
• 未解析

：解析されていない。

• 警告
• エラー

：解析済みだが，エラーが検出された。
：解析できないエラーが検出された。

［生成状態］
フィルタリングする COBOL ソースファイルの生成状態を指定します。状態の意味
を次に示します。
• 生成済
：生成済み。
• 生成済（古い）
：生成済みだが，COBOL ソースファイルの解析日時より，生成日
時が古い。
• 未生成

：生成されていない。

• 警告
• エラー

：生成済みだが，エラーが検出された。
：生成できないエラーが検出された。

［全選択／解除］
すべてのチェックを一括して選択または解除します。

2.2.3 ［解析オプション設定］画面
［解析オプション設定］画面では，登録集原文の格納フォルダ，COBOL ソースファイル
のコメント名の抽出オプションなどを設定します。
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（1）［登録集原文指定］タブ
［解析オプション設定］画面の［登録集原文指定］タブでは，登録集原文が格納されてい
るフォルダおよび登録集原文の拡張子を指定します。
［解析オプション設定］画面を開くと，［登録集原文指定］タブが最初に表示されます。

ポイント
登録集原文フォルダでは，次の条件を満たすファイルが解析対象になります。
• 拡張子がないファイル
• 拡張子が「.cbl」「.cob」「.txt」のファイル
上記以外の拡張子があるファイルを解析の対象にする場合は，
［登録集原文の拡張子］に該
当する拡張子を指定してください。

！

注意事項
• 登録集原文名に「¥」を含む場合，解析エラーとなり，保守ドキュメントは生成されませ
ん（KEDK4021E-E）。
• 登録集原文フォルダに，ファイル名が同じで，拡張子の有無または拡張子が異なるファイ
ルが格納されている場合（例：GENBUN，GENBUN.cbl，GENBUN.abc を格納），一つ
だけが解析対象になり，残りのファイルは解析対象になりません。解析を実行する前に，
ファイル名が同じファイルが登録集原文フォルダに格納されていないかどうかを確認して
ください。
ファイル名が同じである場合の，解析対象の優先順は次に示すとおりです。
1. ［登録集原文の拡張子］に指定した拡張子のファイル
2. 拡張子が「.cbl」のファイル
3. 拡張子が「.cob」のファイル
4. 拡張子なしのファイル
5. 拡張子が「.txt」のファイル
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図 2-10 ［解析オプション設定］画面の［登録集原文指定］タブ

［登録集原文フォルダ］
登録集原文の解析対象になるフォルダのパスが表示されます。登録集原文フォルダ
を登録するには，
［登録集原文フォルダ］に，登録集原文フォルダをドラッグ＆ド
ロップするか，
［追加］ボタンから選択してください。
［追加］
［フォルダの参照］画面が表示されます。解析する登録集原文が格納されているフォ
ルダを選択します。
［削除］
登録集原文フォルダで選択されているフォルダを削除します。解析または生成対象
から削除したいときに選択します。
［登録集原文の拡張子］
「.cbl」
「.cob」「.txt」以外の拡張子があるファイルを登録集原文として指定する場合
に，拡張子を指定します。指定するには，拡張子を「.」
（ドット）から入力してくだ
さい。複数の拡張子を指定するには，拡張子と拡張子の間に半角空白を入力してく
ださい。
（例）
.ocb△.aaa△.bbb△.ccc
（凡例）
△：半角空白
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（2）［日本語プログラム名抽出オプション］タブ
［解析オプション設定］画面の［日本語プログラム名抽出オプション］タブでは，コメン
ト行に記載された日本語のプログラム名を抽出するかどうか，および PROGRAM-ID と
日本語プログラム名の位置関係を指定できます。指定は任意です。
図 2-11 ［解析オプション設定］画面の［日本語プログラム名抽出オプション］タブ

［日本語名を抽出する］
日本語プログラム名を抽出するかどうかを選択します。チェックボックスにチェッ
クすると，抽出位置を選択できます。
［PROGRAM-ID と日本語名の位置関係］
PROGRAM-ID（プログラム名）の前と後ろのどちらの日本語プログラム名を抽出
するか選択します。
• PROGRAM-ID の前
PROGRAM-ID（プログラム名）の前の日本語プログラム名を抽出するときに選択
します。
• PROGRAM-ID の後
PROGRAM-ID（プログラム名）の後ろの日本語プログラム名を抽出するときに選
択します。
［日本語名の抽出行の指定］
抽出するコメントの行を指定できます。
• 日本語名コメント行の後の文字列
［日本語名コメント］に入力した文字から改行までの文字列を抽出します。
• 日本語名コメント行の次行
［日本語名コメント］に入力した文字がある行の次のコメント行を抽出します。
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• ［日本語名コメント］
COBOL ソースファイルの 8 カラム目から記述する日本語名コメントの文字列を
指定します。65 バイトまでの文字列を指定できます。
全角空白およびタブコードを使用できません。使用すると，生成される保守ド
キュメントに日本語プログラム名または日本語節名が出力されません。
• PROGRAM-ID から何行目（1 〜 99）の位置にあるコメント行
PROGRAM-ID（プログラム名）を基準として，前後の行数を指定して，コメント
行を抽出します。PROGRAM-ID（プログラム名）の前か後ろのコメント行かは，
［PROGRAM-ID と日本語名の位置関係］で指定します。1 〜 99 以外を指定する
と，1 が仮定されます。なお，この項目を選択すると［日本語名コメント］は指定
できません。
日本語プログラム名抽出オプションを使用した使用例については，「3.4

ADCAS2 規則

に沿ったコメントを抽出する」を参照してください。

（3）［日本語節名抽出オプション］タブ
［解析オプション設定］画面の［日本語節名抽出オプション］タブでは，コメント行に日
本語で記載された節名（日本語節名）を抽出するかどうか，および日本語節名と
PROGRAM-ID の位置関係を指定できます。指定は任意です。
図 2-12 ［解析オプション設定］画面の［日本語節名抽出オプション］タブ

［日本語名を抽出する］
日本語節名を抽出するかどうかを選択します。チェックボックスにチェックすると，
抽出位置を選択できます。ただし，節の見出しがない「DUMMY_SEC_n」の日本
語節名は抽出できません。

34

2.

COBOL 影響分析

［節名と日本語名の位置関係］
節名（SECTION）の前と後ろのどちらの日本語節名を抽出するか選択します。
• 節名の前
節名（SECTION）の前の日本語節名を抽出するときに選択します。
• 節名の後
節名（SECTION）の後ろの日本語節名を抽出するときに選択します。
［日本語名の抽出行の指定］
抽出するコメントの行を指定できます。
• 日本語名コメント行の後の文字列
［日本語名コメント］に入力した文字から改行までの文字列を抽出します。
• 日本語名コメント行の次行
［日本語名コメント］に入力した文字がある行の次のコメント行を抽出します。
•［日本語名コメント］
COBOL ソースファイルの 8 カラム目から記述する日本語名コメントの文字列を
指定します。65 バイトまでの文字列を指定できます。
全角空白およびタブコードを使用できません。使用すると，生成される保守ド
キュメントに日本語プログラム名または日本語節名が出力されません。
• 節名から何行目（1 〜 99）の位置にあるコメント行
節名（SECTION）を基準として，前後の行数を指定して，コメント行を抽出しま
す。節名（SECTION）の前か後ろのコメント行かは，［節名と日本語名の位置関
係］で指定します。1 〜 99 以外を指定すると，1 が仮定されます。なお，この項
目を選択すると［日本語名コメント］は指定できません。
日本語節名抽出オプションを使用した使用例については，
「3.4 ADCAS2 規則に沿った
コメントを抽出する」を参照してください。

（4）［その他のオプション］タブ
［解析オプション設定］画面の［その他のオプション］タブでは，英小文字を含む
COBOL ソースファイルを解析するかどうか，および固定長レコード形式の日本語をメ
インフレームの仕様に合わせるかどうかを指定できます。指定は任意です。
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図 2-13 ［解析オプション設定］画面の［その他のオプション］タブ

［英小文字，大文字の扱い］オプション
• ［英小文字を含む COBOL ソースファイルを解析する（英小文字と英大文字を等価
とみなす）
］
英小文字を含む COBOL ソースファイルを解析するかどうかを選択します。
チェックボックスにチェックする場合，COBOL ソースファイルの英小文字がそ
のまま出力されます。
チェックボックスにチェックしない場合，英小文字を使用している COBOL ソー
スファイルまたは登録集原文を解析対象に加えようとすると，エラーが出力され
て解析対象に加えられません。英小文字を使用していない COBOL ソースファイ
ルまたは登録集原文を選択する必要があります。
デフォルトはチェックされています。
標準領域の文字の扱いを次に示します。
表 2-2 標準領域の文字の扱い
標準領域（7 桁目）の文
字
*

「ON」の場合の文字の扱い

コメント行とみなす

「OFF」の場合の文字の扱い

コメント行とみなす

/
D
d
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エラーとする

-

継続行とみなす

継続行とみなす

空白

有効行とみなす

有効行とみなす
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［ホスト（VOS シリーズ）からの移行］オプション
•［固定長レコード形式の日本語文字扱いをホスト仕様に合わせる］
日本語の前後のシフトイン（0A42）／シフトアウト（0A41）を意識して COBOL
ソースファイルを解析するかどうかを選択します。
シフトイン（0A42）／シフトアウト（0A41）は，COBOL ソースファイルを
Windows に転送すると削除されるため，解析時にエラーになる場合があります。
シフトイン（0A42）／シフトアウト（0A41）を意識する必要がある COBOL
ソースファイルを解析するときはチェックボックスにチェックしてください。
デフォルトはチェックされていません。
［ホスト（VOS シリーズ）からの移行］オプションを使用した使用例については，
「3.5

メインフレームの固定長形式がある COBOL ソースファイルを解析する」を

参照してください。

2.2.4 ［生成オプション設定］画面
［生成オプション設定］画面では，保守ドキュメントを格納する生成先フォルダ，および
保守ドキュメントの種類ごとに生成内容を設定します。

！

注意事項
• 生成先フォルダは必ず設定してください。生成先フォルダを設定しないと，保守ドキュメ
ントの一式が，COBOL ソース解析支援がインストールされたドライブの直下に生成され
ます。
• 生成先フォルダは，空のフォルダを設定してください。過去に生成した保守ドキュメント
が生成先フォルダに存在していると，生成済みの保守ドキュメントが上書きされます。ま
た，古いドキュメントが残ってしまうことがあります。
• 生成先フォルダには，空白で終わる名称のフォルダを指定しないでください。正しく影響
分析を実行できないことがあります。
• ［生成オプション設定］画面で HTML を生成しない設定にしても，生成先フォルダに
「index.html」ファイルおよび「Stylesheet」フォルダが生成されます。
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（1） HTML 生成タブ
［生成オプション設定］画面の［システム全体］タブの内容を次に示します。
図 2-14 ［生成オプション設定］画面の［システム全体］タブ

［生成オプション設定］画面の［システム全体］タブで設定できる解析内容を次の表に示
します。
表 2-3 ［システム全体］タブで設定できる解析内容（HTML）
項番
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解析内容

詳細

1

プログラム一覧

解析したすべてのプログラムの一覧を出力しま
す。

2

未使用プログラム一覧

引数を持つプログラムで，どのプログラムからも
呼び出されていないプログラムの一覧を出力しま
す。

3

未登録プログラム一覧

プログラムから呼び出されているが，COBOL 影
響分析の解析対象として登録されていないプログ
ラムの一覧を出力します。

4

重複プログラム一覧

重複するプログラム名（PROGRAM-ID）を持つ
プログラムの一覧を出力します。

2.

項番

解析内容
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詳細

5

使用登録集原文一覧

システム内で使用されている登録集原文の一覧を
出力します。

6

使用登録集原文詳細

システム内で使用されている登録集原文の詳細情
報を出力します。

7

登録集原文使用プログラム一覧

システム内で登録集原文を使用しているプログラ
ムの一覧を出力します。

8

物理ファイル一覧

ファイル管理記述項で宣言されたファイル名の記
憶媒体名または記憶装置名の一覧を出力します。

9

物理ファイル詳細

物理ファイルの詳細情報を出力します。

10

物理ファイルアクセス一覧

プログラムが物理ファイルにアクセスするときの
情報の一覧を出力します。

11

物理ファイルプログラム一覧

対象の物理ファイルを使用しているプログラムの
一覧を出力します。

12

物理ファイル呼出元階層図

物理ファイルを起点とした階層図を出力します。

13

テーブル一覧

埋め込み SQL 文で使用しているすべてのテーブ
ルの一覧を出力します。

14

テーブル詳細

テーブルの詳細情報を出力します。

15

テーブルプログラム一覧

対象のテーブルを使用しているプログラムの一覧
を出力します。

16

テーブルアクセス一覧

プログラムがテーブルにアクセスするための情報
の一覧を出力します。
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［生成オプション設定］画面の［プログラム固有］タブの内容を次に示します。
図 2-15 ［生成オプション設定］画面の［プログラム固有］タブ

［生成オプション設定］画面の［プログラム固有］タブで設定できる解析内容を次の表に
示します。
表 2-4 ［プログラム固有］タブで設定できる解析内容（HTML）
項番
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解析内容

詳細

1

プログラム概要

プログラムの詳細情報を出力します。

2

プログラム間関連

プログラムの呼び出し関係を出力します。

3

呼出先プログラム一覧

基準になるプログラムから呼び出しているプログ
ラムの一覧を出力します。

4

呼出元プログラム一覧

基準になるプログラムを呼び出しているプログラ
ムの一覧を出力します。

5

セクション一覧

手続き部（PROCEDURE DIVISION）にあるす
べてのセクション（節）の一覧を出力します。

6

セクション概要

セクション（節）の詳細情報を出力します。

7

セクション間関連

セクション（節）の呼び出し関係を出力します。

2.

項番

解析内容

COBOL 影響分析

詳細

8

呼出先セクション一覧

基準になるセクション（節）から呼び出している
セクション（節）の一覧を出力します。

9

呼出元セクション一覧

基準になるセクション（節）を呼び出しているセ
クション（節）の一覧を出力します。

10

連絡節データ定義一覧

連絡節（LINKAGE SECTION）で宣言されてい
るデータ項目の一覧を出力します。

11

作業場所節データ定義一覧

作業場所節（WORKING-STORAGE SECTION）
で宣言されているデータ項目の一覧を出力しま
す。

12

未使用データ定義一覧

宣言されているが手続き部（PROCEDURE
DIVISION）で使用されていないデータ項目の一
覧を出力します。

13

ソースビュー

プログラムのすべてのソースコードを出力しま
す。

14

参照登録集原文一覧

プログラム内で参照している登録集原文の一覧を
出力します。

15

参照登録集原文詳細

プログラム内で参照している登録集原文の詳細情
報を出力します。

16

登録集原文内データ定義一覧

登録集原文で宣言されているデータ項目の一覧を
出力します。

17

ファイル一覧

ファイル管理記述項に記述されているすべての
ファイルの一覧を出力します。

18

ファイル詳細

ファイルの詳細情報を出力します。

19

ファイルアクセス一覧

プログラムがファイルにアクセスするときの情報
の一覧を出力します。

20

ファイル内データ定義一覧

ファイル節（FILE SECTION）で宣言されてい
るデータ項目の一覧を出力します。

21

プログラムテーブル一覧

プログラム内でアクセスしているすべてのテーブ
ルの一覧を出力します。

22

プログラムテーブル詳細

プログラム単位でテーブルの詳細情報を出力しま
す。

23

プログラムテーブルアクセス一覧

テーブルにアクセスするときの情報の一覧を出力
します。

24

プログラム階層図

プログラムの階層図を出力します。

25

セクション階層図

26

セクション関連図

セクション概要で表示されているセクション
（節）を基点とした階層図を出力します。
プログラム概要で表示されているプログラムにつ
いて，プログラム単位でセクション（節）の構造
を出力します。
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［生成オプション設定］画面の［統計情報］タブの内容を次に示します。
図 2-16 ［生成オプション設定］画面の［統計情報］タブ

［生成オプション設定］画面の［統計情報］タブで設定できる解析内容を次の表に示しま
す。
表 2-5 ［統計情報］タブで設定できる解析内容（HTML）
項番
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解析内容

詳細

1

行数分布

解析したすべてのプログラムの行数の分布をグラ
フで出力します。

2

手続き部行数分布

解析したすべてのプログラムの手続き部行数の分
布をグラフで出力します。

3

データ項目数分布

解析したすべてのプログラムのデータ項目数の分
布をグラフで出力します。

4

セクション数分布

解析したすべてのプログラムのセクション（節）
数の分布をグラフで出力します。

5

呼出先プログラム数分布

解析したすべてのプログラムの呼出先プログラム
数の分布をグラフで出力します。

2.

項番

解析内容
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詳細

6

呼出元プログラム数分布

解析したすべてのプログラムの呼出元プログラム
数の分布をグラフで出力します。

7

行数詳細

行数に関連する詳細情報を出力します。

8

手続き部行数詳細

手続き部（PROCEDURE DIVISION）にある行
数に関連する詳細情報を出力します。

9

データ項目数詳細

データ項目数に関連する詳細情報を出力します。

10

セクション数詳細

解析したすべてのプログラムのセクション（節）
数に関連する詳細情報を出力します。

11

呼出先プログラム数詳細

解析したすべてのプログラムの呼出先プログラム
数の詳細情報を出力します。

12

呼出元プログラム数詳細

解析したすべてのプログラムの呼出元プログラム
数の詳細情報を出力します。

（2） CSV 生成タブ
［生成オプション設定］画面の［システム全体］タブの内容を次に示します。
図 2-17 ［生成オプション設定］画面の［システム全体］タブ
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［生成オプション設定］画面の［システム全体］タブで設定できる解析内容を次の表に示
します。
表 2-6 ［システム全体］タブで設定できる解析内容（CSV）
項番
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解析内容

詳細

1

プログラム一覧

解析したすべてのプログラムの一覧を出力しま
す。

2

未使用プログラム一覧

引数を持つプログラムで，どのプログラムからも
呼び出されていないプログラムの一覧を出力しま
す。

3

未登録プログラム一覧

プログラムから呼び出されているが，COBOL 影
響分析の解析対象として登録されていないプログ
ラムの一覧を出力します。

4

重複プログラム一覧

重複するプログラム名（PROGRAM-ID）を持つ
プログラムの一覧を出力します。

5

使用登録集原文一覧

システム内で使用されている登録集原文の一覧を
出力します。

6

登録集原文使用プログラム一覧

システム内で登録集原文を使用しているプログラ
ムの一覧を出力します。

7

物理ファイル一覧

ファイル管理記述項で宣言されたファイル名の記
憶媒体名または記憶装置名の一覧を出力します。

8

物理ファイルアクセス一覧

プログラムが物理ファイルにアクセスするときの
情報の一覧を出力します。

9

物理ファイルプログラム一覧

対象の物理ファイルを使用しているプログラムの
一覧を出力します。

10

テーブル一覧

埋め込み SQL 文で使用しているすべてのテーブ
ルの一覧を出力します。

11

テーブルプログラム一覧

対象のテーブルを使用しているプログラムの一覧
を出力します。

12

テーブルアクセス一覧

プログラムがテーブルにアクセスするための情報
の一覧を出力します。
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［生成オプション設定］画面の［プログラム固有］タブの内容を次に示します。
図 2-18 ［生成オプション設定］画面の［プログラム固有］タブ

［生成オプション設定］画面の［プログラム固有］タブで設定できる解析内容を次の表に
示します。
表 2-7 ［プログラム固有］タブで設定できる解析内容（CSV）
項番

解析内容

詳細

1

呼出先プログラム一覧

基準になるプログラムから呼び出しているプログ
ラムの一覧を出力します。

2

呼出元プログラム一覧

基準になるプログラムを呼び出しているプログラ
ムの一覧を出力します。

3

セクション一覧

手続き部（PROCEDURE DIVISION）にあるす
べてのセクション（節）の一覧を出力します。

4

呼出先セクション一覧

基準になるセクション（節）から呼び出している
セクション（節）の一覧を出力します。

5

呼出元セクション一覧

基準になるセクション（節）を呼び出しているセ
クション（節）の一覧を出力します。
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項番

46

解析内容

詳細

6

連絡節データ定義一覧

連絡節（LINKAGE SECTION）で宣言されてい
るデータ項目の一覧を出力します。

7

作業場所節データ定義一覧

作業場所節（WORKING-STORAGE SECTION）
で宣言されているデータ項目の一覧を出力しま
す。

8

未使用データ定義一覧

宣言されているが手続き部（PROCEDURE
DIVISION）で使用されていないデータ項目の一
覧を出力します。

9

参照登録集原文一覧

プログラム内で参照している登録集原文の一覧を
出力します。

10

登録集原文内データ定義一覧

登録集原文で宣言されているデータ項目の一覧を
出力します。

11

ファイル一覧

ファイル管理記述項に記述されているすべての
ファイルの一覧を出力します。

12

ファイルアクセス一覧

プログラムがファイルにアクセスするときの情報
の一覧を出力します。

13

ファイル内データ定義一覧

ファイル節（FILE SECTION）で宣言されてい
るデータ項目の一覧を出力します。

14

プログラムテーブル一覧

プログラム内でアクセスしているすべてのテーブ
ルの一覧を出力します。

15

プログラムテーブルアクセス一覧

テーブルにアクセスするときの情報の一覧を出力
します。

16

プログラム階層図

プログラムの階層図を出力します。

2.
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［生成オプション設定］画面の［統計情報］タブの内容を次に示します。
図 2-19 ［生成オプション設定］画面の［統計情報］タブ

［生成オプション設定］画面の［統計情報］タブで設定できる解析内容を次の表に示しま
す。
表 2-8 ［統計情報］タブで設定できる解析内容（CSV）
項番
1

解析内容
統計情報詳細

詳細
プログラムで使用されている総行数，実行数，コ
メント行数など，統計情報を出力します。

2.2.5 ［実行確認ステップ］画面
［実行確認ステップ］画面では，COBOL ソースファイルの解析または保守ドキュメント
の生成の実行に問題ないかを確認します。
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図 2-20 ［実行確認ステップ］画面

画面上には，［COBOL ソースファイル指定ステップ］画面で，解析対象または生成対象
に設定した COBOL ソースファイルだけが表示されます。
問題がある場合，警告文が表示されます。
図 2-21

警告文が表示された［実行確認ステップ］画面

警告文の内容と意味については，「4.2.4(6)

COBOL 影響分析のメッセージ（ウィザー

ド）と対処」を参照してください。

2.2.6 ［進捗／結果ステップ］画面
［進捗／結果ステップ］画面では，解析または生成処理の進捗状況を確認します。
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図 2-22 ［進捗／結果ステップ］画面

［実行結果］
処理の進捗状況および結果を表示します。
• 成功
処理が正常に終了した場合にカウントされます。
• 失敗
処理の途中でエラーが出て，処理を中断された場合にカウントされます。一つの
COBOL ソースファイルで失敗と警告の両方のメッセージが出力された場合，失
敗にカウントされます。
• 警告
最後まで処理は終了したが，ログファイルに警告を出力した場合にカウントされ
ます。
• 合計
各項目の合計がカウントされます。分母は，解析または生成対象のプログラム数
の合計をカウントします。分子は，解析または生成対象のプログラムの，成功，
失敗および警告の数の合計をカウントします。解析の項目によっては，一つのプ
ログラムでも複数の失敗または警告をカウントする場合があるので，分母より分
子が大きくなるときがあります。

！

注意事項
実行中に［ESC］キーを押しても，解析または生成はキャンセルされません。
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2.3 解析結果の遷移と表示（HTML）
COBOL 影響分析を利用すると，HTML または CSV 形式で保守ドキュメントを出力でき
ます。HTML 形式で生成した保守ドキュメントの内容について説明します。なお，解析
できる内容は次のとおりです。
• システム全体の情報（一覧系ドキュメント）
• プログラム固有の情報
• 統計情報
HTML 形式で保守ドキュメントを出力した場合，HTML 上でリンクがあります。HTML
で解析結果を出力したときの画面遷移について示します。
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解析結果の画面遷移（一覧系ドキュメント）
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図 2-24
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解析結果の画面遷移（プログラム固有）

2.

図 2-25

COBOL 影響分析

解析結果の画面遷移（統計情報）
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2.3.1

一覧系ドキュメント（HTML）

一覧系ドキュメントの項目について説明します。
図 2-26

目次

一覧系ドキュメントの項目は，［生成オプション設定］画面の［システム全体］タブで設
定した解析内容が表示されます。一覧系ドキュメントの概要を次の表に示します。
表 2-9 一覧系ドキュメントの概要（HTML）
項番
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解析内容

詳細

1

プログラム一覧

解析したすべてのプログラムの一覧を表示しま
す。

2

未使用プログラム一覧

引数を持つプログラムで，どのプログラムからも
呼び出されていないプログラムの一覧を表示しま
す。

3

未登録プログラム一覧

プログラムから呼び出されているが，COBOL 影
響分析の解析対象として登録されていないプログ
ラムの一覧を表示します。

4

重複プログラム一覧

重複するプログラム名（PROGRAM-ID）を持つ
プログラムの一覧を表示します。

5

物理ファイル一覧

ファイル管理記述項で宣言されたファイル名の記
憶媒体名または記憶装置名の一覧を表示します。

6

物理ファイル詳細

物理ファイルの詳細情報を表示します。

7

物理ファイルプログラム一覧

対象の物理ファイルを使用しているプログラムの
一覧を表示します。

2.
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解析内容
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詳細

8

物理ファイルアクセス一覧

プログラムが物理ファイルにアクセスするときの
情報の一覧を表示します。

9

物理ファイル呼出元階層図

物理ファイルを起点とした階層図を表示します。

10

テーブル一覧

埋め込み SQL 文で使用しているすべてのテーブ
ルの一覧を表示します。

11

テーブル詳細

テーブルの詳細情報を表示します。

12

テーブルプログラム一覧

対象のテーブルを使用しているプログラムの一覧
を表示します。

13

テーブルアクセス一覧

プログラムがテーブルにアクセスするための情報
の一覧を表示します。

14

使用登録集原文一覧

システム内で使用されている登録集原文の一覧を
表示します。

15

使用登録集原文詳細

システム内で使用されている登録集原文の詳細情
報を表示します。

16

登録集原文使用プログラム一覧

システム内で登録集原文を使用しているプログラ
ムの一覧を表示します。

（1） プログラム一覧
プログラム一覧では，解析したすべてのプログラムの一覧を表示します。
図 2-27

プログラム一覧

［プログラム名］
COBOL ソースファイルの見出し部の PROGRAM-ID を表示します。
プログラム名に記号（#,¥,@）を含む場合，次の条件で変換して表示します。

55

2. COBOL 影響分析

• 先頭の「#」「¥」
「@」は，それぞれ「J」「A」
「B」に変換します。
• 2 文字目以降の「#」
「¥」「@」は，それぞれ「0」「1」
「2」に変換します。
（例）
「¥ABC¥XYZ¥」は「AABC1XYZ1」に変換されます。
［日本語プログラム名］
［解析オプション設定］画面の［日本語プログラム名抽出オプション］タブで［日本
語名を抽出する］にチェックすると，抽出条件に従って，COBOL ソースファイル
の内容をそのまま表示します。
［日本語プログラム名抽出オプション］タブについて
は，
「2.2.3(2) ［日本語プログラム名抽出オプション］タブ」を参照してください。
［ファイル名］
COBOL ソースファイルの名称を表示します。
［実行数］
COBOL ソースファイルの総行数から，コメント行，空行，デバッグ行の行数を引
いた値を表示します。
［引数有無］
COBOL ソースファイルの手続き部の見出しに引数がある場合，「○」を表示しま
す。

（2） 未使用プログラム一覧
未使用プログラム一覧では，引数を持つプログラムで，どのプログラムからも呼び出さ
れていないプログラムの一覧を表示します。
図 2-28

未使用プログラム一覧

［プログラム名］
どのプログラムからも呼び出されていない COBOL ソースファイルの見出し部の
PROGRAM-ID を表示します。
プログラム名に記号（#,¥,@）を含む場合，次の条件で変換して表示します。
• 先頭の「#」「¥」
「@」は，それぞれ「J」「A」
「B」に変換します。
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• 2 文字目以降の「#」
「¥」「@」は，それぞれ「0」
「1」
「2」に変換します。
（例）
「¥ABC¥XYZ¥」は「AABC1XYZ1」に変換されます。
［日本語プログラム名］
未使用プログラムの日本語プログラム名を表示します。［解析オプション設定］画面
の［日本語プログラム名抽出オプション］タブで［日本語名を抽出する］にチェッ
クすると，抽出条件に従って，COBOL ソースファイルの内容をそのまま表示しま
す。［日本語プログラム名抽出オプション］タブについては，
「2.2.3(2) ［日本語プ
ログラム名抽出オプション］タブ」を参照してください。
［ファイル名］
未使用の COBOL ソースファイルの名称を表示します。
［実行数］
COBOL ソースファイルの総行数から，コメント行，空行，デバッグ行の行数を引
いた値を表示します。

（3） 未登録プログラム一覧
未登録プログラム一覧では，プログラムから呼び出されているが，COBOL 影響分析の
解析対象として登録されていないプログラムの一覧を表示します。
図 2-29

未登録プログラム一覧

［プログラム名］
COBOL 影響分析に登録されていない COBOL ソースファイルの見出し部の
PROGRAM-ID を表示します。
プログラム名に記号（#,¥,@）を含む場合，次の条件で変換して表示します。
• 先頭の「#」
「¥」
「@」は，それぞれ「J」「A」
「B」に変換します。
• 2 文字目以降の「#」
「¥」「@」は，それぞれ「0」
「1」
「2」に変換します。
（例）
「¥ABC¥XYZ¥」は「AABC1XYZ1」に変換されます。
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［呼出元プログラム名］
未登録プログラムを呼び出しているプログラムの名称を表示します。
［引数］
未登録プログラムを呼び出すときの引数を表示します。USING のあとの指定を表示
します。RETURNING の指定は引数として表示しません。
［節名］
未登録プログラムを呼び出している節の名称を表示します。名称の指定がない場合
は「DUMMY_SEC_1」と表示します。
［呼出行番号］
プログラムソース中で，未登録プログラムを呼び出している行の番号を表示します。

（4） 重複プログラム一覧
重複プログラム一覧では，重複するプログラム名（PROGRAM-ID）を持つプログラムの
一覧を表示します。COBOL ソースファイルのファイル名が異なっていても，同じプロ
グラム名（PROGRAM-ID）であれば重複プログラムとして表示します。
図 2-30

重複プログラム一覧

［プログラム名］
重複する COBOL ソースファイルの見出し部の PROGRAM-ID を表示します。
プログラム名に記号（#,¥,@）を含む場合，次の条件で変換して表示します。
• 先頭の「#」「¥」
「@」は，それぞれ「J」「A」
「B」に変換します。
• 2 文字目以降の「#」
「¥」「@」は，それぞれ「0」「1」
「2」に変換します。
（例）
「¥ABC¥XYZ¥」は「AABC1XYZ1」に変換されます。
［リネームプログラム名］
プログラム名が同じなので，解析結果を判断するための重複しないプログラム名を
表示します。名称の規則は，
「プログラム名 _ 数値」です。数値は［COBOL ソース
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ファイル指定ステップ］画面で登録した順に割り振られます。
名称が重複したプログラムが解析されたときの，リネームプログラム名の表示例を
次に示します。この例では，「MENU」という名称の 3 種類のプログラムが解析さ
れています。
MENU_1
MENU_2
MENU_3
［ファイル名］
重複する COBOL ソースファイルの名称を表示します。
［フォルダ名］
重複する COBOL ソースファイルが格納されているフォルダ名の絶対パスを表示し
ます。［COBOL ソースファイル指定ステップ］画面で COBOL ソースファイルを登
録したときのフォルダです。

（5） 物理ファイル一覧
物理ファイル一覧では，ファイル管理記述項で宣言されたファイル名の記憶媒体名また
は記憶装置名の一覧を表示します。
図 2-31

物理ファイル一覧

［物理ファイル名］
ファイル管理記述項の ASSIGN 句で指定したファイル名（記憶媒体名または記憶装
置名）を表示します。ASSIGN 定数指定の場合，ファイル名は全角のアポストロ
フィで囲んで表示します。
［編成の種類］
ファイルの論理的構成（ORGANIZATION 句）の指定を表示します。
ORGANIZATION 句を省略した場合，「SEQUENTIAL」を表示します。
［INPUT］［OUTPUT］［I-O］［EXTEND］
物理ファイルをオープンしたときのモードに「○」を表示します。
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（6） 物理ファイル詳細
物理ファイル詳細では，物理ファイルの詳細情報を表示します。物理ファイル詳細を表
示すると，物理ファイルプログラム一覧および物理ファイルアクセス一覧も同じ HTML
上に表示します。
図 2-32

物理ファイル詳細

［物理ファイル名］
ファイル管理記述項の ASSIGN 句で指定したファイル名（記憶媒体名または記憶装
置名）を表示します。ASSIGN 定数指定の場合，ファイル名は全角のアポストロ
フィで囲んで表示します。
［編成の種類］
ファイルの論理的構成（ORGANIZATION 句）の指定を表示します。
ORGANIZATION 句を省略した場合，「SEQUENTIAL」を表示します。
［INPUT］［OUTPUT］［I-O］［EXTEND］
ファイルをオープンしたときのモード別に，OPEN 文の数を表示します。生成した
すべての COBOL ソースファイル中で同一物理ファイルを使用している OPEN 文の
数を表示します。
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（7） 物理ファイルプログラム一覧
物理ファイルプログラム一覧では，対象の物理ファイルを使用しているプログラムの一
覧を表示します。
図 2-33

物理ファイルプログラム一覧

［プログラム名］
物理ファイルを使用している COBOL ソースファイルの見出し部の PROGRAM-ID
を表示します。
プログラム名に記号（#,¥,@）を含む場合，次の条件で変換して表示します。
• 先頭の「#」
「¥」
「@」は，それぞれ「J」「A」
「B」に変換します。
• 2 文字目以降の「#」
「¥」「@」は，それぞれ「0」
「1」
「2」に変換します。
（例）
「¥ABC¥XYZ¥」は「AABC1XYZ1」に変換されます。
［INPUT］［OUTPUT］［I-O］［EXTEND］
物理ファイルをオープンしたときのモードに「○」を表示します。
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（8） 物理ファイルアクセス一覧
物理ファイルアクセス一覧では，プログラムが物理ファイルにアクセスするときの情報
の一覧を表示します。
図 2-34

物理ファイルアクセス一覧

［プログラム名］
物理ファイルを使用している COBOL ソースファイルの見出し部の PROGRAM-ID
を表示します。
プログラム名に記号（#,¥,@）を含む場合，次の条件で変換して表示します。
• 先頭の「#」「¥」
「@」は，それぞれ「J」「A」
「B」に変換します。
• 2 文字目以降の「#」
「¥」「@」は，それぞれ「0」「1」
「2」に変換します。
（例）
「¥ABC¥XYZ¥」は「AABC1XYZ1」に変換されます。
［入出力文］
物理ファイルの入出力に関係する文を表示します。表示内容は次のとおりです。
• OPEN（INPUT）
• OPEN（OUTPUT）
• OPEN（I-O）
• OPEN（EXTEND）
• READ
• WRITE
• CLOSE
［節名］
物理ファイルにアクセスしている節の名称を表示します。
［行番号］
物理ファイルにアクセスしている COBOL ソースファイルの行の番号を表示します。
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（9） 物理ファイル呼出元階層図
物理ファイル呼出元階層図では，物理ファイルを起点とした階層図を表示します。
図 2-35

物理ファイル呼出元階層図

［物理ファイル名］
ファイル管理記述項の ASSIGN 句で指定したファイル名（記憶媒体名または記憶装
置名）を表示します。ASSIGN 定数指定の場合，ファイル名は全角のアポストロ
フィで囲んで表示します。
［プログラム名］
物理ファイルを呼び出している COBOL ソースファイルの見出し部の
PROGRAM-ID を表示します。複数の入出力文で，一つのプログラムから複数回，
同じ物理ファイルを呼び出している場合，括弧内に呼び出している回数を表示しま
す。プログラムから直接物理ファイルにアクセスしていても，CALL 文で呼び出す
副プログラムを通して間接的に物理ファイルにアクセスしていても，物理ファイル
を呼び出しているプログラムです。同じ副プログラムから複数の呼び出しがある場
合は，CALL 文の数だけプログラムを階層図に表示します。
プログラム名に記号（#,¥,@）を含む場合，次の条件で変換して表示します。
• 先頭の「#」
「¥」
「@」は，それぞれ「J」「A」
「B」に変換します。
• 2 文字目以降の「#」
「¥」「@」は，それぞれ「0」
「1」
「2」に変換します。
（例）
「¥ABC¥XYZ¥」は「AABC1XYZ1」に変換されます。
［日本語プログラム名］
物理ファイルを呼び出している COBOL ソースファイルの日本語プログラム名を表
示します。［解析オプション設定］画面の［日本語プログラム名抽出オプション］タ
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ブで［日本語名を抽出する］にチェックすると，抽出条件に従って，COBOL ソー
スファイルの内容をそのまま表示します。
［日本語プログラム名抽出オプション］タ
ブについては，
「2.2.3(2) ［日本語プログラム名抽出オプション］タブ」を参照して
ください。

（10）テーブル一覧
テーブル一覧では，埋め込み SQL 文で使用しているすべてのテーブルの一覧を表示しま
す。
図 2-36

テーブル一覧

［テーブル名］
埋め込み SQL 文に記述されているテーブルの名称を表示します。
［C］
［R］［U］［D］
テーブルが呼び出されるときのモードに「○」を表示します。モードの意味を次に
示します。
• C：INSERT
• R：SELECT または FETCH
• U：UPDATE
• D：DELETE
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（11）テーブル詳細
テーブル詳細では，テーブルの詳細情報を表示します。テーブル詳細を表示すると，
テーブルプログラム一覧およびテーブルアクセス一覧も同じ HTML 上に表示します。
図 2-37

テーブル詳細

［テーブル名］
埋め込み SQL 文に記述されているテーブルの名称を表示します。
［使用プログラム数］
テーブルが呼び出されるときのモードごとに，呼び出し回数を表示します。モード
の意味を次に示します。
• C：INSERT
• R：SELECT または FETCH
• U：UPDATE
• D：DELETE

（12）テーブルプログラム一覧
テーブルプログラム一覧では，対象のテーブルを使用しているプログラムの一覧を表示
します。
図 2-38

テーブルプログラム一覧

［プログラム名］
テーブルにアクセスしている COBOL ソースファイルの見出し部の PROGRAM-ID
を表示します。
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プログラム名に記号（#,¥,@）を含む場合，次の条件で変換して表示します。
• 先頭の「#」「¥」
「@」は，それぞれ「J」「A」
「B」に変換します。
• 2 文字目以降の「#」
「¥」「@」は，それぞれ「0」「1」
「2」に変換します。
（例）
「¥ABC¥XYZ¥」は「AABC1XYZ1」に変換されます。
［日本語プログラム名］
［解析オプション設定］画面の［日本語プログラム名抽出オプション］タブで［日本
語名を抽出する］にチェックすると，抽出条件に従って，COBOL ソースファイル
の内容をそのまま表示します。
［日本語プログラム名抽出オプション］タブについて
は，
「2.2.3(2) ［日本語プログラム名抽出オプション］タブ」を参照してください。
［C］
［R］［U］［D］
テーブルを呼び出すときのモードに「○」を表示します。モードの意味を次に示し
ます。
• C：INSERT
• R：SELECT または FETCH
• U：UPDATE
• D：DELETE

（13）テーブルアクセス一覧
テーブルアクセス一覧では，プログラムがテーブルにアクセスするための情報の一覧を
表示します。
図 2-39
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［プログラム名］
テーブルにアクセスしている COBOL ソースファイルの見出し部の PROGRAM-ID
を表示します。
プログラム名に記号（#,¥,@）を含む場合，次の条件で変換して表示します。
• 先頭の「#」
「¥」
「@」は，それぞれ「J」「A」
「B」に変換します。
• 2 文字目以降の「#」
「¥」「@」は，それぞれ「0」
「1」
「2」に変換します。
（例）
「¥ABC¥XYZ¥」は「AABC1XYZ1」に変換されます。
［日本語プログラム名］
テーブルにアクセスしている COBOL ソースファイルの日本語プログラム名を表示
します。［解析オプション設定］画面の［日本語プログラム名抽出オプション］タブ
で［日本語名を抽出する］にチェックすると，抽出条件に従って，COBOL ソース
ファイルの内容をそのまま表示します。［日本語プログラム名抽出オプション］タブ
については，「2.2.3(2) ［日本語プログラム名抽出オプション］タブ」を参照してく
ださい。
［節名］
テーブルにアクセスしている COBOL ソースファイルの節の見出しを表示します。
手続き部の先頭が節の見出しで始まっていない場合，「DUMMY_SEC_1」という節
名を表示します。
［日本語節名］
テーブルにアクセスしている COBOL ソースファイルの日本語節名を表示します。
［解析オプション設定］画面の［日本語節名抽出オプション］タブで［日本語名を抽
出する］にチェックすると，抽出条件に従って，COBOL ソースファイルの内容を
そのまま表示します。［日本語節名抽出オプション］タブについては，
「2.2.3(3)
［日本語節名抽出オプション］タブ」を参照してください。
［節内行番号］
テーブルにアクセスしている節が開始する COBOL ソースファイルの行の番号を表
示します。
［カーソル名］
テーブルにアクセスしている COBOL ソースファイルでカーソルを使用したときの
カーソル名を表示します。FETCH 文で使用されるカーソル名です。
［CRUD］
テーブルを呼び出すときのモードを表示します。表示される記号の意味を次に示し
ます。
• C：INSERT
• R：SELECT または FETCH
• U：UPDATE
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• D：DELETE
副問い合わせの場合，
「アクセス種別＋ R（SELECT 文）」を表示します。
例えば，UPDATE 文に副問い合わせの SELECT が定義されている場合，
「UR」と
表示します。

（14）使用登録集原文一覧
使用登録集原文一覧では，システム内で使用されている登録集原文の一覧を表示します。
図 2-40

使用登録集原文一覧

［登録集原文名］
COPY 文で指定された登録集原文の名称を表示します。
［直接使用プログラム数／使用プログラム数］
登録集原文を直接使用しているプログラム数と直接または間接を区別しないで登録
集原文を使用しているプログラム数を表示します。
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（15）使用登録集原文詳細
使用登録集原文詳細では，システム内で使用されている登録集原文の詳細情報を表示し
ます。使用登録集原文詳細を表示すると，登録集原文使用プログラム一覧も同じ HTML
上に表示します。
図 2-41

使用登録集原文詳細

［登録集原文名］
COPY 文で指定された登録集原文の名称を表示します。
［使用プログラム数］
直接または間接を区別しないで登録集原文を使用しているプログラム数を表示しま
す。
［直接使用プログラム数］
登録集原文を直接使用しているプログラム数を表示します。

（16）登録集原文使用プログラム一覧
登録集原文使用プログラム一覧では，システム内で登録集原文を使用しているプログラ
ムの一覧を表示します。
図 2-42

登録集原文使用プログラム一覧

［プログラム名］
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登録集原文を使用している COBOL ソースファイルの見出し部の PROGRAM-ID を
表示します。
プログラム名に記号（#,¥,@）を含む場合，次の条件で変換して表示します。
• 先頭の「#」「¥」
「@」は，それぞれ「J」「A」
「B」に変換します。
• 2 文字目以降の「#」
「¥」「@」は，それぞれ「0」「1」
「2」に変換します。
（例）
「¥ABC¥XYZ¥」は「AABC1XYZ1」に変換されます。
［使用行番号］
COPY 文が記載されている行の番号を表示します。
［使用する節］
COPY 文が記載されているデータ部の各節の見出しから，SECTION を除いた名称
を表示します。
［直接使用］
直接使用されている場合，
「○」を表示します。

2.3.2

プログラム固有（HTML）

プログラム固有の項目について説明します。プログラム固有の項目は，目次の HTML
（index.html）からは参照できません。
［目次］−［プログラム一覧］から任意のプログ
ラムを選択して，［プログラム概要］からリンクをたどってください。
プログラム固有の項目は，［生成オプション設定］画面の［プログラム固有］タブで設定
した解析内容が表示されます。プログラム固有の概要を次の表に示します。
表 2-10
項番
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プログラム固有の概要（HTML）
解析内容

詳細

1

プログラム概要

プログラムの詳細情報を表示します。

2

参照登録集原文一覧

プログラム内で参照している登録集原文の一覧を
表示します。

3

セクション一覧

手続き部（PROCEDURE DIVISION）にあるす
べてのセクション（節）の一覧を表示します。

4

プログラムテーブル一覧

プログラム内でアクセスしているすべてのテーブ
ルの一覧を表示します。

5

ファイル一覧

ファイル管理記述項に記述されているすべての
ファイルの一覧を表示します。

6

セクション概要

セクション（節）の詳細情報を表示します。

7

セクション間関連

セクション（節）の呼び出し関係を表示します。

8

呼出先セクション一覧

基準になるセクション（節）から呼び出している
セクション（節）の一覧を表示します。

2.

項番

解析内容
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詳細

9

呼出元セクション一覧

10

セクション階層図

セクション概要で表示されているセクション
（節）を基点とした階層図を表示します。

11

プログラム間関連

プログラムの呼び出し関係を表示します。

12

呼出先プログラム一覧

基準になるプログラムから呼び出しているプログ
ラムの一覧を表示します。

13

呼出元プログラム一覧

基準になるプログラムを呼び出しているプログラ
ムの一覧を表示します。

14

プログラム階層図

プログラムの階層図を表示します。

15

セクション関連図

プログラム概要で表示されているプログラムにつ
いて，プログラム単位でセクション（節）の構造
を表示します。

16

作業場所節データ定義一覧

作業場所節（WORKING-STORAGE SECTION）
で宣言されているデータ項目の一覧を表示しま
す。

17

連絡節データ定義一覧

連絡節（LINKAGE SECTION）で宣言されてい
るデータ項目の一覧を表示します。

18

未使用データ定義一覧

宣言されているが手続き部（PROCEDURE
DIVISION）で使用されていないデータ項目の一
覧を表示します。

19

参照登録集原文詳細

プログラム内で参照している登録集原文の詳細情
報を表示します。

20

登録集原文内データ定義一覧

登録集原文で宣言されているデータ項目の一覧を
表示します。

21

プログラムテーブル詳細

プログラム単位でテーブルの詳細情報を表示しま
す。

22

プログラムテーブルアクセス一覧

テーブルにアクセスするときの情報の一覧を表示
します。

23

ファイル詳細

ファイルの詳細情報を表示します。

24

ファイルアクセス一覧

プログラムがファイルにアクセスするときの情報
の一覧を表示します。

25

ファイル内データ定義一覧

ファイル節（FILE SECTION）で宣言されてい
るデータ項目の一覧を表示します。

26

ソースビュー

プログラムのすべてのソースコードを表示しま
す。

基準になるセクション（節）を呼び出しているセ
クション（節）の一覧を表示します。
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（1） プログラム概要
プログラム概要では，プログラムの詳細情報を表示します。プログラム概要を表示する
と，参照登録集原文一覧，セクション一覧，プログラムテーブル一覧およびファイル一
覧を同じ HTML 上に表示します。
図 2-43

プログラム概要

［プログラム名］
COBOL ソースファイルの見出し部の PROGRAM-ID を表示します。
プログラム名に記号（#,¥,@）を含む場合，次の条件で変換して表示します。
• 先頭の「#」「¥」
「@」は，それぞれ「J」「A」
「B」に変換します。
• 2 文字目以降の「#」
「¥」「@」は，それぞれ「0」「1」
「2」に変換します。
（例）
「¥ABC¥XYZ¥」は「AABC1XYZ1」に変換されます。
［日本語プログラム名］
［解析オプション設定］画面の［日本語プログラム名抽出オプション］タブで［日本
語名を抽出する］にチェックすると，抽出条件に従って，COBOL ソースファイル
の内容をそのまま表示します。
［日本語プログラム名抽出オプション］タブについて
は，
「2.2.3(2) ［日本語プログラム名抽出オプション］タブ」を参照してください。
［ファイル名］
COBOL ソースファイルの名称を表示します。
［作成者］
COBOL ソースファイルの見出し部にある AUTHOR に記載されている内容を表示
します。複数の空白がある場合，一つの空白に変換して表示します。
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［フォルダ名］
COBOL ソースファイルが格納されているフォルダ名の絶対パスを表示します。
［COBOL ソースファイル指定ステップ］画面で COBOL ソースファイルを登録した
ときのフォルダです。なお，フォルダ名の階層が深い，フォルダ名が長いなど，
フォルダ名に表示される文字数が多いと，［フォルダ名］の列が縦で表示されること
があります。
［作成日付］
COBOL ソースファイルの見出し部にある DATE-WRITTEN に記載されている内容
を表示します。複数の空白がある場合，一つの空白に変換して表示します。
見出し部に DATE-WRITTEN がない，または作成日付が記載されていない場合，空
白を表示します。
［翻訳日付］
COBOL ソースファイルの見出し部にある DATE-COMPILED に記載されている内
容を表示します。複数の空白がある場合，一つの空白に変換して表示します。
見出し部に DATE-COMPILED がない，または翻訳日付が記載されていない場合，
空白を表示します。
［解析日時］
COBOL 影響分析で，解析を終了した日時を表示します。
［生成日時］
COBOL 影響分析で，生成を終了した日時を表示します。
［実行数］
COBOL ソースファイルの総行数から，コメント行，空行，デバッグ行の行数を引
いた値を表示します。
［コメント行数］
COBOL ソースファイルのコメント行の総数を表示します。
［作業場所節データ数］
作業場所節で定義されているデータの数を表示します。
［連絡節データ数］
連絡節で定義されているデータの数を表示します。
［未使用データ定義数］
定義されているが，使用されていないデータの数を表示します。未使用データ定義
数には FILLER 項目を含みます。
［説明］
次の個所のコメントを表示します。
• 見出し部の前のコメント
• PROGRAM-ID の段落前後のコメント
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REMARKS（注釈段落の見出し）が記載されている場合，説明欄の先頭行に
REMARKS を含めて表示します。

（2） 参照登録集原文一覧
参照登録集原文一覧では，プログラム内で参照している登録集原文の一覧を表示します。
図 2-44

参照登録集原文一覧

［登録集原文名］
COPY 文で参照されている登録集原文の名称を表示します。登録集原文に COPY 文
が記述されている場合も表示します。
［節名］
COPY 文が記述されている節の名称を表示します。
［行番号］
COPY 文が記述されている行の番号を表示します。
［直接参照］
COBOL ソースファイルから直接参照されている登録集原文を「○」で表示します。

（3） セクション一覧
セクション一覧では，手続き部（PROCEDURE DIVISION）にあるすべてのセクション
（節）の一覧を表示します。
図 2-45
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［節名］
COBOL ソースファイルの節の見出しを表示します。手続き部の先頭が節の見出し
で始まっていない場合，「DUMMY_SEC_1」という節名を表示します。
［日本語節名］
［解析オプション設定］画面の［日本語節名抽出オプション］タブで［日本語名を抽
出する］にチェックすると，抽出条件に従って，COBOL ソースファイルの内容を
そのまま表示します。［日本語節名抽出オプション］タブについては，
「2.2.3(3)
［日本語節名抽出オプション］タブ」を参照してください。
［開始行番号］
節が開始する COBOL ソースファイルの行の番号を表示します。
［宣言］
COBOL ソースファイルの手続き部の宣言部分に，節があるときは「○」を表示し
ます。

（4） プログラムテーブル一覧
プログラムテーブル一覧では，プログラム内でアクセスしているすべてのテーブルの一
覧を表示します。
図 2-46

プログラムテーブル一覧

［テーブル名］
埋め込み SQL 文に記述されているテーブルの名称を表示します。
［C］［R］
［U］［D］
テーブルを呼び出すときのモードに「○」を表示します。モードの意味を次に示し
ます。
• C：INSERT
• R：SELECT または FETCH
• U：UPDATE
• D：DELETE
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（5） ファイル一覧
ファイル一覧では，ファイル管理記述項に記述されているすべてのファイルの一覧を表
示します。
図 2-47

ファイル一覧

［ファイル名］
ファイル管理記述項の SELECT 句に記述されたファイルの名称を表示します。
［タイプ］
ファイル名が定義されているファイル節（FILE SECTION）の記述項を表示しま
す。FD（ファイル記述項）または SD（整列併合用ファイル記述項）のどちらかを
表示します。
［INPUT］［OUTPUT］［I-O］［EXTEND］
ファイルをオープンしたときのモードに「○」を表示します。

（6） セクション概要
セクション概要では，セクション（節）の詳細情報を表示します。
図 2-48
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［節名］
COBOL ソースファイルの節の見出しを表示します。手続き部の先頭が節の見出し
で始まっていない場合，「DUMMY_SEC_1」という節名を表示します。
［日本語節名］
［解析オプション設定］画面の［日本語節名抽出オプション］タブで［日本語名を抽
出する］にチェックすると，抽出条件に従って，COBOL ソースファイルの内容を
そのまま表示します。［日本語節名抽出オプション］タブについては，
「2.2.3(3)
［日本語節名抽出オプション］タブ」を参照してください。
［プログラム名］
COBOL ソースファイルの見出し部の PROGRAM-ID を表示します。
プログラム名に記号（#,¥,@）を含む場合，次の条件で変換して表示します。
• 先頭の「#」
「¥」
「@」は，それぞれ「J」「A」
「B」に変換します。
• 2 文字目以降の「#」
「¥」「@」は，それぞれ「0」
「1」
「2」に変換します。
（例）
「¥ABC¥XYZ¥」は「AABC1XYZ1」に変換されます。
［日本語プログラム名］
［解析オプション設定］画面の［日本語プログラム名抽出オプション］タブで［日本
語名を抽出する］にチェックすると，抽出条件に従って，COBOL ソースファイル
の内容をそのまま表示します。［日本語プログラム名抽出オプション］タブについて
は，「2.2.3(2) ［日本語プログラム名抽出オプション］タブ」を参照してください。
［説明］
節の見出しの直前にあるコメントを表示します。
［開始行番号］
節が開始する COBOL ソースファイルの行の番号を表示します。
［終了行番号］
次の節が開始する前の行の番号を表示します。
［宣言］
COBOL ソースファイルの手続き部の宣言部分に，節があるときは「○」を表示し
ます。
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（7） セクション間関連
セクション間関連では，セクション（節）の呼び出し関係を表示します。セクション間
関連を表示すると，呼出先セクション一覧および呼出元セクション一覧を同じ HTML 上
に表示します。
図 2-49

セクション間関連

［節名］
COBOL ソースファイルの節の見出しを表示します。手続き部の先頭が節の見出し
で始まっていない場合，
「DUMMY_SEC_1」という節名を表示します。
［日本語節名］
［解析オプション設定］画面の［日本語節名抽出オプション］タブで［日本語名を抽
出する］にチェックすると，抽出条件に従って，COBOL ソースファイルの内容を
そのまま表示します。
［日本語節名抽出オプション］タブについては，「2.2.3(3)
［日本語節名抽出オプション］タブ」を参照してください。
［プログラム名］
COBOL ソースファイルの見出し部の PROGRAM-ID を表示します。
プログラム名に記号（#,¥,@）を含む場合，次の条件で変換して表示します。
• 先頭の「#」「¥」
「@」は，それぞれ「J」「A」
「B」に変換します。
• 2 文字目以降の「#」
「¥」「@」は，それぞれ「0」「1」
「2」に変換します。
（例）
「¥ABC¥XYZ¥」は「AABC1XYZ1」に変換されます。
［日本語プログラム名］
［解析オプション設定］画面の［日本語プログラム名抽出オプション］タブで［日本
語名を抽出する］にチェックすると，抽出条件に従って，COBOL ソースファイル
の内容をそのまま表示します。
［日本語プログラム名抽出オプション］タブについて
は，
「2.2.3(2) ［日本語プログラム名抽出オプション］タブ」を参照してください。
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（8） 呼出先セクション一覧
呼出先セクション一覧では，基準になるセクション（節）から呼び出しているセクショ
ン（節）の一覧を表示します。
図 2-50

呼出先セクション一覧

［呼出先節名］
基準となる節内で PERFORM 文の対象になる節の名称を表示します。
［呼出先日本語節名］
基準となる節内で PERFORM 文の対象になる節の日本語の名称を表示します。
［呼出行番号］
基準となる節内で PERFORM 文が記載された行の番号を表示します。

（9） 呼出元セクション一覧
呼出元セクション一覧では，基準になるセクション（節）を呼び出しているセクション
（節）の一覧を表示します。
図 2-51

呼出元セクション一覧

［呼出元節名］
基準となる節を PERFORM 文で呼び出している節の名称を表示します。
［呼出元日本語節名］
基準となる節を PERFORM 文で呼び出している節の日本語の名称を表示します。
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［呼出行番号］
基準となる節を呼び出している PERFORM 文の行の番号を表示します。

（10）セクション階層図
セクション階層図では，セクション概要で表示されているセクション（節）を基点とし
た階層図を表示します。表示するのは，節から呼び出している節，ファイル，および
テーブルです。
図 2-52

セクション階層図

［節名］
COBOL ソースファイルの節の見出しを表示します。手続き部の先頭が節の見出し
で始まっていない場合，
「DUMMY_SEC_1」という節名を表示します。
複数回呼び出されているものは，括弧内に呼び出し回数を表示します。再帰呼び出
しで，直接または間接的に呼び出している場合も，2 個目以降のプログラム名の最
後に括弧で囲んだ呼び出し回数を表示します。
［日本語節名］
COBOL ソースファイルの節の日本語名を表示します。［解析オプション設定］画面
の［日本語節名抽出オプション］タブで［日本語名を抽出する］にチェックすると，
抽出条件に従って，COBOL ソースファイルの内容をそのまま表示します。［日本語
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節名抽出オプション］タブについては，「2.2.3(3) ［日本語節名抽出オプション］タ
ブ」を参照してください。
［ファイル名］
ファイル管理記述項の SELECT 句に記述されたファイルの名称を表示します。
［アクセス種別（ファイル）］
ファイルの入出力に関係する文を表示します。表示内容は次のとおりです。OPEN
文はオープンしたときのモードを表示します。
• INPUT
• OUTPUT
• I-O
• EXTEND
• READ
• WRITE
• CLOSE
同一セクション（節）で複数の入出力文を使用しているときは，ファイル名ごとに，
アクセス種別表示名の順にファイルを表示します。
［テーブル名］
埋め込み SQL 文に記述されているテーブルの名称を表示します。
［アクセス種別（テーブル）］
テーブルを呼び出すときのモードを表示します。モードの意味を次に示します。
• C：INSERT
• R：SELECT または FETCH
• U：UPDATE
• D：DELETE
同一セクション（節）で複数の埋め込み SQL 文を使用しているときは，テーブル名
ごとに，アクセス種別表示名の順にテーブルを表示します。
副問い合わせの場合，「アクセス種別＋ R（SELECT 文）」を表示します。
例えば，UPDATE 文に副問い合わせの SELECT が定義されている場合，
「UR」と
表示します。
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（11）プログラム間関連
プログラム間関連では，プログラムの呼び出し関係を表示します。プログラム間関連を
表示すると，呼出先プログラム一覧および呼出元プログラム一覧を同じ HTML 上に表示
します。
図 2-53

プログラム間関連

［プログラム名］
COBOL ソースファイルの見出し部の PROGRAM-ID を表示します。
プログラム名に記号（#,¥,@）を含む場合，次の条件で変換して表示します。
• 先頭の「#」「¥」
「@」は，それぞれ「J」「A」
「B」に変換します。
• 2 文字目以降の「#」
「¥」「@」は，それぞれ「0」「1」
「2」に変換します。
（例）
「¥ABC¥XYZ¥」は「AABC1XYZ1」に変換されます。
［日本語プログラム名］
［解析オプション設定］画面の［日本語プログラム名抽出オプション］タブで［日本
語名を抽出する］にチェックすると，抽出条件に従って，COBOL ソースファイル
の内容をそのまま表示します。
［日本語プログラム名抽出オプション］タブについて
は，
「2.2.3(2) ［日本語プログラム名抽出オプション］タブ」を参照してください。
［引数］
COBOL ソースファイルの手続き部の見出しの引数を表示します。ただし，
RETURNING 指定は表示しません。
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（12）呼出先プログラム一覧
呼出先プログラム一覧では，基準になるプログラムから呼び出しているプログラムの一
覧を表示します。
図 2-54

呼出先プログラム一覧

［呼出先プログラム名］
CALL 文で指定されて呼び出されているプログラムの名称を表示します。CALL 文
が一意名呼び出しの場合，「
（一意名）」と表示します。
［呼出先日本語プログラム名］
CALL 文で指定されて呼び出されているプログラムの日本語の名称を表示します。
［解析オプション設定］画面の［日本語プログラム名抽出オプション］タブで［日本
語名を抽出する］にチェックすると，抽出条件に従って，COBOL ソースファイル
の内容をそのまま表示します。［日本語プログラム名抽出オプション］タブについて
は，「2.2.3(2) ［日本語プログラム名抽出オプション］タブ」を参照してください。
［呼出元節名］
CALL 文に属する節の名称を表示します。節名がない場合，
「DUMMY_SEC_1」ま
たは「DUMMY_SEC_2」という節名を表示します。
節名がない場合とは，次の 2 とおりがあります。
• 手続き部の先頭に節の見出しがない
• 手続き部の先頭に宣言部分を記述して，宣言部分の先頭に節の見出しがない
［呼出元日本語節名］
CALL 文に属する節の日本語の名称を表示します。
［呼出行番号］
CALL 文が記載されている行の番号を表示します。
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（13）呼出元プログラム一覧
呼出元プログラム一覧では，基準になるプログラムを呼び出しているプログラムの一覧
を表示します。
図 2-55

呼出元プログラム一覧

［呼出元プログラム名］
基準になるプログラムを呼び出しているプログラムの名称を表示します。
［呼出元日本語プログラム名］
基準になるプログラムを呼び出しているプログラムの日本語の名称を表示します。
［解析オプション設定］画面の［日本語プログラム名抽出オプション］タブで［日本
語名を抽出する］にチェックすると，抽出条件に従って，COBOL ソースファイル
の内容をそのまま表示します。
［日本語プログラム名抽出オプション］タブについて
は，
「2.2.3(2) ［日本語プログラム名抽出オプション］タブ」を参照してください。
［呼出元節名］
基準になるプログラムを呼び出している CALL 文が属する節の名称を表示します。
節名がない場合，
「DUMMY_SEC_1」または「DUMMY_SEC_2」という節名を表
示します。節名がない場合とは，次の 2 とおりがあります。
• 手続き部の先頭に節の見出しがない
• 手続き部の先頭に宣言部分を記述して，宣言部分の先頭に節の見出しがない
［呼出元日本語節名］
基準になるプログラムを呼び出している CALL 文が属する節の日本語の名称を表示
します。
［呼出行番号］
呼出元プログラムの COBOL ソースファイルで，基準になるプログラムを呼び出し
ている CALL 文の行の番号を表示します。
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（14）プログラム階層図
プログラム階層図では，プログラムの階層図を表示します。表示するのは，
「プログラム
概要」で示すプログラムから呼び出しているプログラム，ファイル，およびテーブルで
す。プログラムからさらにプログラムを呼び出している場合は，プログラムが階層表示
されます。
図 2-56

プログラム階層図

［プログラム名］
COBOL ソースファイルの見出し部の PROGRAM-ID を表示します。
複数回呼び出されているものは，括弧内に呼び出し回数を表示します。再帰呼び出
しで，直接または間接的に呼び出している場合も，2 個目以降のプログラム名の最
後に括弧で囲んだ呼び出し回数を表示します。
プログラム名に記号（#,¥,@）を含む場合，次の条件で変換して表示します。
• 先頭の「#」
「¥」
「@」は，それぞれ「J」「A」
「B」に変換します。
• 2 文字目以降の「#」
「¥」「@」は，それぞれ「0」
「1」
「2」に変換します。
（例）
「¥ABC¥XYZ¥」は「AABC1XYZ1」に変換されます。
［日本語プログラム名］
［解析オプション設定］画面の［日本語プログラム名抽出オプション］タブで［日本
語名を抽出する］にチェックすると，抽出条件に従って，COBOL ソースファイル
の内容をそのまま表示します。［日本語プログラム名抽出オプション］タブについて
は，「2.2.3(2) ［日本語プログラム名抽出オプション］タブ」を参照してください。
［ファイル名］
ファイル管理記述項の SELECT 句に記述されたファイルの名称を表示します。
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［アクセス種別（ファイル）
］
ファイルの入出力に関係する文を表示します。表示内容は次のとおりです。OPEN
文はオープンしたときのモードを表示します。
• INPUT
• OUTPUT
• I-O
• EXTEND
• READ
• WRITE
• CLOSE
同一セクション（節）で複数の入出力文を使用しているときは，ファイル名ごとに，
アクセス種別表示名の順にファイルを表示します。
［テーブル名］
埋め込み SQL 文に記述されているテーブルの名称を表示します。
［アクセス種別（テーブル）
］
テーブルを呼び出すときのモードを表示します。モードの意味を次に示します。
• C：INSERT
• R：SELECT または FETCH
• U：UPDATE
• D：DELETE
同一セクション（節）で複数の埋め込み SQL 文を使用しているときは，テーブル名
ごとに，アクセス種別表示名の順にテーブルを表示します。
副問い合わせの場合，
「アクセス種別＋ R（SELECT 文）」を表示します。
例えば，UPDATE 文に副問い合わせの SELECT が定義されている場合，
「UR」と
表示します。
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（15）セクション関連図
セクション関連図では，プログラム概要で表示されているプログラムについて，プログ
ラム単位でセクション（節）の構造を表示します。表示するのは，プログラム，節，
ファイル，およびテーブルです。
先頭にプログラムを表示します。同じ階層の節は，プログラムに節が記述されているこ
とを示します。節から呼び出されている下位の節は，PERFORM 文によって呼び出され
ていることを示します。節から呼び出されている下位のファイルまたはテーブルは，節
からファイルまたはテーブルがアクセスされていることを示します。
図 2-57

セクション関連図

［プログラム名］
COBOL ソースファイルの見出し部の PROGRAM-ID を表示します。
プログラム名に記号（#,¥,@）を含む場合，次の条件で変換して表示します。
• 先頭の「#」
「¥」
「@」は，それぞれ「J」「A」
「B」に変換します。
• 2 文字目以降の「#」
「¥」「@」は，それぞれ「0」
「1」
「2」に変換します。
（例）
「¥ABC¥XYZ¥」は「AABC1XYZ1」に変換されます。
［プログラム行数］
COBOL ソースファイルの行数を表示します。コメント行および空行を含みます。
［日本語プログラム名］
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［解析オプション設定］画面の［日本語プログラム名抽出オプション］タブで［日本
語名を抽出する］にチェックすると，抽出条件に従って，COBOL ソースファイル
の内容をそのまま表示します。
［日本語プログラム名抽出オプション］タブについて
は，
「2.2.3(2) ［日本語プログラム名抽出オプション］タブ」を参照してください。
［節名］
COBOL ソースファイルの節の見出しを表示します。手続き部の先頭が節の見出し
で始まっていない場合，
「DUMMY_SEC_1」という節名を表示します。
複数回呼び出されている場合，括弧内に呼び出し回数を表示します。
［節行数］
節の行数を表示します。節の見出し，コメント行および空行を含みます。節の見出
しがない場合，節の最初の文から最後までの行数を表示します。
［日本語節名］
［解析オプション設定］画面の［日本語節名抽出オプション］タブで［日本語名を抽
出する］にチェックすると，抽出条件に従って，COBOL ソースファイルの内容を
そのまま表示します。
［日本語節名抽出オプション］タブについては，「2.2.3(3)
［日本語節名抽出オプション］タブ」を参照してください。
［ファイル名］
ファイル管理記述項の SELECT 句に記述されたファイルの名称を表示します。
［アクセス種別（ファイル）
］
ファイルの入出力に関係する文を表示します。表示内容は次のとおりです。OPEN
文はオープンしたときのモードを表示します。
• INPUT
• OUTPUT
• I-O
• EXTEND
• READ
• WRITE
• CLOSE
同一セクション（節）で複数の入出力文を使用しているときは，ファイル名ごとに，
アクセス種別表示名の順にファイルを表示します。
［テーブル名］
埋め込み SQL 文に記述されているテーブルの名称を表示します。
［アクセス種別（テーブル）
］
テーブルを呼び出すときのモードを表示します。モードの意味を次に示します。
• C：INSERT
• R：SELECT または FETCH
• U：UPDATE
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• D：DELETE
同一セクション（節）で複数の埋め込み SQL 文を使用しているときは，テーブル名
とアクセス種別表示名の順にテーブルを表示します。
副問い合わせの場合，「アクセス種別＋ R（SELECT 文）」を表示します。
例えば，UPDATE 文に副問い合わせの SELECT が定義されている場合，
「UR」と
表示します。

（16）作業場所節データ定義一覧
作業場所節データ定義一覧では，作業場所節（WORKING-STORAGE SECTION）で宣
言されているデータ項目の一覧を表示します。
図 2-58

作業場所節データ定義一覧

［レベル番号］
COBOL ソースファイルのデータ記述項のレベル番号を表示します。
［データ名］
COBOL ソースファイルのデータ記述項のデータ名を表示します。COPY 文で展開
されるデータ名も表示します。PREFIXING または SUFFIXING の指定で接頭辞ま
たは接尾辞があるデータも表示します。
データ名が省略された場合，FILLER 句が指定されたものとして「[FILLER]」と表
示します。
［編集文字列］
COBOL ソースファイルのデータ記述項の PICTURE 句の文字列を表示します。
［形式］

89

2. COBOL 影響分析

COBOL ソースファイルのデータ記述項の USAGE 句で指定した形式を表示します。
表示内容を次に示します。そのほかは，USAGE 句での指定をそのまま表示します。
• COMPUTATIONAL

：COMP

• COMPUTATIONAL-1：COMP-1
• COMPUTATIONAL-2：COMP-2
• COMPUTATIONAL-3：COMP-3
• COMPUTATIONAL-4：COMP-4
• COMPUTATIONAL-5：COMP-5
• COMPUTATIONAL-X：COMP-X
［参照］
COBOL ソースファイルから参照されていると「○」を表示します。集団項目が
COBOL ソースファイルから参照されていると「△」を表示します。

（17）連絡節データ定義一覧
連絡節データ定義一覧では，連絡節（LINKAGE SECTION）で宣言されているデータ
項目の一覧を表示します。
図 2-59

連絡節データ定義一覧

［レベル番号］
COBOL ソースファイルのデータ記述項のレベル番号を表示します。
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［データ名］
COBOL ソースファイルのデータ記述項のデータ名を表示します。COPY 文で展開
されるデータ名も表示します。PREFIXING または SUFFIXING の指定で接頭辞ま
たは接尾辞があるデータも表示します。
データ名が省略された場合，FILLER 句が指定されたものとして「[FILLER]」と表
示します。
［編集文字列］
COBOL ソースファイルのデータ記述項の PICTURE 句の文字列を表示します。
［形式］
COBOL ソースファイルのデータ記述項の USAGE 句で指定した形式を表示します。
表示内容を次に示します。そのほかは，USAGE 句での指定をそのまま表示します。
• COMPUTATIONAL

：COMP

• COMPUTATIONAL-1：COMP-1
• COMPUTATIONAL-2：COMP-2
• COMPUTATIONAL-3：COMP-3
• COMPUTATIONAL-4：COMP-4
• COMPUTATIONAL-5：COMP-5
• COMPUTATIONAL-X：COMP-X
［参照］
COBOL ソースファイルから参照されていると「○」を表示します。集団項目が
COBOL ソースファイルから参照されていると「△」を表示します。
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（18）未使用データ定義一覧
未使用データ定義一覧では，宣言されているが手続き部（PROCEDURE DIVISION）で
使用されていないデータ項目の一覧を表示します。ただし，FILLER 項目は表示しませ
ん。
図 2-60

未使用データ定義一覧

［レベル番号］
COBOL ソースファイルのデータ記述項のレベル番号を表示します。
［データ名］
COBOL ソースファイルのデータ記述項のデータ名を表示します。COPY 文で展開
されるデータ名も表示します。PREFIXING または SUFFIXING の指定で接頭辞ま
たは接尾辞があるデータも表示します。
データ名が省略された場合，FILLER 句が指定されたものとして「[FILLER]」と表
示します。
［編集文字列］
COBOL ソースファイルのデータ記述項の PICTURE 句の文字列を表示します。
［形式］
COBOL ソースファイルのデータ記述項の USAGE 句で指定した形式を表示します。
表示内容を次に示します。そのほかは，USAGE 句での指定をそのまま表示します。
• COMPUTATIONAL

：COMP

• COMPUTATIONAL-1：COMP-1
• COMPUTATIONAL-2：COMP-2
• COMPUTATIONAL-3：COMP-3
• COMPUTATIONAL-4：COMP-4
• COMPUTATIONAL-5：COMP-5
• COMPUTATIONAL-X：COMP-X
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［節］
データ項目を宣言しているデータ部の節の名称を表示します。

（19）参照登録集原文詳細
参照登録集原文詳細では，プログラム内で参照している登録集原文の詳細情報を表示し
ます。参照登録集原文詳細を表示すると，登録集原文内データ定義一覧も同じ HTML 上
に表示します。
図 2-61

参照登録集原文詳細

［登録集原文名］
COPY 文で参照されている登録集原文の名称を表示します。登録集原文に COPY 文
が記述されている場合も表示します。
［プログラム名］
登録集原文を参照しているプログラムの名称を表示します。
プログラム名に記号（#,¥,@）を含む場合，次の条件で変換して表示します。
• 先頭の「#」
「¥」
「@」は，それぞれ「J」「A」
「B」に変換します。
• 2 文字目以降の「#」
「¥」「@」は，それぞれ「0」
「1」
「2」に変換します。
（例）
「¥ABC¥XYZ¥」は「AABC1XYZ1」に変換されます。
［日本語プログラム名］
登録集原文を参照しているプログラムの日本語の名称を表示します。［解析オプショ
ン設定］画面の［日本語プログラム名抽出オプション］タブで［日本語名を抽出す
る］にチェックすると，抽出条件に従って，COBOL ソースファイルの内容をその
まま表示します。［日本語プログラム名抽出オプション］タブについては，
「2.2.3(2)
［日本語プログラム名抽出オプション］タブ」を参照してください。
［節名］
登録集原文を参照している節の名称を表示します。
［接頭辞］
PREFIXING の次の語を表示します。
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［接尾辞］
SUFFIXING の次の語を表示します。

（20）登録集原文内データ定義一覧
登録集原文内データ定義一覧では，登録集原文で宣言されているデータ項目の一覧を表
示します。
図 2-62

登録集原文内データ定義一覧

［レベル番号］
COBOL ソースファイルのデータ記述項のレベル番号を表示します。
［データ名］
COBOL ソースファイルのデータ記述項のデータ名を表示します。PREFIXING ま
たは SUFFIXING の指定で接頭辞または接尾辞があるデータも表示します。
データ名が省略された場合，FILLER 句が指定されたものとして「[FILLER]」と表
示します。
［編集文字列］
COBOL ソースファイルのデータ記述項の PICTURE 句の文字列を表示します。
［形式］
COBOL ソースファイルのデータ記述項の USAGE 句で指定した形式を表示します。
表示内容を次に示します。そのほかは，USAGE 句での指定をそのまま表示します。
• COMPUTATIONAL

：COMP

• COMPUTATIONAL-1：COMP-1
• COMPUTATIONAL-2：COMP-2
• COMPUTATIONAL-3：COMP-3
• COMPUTATIONAL-4：COMP-4
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• COMPUTATIONAL-5：COMP-5
• COMPUTATIONAL-X：COMP-X
［参照］
登録集原文のデータ項目が COBOL ソースファイルから参照されていると「○」を
表示します。集団項目が COBOL ソースファイルから参照されていると「△」を表
示します。

（21）プログラムテーブル詳細
プログラムテーブル詳細では，プログラム単位でテーブルの詳細情報を表示します。プ
ログラムテーブル詳細を表示すると，プログラムテーブルアクセス一覧も同じ HTML 上
に表示します。
図 2-63

プログラムテーブル詳細

［プログラム名］
COBOL ソースファイルの見出し部の PROGRAM-ID を表示します。
プログラム名に記号（#,¥,@）を含む場合，次の条件で変換して表示します。
• 先頭の「#」
「¥」
「@」は，それぞれ「J」「A」
「B」に変換します。
• 2 文字目以降の「#」
「¥」「@」は，それぞれ「0」
「1」
「2」に変換します。
（例）
「¥ABC¥XYZ¥」は「AABC1XYZ1」に変換されます。
［日本語プログラム名］
［解析オプション設定］画面の［日本語プログラム名抽出オプション］タブで［日本
語名を抽出する］にチェックすると，抽出条件に従って，COBOL ソースファイル
の内容をそのまま表示します。［日本語プログラム名抽出オプション］タブについて
は，「2.2.3(2) ［日本語プログラム名抽出オプション］タブ」を参照してください。
［テーブル名］
埋め込み SQL 文に記述されているテーブルの名称を表示します。
［C］［R］
［U］［D］
テーブルを呼び出すときのモードの数を表示します。モードの意味を次に示します。
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• C：INSERT
• R：SELECT または FETCH
• U：UPDATE
• D：DELETE

（22）プログラムテーブルアクセス一覧
プログラムテーブルアクセス一覧では，テーブルにアクセスするときの情報の一覧を表
示します。
図 2-64

プログラムテーブルアクセス一覧

［節名］
COBOL ソースファイルの節の見出しを表示します。手続き部の先頭が節の見出し
で始まっていない場合，
「DUMMY_SEC_1」という節名を表示します。
［日本語節名］
［解析オプション設定］画面の［日本語節名抽出オプション］タブで［日本語名を抽
出する］にチェックすると，抽出条件に従って，COBOL ソースファイルの内容を
そのまま表示します。
［日本語節名抽出オプション］タブについては，「2.2.3(3)
［日本語節名抽出オプション］タブ」を参照してください。
［節内行番号］
テーブルにアクセスしている節内の行の番号を表示します。
［カーソル名］
カーソルを使用したときのカーソル名を表示します。FETCH 文で使用されるカー
ソル名です。
［CRUD］
テーブルを呼び出すときのモードを表示します。表示される記号の意味を次に示し
ます。
• C：INSERT
• R：SELECT または FETCH
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• U：UPDATE
• D：DELETE
副問い合わせの場合，「アクセス種別＋ R（SELECT 文）」を表示します。
例えば，UPDATE 文に副問い合わせの SELECT が定義されている場合，
「UR」と
表示します。

（23）ファイル詳細
ファイル詳細では，ファイルの詳細情報を表示します。ファイル詳細を表示すると，
ファイルアクセス一覧およびファイル内データ定義一覧を同じ HTML 上に表示します。
図 2-65

ファイル詳細

［ファイル名］
FD（ファイル記述項）または SD（整列併合用ファイル記述項）に記述されたファ
イルの名称を表示します。
［物理ファイル名］
ファイル管理記述項の ASSIGN 句で指定したファイル名（記憶媒体名または記憶装
置名）を表示します。ASSIGN 定数指定の場合，ファイル名は全角のアポストロ
フィで囲んで表示します。
［プログラム名］
COBOL ソースファイルの見出し部の PROGRAM-ID を表示します。
プログラム名に記号（#,¥,@）を含む場合，次の条件で変換して表示します。
• 先頭の「#」
「¥」
「@」は，それぞれ「J」「A」
「B」に変換します。
• 2 文字目以降の「#」
「¥」「@」は，それぞれ「0」
「1」
「2」に変換します。
（例）
「¥ABC¥XYZ¥」は「AABC1XYZ1」に変換されます。
［タイプ］
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ファイル名が定義されているファイル節（FILE SECTION）の記述項を表示しま
す。FD（ファイル記述項）または SD（整列併合用ファイル記述項）のどちらかを
表示します。
［レコード形式］
ファイルのレコード形式を表示します。
［ブロック長 1］
ファイルのブロック長の指定で，
「〜 TO 〜」となっている場合，TO より前の数字
を表示します。それ以外の場合，
「0」を表示します。
［ブロック長 2］
ファイルのブロック長を表示します。
［レコード長 1］
ファイルのレコード長の指定で，
「〜 TO 〜」となっている場合，TO より前の数字
を表示します。それ以外の場合，
「0」を表示します。
［レコード長 2］
ファイルのレコード長を表示します。
［INPUT］［OUTPUT］［I-O］［EXTEND］
ファイルをオープンしたときのモード別に，OPEN 文の数を表示します。

（24）ファイルアクセス一覧
ファイルアクセス一覧では，プログラムがファイルにアクセスするときの情報の一覧を
表示します。
図 2-66

ファイルアクセス一覧

［節名］
COBOL ソースファイルの節の見出しを表示します。手続き部の先頭が節の見出し
で始まっていない場合，
「DUMMY_SEC_1」という節名を表示します。
［節内行番号］
ファイルにアクセスしている節内の行の番号を表示します。
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［入出力文］
ファイルの入出力に関係する文を表示します。表示内容は次のとおりです。
• OPEN（INPUT）
• OPEN（OUTPUT）
• OPEN（I-O）
• OPEN（EXTEND）
• READ
• WRITE
• CLOSE

（25）ファイル内データ定義一覧
ファイル内データ定義一覧では，ファイル節（FILE SECTION）で宣言されているデー
タ項目の一覧を表示します。
図 2-67

ファイル内データ定義一覧

［レベル番号］
COBOL ソースファイルのデータ記述項のレベル番号を表示します。
［データ名］
COBOL ソースファイルのデータ記述項のデータ名を表示します。COPY 文で展開
されるデータ名も表示します。PREFIXING または SUFFIXING の指定で接頭辞ま
たは接尾辞があるデータも表示します。
データ名が省略された場合，FILLER 句が指定されたものとして「[FILLER]」と表
示します。
［編集文字列］
COBOL ソースファイルのデータ記述項の PICTURE 句の文字列を表示します。
［形式］
COBOL ソースファイルのデータ記述項の USAGE 句で指定した形式を表示します。
表示内容を次に示します。そのほかは，USAGE 句での指定をそのまま表示します。
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• COMPUTATIONAL

：COMP

• COMPUTATIONAL-1：COMP-1
• COMPUTATIONAL-2：COMP-2
• COMPUTATIONAL-3：COMP-3
• COMPUTATIONAL-4：COMP-4
• COMPUTATIONAL-5：COMP-5
• COMPUTATIONAL-X：COMP-X
［参照］
COBOL ソースファイルから参照されていると「○」を表示します。集団項目が
COBOL ソースファイルから参照されていると「△」を表示します。

（26）ソースビュー
ソースビューでは，プログラムのすべてのソースコードを表示します。
ソースビューは別ウィンドウで表示します。ソースビューでは，指定した部名または節
名を最上行に表示するようにスクロールします。ソースビューの左フレームにある部名
または節名を選択しても，最上行に表示するようにスクロールします。ただし，該当す
る部名または節名が COBOL ソースファイルの最下行に近い場合，最上行に表示するよ
うにスクロールしないときがあります。
図 2-68

ソースビュー

［プログラム名］
COBOL ソースファイルの見出し部の PROGRAM-ID を表示します。
プログラム名に記号（#,¥,@）を含む場合，次の条件で変換して表示します。
• 先頭の「#」「¥」
「@」は，それぞれ「J」「A」
「B」に変換します。
• 2 文字目以降の「#」
「¥」「@」は，それぞれ「0」「1」
「2」に変換します。
（例）
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「¥ABC¥XYZ¥」は「AABC1XYZ1」に変換されます。
［ファイル名］
COBOL ソースファイルの名称を表示します。
［フォルダ名］
COBOL ソースファイルが格納されているフォルダ名の絶対パスを表示します。
［COBOL ソースファイル指定ステップ］画面で COBOL ソースファイルを登録した
ときのフォルダです。なお，フォルダ名の階層が深い，フォルダ名が長いなど，
フォルダ名に表示される文字数が多いと，［フォルダ名］の列が縦で表示されること
があります。
［部名］
COBOL ソースファイルの部（DIVISION）の見出しを表示します。
［節名］
COBOL ソースファイルの節（SECTION）の見出しを表示します。手続き部の先頭
が節の見出しで始まっていない場合，「DUMMY_SEC_1」という節名を表示しま
す。
［ソースコード］
COBOL ソースファイルのすべてのソースコードをそのまま表示します。プログラ
ム名に記号（¥,@,#）を含む場合も，COBOL85 の変換規則は適用されないで，その
まま表示します。また，COPY 文は展開されません。
COBOL ソースファイルに空白行（改行だけは除く）があるとき，ソースビューで
は，空白行の次の行に行番号もデータもない行が表示されます。

2.3.3 統計情報（HTML）
統計情報の項目について説明します。
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図 2-69

目次

統計情報の項目は，［生成オプション設定］画面の［統計情報］タブで設定した解析内容
が表示されます。統計情報の概要を次の表に示します。
表 2-11 統計情報の概要（HTML）
項番
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解析内容

詳細

1

行数分布

解析したすべてのプログラムの行数の分布をグラ
フで表示します。

2

行数詳細

行数に関連する詳細情報を表示します。

3

手続き部行数分布

解析したすべてのプログラムの手続き部行数の分
布をグラフで表示します。

4

手続き部行数詳細

手続き部（PROCEDURE DIVISION）にある行
数に関連する詳細情報を表示します。

5

データ項目数分布

解析したすべてのプログラムのデータ項目数の分
布をグラフで表示します。

6

データ項目数詳細

データ項目数に関連する詳細情報を表示します。

7

セクション数分布

解析したすべてのプログラムのセクション（節）
数の分布をグラフで表示します。

8

セクション数詳細

解析したすべてのプログラムのセクション（節）
数に関連する詳細情報を表示します。

9

呼出先プログラム数分布

解析したすべてのプログラムの呼出先プログラム
数の分布をグラフで表示します。

10

呼出先プログラム数詳細

解析したすべてのプログラムの呼出先プログラム
数の詳細情報を表示します。

2.

項番

解析内容
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詳細

11

呼出元プログラム数分布

解析したすべてのプログラムの呼出元プログラム
数の分布をグラフで表示します。

12

呼出元プログラム数詳細

解析したすべてのプログラムの呼出元プログラム
数の詳細情報を表示します。

（1） 行数分布
行数分布では，解析したすべてのプログラムの行数の分布をグラフで表示します。
棒グラフの長さは次の計算式で算出されます。
棒グラフの長さ（ピクセル）＝グラフで表示するプログラム数÷プログラム数の合計×
400
図 2-70

行数分布

［行数］
行数の範囲（固定）を表示します。
［プログラム数］
COBOL プログラムの行数が，表の［行数］で示す範囲内である COBOL プログラ
ムの数を表示します。
［グラフ］
プログラム数に応じて，グラフの長さを変更して表示します。
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（2） 行数詳細
行数詳細では，行数に関連する詳細情報を表示します。［行数分布］で［プログラム数］
の数字を選択すると，［行数詳細］を表示します。
図 2-71

行数詳細

［プログラム名］
COBOL ソースファイルの見出し部の PROGRAM-ID を表示します。
プログラム名に記号（#,¥,@）を含む場合，次の条件で変換して表示します。
• 先頭の「#」「¥」
「@」は，それぞれ「J」「A」
「B」に変換します。
• 2 文字目以降の「#」
「¥」「@」は，それぞれ「0」「1」
「2」に変換します。
（例）
「¥ABC¥XYZ¥」は「AABC1XYZ1」に変換されます。
［日本語プログラム名］
［解析オプション設定］画面の［日本語プログラム名抽出オプション］タブで［日本
語名を抽出する］にチェックすると，抽出条件に従って，COBOL ソースファイル
の内容をそのまま表示します。
［日本語プログラム名抽出オプション］タブについて
は，
「2.2.3(2) ［日本語プログラム名抽出オプション］タブ」を参照してください。
［総行数］
COBOL ソースファイルの総行数を表示します。
［実行数］
COBOL ソースファイルの総行数から，全体のコメント行数を引いた値を表示しま
す。
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［コメント行数］
COBOL ソースファイルの総コメント行数を表示します。コメント行，空白行，デ
バッグ行，および翻訳指示行（>>）は，コメント行としてカウントします。
• コメント行：7 カラムが「*」または「/」の行
• 空白行

：7 〜 72 カラムが空白文字の行

• デバッグ行：7 カラムが「D」の行
• 翻訳指示行：8 〜 72 カラムで「>>」で始まる行

（3） 手続き部行数分布
手続き部行数分布では，解析したすべてのプログラムの手続き部行数の分布をグラフで
表示します。
図 2-72

手続き部行数分布

［行数］
手続き部の行数の範囲（固定）を表示します。
［プログラム数］
COBOL プログラムの手続き部の行数が，表の［行数］で示す範囲内である
COBOL プログラムの数を表示します。
［グラフ］
プログラム数に応じて，グラフの長さを変更して表示します。
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（4） 手続き部行数詳細
手続き部行数詳細では，手続き部（PROCEDURE DIVISION）にある行数に関連する詳
細情報を表示します。［手続き部行数分布］で［プログラム数］の数字を選択すると，
［手続き部行数詳細］を表示します。
図 2-73

手続き部行数詳細

［プログラム名］
COBOL ソースファイルの見出し部の PROGRAM-ID を表示します。
プログラム名に記号（#,¥,@）を含む場合，次の条件で変換して表示します。
• 先頭の「#」「¥」
「@」は，それぞれ「J」「A」
「B」に変換します。
• 2 文字目以降の「#」
「¥」「@」は，それぞれ「0」「1」
「2」に変換します。
（例）
「¥ABC¥XYZ¥」は「AABC1XYZ1」に変換されます。
［日本語プログラム名］
［解析オプション設定］画面の［日本語プログラム名抽出オプション］タブで［日本
語名を抽出する］にチェックすると，抽出条件に従って，COBOL ソースファイル
の内容をそのまま表示します。
［日本語プログラム名抽出オプション］タブについて
は，
「2.2.3(2) ［日本語プログラム名抽出オプション］タブ」を参照してください。
［総行数］
手続き部内の総行数を表示します。PROCEDURE の次の行からの行数です。
［実行数］
手続き部内の総行数から手続き部のコメント行数を除いた数を表示します。
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［コメント行数］
手続き部内のコメント行数を表示します。

（5） データ項目数分布
データ項目数分布では，解析したすべてのプログラムのデータ項目数の分布をグラフで
表示します。
図 2-74

データ項目数分布

［項目数］
データ部の項目数の範囲（固定）を表示します。
［プログラム数］
COBOL プログラムのデータ部の項目数が，表の［項目数］で示す範囲内である
COBOL プログラムの数を表示します。
［グラフ］
プログラム数に応じて，グラフの長さを変更して表示します。
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（6） データ項目数詳細
データ項目数詳細では，データ項目数に関連する詳細情報を表示します。［データ項目数
分布］で［プログラム数］の数字を選択すると，［データ項目数詳細］を表示します。
図 2-75

データ項目数詳細

［プログラム名］
COBOL ソースファイルの見出し部の PROGRAM-ID を表示します。
プログラム名に記号（#,¥,@）を含む場合，次の条件で変換して表示します。
• 先頭の「#」「¥」
「@」は，それぞれ「J」「A」
「B」に変換します。
• 2 文字目以降の「#」
「¥」「@」は，それぞれ「0」「1」
「2」に変換します。
（例）
「¥ABC¥XYZ¥」は「AABC1XYZ1」に変換されます。
［日本語プログラム名］
［解析オプション設定］画面の［日本語プログラム名抽出オプション］タブで［日本
語名を抽出する］にチェックすると，抽出条件に従って，COBOL ソースファイル
の内容をそのまま表示します。
［日本語プログラム名抽出オプション］タブについて
は，
「2.2.3(2) ［日本語プログラム名抽出オプション］タブ」を参照してください。
［項目数］
データ部のすべての項目数を表示します。
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（7） セクション数分布
セクション数分布では，解析したすべてのプログラムのセクション（節）数の分布をグ
ラフで表示します。
図 2-76

セクション数分布

［セクション数］
COBOL プログラムのセクション数の範囲（固定）を表示します。
［プログラム数］
COBOL プログラムのセクション数が，表の［セクション数］で示す範囲内である
COBOL プログラムの数を表示します。
［グラフ］
プログラム数に応じて，グラフの長さを変更して表示します。
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（8） セクション数詳細
セクション数詳細では，解析したすべてのプログラムのセクション（節）数に関連する
詳細情報を表示します。［セクション数分布］で［プログラム数］の数字を選択すると，
［セクション数詳細］を表示します。
図 2-77

セクション数詳細

［プログラム名］
COBOL ソースファイルの見出し部の PROGRAM-ID を表示します。
プログラム名に記号（#,¥,@）を含む場合，次の条件で変換して表示します。
• 先頭の「#」「¥」
「@」は，それぞれ「J」「A」
「B」に変換します。
• 2 文字目以降の「#」
「¥」「@」は，それぞれ「0」「1」
「2」に変換します。
（例）
「¥ABC¥XYZ¥」は「AABC1XYZ1」に変換されます。
［日本語プログラム名］
［解析オプション設定］画面の［日本語プログラム名抽出オプション］タブで［日本
語名を抽出する］にチェックすると，抽出条件に従って，COBOL ソースファイル
の内容をそのまま表示します。
［日本語プログラム名抽出オプション］タブについて
は，
「2.2.3(2) ［日本語プログラム名抽出オプション］タブ」を参照してください。
［セクション数］
手続き部の節の数を表示します。節の見出しがない部分（DUMMY_SEC_n）も節
として数えます。
［手続き部行数］
手続き部の総行数を表示します。PROCEDURE の次の行からの行数です。
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（9） 呼出先プログラム数分布
呼出先プログラム数分布では，解析したすべてのプログラムの呼出先プログラム数の分
布をグラフで表示します。
図 2-78

呼出先プログラム数分布

［呼出先プログラム数］
COBOL プログラムの呼出先プログラム数の範囲（固定）を表示します。
［プログラム数］
COBOL プログラムの呼出先プログラム数が，表の［呼出先プログラム数］の範囲
内である COBOL プログラムの数を表示します。
［グラフ］
プログラム数に応じて，グラフの長さを変更して表示します。
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（10）呼出先プログラム数詳細
呼出先プログラム数詳細では，解析したすべてのプログラムの呼出先プログラム数の詳
細情報を表示します。［呼出先プログラム数分布］で［プログラム数］の数字を選択する
と，［呼出先プログラム数詳細］を表示します。
図 2-79

呼出先プログラム数詳細

［プログラム名］
COBOL ソースファイルの見出し部の PROGRAM-ID を表示します。
プログラム名に記号（#,¥,@）を含む場合，次の条件で変換して表示します。
• 先頭の「#」「¥」
「@」は，それぞれ「J」「A」
「B」に変換します。
• 2 文字目以降の「#」
「¥」「@」は，それぞれ「0」「1」
「2」に変換します。
（例）
「¥ABC¥XYZ¥」は「AABC1XYZ1」に変換されます。
［日本語プログラム名］
［解析オプション設定］画面の［日本語プログラム名抽出オプション］タブで［日本
語名を抽出する］にチェックすると，抽出条件に従って，COBOL ソースファイル
の内容をそのまま表示します。
［日本語プログラム名抽出オプション］タブについて
は，
「2.2.3(2) ［日本語プログラム名抽出オプション］タブ」を参照してください。
［呼出先プログラム数］
COBOL プログラムの総呼出先プログラム数を表示します。
［呼出元プログラム数］
COBOL プログラムの総呼出元プログラム数を表示します。
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（11）呼出元プログラム数分布
呼出元プログラム数分布では，解析したすべてのプログラムの呼出元プログラム数の分
布をグラフで表示します。
図 2-80

呼出元プログラム数分布

［呼出元プログラム数］
COBOL プログラムの呼出元プログラム数の範囲（固定）を表示します。
［プログラム数］
COBOL プログラムの呼出元プログラム数が，表の［呼出元プログラム数］の範囲
内である COBOL プログラムの数を表示します。
［グラフ］
プログラム数に応じて，グラフの長さを変更して表示します。
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（12）呼出元プログラム数詳細
呼出元プログラム数詳細では，解析したすべてのプログラムの呼出元プログラム数の詳
細情報を表示します。［呼出元プログラム数分布］で［プログラム数］の数字を選択する
と，［呼出元プログラム数詳細］を表示します。
図 2-81

呼出元プログラム数詳細

［プログラム名］
COBOL ソースファイルの見出し部の PROGRAM-ID を表示します。
プログラム名に記号（#,¥,@）を含む場合，次の条件で変換して表示します。
• 先頭の「#」「¥」
「@」は，それぞれ「J」「A」
「B」に変換します。
• 2 文字目以降の「#」
「¥」「@」は，それぞれ「0」「1」
「2」に変換します。
（例）
「¥ABC¥XYZ¥」は「AABC1XYZ1」に変換されます。
［日本語プログラム名］
［解析オプション設定］画面の［日本語プログラム名抽出オプション］タブで［日本
語名を抽出する］にチェックすると，抽出条件に従って，COBOL ソースファイル
の内容をそのまま表示します。
［日本語プログラム名抽出オプション］タブについて
は，
「2.2.3(2) ［日本語プログラム名抽出オプション］タブ」を参照してください。
［呼出元プログラム数］
COBOL プログラムの総呼出元プログラム数を表示します。
［呼出先プログラム数］
COBOL プログラムの総呼出先プログラム数を表示します。
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2.4 解析結果の表示（CSV）
COBOL 影響分析を利用すると，HTML または CSV 形式で保守ドキュメントを出力でき
ます。CSV 形式で生成した保守ドキュメントの内容について説明します。なお，解析で
きる内容は次のとおりです。
• システム全体の情報
• プログラム固有の情報
• 統計情報

2.4.1 一覧系ドキュメント（CSV）
一覧系ドキュメントの項目について説明します。
一覧系ドキュメントの項目は，
［生成オプション設定］画面の［システム全体］タブで設
定した解析内容が表示されます。一覧系ドキュメントの概要を次の表に示します。
表 2-12
項番

一覧系ドキュメントの概要（CSV）
解析内容

ファイル名

詳細

1

プログラム一覧

modlist.csv

解析したすべてのプログラムの一
覧を出力します。

2

未使用プログラム一覧

modunused.csv

引数を持つプログラムで，どのプ
ログラムからも呼び出されていな
いプログラムの一覧を出力しま
す。

3

未登録プログラム一覧

modunureg.csv

プログラムから呼び出されている
が，COBOL 影響分析の解析対象
として登録されていないプログラ
ムの一覧を出力します。

4

重複プログラム一覧

moddupliidlist.csv

5

物理ファイル一覧

physfile.csv

ファイル管理記述項で宣言された
ファイル名の記憶媒体名または記
憶装置名の一覧を出力します。

6

物理ファイルプログラム
一覧

physfilemodlist.csv

対象の物理ファイルを使用してい
るプログラムの一覧を出力しま
す。

7

物理ファイルアクセス一
覧

physfileaccesslist.cs
v

プログラムが物理ファイルにアク
セスするときの情報の一覧を出力
します。

8

テーブル一覧

tablelist.csv

埋め込み SQL 文で使用している
すべてのテーブルの一覧を出力し
ます。

重複するプログラム名
（PROGRAM-ID）を持つプログ
ラムの一覧を出力します。
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項番

解析内容

ファイル名

詳細

9

テーブルプログラム一覧

tablemodlist.csv

対象のテーブルを使用しているプ
ログラムの一覧を出力します。

10

テーブルアクセス一覧

tableaccesslist.csv

プログラムがテーブルにアクセス
するための情報の一覧を出力しま
す。

11

使用登録集原文一覧

usedcopylist.csv

システム内で使用されている登録
集原文の一覧を出力します。

12

登録集原文使用プログラ
ム一覧

copyusemodlist.csv

システム内で登録集原文を使用し
ているプログラムの一覧を出力し
ます。

（1） プログラム一覧
プログラム一覧では，解析したすべてのプログラムの一覧を出力します。プログラム一
覧は，［生成オプション設定］画面で設定した生成先フォルダに出力されます。
図 2-82

プログラム一覧

［#］
項番を表示します。
［プログラム名］
COBOL ソースファイルの見出し部の PROGRAM-ID を表示します。
プログラム名に記号（#,¥,@）を含む場合，次の条件で変換して表示します。
• 先頭の「#」「¥」
「@」は，それぞれ「J」「A」
「B」に変換します。
• 2 文字目以降の「#」
「¥」「@」は，それぞれ「0」「1」
「2」に変換します。
（例）
「¥ABC¥XYZ¥」は「AABC1XYZ1」に変換されます。
［日本語プログラム名］
［解析オプション設定］画面の［日本語プログラム名抽出オプション］タブで［日本
語名を抽出する］にチェックすると，抽出条件に従って，COBOL ソースファイル
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の内容をそのまま表示します。［日本語プログラム名抽出オプション］タブについて
は，「2.2.3(2) ［日本語プログラム名抽出オプション］タブ」を参照してください。
［ファイル名］
COBOL ソースファイルの名称を表示します。
［実行数］
COBOL ソースファイルの総行数から，コメント行，空行，デバッグ行の行数を引
いた値を表示します。
［引数有無］
COBOL ソースファイルの手続き部の見出しに引数がある場合，
「○」を表示しま
す。

（2） 未使用プログラム一覧
未使用プログラム一覧では，引数を持つプログラムで，どのプログラムからも呼び出さ
れていないプログラムの一覧を出力します。未使用プログラム一覧は，
［生成オプション
設定］画面で設定した生成先フォルダに出力されます。
図 2-83

未使用プログラム一覧

［#］
項番を表示します。
［プログラム名］
どのプログラムからも呼び出されていない COBOL ソースファイルの見出し部の
PROGRAM-ID を表示します。
プログラム名に記号（#,¥,@）を含む場合，次の条件で変換して表示します。
• 先頭の「#」
「¥」
「@」は，それぞれ「J」「A」
「B」に変換します。
• 2 文字目以降の「#」
「¥」「@」は，それぞれ「0」
「1」
「2」に変換します。
（例）
「¥ABC¥XYZ¥」は「AABC1XYZ1」に変換されます。
［日本語プログラム名］
未使用プログラムの日本語プログラム名を表示します。［解析オプション設定］画面
の［日本語プログラム名抽出オプション］タブで［日本語名を抽出する］にチェッ
クすると，抽出条件に従って，COBOL ソースファイルの内容をそのまま表示しま
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す。
［日本語プログラム名抽出オプション］タブについては，「2.2.3(2) ［日本語プ
ログラム名抽出オプション］タブ」を参照してください。
［ファイル名］
未使用の COBOL ソースファイルの名称を表示します。
［実行数］
COBOL ソースファイルの総行数から，コメント行，空行，デバッグ行の行数を引
いた値を表示します。

（3） 未登録プログラム一覧
未登録プログラム一覧では，プログラムから呼び出されているが，COBOL 影響分析の
解析対象として登録されていないプログラムの一覧を出力します。未登録プログラム一
覧は，［生成オプション設定］画面で設定した生成先フォルダに出力されます。
図 2-84

未登録プログラム一覧

［#］
項番を表示します。
［プログラム名］
COBOL 影響分析に登録されていない COBOL ソースファイルの見出し部の
PROGRAM-ID を表示します。
プログラム名に記号（#,¥,@）を含む場合，次の条件で変換して表示します。
• 先頭の「#」「¥」
「@」は，それぞれ「J」「A」
「B」に変換します。
• 2 文字目以降の「#」
「¥」「@」は，それぞれ「0」「1」
「2」に変換します。
（例）
「¥ABC¥XYZ¥」は「AABC1XYZ1」に変換されます。
［呼出元プログラム名］
未登録プログラムを呼び出しているプログラムの名称を表示します。
［日本語プログラム名］
未登録プログラムを呼び出しているプログラムの日本語の名称を表示します。
［解析
オプション設定］画面の［日本語プログラム名抽出オプション］タブで［日本語名
を抽出する］にチェックすると，抽出条件に従って，COBOL ソースファイルの内
容をそのまま表示します。
［日本語プログラム名抽出オプション］タブについては，
「2.2.3(2) ［日本語プログラム名抽出オプション］タブ」を参照してください。
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［ファイル名］
COBOL ソースファイルの名称を表示します。
［引数］
未登録プログラムを呼び出すときの引数を表示します。USING のあとの指定を表示
します。RETURNING の指定は引数として表示しません。
［節名］
未登録プログラムを呼び出している節の名称を表示します。
［呼出行番号］
プログラムソース中で，未登録プログラムを呼び出している行の番号を表示します。

（4） 重複プログラム一覧
重複プログラム一覧では，重複するプログラム名（PROGRAM-ID）を持つプログラムの
一覧を出力します。COBOL ソースファイルのファイル名が異なっていても，同じプロ
グラム名（PROGRAM-ID）であれば重複プログラムとして出力されます。
重複プログラム一覧は，
［生成オプション設定］画面で設定した生成先フォルダに出力さ
れます。
図 2-85

重複プログラム一覧

［#］
項番を表示します。
［プログラム名］
重複する COBOL ソースファイルの見出し部の PROGRAM-ID を表示します。
プログラム名に記号（#,¥,@）を含む場合，次の条件で変換して表示します。
• 先頭の「#」
「¥」
「@」は，それぞれ「J」「A」
「B」に変換します。
• 2 文字目以降の「#」
「¥」「@」は，それぞれ「0」
「1」
「2」に変換します。
（例）
「¥ABC¥XYZ¥」は「AABC1XYZ1」に変換されます。
［リネームプログラム名］
プログラム名が同じなので，解析結果を判断するための重複しないプログラム名を
表示します。名称の規則は，「プログラム名 _ 数値」です。数値は［COBOL ソース
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ファイル指定ステップ］画面で登録した順に割り振られます。
名称が重複したプログラムが解析されたときの，リネームプログラム名の表示例を
次に示します。この例では，
「MENU」という名称の 3 種類のプログラムが解析さ
れています。
MENU_1
MENU_2
MENU_3
［ファイル名］
重複する COBOL ソースファイルの名称を表示します。
［フォルダ名］
重複する COBOL ソースファイルが格納されているフォルダ名の絶対パスを表示し
ます。
［COBOL ソースファイル指定ステップ］画面で COBOL ソースファイルを登
録したときのフォルダです。

（5） 物理ファイル一覧
物理ファイル一覧では，ファイル管理記述項で宣言されたファイル名の記憶媒体名また
は記憶装置名の一覧を出力します。物理ファイル一覧は，［生成オプション設定］画面で
設定した生成先フォルダ ¥PHYSFILE に出力されます。
図 2-86

物理ファイル一覧

［#］
項番を表示します。
［物理ファイル名］
ファイル管理記述項の ASSIGN 句で指定したファイル名（記憶媒体名または記憶装
置名）を表示します。ASSIGN 定数指定の場合，ファイル名は全角のアポストロ
フィで囲んで表示します。
［編成の種類］
ファイルの論理的構成（ORGANIZATION 句）の指定を表示します。
ORGANIZATION 句を省略した場合，「SEQUENTIAL」を表示します。
［INPUT］［OUTPUT］［I-O］［EXTEND］
物理ファイルをオープンしたときのモードに「○」を表示します。
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（6） 物理ファイルプログラム一覧
物理ファイルプログラム一覧では，対象の物理ファイルを使用しているプログラムの一
覧を出力します。登録集原文使用プログラム一覧は，
［生成オプション設定］画面で設定
した生成先フォルダ ¥COPY¥ 登録集原文名に出力されます。
図 2-87

物理ファイルプログラム一覧

［#］
項番を表示します。
［プログラム名］
物理ファイルを使用している COBOL ソースファイルの見出し部の PROGRAM-ID
を表示します。
プログラム名に記号（#,¥,@）を含む場合，次の条件で変換して表示します。
• 先頭の「#」
「¥」
「@」は，それぞれ「J」「A」
「B」に変換します。
• 2 文字目以降の「#」
「¥」「@」は，それぞれ「0」
「1」
「2」に変換します。
（例）
「¥ABC¥XYZ¥」は「AABC1XYZ1」に変換されます。
［INPUT］［OUTPUT］［I-O］［EXTEND］
物理ファイルをオープンしたときのモードに「○」を表示します。

（7） 物理ファイルアクセス一覧
物理ファイルアクセス一覧では，プログラムが物理ファイルにアクセスするときの情報
の一覧を出力します。物理ファイルアクセス一覧は，
［生成オプション設定］画面で設定
した生成先フォルダ ¥PHYSFILE¥ 物理ファイル名に出力されます。
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図 2-88

物理ファイルアクセス一覧

［#］
項番を表示します。
［プログラム名］
物理ファイルを使用している COBOL ソースファイルの見出し部の PROGRAM-ID
を表示します。
プログラム名に記号（#,¥,@）を含む場合，次の条件で変換して表示します。
• 先頭の「#」「¥」
「@」は，それぞれ「J」「A」
「B」に変換します。
• 2 文字目以降の「#」
「¥」「@」は，それぞれ「0」「1」
「2」に変換します。
（例）
「¥ABC¥XYZ¥」は「AABC1XYZ1」に変換されます。
［入出力文］
ファイルの入出力に関係する文を表示します。表示内容は次のとおりです。
• INPUT
• OUTPUT
• I-O
• EXTEND
• READ
• WRITE
• CLOSE
［節名］
物理ファイルにアクセスしている節の名称を表示します。
［行番号］
物理ファイルにアクセスしている COBOL ソースファイルの行の番号を表示します。
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（8） テーブル一覧
テーブル一覧では，埋め込み SQL 文で使用しているすべてのテーブルの一覧を出力しま
す。テーブル一覧は，
［生成オプション設定］画面で設定した生成先フォルダ ¥TABLE
に出力されます。
図 2-89

テーブル一覧

［#］
項番を表示します。
［テーブル名］
埋め込み SQL 文に記述されているテーブルの名称を表示します。
［C］［R］
［U］［D］
テーブルが呼び出されるときのモードに「○」を表示します。モードの意味を次に
示します。
• C：INSERT
• R：SELECT または FETCH
• U：UPDATE
• D：DELETE

（9） テーブルプログラム一覧
テーブルプログラム一覧では，対象のテーブルを使用しているプログラムの一覧を出力
します。テーブルプログラム一覧は，
［生成オプション設定］画面で設定した生成先フォ
ルダ ¥TABLE¥ テーブル名に出力されます。
図 2-90

テーブルプログラム一覧

［#］
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項番を表示します。
［プログラム名］
テーブルにアクセスしている COBOL ソースファイルの見出し部の PROGRAM-ID
を表示します。
プログラム名に記号（#,¥,@）を含む場合，次の条件で変換して表示します。
• 先頭の「#」「¥」
「@」は，それぞれ「J」「A」
「B」に変換します。
• 2 文字目以降の「#」
「¥」「@」は，それぞれ「0」「1」
「2」に変換します。
（例）
「¥ABC¥XYZ¥」は「AABC1XYZ1」に変換されます。
［日本語プログラム名］
［解析オプション設定］画面の［日本語プログラム名抽出オプション］タブで［日本
語名を抽出する］にチェックすると，抽出条件に従って，COBOL ソースファイル
の内容をそのまま表示します。
［日本語プログラム名抽出オプション］タブについて
は，
「2.2.3(2) ［日本語プログラム名抽出オプション］タブ」を参照してください。
［C］
［R］［U］［D］
テーブルを呼び出すときのモードに「○」を表示します。モードの意味を次に示し
ます。
• C：INSERT
• R：SELECT または FETCH
• U：UPDATE
• D：DELETE

（10）テーブルアクセス一覧
テーブルアクセス一覧では，プログラムがテーブルにアクセスするための情報の一覧を
出力します。テーブルアクセス一覧は，［生成オプション設定］画面で設定した生成先
フォルダ ¥TABLE¥ テーブル名に出力されます。
図 2-91

テーブルアクセス一覧

［#］
項番を表示します。
［プログラム名］
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テーブルにアクセスしている COBOL ソースファイルの見出し部の PROGRAM-ID
を表示します。
プログラム名に記号（#,¥,@）を含む場合，次の条件で変換して表示します。
• 先頭の「#」
「¥」
「@」は，それぞれ「J」「A」
「B」に変換します。
• 2 文字目以降の「#」
「¥」「@」は，それぞれ「0」
「1」
「2」に変換します。
（例）
「¥ABC¥XYZ¥」は「AABC1XYZ1」に変換されます。
［節名］
テーブルにアクセスしている COBOL ソースファイルの節の見出しを表示します。
手続き部の先頭が節の見出しで始まっていない場合，「DUMMY_SEC_1」という節
名を表示します。
［節内行番号］
テーブルにアクセスしている節が開始する COBOL ソースファイルの行の番号を表
示します。
［カーソル名］
テーブルにアクセスしている COBOL ソースファイルでカーソルを使用したときの
カーソル名を表示します。FETCH 文で使用されるカーソル名です。
［CRUD］
テーブルを呼び出すときのモードを表示します。表示される記号の意味を次に示し
ます。
• C：INSERT
• R：SELECT または FETCH
• U：UPDATE
• D：DELETE
副問い合わせの場合，「アクセス種別＋ R（SELECT 文）」を表示します。
例えば，UPDATE 文に副問い合わせの SELECT が定義されている場合，
「UR」と
表示します。
［日本語プログラム名］
テーブルにアクセスしている COBOL ソースファイルの日本語プログラム名を表示
します。［解析オプション設定］画面の［日本語プログラム名抽出オプション］タブ
で［日本語名を抽出する］にチェックすると，抽出条件に従って，COBOL ソース
ファイルの内容をそのまま表示します。［日本語プログラム名抽出オプション］タブ
については，「2.2.3(2) ［日本語プログラム名抽出オプション］タブ」を参照してく
ださい。
［日本語節名］
テーブルにアクセスしている COBOL ソースファイルの日本語節名を表示します。
［解析オプション設定］画面の［日本語節名抽出オプション］タブで［日本語名を抽
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出する］にチェックすると，抽出条件に従って，COBOL ソースファイルの内容を
そのまま表示します。
［日本語節名抽出オプション］タブについては，「2.2.3(3)
［日本語節名抽出オプション］タブ」を参照してください。

（11）使用登録集原文一覧
使用登録集原文一覧では，システム内で使用されている登録集原文の一覧を出力します。
使用登録集原文一覧は，［生成オプション設定］画面で設定した生成先フォルダに出力さ
れます。
図 2-92

使用登録集原文一覧

［#］
項番を表示します。
［登録集原文名］
COPY 文で指定された登録集原文の名称を表示します。
［直接使用プログラム数］
登録集原文を直接使用しているプログラム数を表示します。
［使用プログラム数］
直接または間接を区別しないで登録集原文を使用しているプログラム数を表示しま
す。

（12）登録集原文使用プログラム一覧
登録集原文使用プログラム一覧では，システム内で登録集原文を使用しているプログラ
ムの一覧を出力します。登録集原文使用プログラム一覧は，［生成オプション設定］画面
で設定した生成先フォルダ ¥COPY¥ 登録集原文名に出力されます。
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登録集原文使用プログラム一覧

［#］
項番を表示します。
［プログラム名］
登録集原文を使用している COBOL ソースファイルの見出し部の PROGRAM-ID を
表示します。
プログラム名に記号（#,¥,@）を含む場合，次の条件で変換して表示します。
• 先頭の「#」
「¥」
「@」は，それぞれ「J」「A」
「B」に変換します。
• 2 文字目以降の「#」
「¥」「@」は，それぞれ「0」
「1」
「2」に変換します。
（例）
「¥ABC¥XYZ¥」は「AABC1XYZ1」に変換されます。
［使用行番号］
COPY 文が記載されている行の番号を表示します。
［使用する節］
COPY 文が記載されているデータ部の各節の見出しから，SECTION を除いた名称
を表示します。
［直接使用］
直接使用されている場合，「○」を表示します。

2.4.2 プログラム固有（CSV）
プログラム固有の項目について説明します。
プログラム固有の項目は，
［生成オプション設定］画面の［プログラム固有］タブで設定
した解析内容が表示されます。プログラム固有の概要を次の表に示します。
表 2-13
項番
1

プログラム固有の概要（CSV）
解析内容
呼出先プログラム一覧

ファイル名
modcall.csv

詳細
基準になるプログラムから呼び
出しているプログラムの一覧を
出力します。
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項番
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解析内容

ファイル名

詳細

2

呼出元プログラム一覧

modcalled.csv

基準になるプログラムを呼び出
しているプログラムの一覧を出
力します。

3

セクション一覧

seclist.csv

手続き部（PROCEDURE
DIVISION）にあるすべてのセ
クション（節）の一覧を出力し
ます。

4

呼出先セクション一覧

seccall.csv

基準になるセクション（節）か
ら呼び出しているセクション
（節）の一覧を出力します。

5

呼出元セクション一覧

seccalled.csv

基準になるセクション（節）を
呼び出しているセクション（節）
の一覧を出力します。

6

連絡節データ定義一覧

linkdatalist.csv

連絡節（LINKAGE SECTION）
で宣言されているデータ項目の
一覧を出力します。

7

作業場所節データ定義一
覧

workdatalist.csv

作業場所節
（WORKING-STORAGE
SECTION）で宣言されている
データ項目の一覧を出力します。

8

未使用データ定義一覧

unuseddatadeflist.csv

宣言されているが手続き部
（PROCEDURE DIVISION）で
使用されていないデータ項目の
一覧を出力します。

9

参照登録集原文一覧

refcopylist.csv

プログラム内で参照している登
録集原文の一覧を出力します。

10

登録集原文内データ定義
一覧

copydatalist.csv

登録集原文で宣言されている
データ項目の一覧を出力します。

11

ファイル一覧

file.csv

ファイル管理記述項に記述され
ているすべてのファイルの一覧
を出力します。

12

ファイルアクセス一覧

fileacc.csv

プログラムがファイルにアクセ
スするときの情報の一覧を出力
します。

13

ファイル内データ定義一
覧

filedata.csv

ファイル節（FILE SECTION）
で宣言されているデータ項目の
一覧を出力します。

14

プログラムテーブル一覧

modtablelist.csv

プログラム内でアクセスしてい
るすべてのテーブルの一覧を出
力します。

15

プログラムテーブルアク
セス一覧

modtableaccesslist.cs
v

テーブルにアクセスするときの
情報の一覧を出力します。

16

プログラム階層図

modhier.csv

プログラムの階層図を出力しま
す。
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（1） 呼出先プログラム一覧
呼出先プログラム一覧では，基準になるプログラムから呼び出しているプログラムの一
覧を出力します。呼出先プログラム一覧は，
［生成オプション設定］画面で設定した生成
先フォルダ ¥ プログラム名 ¥modcall.csv に出力されます。
図 2-94

呼出先プログラム一覧

［#］
項番を表示します。
［呼出先プログラム名］
CALL 文で指定されて呼び出されているプログラムの名称を表示します。CALL 文
が一意名呼び出しの場合，「
（一意名）」と表示します。
［呼出元節名］
CALL 文に属する節の名称を表示します。節名がない場合，
「DUMMY_SEC_1」ま
たは「DUMMY_SEC_2」という節名を表示します。節名がない場合とは，次の 2
とおりがあります。
• 手続き部の先頭に節の見出しがない
• 手続き部の先頭に宣言部分を記述して，宣言部分の先頭に節の見出しがない
［呼出行番号］
CALL 文が記載されている行の番号を表示します。
［呼出先日本語プログラム名］
CALL 文で指定されて呼び出されているプログラムの日本語の名称を表示します。
［解析オプション設定］画面の［日本語プログラム名抽出オプション］タブで［日本
語名を抽出する］にチェックすると，抽出条件に従って，COBOL ソースファイル
の内容をそのまま表示します。［日本語プログラム名抽出オプション］タブについて
は，「2.2.3(2) ［日本語プログラム名抽出オプション］タブ」を参照してください。
［呼出元日本語節名］
CALL 文に属する節の日本語の名称を表示します。

（2） 呼出元プログラム一覧
呼出元プログラム一覧では，基準になるプログラムを呼び出しているプログラムの一覧
を出力します。呼出元プログラム一覧は，
［生成オプション設定］画面で設定した生成先
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フォルダ ¥ プログラム名 ¥modcalled.csv に出力されます。
図 2-95

呼出元プログラム一覧

［#］
項番を表示します。
［呼出元プログラム名］
基準になるプログラムを呼び出しているプログラムの名称を表示します。
［呼出元節名］
基準になるプログラムを呼び出している CALL 文が属する節の名称を表示します。
節名がない場合，
「DUMMY_SEC_1」または「DUMMY_SEC_2」という節名を表
示します。節名がない場合とは，次の 2 とおりがあります。
• 手続き部の先頭に節の見出しがない
• 手続き部の先頭に宣言部分を記述して，宣言部分の先頭に節の見出しがない
［呼出行番号］
呼出元プログラムの COBOL ソースファイルで，基準になるプログラムを呼び出し
ている CALL 文の行の番号を表示します。
［呼出元日本語プログラム名］
基準になるプログラムを呼び出しているプログラムの日本語の名称を表示します。
［解析オプション設定］画面の［日本語プログラム名抽出オプション］タブで［日本
語名を抽出する］にチェックすると，抽出条件に従って，COBOL ソースファイル
の内容をそのまま表示します。
［日本語プログラム名抽出オプション］タブについて
は，
「2.2.3(2) ［日本語プログラム名抽出オプション］タブ」を参照してください。
［呼出元日本語節名］
基準になるプログラムを呼び出している CALL 文が属する節の日本語の名称を表示
します。

（3） セクション一覧
セクション一覧では，手続き部（PROCEDURE DIVISION）にあるすべてのセクション
（節）の一覧を出力します。セクション一覧は，
［生成オプション設定］画面で設定した
生成先フォルダ ¥ プログラム名 ¥seclist.csv に出力されます。

130

2.

図 2-96

COBOL 影響分析

セクション一覧

［#］
項番を表示します。
［節名］
COBOL ソースファイルの節の見出しを表示します。手続き部の先頭が節の見出し
で始まっていない場合，「DUMMY_SEC_1」という節名を表示します。
［日本語節名］
［解析オプション設定］画面の［日本語節名抽出オプション］タブで［日本語名を抽
出する］にチェックすると，抽出条件に従って，COBOL ソースファイルの内容を
そのまま表示します。［日本語節名抽出オプション］タブについては，
「2.2.3(3)
［日本語節名抽出オプション］タブ」を参照してください。
［開始行番号］
節が開始する COBOL ソースファイルの行の番号を表示します。
［宣言］
COBOL ソースファイルの手続き部の宣言部分に，節があるときは「○」を表示し
ます。

（4） 呼出先セクション一覧
呼出先セクション一覧では，基準になるセクション（節）から呼び出しているセクショ
ン（節）の一覧を出力します。呼出先セクション一覧は，
［生成オプション設定］画面で
設定した生成先フォルダ ¥ プログラム名 ¥ 節名 ¥seccall.csv に出力されます。
図 2-97

呼出先セクション一覧
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［#］
項番を表示します。
［呼出先節名］
基準となる節内で PERFORM 文の対象になる節の名称を表示します。
［呼出先日本語節名］
基準となる節内で PERFORM 文の対象になる節の日本語の名称を表示します。
［呼出行番号］
基準となる節内で PERFORM 文が記載された行の番号を表示します。

（5） 呼出元セクション一覧
呼出元セクション一覧では，基準になるセクション（節）を呼び出しているセクション
（節）の一覧を出力します。呼出元セクション一覧は，
［生成オプション設定］画面で設
定した生成先フォルダ ¥ プログラム名 ¥ 節名 ¥seccalled.csv に出力されます。
図 2-98

呼出元セクション一覧

［#］
項番を表示します。
［呼出元節名］
基準となる節を PERFORM 文で呼び出している節の名称を表示します。
［呼出元日本語節名］
基準となる節を PERFORM 文で呼び出している節の日本語の名称を表示します。
［呼出行番号］
基準となる節を呼び出している PERFORM 文の行の番号を表示します。
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（6） 連絡節データ定義一覧
連絡節データ定義一覧では，連絡節（LINKAGE SECTION）で宣言されているデータ
項目の一覧を出力します。連絡節データ定義一覧は，
［生成オプション設定］画面で設定
した生成先フォルダ ¥ プログラム名 ¥linkdatalist.csv に出力されます。
図 2-99

連絡節データ定義一覧

［#］
項番を表示します。
［レベル番号］
COBOL ソースファイルのデータ記述項のレベル番号を表示します。
［データ名］
COBOL ソースファイルのデータ記述項のデータ名を表示します。COPY 文で展開
されるデータ名も表示します。PREFIXING または SUFFIXING の指定で接頭辞ま
たは接尾辞があるデータも表示します。
データ名が省略された場合，FILLER 句が指定されたものとして「[FILLER]」と表
示します。
［編集文字列］
COBOL ソースファイルのデータ記述項の PICTURE 句の文字列を表示します。
［形式］
COBOL ソースファイルのデータ記述項の USAGE 句で指定した形式を表示します。
表示内容を次に示します。そのほかは，USAGE 句での指定をそのまま表示します。
• COMPUTATIONAL

：COMP

• COMPUTATIONAL-1：COMP-1
• COMPUTATIONAL-2：COMP-2
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• COMPUTATIONAL-3：COMP-3
• COMPUTATIONAL-4：COMP-4
• COMPUTATIONAL-5：COMP-5
• COMPUTATIONAL-X：COMP-X
［参照］
COBOL ソースファイルから参照されていると「○」を表示します。集団項目が
COBOL ソースファイルから参照されていると「△」を表示します。

（7） 作業場所節データ定義一覧
作業場所節データ定義一覧では，作業場所節（WORKING-STORAGE SECTION）で宣
言されているデータ項目の一覧を出力します。作業場所節データ定義一覧は，［生成オプ
ション設定］画面で設定した生成先フォルダ ¥ プログラム名 ¥workdatalist.csv に出力さ
れます。
図 2-100 作業場所節データ定義一覧

［#］
項番を表示します。
［レベル番号］
COBOL ソースファイルのデータ記述項のレベル番号を表示します。
［データ名］
COBOL ソースファイルのデータ記述項のデータ名を表示します。COPY 文で展開
されるデータ名も表示します。PREFIXING または SUFFIXING の指定で接頭辞ま
たは接尾辞があるデータも表示します。
データ名が省略された場合，FILLER 句が指定されたものとして「[FILLER]」と表
示します。
［編集文字列］
COBOL ソースファイルのデータ記述項の PICTURE 句の文字列を表示します。
［形式］
COBOL ソースファイルのデータ記述項の USAGE 句で指定した形式を表示します。
表示内容を次に示します。そのほかは，USAGE 句での指定をそのまま表示します。
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：COMP

• COMPUTATIONAL-1：COMP-1
• COMPUTATIONAL-2：COMP-2
• COMPUTATIONAL-3：COMP-3
• COMPUTATIONAL-4：COMP-4
• COMPUTATIONAL-5：COMP-5
• COMPUTATIONAL-X：COMP-X
［参照］
COBOL ソースファイルから参照されていると「○」を表示します。集団項目が
COBOL ソースファイルから参照されていると「△」を表示します。

（8） 未使用データ定義一覧
未使用データ定義一覧では，宣言されているが手続き部（PROCEDURE DIVISION）で
使用されていないデータ項目の一覧を出力します。未使用データ定義一覧は，
［生成オプ
ション設定］画面で設定した生成先フォルダ ¥ プログラム名 ¥unuseddatadeflist.csv に出
力されます。ただし，FILLER 項目は出力しません。
図 2-101 未使用データ定義一覧

［#］
項番を表示します。
［レベル番号］
COBOL ソースファイルのデータ記述項のレベル番号を表示します。
［データ名］
COBOL ソースファイルのデータ記述項のデータ名を表示します。COPY 文で展開
されるデータ名も表示します。PREFIXING または SUFFIXING の指定で接頭辞ま
たは接尾辞があるデータも表示します。
データ名が省略された場合，FILLER 句が指定されたものとして「[FILLER]」と表
示します。
［編集文字列］
COBOL ソースファイルのデータ記述項の PICTURE 句の文字列を表示します。
［形式］
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COBOL ソースファイルのデータ記述項の USAGE 句で指定した形式を表示します。
表示内容を次に示します。そのほかは，USAGE 句での指定をそのまま表示します。
• COMPUTATIONAL

：COMP

• COMPUTATIONAL-1：COMP-1
• COMPUTATIONAL-2：COMP-2
• COMPUTATIONAL-3：COMP-3
• COMPUTATIONAL-4：COMP-4
• COMPUTATIONAL-5：COMP-5
• COMPUTATIONAL-X：COMP-X
［節］
データ項目を宣言しているデータ部の節の名称を表示します。

（9） 参照登録集原文一覧
参照登録集原文一覧では，プログラム内で参照している登録集原文の一覧を出力します。
参照登録集原文一覧は，［生成オプション設定］画面で設定した生成先フォルダ ¥ プログ

ラム名 ¥refcopylist.csv に出力されます。
図 2-102 参照登録集原文一覧

［#］
項番を表示します。
［登録集原文名］
COPY 文で参照されている登録集原文の名称を表示します。登録集原文に COPY 文
が記述されている場合も表示します。
［節名］
COPY 文が記述されている節の名称を表示します。
［行番号］
COPY 文が記述されている行の番号を表示します。
［直接参照］
COBOL ソースファイルから直接参照されている登録集原文を「○」で表示します。
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（10）登録集原文内データ定義一覧
登録集原文内データ定義一覧では，登録集原文で宣言されているデータ項目の一覧を出
力します。登録集原文内データ定義一覧は，次の場所に出力されます。
•［生成オプション設定］画面で設定した生成先フォルダ ¥ プログラム名
¥COPY¥LINKAGE¥ 登録集原文名 _ 行番号 ¥copydatalist.csv
•［生成オプション設定］画面で設定した生成先フォルダ ¥ プログラム名
¥COPY¥FILE¥ 登録集原文名 _ 行番号 ¥copydatalist.csv
•［生成オプション設定］画面で設定した生成先フォルダ ¥ プログラム名
¥COPY¥WORKING-STORAGE¥ 登録集原文名 _ 行番号 ¥copydatalist.csv
図 2-103 登録集原文内データ定義一覧

［#］
項番を表示します。
［レベル番号］
COBOL ソースファイルのデータ記述項のレベル番号を表示します。
［データ名］
COBOL ソースファイルのデータ記述項のデータ名を表示します。PREFIXING ま
たは SUFFIXING の指定で接頭辞または接尾辞があるデータも表示します。
データ名が省略された場合，FILLER 句が指定されたものとして「[FILLER]」と表
示します。
［編集文字列］
COBOL ソースファイルのデータ記述項の PICTURE 句の文字列を表示します。
［形式］
COBOL ソースファイルのデータ記述項の USAGE 句で指定した形式を表示します。
表示内容を次に示します。そのほかは，USAGE 句での指定をそのまま表示します。
• COMPUTATIONAL

：COMP

• COMPUTATIONAL-1：COMP-1
• COMPUTATIONAL-2：COMP-2
• COMPUTATIONAL-3：COMP-3
• COMPUTATIONAL-4：COMP-4
• COMPUTATIONAL-5：COMP-5
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• COMPUTATIONAL-X：COMP-X
［参照］
登録集原文のデータ項目が COBOL ソースファイルから参照されていると「○」を
表示します。集団項目が COBOL ソースファイルから参照されていると「△」を表
示します。

（11）ファイル一覧
ファイル一覧では，ファイル管理記述項に記述されているすべてのファイルの一覧を出
力します。ファイル一覧は，［生成オプション設定］画面で設定した生成先フォルダ ¥ プ

ログラム名 ¥file.csv に出力されます。
図 2-104 ファイル一覧

［#］
項番を表示します。
［ファイル名］
ファイル管理記述項の SELECT 句に記述されたファイルの名称を表示します。
［タイプ］
ファイル名が定義されているファイル節（FILE SECTION）の記述項を表示しま
す。FD（ファイル記述項）または SD（整列併合用ファイル記述項）のどちらかを
表示します。
［INPUT］［OUTPUT］［I-O］［EXTEND］
ファイルをオープンしたときのモードに「○」を表示します。
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（12）ファイルアクセス一覧
ファイルアクセス一覧では，プログラムがファイルにアクセスするときの情報の一覧を
出力します。ファイル一覧は，
［生成オプション設定］画面で設定した生成先フォルダ ¥

プログラム名 ¥FILE¥ ファイル名 ¥fileacc.csv に出力されます。
図 2-105 ファイルアクセス一覧

［#］
項番を表示します。
［節名］
COBOL ソースファイルの節の見出しを表示します。手続き部の先頭が節の見出し
で始まっていない場合，「DUMMY_SEC_1」という節名を表示します。
［節内行番号］
ファイルにアクセスしている節内の行の番号を表示します。
［入出力文］
ファイルの入出力に関係する文を表示します。表示内容は次のとおりです。
• INPUT
• OUTPUT
• I-O
• EXTEND
• READ
• WRITE
• CLOSE
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（13）ファイル内データ定義一覧
ファイル内データ定義一覧では，ファイル節（FILE SECTION）で宣言されているデー
タ項目の一覧を出力します。ファイル内データ定義一覧は，［生成オプション設定］画面
で設定した生成先フォルダ¥ プログラム名 ¥FILE¥ ファイル名 ¥filedata.csvに出力されま
す。
図 2-106 ファイル内データ定義一覧

［#］
項番を表示します。
［レベル番号］
COBOL ソースファイルのデータ記述項のレベル番号を表示します。
［データ名］
COBOL ソースファイルのデータ記述項のデータ名を表示します。COPY 文で展開
されるデータ名も表示します。PREFIXING または SUFFIXING の指定で接頭辞ま
たは接尾辞があるデータも表示します。
データ名が省略された場合，FILLER 句が指定されたものとして「[FILLER]」と表
示します。
［編集文字列］
COBOL ソースファイルのデータ記述項の PICTURE 句の文字列を表示します。
［形式］
COBOL ソースファイルのデータ記述項の USAGE 句で指定した形式を表示します。
表示内容を次に示します。そのほかは，USAGE 句での指定をそのまま表示します。
• COMPUTATIONAL

：COMP

• COMPUTATIONAL-1：COMP-1
• COMPUTATIONAL-2：COMP-2
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• COMPUTATIONAL-3：COMP-3
• COMPUTATIONAL-4：COMP-4
• COMPUTATIONAL-5：COMP-5
• COMPUTATIONAL-X：COMP-X
［参照］
COBOL ソースファイルから参照されていると「○」を表示します。集団項目が
COBOL ソースファイルから参照されていると「△」を表示します。

（14）プログラムテーブル一覧
プログラムテーブル一覧では，プログラム内でアクセスしているすべてのテーブルの一
覧を出力します。プログラムテーブル一覧は，
［生成オプション設定］画面で設定した生
成先フォルダ ¥ プログラム名 ¥modtablelist.csv に出力されます。
図 2-107 プログラムテーブル一覧

［#］
項番を表示します。
［テーブル名］
埋め込み SQL 文に記述されているテーブルの名称を表示します。
［C］［R］
［U］［D］
テーブルを呼び出すときのモードに「○」を表示します。モードの意味を次に示し
ます。
• C：INSERT
• R：SELECT または FETCH
• U：UPDATE
• D：DELETE
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（15）プログラムテーブルアクセス一覧
プログラムテーブルアクセス一覧では，テーブルにアクセスするときの情報の一覧を出
力します。プログラムテーブルアクセス一覧は，［生成オプション設定］画面で設定した
生成先フォルダ¥ プログラム名 ¥TABLE¥ テーブル名 ¥modtableaccesslist.csvに出力され
ます。
図 2-108 プログラムテーブルアクセス一覧

［#］
項番を表示します。
［節名］
COBOL ソースファイルの節の見出しを表示します。手続き部の先頭が節の見出し
で始まっていない場合，
「DUMMY_SEC_1」という節名を表示します。
［節内行番号］
テーブルにアクセスしている節内の行の番号を表示します。
［カーソル名］
カーソルを使用したときのカーソル名を表示します。FETCH 文で使用されるカー
ソル名です。
［CRUD］
テーブルを呼び出すときのモードを表示します。表示される記号の意味を次に示し
ます。
• C：INSERT
• R：SELECT または FETCH
• U：UPDATE
• D：DELETE
副問い合わせの場合，
「アクセス種別＋ R（SELECT 文）」を表示します。
例えば，UPDATE 文に副問い合わせの SELECT が定義されている場合，
「UR」と
表示します。
［日本語節名］
［解析オプション設定］画面の［日本語節名抽出オプション］タブで［日本語名を抽
出する］にチェックすると，抽出条件に従って，COBOL ソースファイルの内容を
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そのまま表示します。［日本語節名抽出オプション］タブについては，
「2.2.3(3)
［日本語節名抽出オプション］タブ」を参照してください。

（16）プログラム階層図
プログラム階層図では，プログラムの階層図を出力します。出力するのは，
「プログラム
概要」で示すプログラムから呼び出しているプログラムです。プログラムからさらにプ
ログラムを呼び出している場合は，プログラムが階層表示されます。プログラム階層図
は，
［生成オプション設定］画面で設定した生成先フォルダ ¥ プログラム名 ¥modhier.csv
に出力されます。
図 2-109 プログラム階層図

［プログラム名］
COBOL ソースファイルの見出し部の PROGRAM-ID を表示します。
複数回呼び出されているものは，括弧内に呼び出し回数を表示します。再帰呼び出
しで，直接または間接的に呼び出している場合も，2 個目以降のプログラム名の最
後に括弧で囲んだ呼び出し回数を表示します。
プログラム名に記号（#,¥,@）を含む場合，次の条件で変換して表示します。
• 先頭の「#」
「¥」
「@」は，それぞれ「J」「A」
「B」に変換します。
• 2 文字目以降の「#」
「¥」「@」は，それぞれ「0」
「1」
「2」に変換します。
（例）
「¥ABC¥XYZ¥」は「AABC1XYZ1」に変換されます。
［呼出先プログラム名（n）
］
CALL 文で指定されているプログラムの名称を表示します。CALL 文が一意名呼び
出しの場合，「
（一意名）」と表示します。
n は 1 〜 10 の範囲です。
プログラム名または呼出先プログラム名のあとには，10 個の「，
」（コンマ）が出力され
ます。
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2.4.3

統計情報（CSV）

統計情報の項目について説明します。
統計情報の項目は，［生成オプション設定］画面の［統計情報］タブで設定した解析内容
が表示されます。統計情報の概要を次の表に示します。
表 2-14

統計情報の概要（CSV）

項番
1

解析内容

ファイル名

統計情報詳細

statdetails.csv

詳細
プログラムで使用されている総行数，実行
数，コメント行数など，統計情報を出力し
ます。

（1） 統計情報詳細
統計情報詳細では，プログラムで使用されている総行数，実行数，コメント行数など，
統計情報を出力します。統計情報詳細は，［生成オプション設定］画面で設定した生成先
フォルダ ¥STAT¥statdetails.csv に出力されます。
図 2-110

統計情報詳細

［#］
項番を表示します。
［プログラム名］
COBOL ソースファイルの見出し部の PROGRAM-ID を表示します。
プログラム名に記号（#,¥,@）を含む場合，次の条件で変換して表示します。
• 先頭の「#」「¥」
「@」は，それぞれ「J」「A」
「B」に変換します。
• 2 文字目以降の「#」
「¥」「@」は，それぞれ「0」「1」
「2」に変換します。
（例）
「¥ABC¥XYZ¥」は「AABC1XYZ1」に変換されます。
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［日本語プログラム名］
［解析オプション設定］画面の［日本語プログラム名抽出オプション］タブで［日本
語名を抽出する］にチェックすると，抽出条件に従って，COBOL ソースファイル
の内容をそのまま表示します。［日本語プログラム名抽出オプション］タブについて
は，「2.2.3(2) ［日本語プログラム名抽出オプション］タブ」を参照してください。
［総行数］
COBOL ソースファイルの総行数を表示します。
［実行数］
COBOL ソースファイルの総行数から，コメント行，空行，デバッグ行の行数を引
いた値を表示します。
［コメント行数］
COBOL ソースファイルの総コメント行数を表示します。コメント行，空白行，デ
バッグ行，および翻訳指示行（>>）は，コメント行としてカウントします。
• コメント行：7 カラムが「*」または「/」の行
• 空白行

：7 〜 72 カラムが空白文字の行

• デバッグ行：7 カラムが「D」の行
• 翻訳指示行：8 〜 72 カラムで「>>」で始まる行
［手続き部行数］
手続き部内の総行数を表示します。PROCEDURE の次の行からの行数です。
［手続き部実行数］
手続き部内の実行数を表示します。
［手続き部コメント行数］
手続き部内のコメント行数を表示します。
［節数］
COBOL ソースファイル内のセクション数を表示します。
［データ定義数］
定義されていて，使用されているデータの数を表示します。作業場所節データ数，
連絡節データ数，および未使用データ数の合計を表示します。
［呼出先プログラム数］
COBOL ソースファイルの呼出先プログラム数を表示します。
［呼出元プログラム数］
COBOL ソースファイルの呼出元プログラム数を表示します。
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操作例
この章では，COBOL 影響分析の操作例について説明します。

3.1 COBOL 資産を棚卸する
3.2 プログラムの処理の概要を調査する
3.3 入出力情報の影響を調査する
3.4 ADCAS2 規則に沿ったコメントを抽出する
3.5 メインフレームの固定長形式がある COBOL ソースファイルを解析する
3.6 エラーが検出された COBOL ソースファイルだけを解析する
3.7 解析結果を CSV 形式で出力する
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3.1 COBOL 資産を棚卸する
メインフレームや UNIX などで使用していた COBOL ソースファイルを棚卸する場合，
保守ドキュメントが整備されていないと，COBOL ソースファイルの内容を一つ一つ確
かめる必要があります。棚卸する COBOL ソースファイル群に不要な COBOL ソース
ファイルが混在していないか，必要なソースファイルが不足していないかを調査するに
は時間が掛かります。COBOL 影響分析を使用すると，COBOL ソースファイル群と関係
ない COBOL ソースファイルや不足している COBOL ソースファイルの一覧を保守ド
キュメントとして自動的に生成して調査できます。
図 3-1 COBOL 資産を棚卸する

操作の手順を次に示します。
1. COBOL 影響分析を起動する
2. COBOL ソースファイルを登録する
3. ［解析オプション設定］画面で登録集原文の格納されているフォルダを指定する
4. ［生成オプション設定］画面で生成先フォルダを指定する
5. COBOL 影響分析を実行する
6. HTML ファイルを確認する
生成先フォルダに格納されている「index.html」ファイルをダブルクリックします。
目次が表示されます。目次には，「未使用プログラム一覧」および「未登録プログラ
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ム一覧」へのリンクが表示されます。

COBOL ソースファイル群と関係ない COBOL ソースファイルを知りたいとき
「未使用プログラム一覧」をクリックします。
「未使用プログラム一覧」が表示さ
れます。未使用プログラムとは，引数を持つプログラムで，どのプログラムから
も呼び出されていないプログラムです。

COBOL ソースファイル群に不足している COBOL ソースファイルを知りたいとき
「未登録プログラム一覧」をクリックします。
「未登録プログラム一覧」が表示さ
れます。未登録プログラムとは，プログラムから呼び出されているが，COBOL
影響分析の解析対象として登録されていないプログラムです。
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3.2 プログラムの処理の概要を調査する
メインフレームや UNIX などで使用していた COBOL ソースファイルの処理の概要を調
査する場合，保守ドキュメントが整備されていないと，COBOL ソースファイルの内容
を一つ一つ確かめる必要があります。COBOL ソースファイルのプログラム名，日本語
プログラム名，作成者，実行数，作業場所節データ数などを調査するには時間が掛かり
ます。COBOL 影響分析を使用すると，プログラム名，日本語プログラム名，作成者，
実行数，作業場所節データ数などを保守ドキュメントとして出力できます。また，プロ
グラムの処理の概要を視覚的に理解できるように，プログラムの階層図を出力できます。
図 3-2 プログラムの処理の概要を調査する

操作の手順を次に示します。
1. COBOL 影響分析を起動する
2. COBOL ソースファイルを登録する
3. ［解析オプション設定］画面で登録集原文の格納されているフォルダを指定する
4. ［生成オプション設定］画面で生成先フォルダを指定する
5. COBOL 影響分析を実行する
6. HTML ファイルを確認する
生成先フォルダに格納されている「index.html」ファイルをダブルクリックします。
目次が表示されます。目次には，
「プログラム一覧」へのリンクが表示されます。
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「プログラム一覧」へのリンクをクリックすると，
［プログラム一覧］が表示されま
す。

［プログラム一覧］で，任意のプログラム名を選択すると，
［プログラム概要］が表示
されます。プログラム概要では，プログラム名，日本語プログラム名，作成者，実行
数，作業場所節データ数などが表示されるので，プログラムの処理の概要を調査でき
ます。
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［プログラム概要］で階層図へのリンクをクリックすると，プログラム階層図が表示
されて，視覚的にプログラムの構造を調査できます。
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3.3 入出力情報の影響を調査する
メインフレームや UNIX などで使用していた COBOL ソースファイルの入出力情報の影
響を調査する場合，保守ドキュメントが整備されていないと，COBOL ソースファイル
の内容を一つ一つ確かめる必要があります。データベースのテーブルを参照しているプ
ログラムは幾つあるか，登録集原文を使用しているプログラムの名称は何かなどを調査
するには時間が掛かります。COBOL 影響分析を使用すると，テーブルにアクセスして
いるプログラムの一覧，登録集原文を使用しているプログラムの一覧などを保守ドキュ
メントとして出力できます。
図 3-3 入出力情報の影響を調査する

操作の手順を次に示します。
1. COBOL 影響分析を起動する
2. COBOL ソースファイルを登録する
3. ［解析オプション設定］画面で登録集原文の格納されているフォルダを指定する
4. ［生成オプション設定］画面で生成先フォルダを指定する
5. COBOL 影響分析を実行する
6. HTML ファイルを確認する
生成先フォルダに格納されている「index.html」ファイルをダブルクリックします。
目次が表示されます。目次には，「テーブル一覧」および「使用登録集原文一覧」へ
のリンクが表示されます。
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テーブルにアクセスしているプログラムの一覧を知りたいとき
「テーブル一覧」をクリックして，
「テーブル一覧」を表示します。

「テーブル一覧」で，任意のテーブル名を選択すると，
「テーブル詳細」，
「テーブ
ルプログラム一覧」，および「テーブルアクセス一覧」が同時に表示されます。
テーブルアクセス一覧とは，テーブルにアクセスしているプログラムの一覧で
す。
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登録集原文を使用しているプログラムの一覧を知りたいとき
「使用登録集原文一覧」をクリックして，「使用登録集原文一覧」を表示します。

「使用登録集原文一覧」で，任意の登録集原文名を選択すると，「使用登録集原文
詳細」および「登録集原文使用プログラム一覧」が同時に表示されます。登録集
原文使用プログラム一覧とは，登録集原文を使用しているプログラムの一覧で
す。
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3.4 ADCAS2 規則に沿ったコメントを抽出す
る
メインフレームで使用していた COBOL ソースファイルは，ADCAS2 などの規則に沿っ
てコーディングされているものがあります。COBOL 影響分析では，条件を付けてコメ
ント文を抽出できます。なお，ここで説明する ADCAS2 のコメント規則とは，次のとお
りです。
表 3-1 ADCAS2 のコメント規則
機能コメント

種類

概要

T

タイトルコメント

プログラム名を記述します。

D

データ定義コメント

データセグメント名を記述します。また，データ
セグメントの範囲を記述します。

0

データの意味，および使い方を記述します。

1
2
3
P

プログラムコメント

プログラムの機能の概要を記述します。

G

処理部コメント

セクションの処理概要を記述します。また，処理
のまとまりを記述します。

制御コメント

プログラムおよびセクション間の制御の流れを記
述します。また，プログラム関連図での表示範囲
を記述します。

ユーザーコメント

ADCAS2 から，ユーザー独自の日本語変換ルー
チンへ渡す情報を記述します。

L
S0
S1
S2
S3
U

図 3-4 ADCAS2 のタイトルコメントを抽出する
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操作の手順を次に示します。
1. COBOL 影響分析を起動する
2. COBOL ソースファイルを登録する
3. ［解析オプション設定］画面で登録集原文の格納されているフォルダを指定する
4. ［解析オプション設定］画面で抽出条件に T を指定する
［解析オプション設定］画面の［日本語プログラム名抽出オプション］タブで，［日本
語名を抽出する］にチェックします。
［抽出位置］−［日本語名の抽出行の指定］−
［日本語名コメント］が活性化されるので，空欄に半角英字の「T」を入力します。

5. ［生成オプション設定］画面で生成先フォルダを指定する
6. COBOL 影響分析を実行する
7. HTML ファイルを確認する
生成先フォルダに格納されている「index.html」ファイルをダブルクリックします。
目次が表示されます。目次には，
「プログラム一覧」へのリンクが表示されます。
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「プログラム一覧」へのリンクをクリックすると，
［プログラム一覧］が表示されま
す。

［プログラム一覧］で表示されるプログラム一覧から任意のプログラム名を選択する
と，プログラム概要が表示されます。プログラム概要の日本語プログラム名に，T で
始まるコメント欄の内容が表示されます。ただし，HTML に T は表示されません。
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3.5 メインフレームの固定長形式がある
COBOL ソースファイルを解析する
メインフレームから Windows に転送した COBOL ソースファイルでは，シフトイン／シ
フトアウトが削除されるため，記述がずれてしまい，転送しただけでは解析できません。
メインフレームの固定長形式のシフトイン／シフトアウトを考慮して，COBOL ソース
ファイルを解析できるように手を加える必要があります。
COBOL 影響分析を使用すると，メインフレームから Windows に転送した COBOL ソー
スファイルをそのまま解析できます。COBOL ソースファイルに手を加える必要があり
ません。
図 3-5 メインフレームの固定長形式がある COBOL ソースファイルを解析する
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メインフレームの固定長形式がある COBOL ソースファイルを解析する手順を次に示し
ます。
1. COBOL 影響分析を起動する
2. COBOL ソースファイルを登録する
3. ［解析オプション設定］画面で登録集原文の格納されているフォルダを指定する
4. ［解析オプション設定］画面で［ホスト（VOS シリーズ）からの移行］オプションを
選択する
［解析オプション設定］画面の［その他のオプション］タブで，［ホスト（VOS シ
リーズ）からの移行］−［固定長レコード形式の日本語文字扱いをホスト仕様に合わ
せる］にチェックします。

5. ［生成オプション設定］画面で生成先フォルダを指定する
6. COBOL 影響分析を実行する
シフトイン／シフトアウト（0A42 ／ 0A41）のあるメインフレーム形式で解析される
ため，保守ドキュメントが出力されます。

！

注意事項
［ホスト（VOS シリーズ）からの移行］オプションを選択して解析エラーになった場合は，
COBOL エディタの［オプション］−［カスタマイズ］メニューから，カスタマイズダイア
ログボックスの［表示］タブにある［機能キャラクタの設定］で［グラフィック］オプショ
ンを選択して，COBOL ソースが 72 カラム以内に収まっているかを確認してください。72
カラム以内に収まっていないときは，72 カラム以内に収まるように COBOL ソースを変更
してください。
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3.6 エラーが検出された COBOL ソースファイ
ルだけを解析する
COBOL 影響分析を利用していると，解析結果がエラーになる場合があります。解析対
象の COBOL ソースファイルが多い場合，目視で解析結果を確かめることは大変な作業
になります。COBOL 影響分析では，フィルタ表示でエラーが検出された COBOL ソー
スファイルだけを表示および解析できます。
図 3-6 エラーが検出された COBOL ソースファイルだけを解析する

エラーが検出されたあとの操作の手順を次に示します。
1. 表示フィルタを設定する
［進捗／結果ステップ］画面で失敗を確認します。

［戻る］ボタンをクリックして，
［COBOL ソースファイル指定ステップ］画面を表示
します。

164

3. 操作例

［表示フィルタ］ボタンをクリックすると，表示フィルタ設定が表示されます。解析
状態および生成状態を，次のとおりに設定します。
• 解析状態：エラーだけチェックする
• 生成状態：未生成だけチェックする

［OK］ボタンをクリックして［表示フィルタ設定］を閉じます。
［COBOL ソース
ファイル指定ステップ］画面の COBOL ソースファイル一覧には，解析状態がエラー
の COBOL ソースファイルだけが表示されます。
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2. ログファイルを確認する
［COBOL ソースファイル指定ステップ］画面で，［ログ］ボタンをクリックして，ロ
グファイルの内容を表示します。

ログファイルでエラーの原因を確認します。この例では，見出し部が複数記述されて
いることがエラーの原因です。
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3. エラーが検出された COBOL ソースファイルを修正する
［COBOL ソースファイル指定ステップ］画面で，エラーが検出された COBOL ソー
スファイルを選択したあとで，
［ソース］ボタンをクリックします。

選択した COBOL ソースファイルの内容が表示されます。

この例では，見出し部が複数記述されていることが原因なので，不要な見出し部を削
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除します。上書き保存して，COBOL ソースファイルを閉じます。
エラーが検出されたすべての COBOL ソースファイルを修正してください。

！

注意事項
エラーが検出された COBOL ソースファイルを修正したあとに，COBOL ソースファイルを
再登録してから COBOL 影響分析を実行すると，
「生成状態」に「生成済 ( 古い )」と表示さ
れたり，メッセージ「KEDK2011E-W( 次に示すソースファイルは，すでに解析されている
情報と一致しない可能性があります。)」が出力されたりします。COBOL ソースファイルを
修正したら，再登録しないで，COBOL 影響分析を実行してください。

4. COBOL 影響分析を実行する
［COBOL ソースファイル指定ステップ］画面で［次へ］ボタンをクリックして，［実
行確認ステップ］画面を表示します。解析状態がエラーの COBOL ソースファイルだ
けを解析するか確認します。
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［実行確認ステップ］画面で［次へ］ボタンをクリックして，COBOL 影響分析を実
行します。
［進捗／結果ステップ］画面で，COBOL 影響分析の実行結果がすべて成
功するかを確認します。

生成先フォルダに格納されている「index.html」ファイルをダブルクリックして，保
守ドキュメントを確認します。
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3.7 解析結果を CSV 形式で出力する
COBOL 影響分析の解析結果をほかのソフトウェアなどで二次利用したい場合，CSV 形
式で出力することで利用が容易になります。
CSV 形式で出力する操作例について説明します。
図 3-7 解析結果を CSV 形式で出力する

操作の手順を次に示します。
1. COBOL 影響分析を起動する
2. COBOL ソースファイルを登録する
3. ［解析オプション設定］画面で登録集原文の格納されているフォルダを指定する
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4. ［生成オプション設定］画面で CSV を出力するフォルダを指定する
［COBOL ソースファイル指定ステップ］−［生成オプション設定］画面で，
［参照］
ボタンをクリックして生成先フォルダを指定します。なお，生成先フォルダには
HTML ファイルも出力されます。HTML ファイルを出力したくないときは，
［HTML］タブで生成するドキュメントの種類のチェックをすべて解除してください。
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5. ［生成オプション設定］画面で CSV 形式で出力する内容を指定する
［生成オプション設定］画面で［CSV］タブを指定します。CSV 形式で生成するド
キュメントの種類を選択できるようになるので，生成するドキュメントの種類を
チェックします。

生成先フォルダと生成するドキュメントの種類を指定したあとで，［OK］ボタンをク
リックして，［生成オプション設定］画面を閉じます。
6. COBOL 影響分析を実行する
7. CSV ファイルを確認する
生成先フォルダに格納されている CSV ファイルをメモ帳で表示します。

CSV ファイルは，保守ドキュメントの種類ごとに生成先フォルダ内に出力されます。
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保守ドキュメントの種類と生成先フォルダの構造の関係については，
「付録 C 保守
ドキュメントのフォルダ構成」を参照してください。
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4

エラー時の対処
この章では，COBOL 影響分析を利用したときに発生するエ
ラーへの対処方法について説明します。

4.1 事例から探す
4.2 メッセージから探す
4.3 そのほかの方法から探す
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4.1 事例から探す
COBOL 影響分析のトラブルの事例と対処を説明します。該当する事例がない場合，
「4.2
メッセージから探す」を参照してメッセージの内容と対処に従うか，「4.3

そのほか

の方法から探す」を参照してください。

4.1.1

COBOL 影響分析を実行できない

COBOL 影響分析を実行できない事例と対処を説明します。
次に示す事例について説明します。
• COBOL 影響分析の起動に失敗した
• COBOL 影響分析の画面でプロジェクト名が文字化けする
• COBOL プログラムを登録できない
• COBOL プログラムの登録に失敗した
• COBOL 影響分析の操作で予期しないエラーが発生する
• 解析結果がエラーになる

（1） COBOL 影響分析の起動に失敗した
COBOL ソース解析支援 01-01 未満から 01-01 以降のバージョンに上書きインストール
でバージョンアップした場合，エラーメッセージが出力されて，COBOL 影響分析を起
動できないことがあります（KEDK2025E-E）
。
組み込みデータベースを新しいバージョンの形式にアップグレードする必要があります。
組み込みデータベースをアップグレードする手順を次に示します。
1. DB ユティリティを起動する。
2. コマンド「eaupgrade」を実行する。
アップグレードコマンドについては，マニュアル「COBOL ソース解析支援 導入・運用
ガイド」を参照してください。

（2） COBOL 影響分析の画面でプロジェクト名が文字化けする
ODBC データソースの作成で，ODBC データソース名（DSN）に全角文字または半角記
号を使用していることが考えられます。
ODBC データソース名には，全角文字，半角記号および半角空白は使用しないでくださ
い。使用すると，COBOL 影響分析から組み込みデータベースに正しく接続できなかっ
たり，プロジェクト名が正しく表示されなかったりすることがあります。なお，半角記
号のうち，-（ハイフン），_（アンダスコア），<，> は使用できます。
ODBC データソースの作成については，マニュアル「COBOL ソース解析支援 導入・運
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用ガイド」を参照してください。

（3） COBOL プログラムを登録できない
COBOL 影響分析を管理者権限で起動すると，
［COBOL ソースファイル指定ステップ］
画面の［COBOL ソースファイル一覧］および［解析オプション設定］画面の［登録集
原文フォルダ］に，COBOL ソースファイルまたは登録集原文フォルダをドラッグ＆ド
ロップで登録できないときがあります。
［追加］ボタンをクリックし，COBOL ソース
ファイルまたは登録集原文フォルダを登録してください。

（4） COBOL プログラムの登録に失敗した
COBOL 影響分析で COBOL プログラムを登録しようとして，登録に失敗したことを示
すエラーダイアログが表示された場合は，ログファイルの内容を確認し，内容に応じて
次のように対処してください。ログファイルについては，
「4.2.1 メッセージの出力先」
を参照してください。
• 登録集原文を COBOL ソースファイルとして登録している
この場合は，解析対象の COBOL ソースファイルが登録集原文でないかを確認し，登
録集原文の場合は COBOL 影響分析の［解析オプション設定］画面の［登録集原文指
定］で登録してください。
［解析オプション設定］画面については，
「2.2.3 ［解析オプション設定］画面」を参
照してください。
• COBOL85 でコンパイルエラーがある
解析対象の COBOL ソースファイルが登録集原文でない場合は，COBOL85 でコンパ
イルエラーがある COBOL ソースファイルを解析対象にしていることが考えられま
す。コンパイルエラーがないことを確認してください。

（5） COBOL 影響分析の操作で予期しないエラーが発生する
次の可能性が考えられます。
•［生成オプション設定］画面で指定できる生成先フォルダのパス名の最大長（167 文
字）を超えるパス名を指定すると，保守ドキュメントの生成中に予期しないエラーが
発生することがあります。
•「KEDK1213E-E 予期しないエラーが発生しました」のエラーが発生した場合，
ODBC データソースの作成で，hirdb.ini のパスに誤りがあることが考えられます。
正しいパス名を指定してください。
ODBC データソースの作成については，マニュアル「COBOL ソース解析支援 導入・
運用ガイド」を参照してください。

（6） 解析結果がエラーになる
COBOL85 でコンパイルエラーがない COBOL ソースファイルを解析しているかどうか
を確認してください。
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COBOL ソースファイルの解析でエラーになった場合は，次のことが考えられます。
• 解析した COBOL ソースファイルが，COBOL2002 の機能の範囲でコーディングされ
ている
• COBOL 影響分析でサポートしていない COBOL85 の機能を使用してコーディングさ
れている
• 登録集原文を COBOL ソースファイルとして解析している
原因によって，エラーの結果が異なります。詳細は，「付録 A COBOL 影響分析の仕様
範囲」を参照してください。
なお，［ホスト（VOS シリーズ）からの移行］オプションを選択して解析エラーになっ
た場合は，COBOL エディタの［オプション］−［カスタマイズ］メニューから，カス
タマイズダイアログボックスの［表示］タブにある［機能キャラクタの設定］で［グラ
フィック］オプションを選択して，COBOL ソースが 72 カラム以内に収まっているかを
確認してください。72 カラム以内に収まっていないときは，72 カラム以内に収まるよう
に COBOL ソースを変更してください。

4.1.2

出力結果が意図したとおりではない

COBOL 影響分析を実行したが，出力した結果が意図したとおりではない事例と対処を
説明します。
次に示す事例について説明します。
• C ドライブ直下に保守ドキュメントが生成される
• 日本語プログラム名または日本語節名が出力されない
• 節名が正しく表示されない
• プログラム名の記号（#,¥,@）が表示されない
•「ページが表示されません」と表示されるページがある
• 解析／生成対象にしていない COBOL ソースファイルまで解析／生成される
• データ定義一覧の参照欄に「○」が表示されない
• 半角空白が正しく出力されない
• レイアウトが崩れる

（1） C ドライブ直下に保守ドキュメントが生成される
COBOL 影響分析の［生成オプション設定］画面の［生成先フォルダを指定してくださ
い］に生成先フォルダを指定していないと，Windows のインストール先ドライブ直下に
保守ドキュメントが作成されます。
いったん作成された保守ドキュメントを削除して，影響分析の［生成オプション設定］
画面で生成先フォルダを指定して再実行してください。
［生成オプション設定］画面については，
「2.2.4 ［生成オプション設定］画面」を参照し
てください。
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（2） 日本語プログラム名または日本語節名が出力されない
生成された保守ドキュメントに日本語プログラム名または日本語節名が出力されない原
因は次の 2 種類が考えられます。
1. 解析対象の COBOL ソースファイルに日本語で記述されたコメントがない。
COBOL 影響分析では，COBOL ソースファイルのコメント行を保守ドキュメントに
出力しています。日本語で記述されたコメントがないと，日本語のプログラム名およ
び日本語の節名は保守ドキュメントに出力されません。
2. 解析オプションの設定が不正である。
［解析オプション設定］画面の［日本語プログラム名抽出オプション］タブと［日本
語節名抽出オプション］タブに正しい値を設定しないと，生成された保守ドキュメン
トに日本語プログラム名および日本語節名が出力されません。
解析オプションの設定が正しいかどうか確認してください。
［解析オプション設定］画面については，「2.2.3 ［解析オプション設定］画面」を参
照してください。
［解析オプション設定］画面で入力する値の制限事項については，「付録 A COBOL
影響分析の仕様範囲」を参照してください。

（3） 節名が正しく表示されない
解析した COBOL ソースファイルの節の見出しに，COBOL 影響分析で使用する節名を
使用していることが考えられます。
節名の制限事項については，
「付録 A COBOL 影響分析の仕様範囲」を参照してくださ
い。

（4） プログラム名の記号（#,¥,@）が表示されない
COBOL 影響分析では，PROGRAM-ID および CALL 文の定数で指定するプログラム名
の記号（#,¥,@）を次に示す条件で変換して，保守ドキュメントに出力します。
• 先頭の「#」
「¥」
「@」は，それぞれ「J」「A」
「B」に変換します。
• 2 文字目以降の「#」「¥」「@」は，それぞれ「0」
「1」
「2」に変換します。
（例）
「¥ABC¥XYZ¥」は「AABC1XYZ1」に変換されます。

（5）「ページが表示されません」と表示されるページがある
生成された保守ドキュメントに「ページが表示されません」と表示される原因は次の 2
種類が考えられます。
1. ［生成オプション設定］画面を指定していない保守ドキュメントへのリンクには，
「ページが表示されません」と表示されます。
リンクが必要な保守ドキュメントには，
［生成オプション設定］画面でチェックを入
れてください。
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［生成オプション設定］画面については，
「2.2.4 ［生成オプション設定］画面」を参
照してください。
2. 生成がエラー（警告は含まない）になっている保守ドキュメントへのリンクには，
「ページが表示されません」と表示されます。
COBOL 影響分析のログファイルを参照してください。COBOL 影響分析のログファ
イルについては，「4.2

メッセージから探す」を参照してください。

（6） 解析／生成対象にしていない COBOL ソースファイルまで解析／生成さ
れる
［生成オプション設定］画面で生成先フォルダとして指定したフォルダに，以前に保守ド
キュメントを生成していたことが考えられます。生成先フォルダ内にデータが存在する
場合，［実行確認ステップ］画面に警告として「ドキュメントがすでに存在する場合は上
書きされます」と表示されますが，警告を無視して実行しても前回の解析結果は残った
ままとなります。そのため，前回の解析結果と今回の解析結果の両方がフォルダ内に格
納され，このような現象になります。
生成先フォルダに誤りがないかどうかを確認してください。また，前回の保守ドキュメ
ントを格納した生成先フォルダは削除または退避してください。
生成先フォルダについては，「2.2.4 ［生成オプション設定］画面」を参照してください。

（7） データ定義一覧の参照欄に「○」が表示されない
CALL USING の ADDRESS OF ／ LENGTH OF に指定したデータ名は，データ定義一
覧の参照欄に「○」が表示されないで，未使用データ定義一覧に表示されます。未使用
データ定義一覧を参照してください。

（8） 半角空白が正しく出力されない
COBOL プログラム上の複数の半角空白は，一つの半角空白として保守ドキュメントに
出力されます。複数の半角空白が一つの半角空白として出力される値を次に示します。
• 日本語プログラム名
• 日本語節名
• 作成者
• 作成日付
• 翻訳日付

（9） レイアウトが崩れる
Web ブラウザの文字のサイズを［大］または［最大］にすると，保守ドキュメントのタ
イトルの幅より広く表示され，レイアウトが崩れることがあります。Web ブラウザの文
字のサイズを［中］に設定してください。
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4.1.3 ログが蓄積されない
COBOL 影響分析のログは，次に示すファイルに格納されます。

Windows の環境変数 TEMP で定義されているフォルダ ¥COBOL 影響分析 _Err.txt
COBOL 影響分析 _Err.txt は，COBOL 影響分析を再起動するとクリアされます。前回
の起動時のログは蓄積されません。
エラーログを保存する場合は，COBOL 影響分析を再起動する前に COBOL 影響分析
_Err.txt を退避しておいてください。
COBOL 影響分析 _Err.txt については，「4.2.1

メッセージの出力先」を参照してくださ

い。
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4.2 メッセージから探す
COBOL 影響分析を実行したときに出力されるメッセージの出力先，出力形式，および
メッセージの一覧について説明します。

4.2.1

メッセージの出力先

メッセージの出力先ファイル，およびファイル内容の確認方法について説明します。

（1） 出力先ファイル
メッセージは，COBOL 影響分析のログファイルに出力されます。ログファイルの出力
先およびログファイル名を次に示します。
ログファイルの出力先
Windowsの環境変数TEMPで定義されているフォルダ
ログファイル名
COBOL影響分析_Err.txt
ログファイルは，COBOL 影響分析を起動すると上書きされます。ログファイルを保持
したい場合，COBOL 影響分析を起動する前に，ログファイルを任意の場所へコピーす
るか，リネームしてください。

（2） ファイル内容の確認方法
ログファイルを確認してください。ログファイルは画面上の［ログ］ボタンをクリック
すると表示されます。
図 4-1 ［ログ］ボタンの位置

［ログ］ボタンをクリックすると，
「.txt」の拡張子に関連づけられているソフトウェア
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で，ログファイルが表示されます。共有ロックできるソフトウェアと関連づけていると，
ログファイルを表示するときに排他エラーが表示されます。共有ロックしないように設
定する，または共有ロックしないソフトウェアと関連づけることを推奨します。

4.2.2 メッセージの出力形式
COBOL 影響分析を実行したときに出力されるメッセージの出力形式について説明しま
す。
メッセージは CSV 形式で出力されます。
形式
［yyyy/mm/dd hh:mm:ss］,［AA］,［BBBB］,KEDKnnnnE-i
XX....XX,CCCC,DDDD,EEEE,FFFF
GGGG
形式の説明
•［yyyy/mm/dd hh:mm:ss］
：年月日時分秒の形式で，エラーの発生した時刻を示し
ます。
•［AA］
：エラーの重要度を示します。エラーの重要度には，次の 3 種類がありま
す。
「情報」：解析の開始時間，終了時間などの情報を示します。
「警告」：解析は成功しましたが，一部の情報を取得できていないことを示します。
「エラー」：解析に失敗して，プログラムの情報はリポジトリに格納されていない
ことを示します。
•［BBBB］
：エラーの種別を示します。エラーには次の 5 種類があります。
「システム」：システム制御上のエラーです。
「プログラム追加」：プログラム名を取得するときのエラーです。
「パース」：COBOL ソースファイルを読み込むとき，または COPY 文による登録
集原文を展開するときのエラーです。
「解析」：COBOL ソースファイルの構文を解析するとき，またはリポジトリに登
録するときのエラーです。
「生成」：リポジトリのデータから，保守ドキュメントを生成するときのエラーで
す。
• KEDKnnnnE-i：メッセージ ID を示します。「i」はメッセージの重要度を示しま
す。メッセージの重要度には次の 4 種類あります。
「E」：エラーメッセージです。機能が働かない障害が発生したことを示します。
「W」
：警告メッセージです。リソースの使用状況などについての警告，またはコ
マンドの指定誤りに対して値を仮定して処理を続行することを示します。
「I」
：インフォメーションメッセージです。「E」および「W」に該当しない単純な
動作状況を示します。
「Q」
：応答待ちメッセージです。出力したメッセージに対するユーザーの応答を
待っていることを示します。
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• XX....XX：メッセージテキストを示します。
• CCCC：エラーが発生したプログラム名を示します。ただし，プログラム名を特
定しないメッセージには，プログラム名は出力されません。
• DDDD：エラー番号を示します。ただし，エラー番号を設定しないメッセージに
は，エラー番号は出力されません。
• EEEE：エラー詳細を示します。ただし，エラー番号を設定しないメッセージに
は，エラー詳細は出力されません。
• FFFF：製造元情報を示します。
• GGGG：エラーが発生したファイル名，行番号，および対象行の内容を示します。
メッセージの出力例
[YYYY/MM/DD hh:mm:ss],[警告],[パース],KEDK3011E-W 手続き部にCOPY文があります。
解析・生成結果が不正となることがあります。プログラム名=B01010-02
D:¥COBOLソースファイル¥B01010-02.CBL", line 19: 005000
COPY
B01010-02-CPY01.

4.2.3

エラー番号とエラー詳細

メッセージテキストの後ろに出力されるエラー番号とエラー詳細について説明します。

（1） エラー番号
エラー番号とエラー内容の対応を次の表に示します。
表 4-1 エラー番号とエラー内容の対応
エラー番号

エラーの内容

2

該当するファイルまたはフォルダがありません。

5

メモリが不足しています。

6

アクセスできません。

7

ファイルがあります。

11

オープンしているファイルが多過ぎます。

12

デバイスに領域が不足しています。

15

デッドロックしました。

（2） エラー詳細
エラー詳細について次の表に示します。
表 4-2 エラー詳細のメッセージ
番号
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3

Return に対応する GoSub がありません。

5

プロシージャの呼び出し、または引数が不正です。

4.
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メッセージ

6

オーバーフローしました。

7

メモリが足りません。

9

インデックスが有効範囲にありません。

10

この配列は固定されているか、または一時的にロックされています。

11

0 で除算しました。

13

型が一致しません。

14

文字列領域が不足しています。

16

式が複雑すぎます。

17

要求された操作は実行できません。

18

ユーザーによる割り込みが発生しました。

20

エラーが発生していないときに Resume を実行することはできません。

28

スタック領域が不足しています。

35

Sub、Function、または Property が定義されていません。

47

DLL のクライアントアプリケーションが多すぎます。

48

DLL 読み込み時のエラーです。

49

DLL が正しく呼び出せません。

51

内部エラーです。

52

ファイル名または番号が不正です。

53

ファイルが見つかりません。

54

ファイルモードが不正です。

55

ファイルは既に開かれています。

57

デバイス I/O エラーです。

58

既に同名のファイルが存在しています。

59

レコード長が一致しません。

61

ディスクの空き容量が不足しています。

62

ファイルにこれ以上データがありません。

63

レコード番号が不正です。

67

ファイルが多すぎます。

68

デバイスが準備されていません。

70

書き込みできません。

71

ディスクが準備されていません。

74

ディスク名は変更できません。

75

パス名が無効です。

76

パスが見つかりません。
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番号

186

メッセージ

91

オブジェクト変数または With ブロック変数が設定されていません。

92

For ループが初期化されていません。

93

パターン文字列が不正です。

94

Null の使い方が不正です。

97

オブジェクトが定義クラスのインスタンスではない場合、このオブジェクト
に関するフレンド関数は呼び出せません。

98

プロパティまたはメソッドの呼び出しの場合には、引数または戻り値として
プライベートオブジェクトへの参照を含めることはできません。

298

システム DLL をロードできません。

320

キャラクタデバイスは使えません。

321

不正なファイル形式です。

322

必要なテンポラリファイルを作成できません。

325

リソースファイルの形式が不正です。

327

データ値が見つかりません。

328

不正なパラメータです。配列に書き込めません。

335

システムレジストリにアクセスできません。

336

コンポーネントが正しく登録されていません。

337

コンポーネントが見つかりません。

338

コンポーネントが正常に実行されませんでした。

360

このオブジェクトは既にロードされています。

361

このオブジェクトは、ロードまたはアンロードすることはできません。

363

指定されたコントロールが見つかりません。

364

既にアンロードされています。

365

現在アンロードできません。

368

ファイルは古い形式で作成されています。このプログラムには新しい形式の
ファイルが必要です。

371

指定されたオブジェクトは、Show メソッドのオーナーフォームとして使用
できません。

380

プロパティの値が不正です。

381

プロパティ配列のインデックスが不正です。

382

プロパティは、実行時には設定できません。

383

プロパティは値の取得のみ可能です。

385

このプロパティには配列のインデックスが必要です。

387

プロパティは値を設定できません。

393

プロパティは実行時に値の取得はできません。

394

プロパティは設定のみ可能です。
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メッセージ

400

既にフォームは表示されています。モーダルにできません。

402

一番手前 ( 前面 ) のモーダルフォームを先に閉じてください。

419

オブジェクトを利用できません。

422

プロパティが見つかりません。

423

プロパティまたはメソッドが見つかりません。

424

オブジェクトが必要です。

425

オブジェクトの使い方が不正です

429

コンポーネントはオブジェクトを作成できません。

430

クラスはオートメーションをサポートしていません。

432

オートメーションの操作中にファイル名またはクラス名を見つけられません
でした。

438

オブジェクトは、このプロパティまたはメソッドをサポートしていません。

440

オートメーションエラーです。

442

リモートプロセス用のタイプライブラリまたはオブジェクトライブラリへの
参照は失われました。

443

オートメーションオブジェクトには既定値がありません。

445

オブジェクトはこの動作をサポートしていません。

446

オブジェクトは名前付き引数をサポートしていません。

447

オブジェクトは現在の国別情報の設定をサポートしていません。

448

名前付き引数が見つかりません。

449

引数は省略できません。または不正なプロパティを指定しています。

450

引数の数が一致していません。または不正なプロパティを指定しています。

451

このオブジェクトがコレクションではありません。

452

序数が不正です。

453

関数は指定されたには定義されていません。

454

コードリソースが見つかりません。

455

コードリソースのロックエラー

457

このキーは既にこのコレクションの要素に割り当てられています。

458

Visual Basic でサポートされていないオートメーションが変数で使用されて
います。

459

このコンポーネントでは、イベントはサポートされていません。

460

クリップボードのデータ形式が不正です。

461

メソッドまたはデータメンバが見つかりません。

462

リモートサーバーがないか、使用できる状態ではありません。

463

ローカルマシンにクラスが登録されていません。

480

AutoRedraw イメージを作成できません。
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番号

4.2.4

メッセージ

481

ピクチャが不正です。

482

プリンタエラーです。

483

プリンタドライバは指定されたプロパティをサポートしていません。

484

システムからプリンタ情報を受けるときに問題が発生しました。プリンタが
正しく設定されているかを確かめてください。

485

ピクチャの形式が不正です。

486

フォームのイメージをこのプリンターで印刷することはできません。

520

クリップボードを空にできません。

521

クリップボードを開けません。

735

テンポラリファイルに保存できません。

744

検索文字列が見つかりませんでした。

746

置換後の文字列が長すぎます。

31001

メモリが不足しています。

31004

オブジェクトがありません。

31018

クラスが設定されていません。

31027

オブジェクトをアクティブにできません。

31032

埋め込みオブジェクトが作成できません。

31036

ファイルへの書き込み中にエラーが発生しました。

31037

ファイルの読み込み中にエラーが発生しました。

メッセージの一覧

COBOL 影響分析を実行したときに出力されるメッセージと対処方法を示します。

（1） COBOL 影響分析のメッセージ（KEDK0000 〜 KEDK0999）と対処
表 4-3 COBOL 影響分析のメッセージ（KEDK0000 〜 KEDK0999）と対処
メッセージ ID
KEDK0001E-E

メッセージテキスト
COBOL 影響分析の起動に失敗しまし
た。エラー番号 =*** 1 ***

対処
メッセージ中のエラー番号を基に原因
を調査してください。

（2） COBOL 影響分析のメッセージ（KEDK1000 〜 KEDK1999）と対処
表 4-4 COBOL 影響分析のメッセージ（KEDK1000 〜 KEDK1999）と対処
メッセージ ID
KEDK1002E-E
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メッセージテキスト
呼出プログラムの解析中に予期しない
エラーが発生しました。

対処
メッセージ中のエラー詳細を基に原因
を調査してください。

4.

メッセージ ID

メッセージテキスト

エラー時の対処

対処

KEDK1014E-E

節のタイプが取得できませんでした。

当社保守員に連絡してください。

KEDK1015E-E

節の解析中に予期しないエラーが発生
しました。

メッセージ中のエラー詳細を基に原因
を調査してください。

KEDK1016E-W

節 (*** 1 ***) の日本語名が取得できま
せんでした。

メッセージ中のエラー詳細を基に原因
を調査してください。

KEDK1017E-E

パース後 XML ファイルの読み込みに失
敗しました。

メッセージ中のエラー詳細を基に原因
を調査してください。

KEDK1018E-E

SQL コマンド実行で予期しないエラー
が発生しました。(*** 1 ***)

メッセージ中のエラー詳細を基に原因
を調査してください。
「*** 1 ***」には，エラーが発生した
SQL 文が出力されます。

KEDK1019E-E

リポジトリからの削除でエラーが発生
しました。*** 1 ***

メッセージ中のエラー詳細を基に原因
を調査してください。
「*** 1 ***」には，リポジトリのテーブ
ル名が出力されます。

KEDK1020E-E

SQL コマンド実行で予期しないエラー
が発生しました。(*** 1 ***)

メッセージ中のエラー詳細を基に原因
を調査してください。
「*** 1 ***」には，エラーが発生した
SQL 文が出力されます。

KEDK1021E-E

SQL コマンド実行で予期しないエラー
が発生しました。(*** 1 ***)

メッセージ中のエラー詳細を基に原因
を調査してください。
「*** 1 ***」には，エラーが発生した
SQL 文が出力されます。

KEDK1022E-W

OF 修飾が不正です。( 開始行番号：***
1 ***)

正しい修飾名に変更してください。

KEDK1023E-W

OF 修飾が不正です。( 開始行番号：***
1 ***)

正しい修飾名に変更してください。

KEDK1024E-E

修飾パスの取得中に予期しないエラー
が発生しました。

正しい修飾名に変更してください。

KEDK1025E-E

節情報の取得中に予期しないエラーが
発生しました。

メッセージ中のエラー詳細を基に原因
を調査してください。

KEDK1026E-E

データ項目定義の解析中に予期しない
エラーが発生しました。( データ項目：
*** 1 ***)

メッセージ中のエラー詳細を基に原因
を調査してください。

KEDK1027E-E

CRUD の解析中に予期しないエラーが
発生しました。

メッセージ中のエラー詳細を基に原因
を調査してください。

KEDK1028E-E

データ項目定義の解析中に予期しない
エラーが発生しました。( データ項目：
*** 1 ***)

メッセージ中のエラー詳細を基に原因
を調査してください。

KEDK1030E-E

データ参照の解析中に予期しないエ
ラーが発生しました。

メッセージ中のエラー詳細を基に原因
を調査してください。

KEDK1032E-W

OF 修飾が不正です。( 節名：*** 1
***)( 開始行番号：*** 2 ***)

正しい修飾名に変更してください。
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KEDK1033E-W

節名：*** 1 *** 節内行番号：*** 2 ***
登録集原文内行番号：*** 3 *** 単語番
号：*** 4 *** 単語：*** 5 *** のデータ
定義を確定できませんでした。

同じ名前のデータ定義が複数あるとき
は，データ名を一意にしてください。

KEDK1037E-E

ファイル解析中に予期しないエラーが
発生しました。

メッセージ中のエラー詳細を基に原因
を調査してください。

KEDK1038E-E

ファイルアクセス解析中に予期しない
エラーが発生しました。

メッセージ中のエラー詳細を基に原因
を調査してください。

KEDK1039E-E

ファイルアクセス解析中に予期しない
エラーが発生しました。

メッセージ中のエラー詳細を基に原因
を調査してください。

KEDK1041E-W

WRITE 文の解析でファイル名が取得で
きませんでした。( 開始行番号：*** 1
***)

WRITE 文にレコード名を指定してくだ
さい。

KEDK1043E-E

CLOSE 文の解析で不正な文字を発見し
ました。( 開始行番号：*** 1 ***)

CLOSE 文の構文を見直してください。

KEDK1045E-W

日本語名の抽出準備で開始行番号に関
するエラーが発生しました。

当社保守員に連絡してください。

KEDK1046E-E

日本語名抽出オプションの処理中に予
期しないエラーが発生しました。
（ファ
イル名：*** 1 ***）

COBOL ソース解析支援を再インス
トールしてください。

KEDK1047E-E

日本語名抽出オプションの処理中に予
期しないエラーが発生しました。
（ファ
イル名：*** 1 ***）

COBOL ソース解析支援を再インス
トールしてください。

KEDK1048E-E

日本語名抽出オプションの処理中に予
期しないエラーが発生しました。

COBOL ソース解析支援を再インス
トールしてください。

KEDK1049E-E

日本語名抽出オプションの処理中に予
期しないエラーが発生しました。( プロ
パティ名：*** 1 *** 値：*** 2 ***)

COBOL ソース解析支援を再インス
トールしてください。

KEDK1050E-E

日本語名抽出オプションの処理中に予
期しないエラーが発生しました。

COBOL ソース解析支援を再インス
トールしてください。

KEDK1051E-E

プログラム概要の解析時にエラーが発
生しました。

メッセージ中のエラー詳細を基に原因
を調査してください。

KEDK1052E-W

日本語名が取得できませんでした。

メッセージ中のエラー詳細を基に原因
を調査してください。

KEDK1054E-E

呼び出し節の解析中に予期しないエ
ラーが発生しました。

メッセージ中のエラー詳細を基に原因
を調査してください。

KEDK1055E-E

ソース行の解析中に予期しないエラー
が発生しました。

メッセージ中のエラー詳細を基に原因
を調査してください。

KEDK1056E-E

リポジトリとの接続に失敗しました。

メッセージ中のエラー詳細を基に原因
を調査してください。

KEDK1057E-E

レコードセットの操作中に予期しない
エラーが発生しました。(*** 1 ***)

メッセージ中のエラー詳細を基に原因
を調査してください。
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KEDK1058E-E

コミット時に予期しないエラーが発生
しました。

メッセージ中のエラー詳細を基に原因
を調査してください。

KEDK1059E-E

ファイルへの保存に失敗しました。

メッセージ中のエラー詳細を基に原因
を調査してください。

KEDK1061E-E

XSLT ファイル (*** 1 ***) が存在しま
せん。

COBOL ソース解析支援を再インス
トールしてください。再インストール
しても，同じメッセージが出るときは，
当社保守員に連絡してください。

KEDK1062E-E

*** 1 *** への変換中に予期しないエ
ラーが発生しました。XSLT ファイル：
*** 2 ***

メッセージ中のエラー詳細を基に原因
を調査してください。

KEDK1063E-E

ファイル（*** 1 ***）の保存中に予期
しないエラーが発生しました。

メッセージ中のエラー詳細を基に原因
を調査してください。

KEDK1064E-E

XML の保存中に予期しないエラーが発
生しました。

メッセージ中のエラー詳細を基に原因
を調査してください。

KEDK1069E-E

統計情報の詳細データの生成中に予期
しないエラーが発生しました。

メッセージ中のエラー詳細を基に原因
を調査してください。

KEDK1070E-E

統計情報の詳細データの生成中に予期
しないエラーが発生しました。

メッセージ中のエラー詳細を基に原因
を調査してください。

KEDK1071E-E

*** 1 *** ドキュメントの生成中に予期
しないエラーが発生しました。

メッセージ中のエラー詳細を基に原因
を調査してください。

KEDK1072E-E

*** 1 *** ドキュメントの生成中に予期
しないエラーが発生しました。

メッセージ中のエラー詳細を基に原因
を調査してください。

KEDK1073E-E

*** 1 *** ドキュメントの生成中に予期
しないエラーが発生しました。

メッセージ中のエラー詳細を基に原因
を調査してください。

KEDK1074E-E

*** 1 *** ドキュメントの生成中に予期
しないエラーが発生しました。

メッセージ中のエラー詳細を基に原因
を調査してください。

KEDK1075E-E

*** 1 *** ドキュメントの生成中に予期
しないエラーが発生しました。

メッセージ中のエラー詳細を基に原因
を調査してください。

KEDK1076E-E

*** 1 *** ドキュメントの生成中に予期
しないエラーが発生しました。

メッセージ中のエラー詳細を基に原因
を調査してください。

KEDK1077E-E

*** 1 *** ドキュメントの生成中に予期
しないエラーが発生しました。

メッセージ中のエラー詳細を基に原因
を調査してください。

KEDK1078E-E

*** 1 *** ドキュメントの生成中に予期
しないエラーが発生しました。

メッセージ中のエラー詳細を基に原因
を調査してください。

KEDK1079E-E

*** 1 *** ドキュメントの生成中に予期
しないエラーが発生しました。

メッセージ中のエラー詳細を基に原因
を調査してください。

KEDK1080E-E

*** 1 *** ドキュメントの生成中に予期
しないエラーが発生しました。

メッセージ中のエラー詳細を基に原因
を調査してください。

KEDK1081E-E

*** 1 *** ドキュメントの生成中に予期
しないエラーが発生しました。

メッセージ中のエラー詳細を基に原因
を調査してください。
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KEDK1083E-E

*** 1 *** ドキュメントの生成中に予期
しないエラーが発生しました。

メッセージ中のエラー詳細を基に原因
を調査してください。

KEDK1084E-E

*** 1 *** ドキュメントの生成中に予期
しないエラーが発生しました。

メッセージ中のエラー詳細を基に原因
を調査してください。

KEDK1085E-E

*** 1 *** ドキュメントの生成中に予期
しないエラーが発生しました。

メッセージ中のエラー詳細を基に原因
を調査してください。

KEDK1086E-E

*** 1 *** ドキュメントの生成中に予期
しないエラーが発生しました。

メッセージ中のエラー詳細を基に原因
を調査してください。

KEDK1087E-E

*** 1 *** ドキュメントの生成中に予期
しないエラーが発生しました。

メッセージ中のエラー詳細を基に原因
を調査してください。

KEDK1088E-E

*** 1 *** ドキュメントの生成中に予期
しないエラーが発生しました。

メッセージ中のエラー詳細を基に原因
を調査してください。

KEDK1089E-E

*** 1 *** ドキュメントの生成中に予期
しないエラーが発生しました。

メッセージ中のエラー詳細を基に原因
を調査してください。

KEDK1090E-E

*** 1 *** ドキュメントの生成中に予期
しないエラーが発生しました。

メッセージ中のエラー詳細を基に原因
を調査してください。

KEDK1091E-E

*** 1 *** ドキュメントの生成中に予期
しないエラーが発生しました。

メッセージ中のエラー詳細を基に原因
を調査してください。

KEDK1094E-E

*** 1 *** ドキュメントの生成中に予期
しないエラーが発生しました。

メッセージ中のエラー詳細を基に原因
を調査してください。

KEDK1095E-E

*** 1 *** ドキュメントの生成中に予期
しないエラーが発生しました。

メッセージ中のエラー詳細を基に原因
を調査してください。

KEDK1096E-E

*** 1 *** ドキュメントの生成中に予期
しないエラーが発生しました。

メッセージ中のエラー詳細を基に原因
を調査してください。

KEDK1097E-E

*** 1 *** ドキュメントの生成中に予期
しないエラーが発生しました。

メッセージ中のエラー詳細を基に原因
を調査してください。

KEDK1098E-E

*** 1 *** ドキュメントの生成中に予期
しないエラーが発生しました。

メッセージ中のエラー詳細を基に原因
を調査してください。

KEDK1099E-E

*** 1 *** ドキュメントの生成中に予期
しないエラーが発生しました。

メッセージ中のエラー詳細を基に原因
を調査してください。

KEDK1100E-E

*** 1 *** ドキュメントの生成中に予期
しないエラーが発生しました。

メッセージ中のエラー詳細を基に原因
を調査してください。

KEDK1101E-E

*** 1 *** ドキュメントの生成中に予期
しないエラーが発生しました。

メッセージ中のエラー詳細を基に原因
を調査してください。

KEDK1102E-E

*** 1 *** ドキュメントの生成中に予期
しないエラーが発生しました。

メッセージ中のエラー詳細を基に原因
を調査してください。

KEDK1103E-E

*** 1 *** ドキュメントの生成中に予期
しないエラーが発生しました。

メッセージ中のエラー詳細を基に原因
を調査してください。

KEDK1104E-E

*** 1 *** ドキュメントの生成中に予期
しないエラーが発生しました。

メッセージ中のエラー詳細を基に原因
を調査してください。
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KEDK1105E-E

*** 1 *** ドキュメントの生成中に予期
しないエラーが発生しました。

メッセージ中のエラー詳細を基に原因
を調査してください。

KEDK1106E-E

*** 1 *** ドキュメントの生成中に予期
しないエラーが発生しました。

メッセージ中のエラー詳細を基に原因
を調査してください。

KEDK1107E-E

*** 1 *** ドキュメントの生成中に予期
しないエラーが発生しました。

メッセージ中のエラー詳細を基に原因
を調査してください。

KEDK1108E-E

*** 1 *** ドキュメントの生成中に予期
しないエラーが発生しました。

メッセージ中のエラー詳細を基に原因
を調査してください。

KEDK1109E-E

*** 1 *** ドキュメントの生成中に予期
しないエラーが発生しました。

メッセージ中のエラー詳細を基に原因
を調査してください。

KEDK1110E-E

*** 1 *** ドキュメントの生成中に予期
しないエラーが発生しました。

メッセージ中のエラー詳細を基に原因
を調査してください。

KEDK1111E-E

*** 1 *** ドキュメントの生成中に予期
しないエラーが発生しました。

メッセージ中のエラー詳細を基に原因
を調査してください。

KEDK1112E-E

*** 1 *** ドキュメントの生成中に予期
しないエラーが発生しました。

メッセージ中のエラー詳細を基に原因
を調査してください。

KEDK1113E-E

*** 1 *** ドキュメントの生成中に予期
しないエラーが発生しました。

メッセージ中のエラー詳細を基に原因
を調査してください。

KEDK1114E-E

*** 1 *** ドキュメントの生成中に予期
しないエラーが発生しました。

メッセージ中のエラー詳細を基に原因
を調査してください。

KEDK1115E-E

*** 1 *** ドキュメントの生成中に予期
しないエラーが発生しました。

メッセージ中のエラー詳細を基に原因
を調査してください。

KEDK1116E-E

*** 1 *** ドキュメントの生成中に予期
しないエラーが発生しました。

メッセージ中のエラー詳細を基に原因
を調査してください。

KEDK1117E-E

*** 1 *** ドキュメントの生成中に予期
しないエラーが発生しました。

メッセージ中のエラー詳細を基に原因
を調査してください。

KEDK1118E-E

*** 1 *** ドキュメントの生成中に予期
しないエラーが発生しました。

メッセージ中のエラー詳細を基に原因
を調査してください。

KEDK1119E-E

*** 1 *** ドキュメントの生成中に予期
しないエラーが発生しました。

メッセージ中のエラー詳細を基に原因
を調査してください。

KEDK1120E-E

*** 1 *** ドキュメントの生成中に予期
しないエラーが発生しました。

メッセージ中のエラー詳細を基に原因
を調査してください。

KEDK1122E-E

*** 1 *** ドキュメントの生成中に予期
しないエラーが発生しました。

メッセージ中のエラー詳細を基に原因
を調査してください。

KEDK1123E-E

*** 1 *** ドキュメントの生成中に予期
しないエラーが発生しました。

メッセージ中のエラー詳細を基に原因
を調査してください。

KEDK1124E-E

*** 1 *** ドキュメントの生成中に予期
しないエラーが発生しました。

メッセージ中のエラー詳細を基に原因
を調査してください。

KEDK1125E-E

*** 1 *** ドキュメントの生成中に予期
しないエラーが発生しました。

メッセージ中のエラー詳細を基に原因
を調査してください。
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KEDK1126E-E

*** 1 *** ドキュメントの生成中に予期
しないエラーが発生しました。

メッセージ中のエラー詳細を基に原因
を調査してください。

KEDK1127E-E

*** 1 *** ドキュメントの生成中に予期
しないエラーが発生しました。

メッセージ中のエラー詳細を基に原因
を調査してください。

KEDK1128E-E

*** 1 *** ドキュメントの生成中に予期
しないエラーが発生しました。

メッセージ中のエラー詳細を基に原因
を調査してください。

KEDK1129E-E

*** 1 *** ドキュメントの生成中に予期
しないエラーが発生しました。

メッセージ中のエラー詳細を基に原因
を調査してください。

KEDK1130E-E

*** 1 *** ドキュメントの生成中に予期
しないエラーが発生しました。

メッセージ中のエラー詳細を基に原因
を調査してください。

KEDK1131E-E

*** 1 *** ドキュメントの生成中に予期
しないエラーが発生しました。

メッセージ中のエラー詳細を基に原因
を調査してください。

KEDK1132E-E

*** 1 *** ドキュメントの生成中に予期
しないエラーが発生しました。

メッセージ中のエラー詳細を基に原因
を調査してください。

KEDK1133E-E

*** 1 *** からプログラム名が取得でき
ません。

PROGRAM-ID 段落を記述してくださ
い。

KEDK1134E-E

プログラム（*** 1 ***）追加中に予期
しないエラーが発生しました。

メッセージ中のエラー詳細を基に原因
を調査してください。

KEDK1135E-E

プログラムプロパティセット中に予期
しないエラーが発生しました。

メッセージ中のエラー詳細を基に原因
を調査してください。

KEDK1136E-E

状態フラグの取得中に予期しないエ
ラーが発生しました。

メッセージ中のエラー詳細を基に原因
を調査してください。

KEDK1137E-E

プログラム数の取得中に予期しないエ
ラーが発生しました。

メッセージ中のエラー詳細を基に原因
を調査してください。

KEDK1138E-E

ID = *** 1 *** のプログラムを削除でき
ません。

メッセージ中のエラー詳細を基に原因
を調査してください。

KEDK1139E-E

ID = *** 1 *** のプログラムを削除でき
ません。

メッセージ中のエラー詳細を基に原因
を調査してください。

KEDK1140E-E

プログラムの削除中に予期しないエ
ラーが発生しました。

メッセージ中のエラー詳細を基に原因
を調査してください。

KEDK1141E-E

プログラムの削除中に予期しないエ
ラーが発生しました。

メッセージ中のエラー詳細を基に原因
を調査してください。

KEDK1142E-E

プログラムの削除中に予期しないエ
ラーが発生しました。

メッセージ中のエラー詳細を基に原因
を調査してください。

KEDK1143E-E

プログラム名の取得中に予期しないエ
ラーが発生しました。

メッセージ中のエラー詳細を基に原因
を調査してください。

KEDK1144E-E

ファイル (*** 1 ***) が見つかりません。

当社保守員に連絡してください。

KEDK1145E-E

プログラム ID の抽出中に予期しないエ
ラーが発生しました。

メッセージ中のエラー詳細を基に原因
を調査してください。

KEDK1146E-E

最大一連番号の取得中に予期しないエ
ラーが発生しました。

メッセージ中のエラー詳細を基に原因
を調査してください。
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KEDK1147E-E

プログラム名のリネーム中に予期しな
いエラーが発生しました。

メッセージ中のエラー詳細を基に原因
を調査してください。

KEDK1153E-E

［単語を分解する］チェックボックスの
クリック時に予期しないエラーが発生
しました。

メッセージ中のエラー詳細を基に原因
を調査してください。

KEDK1154E-E

［日本語名を抽出する］チェックボック
スのクリック時に予期しないエラーが
発生しました。

メッセージ中のエラー詳細を基に原因
を調査してください。

KEDK1155E-E

［スペースで区切らない］チェックボッ
クスの設定時に予期しないエラーが発
生しました。

メッセージ中のエラー詳細を基に原因
を調査してください。

KEDK1156E-E

［閉じる］ボタンのクリック時に予期し
ないエラーが発生しました。

メッセージ中のエラー詳細を基に原因
を調査してください。

KEDK1157E-E

ファイルの削除時に予期しないエラー
が発生しました。

メッセージ中のエラー詳細を基に原因
を調査してください。

KEDK1158E-E

フォームのロード時に予期しないエ
ラーが発生しました。

メッセージ中のエラー詳細を基に原因
を調査してください。

KEDK1159E-E

登録集原文フォルダの指定時に予期し
ないエラーが発生しました。

メッセージ中のエラー詳細を基に原因
を調査してください。

KEDK1160E-E

登録集原文フォルダの指定時に予期し
ないエラーが発生しました。

メッセージ中のエラー詳細を基に原因
を調査してください。

KEDK1161E-E

［節名と日本語名の位置関係］指定時に
予期しないエラーが発生しました。

メッセージ中のエラー詳細を基に原因
を調査してください。

KEDK1162E-E

［カラム数］指定時に予期しないエラー
が発生しました。

メッセージ中のエラー詳細を基に原因
を調査してください。

KEDK1163E-E

［抽出位置］指定時に予期しないエラー
が発生しました。

メッセージ中のエラー詳細を基に原因
を調査してください。

KEDK1164E-E

タブ選択時に予期しないエラーが発生
しました。

メッセージ中のエラー詳細を基に原因
を調査してください。

KEDK1165E-E

［日本語名を抽出する］プロパティ設定
時に予期しないエラーが発生しました。

メッセージ中のエラー詳細を基に原因
を調査してください。

KEDK1166E-E

タブインデックスの設定時に予期しな
いエラーが発生しました。

メッセージ中のエラー詳細を基に原因
を調査してください。

KEDK1167E-E

［カラム数制限］指定時に予期しないエ
ラーが発生しました。

メッセージ中のエラー詳細を基に原因
を調査してください。

KEDK1168E-E

［抽出しない語 ( 前 )］指定時に予期し
ないエラーが発生しました。

メッセージ中のエラー詳細を基に原因
を調査してください。

KEDK1169E-E

［抽出しない語 ( 前 )］指定時に予期し
ないエラーが発生しました。

メッセージ中のエラー詳細を基に原因
を調査してください。

KEDK1170E-E

［日本語名コメント］指定時に予期しな
いエラーが発生しました。

メッセージ中のエラー詳細を基に原因
を調査してください。

KEDK1171E-E

［日本語名コメント］指定時に予期しな
いエラーが発生しました。

メッセージ中のエラー詳細を基に原因
を調査してください。
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KEDK1172E-E

［行数］指定時に予期しないエラーが発
生しました。

メッセージ中のエラー詳細を基に原因
を調査してください。

KEDK1173E-E

［行数」指定時に予期しないエラーが発
生しました。

メッセージ中のエラー詳細を基に原因
を調査してください。

KEDK1174E-E

［抽出しない語 ( 後 )］指定時に予期し
ないエラーが発生しました。

メッセージ中のエラー詳細を基に原因
を調査してください。

KEDK1175E-E

［抽出しない語 ( 後 )］指定時に予期し
ないエラーが発生しました。

メッセージ中のエラー詳細を基に原因
を調査してください。

KEDK1176E-E

［単語を分解する］フレームのプロパ
ティ指定時に予期しないエラーが発生
しました。

メッセージ中のエラー詳細を基に原因
を調査してください。

KEDK1177E-E

［区切り文字］指定時に予期しないエ
ラーが発生しました。

メッセージ中のエラー詳細を基に原因
を調査してください。

KEDK1178E-E

［区切り文字］指定時に予期しないエ
ラーが発生しました。

メッセージ中のエラー詳細を基に原因
を調査してください。

KEDK1179E-E

［単語指定］指定時に予期しないエラー
が発生しました。

メッセージ中のエラー詳細を基に原因
を調査してください。

KEDK1180E-E

［単語指定］指定時に予期しないエラー
が発生しました。

メッセージ中のエラー詳細を基に原因
を調査してください。

KEDK1181E-E

［閉じる］ボタンのクリック時に予期し
ないエラーが発生しました。

メッセージ中のエラー詳細を基に原因
を調査してください。

KEDK1182E-E

フォームロード時に予期しないエラー
が発生しました。

メッセージ中のエラー詳細を基に原因
を調査してください。

KEDK1183E-E

オプション情報の初期表示時に予期し
ないエラーが発生しました。

メッセージ中のエラー詳細を基に原因
を調査してください。

KEDK1184E-E

［全選択］ボタンのクリック時に予期し
ないエラーが発生しました。

メッセージ中のエラー詳細を基に原因
を調査してください。

KEDK1185E-E

［閉じる］ボタンのクリック時に予期し
ないエラーが発生しました。

メッセージ中のエラー詳細を基に原因
を調査してください。

KEDK1186E-E

フォームロード時に予期しないエラー
が発生しました。

メッセージ中のエラー詳細を基に原因
を調査してください。

KEDK1187E-E

ウィザードオプションの設定時に予期
しないエラーが発生しました。

メッセージ中のエラー詳細を基に原因
を調査してください。

KEDK1188E-E

出力ドキュメントの選択中に予期しな
いエラーが発生しました。

メッセージ中のエラー詳細を基に原因
を調査してください。

KEDK1189E-E

全チェック / 解除中に予期しないエラー
が発生しました。

メッセージ中のエラー詳細を基に原因
を調査してください。

KEDK1190E-E

［指定］チェックボックスのチェック /
解除中に予期しないエラーが発生しま
した。

メッセージ中のエラー詳細を基に原因
を調査してください。

KEDK1191E-E

［参照］ボタンのクリック時に予期しな
いエラーが発生しました。

メッセージ中のエラー詳細を基に原因
を調査してください。
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KEDK1192E-E

フォームのロード時に予期しないエ
ラーが発生しました。

メッセージ中のエラー詳細を基に原因
を調査してください。

KEDK1193E-E

ルートディレクトリの指定時に予期し
ないエラーが発生しました。

メッセージ中のエラー詳細を基に原因
を調査してください。

KEDK1194E-E

ルートディレクトリの指定時に予期し
ないエラーが発生しました。

メッセージ中のエラー詳細を基に原因
を調査してください。

KEDK1195E-E

ルートディレクトリの指定時に予期し
ないエラーが発生しました。

メッセージ中のエラー詳細を基に原因
を調査してください。

KEDK1196E-E

オプション情報の初期表示時に予期し
ないエラーが発生しました。

メッセージ中のエラー詳細を基に原因
を調査してください。

KEDK1197E-E

オプション情報の初期表示時に予期し
ないエラーが発生しました。

メッセージ中のエラー詳細を基に原因
を調査してください。

KEDK1198E-E

イメージリストの設定時に予期しない
エラーが発生しました。

メッセージ中のエラー詳細を基に原因
を調査してください。

KEDK1199E-E

フィルターチェックの判定時に予期し
ないエラーが発生しました。

メッセージ中のエラー詳細を基に原因
を調査してください。

KEDK1200E-E

オプション値の読み込み時に予期しな
いエラーが発生しました。

メッセージ中のエラー詳細を基に原因
を調査してください。

KEDK1201E-E

オプション値の設定時に予期しないエ
ラーが発生しました。

メッセージ中のエラー詳細を基に原因
を調査してください。

KEDK1202E-E

オプション値の保存時に予期しないエ
ラーが発生しました。

メッセージ中のエラー詳細を基に原因
を調査してください。

KEDK1203E-E

オプション値の保存時に予期しないエ
ラーが発生しました。

メッセージ中のエラー詳細を基に原因
を調査してください。

KEDK1204E-E

オプション値の保存時に予期しないエ
ラーが発生しました。

メッセージ中のエラー詳細を基に原因
を調査してください。

KEDK1205E-E

［生成チェック］ボタンのクリック時に
予期しないエラーが発生しました。

メッセージ中のエラー詳細を基に原因
を調査してください。

KEDK1206E-E

オプション値の設定時に予期しないエ
ラーが発生しました。

メッセージ中のエラー詳細を基に原因
を調査してください。

KEDK1207E-E

［ドキュメントを開く］ボタンのクリッ
ク時に予期しないエラーが発生しまし
た。

メッセージ中のエラー詳細を基に原因
を調査してください。

KEDK1208E-E

［ログ］ボタンのクリック時に予期しな
いエラーが発生しました。

メッセージ中のエラー詳細を基に原因
を調査してください。

KEDK1209E-E

［次へ］ボタンのクリック時に予期しな
いエラーが発生しました。

メッセージ中のエラー詳細を基に原因
を調査してください。

KEDK1210E-E

［ソース］ボタンのクリック時に予期し
ないエラーが発生しました。

メッセージ中のエラー詳細を基に原因
を調査してください。

KEDK1211E-E

［表示フィルタ］ボタンのクリック時に
予期しないエラーが発生しました。

メッセージ中のエラー詳細を基に原因
を調査してください。

KEDK1212E-E

フォームのロード時に予期しないエ
ラーが発生しました。

メッセージ中のエラー詳細を基に原因
を調査してください。
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KEDK1213E-E

ウィザードの操作時に予期しないエ
ラーが発生しました。

メッセージ中のエラー詳細を基に原因
を調査してください。

KEDK1214E-E

プログラム数の表示時に予期しないエ
ラーが発生しました。

メッセージ中のエラー詳細を基に原因
を調査してください。

KEDK1215E-E

実行結果の表示時に予期しないエラー
が発生しました。

メッセージ中のエラー詳細を基に原因
を調査してください。

KEDK1216E-E

プログレスバーにメッセージ表示時に
予期しないエラーが発生しました。

メッセージ中のエラー詳細を基に原因
を調査してください。

KEDK1217E-E

フォームのリサイズ時に予期しないエ
ラーが発生しました。

メッセージ中のエラー詳細を基に原因
を調査してください。

KEDK1222E-E

CLASS-ID は記述できません。

CLASS-ID がある COBOL ソースファ
イルを解析および生成しないでくださ
い。

KEDK1223E-E

FUNCTION-ID は記述できません。

FUNCTION-ID がある COBOL ソース
ファイルを解析および生成しないでく
ださい。

KEDK1224E-E

PROCEDURE USING の引数の個数が
多過ぎます。

該当する引数の個数を減らしてくださ
い。

KEDK1225E-E

CALL 文の引数の個数が多過ぎます。
行番号 =*** 1 ***

該当する引数の個数を減らしてくださ
い。

KEDK1226E-E

プログラム概要の説明項目の表示対象
となるコメント行の文字数が多過ぎま
す。

該当するコメント行の文字数を減らし
てください。

KEDK1227E-E

セクション概要の説明項目の表示対象
となるコメント行の文字数が多過ぎま
す。節名 =*** 1 ***, 行番号 =*** 2 ***

該当するコメント行の文字数を減らし
てください。

KEDK1228E-E

10000 個を超えるソースファイルは追
加できません。

すでに登録されている COBOL ソース
ファイルで削除できるものを検討して，
削除してください。

KEDK1229E-E

エラーファイルのアクセス中に予期し
ないエラーが発生しました。

メッセージ中のエラー詳細を基に原因
を調査してください。

KEDK1230E-E

予約語ファイルが見つかりません。

COBOL ソース解析支援を再インス
トールしてください。再インストール
しても，同じメッセージが出るときは，
当社保守員に連絡してください。

KEDK1231E-I

解析処理を開始しました。

−

KEDK1232E-I

解析処理を終了しました。

−

KEDK1233E-I

生成処理を開始しました。

−

KEDK1234E-I

生成処理を終了しました。

−
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KEDK1235E-W

プログラムの階層レベルが 10 を超えて
います。11 以上の階層レベルはプログ
ラム階層図には表示しません。基点と
なるプログラム名 (*** 1 ***), 階層レベ
ル超えプログラムの呼出元プログラム
名 (*** 2 ***), 階層レベル超えプログラ
ム名 (*** 3 ***)

−

KEDK1236E-W

セクションの階層レベルが 10 を超えて
います。11 以上の階層レベルはセク
ション階層図には表示しません。基点
となる節名 (*** 1 ***), 階層レベル超え
節の呼出元節名 (*** 2 ***), 階層レベル
超え節名 (*** 3 ***)

−

KEDK1237E-W

物理ファイル呼出元の階層レベルが 10
を超えています。11 以上の階層レベル
は物理ファイル呼出元階層図には表示
しません。物理ファイル名 (*** 1 ***),
物理ファイルアクセスプログラム名
(*** 2 ***), 階層レベル超えプログラム
の呼出先プログラム名 (*** 3 ***), 階層
レベル超えプログラム名 (*** 4 ***)

−

KEDK1238E-W

プログラム名を変換しました。変換前
（*** 1 ***），変換後（*** 2 ***）

エラー時の対処

−

KEDK1239E-E

コンマ（，
），セミコロン（；）
，アポス
トロフィ（ ）を含むファイル名（*** 1
***）は追加できません。

KEDK1240E-E

COBOL ソースファイル（*** 1 ***）
に英小文字が含まれています。
［小文
字，大文字の扱い］オプションをオン
に変更してから再度、COBOL ソース
ファイルを登録してください。

［小文字，大文字の扱い］オプションを
オンに変更したあと，再度，COBOL
ソースファイルを登録してください。

KEDK1241E-E

COBOL ソースファイルの英小文字
チェック中に予期しないエラーが発生
しました。

メッセージ中のエラー詳細を基に原因
を調査してください。

KEDK1242E-E

［小文字，大文字の扱い］オプションの
選択時に予期しないエラーが発生しま
した。

メッセージ中のエラー詳細を基に原因
を調査してください。

解析対象の COBOL ソースファイルの
ファイル名またはフォルダ名からコン
マ，セミコロン，およびアポストロ
フィを削除してください。

KEDK1243E-I

モジュール情報を出力します。

−

KEDK1244E-E

COPY ライブラリ（*** COPY ライブ
ラリのフルパス ***）の追加中に予期し
ないエラーが発生しました。

メッセージ中のエラー詳細を基に原因
を調査してください。

KEDK1245E-E

COPY プロパティセット中に予期しな
いエラーが発生しました。

メッセージ中のエラー詳細を基に原因
を調査してください。

KEDK1246E-E

（*** モジュール ID ***）の COPY ライ
ブラリを削除できません。

メッセージ中のエラー詳細を基に原因
を調査してください。
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KEDK1247E-E

COPY ライブラリの削除中に予期しな
いエラーが発生しました。

メッセージ中のエラー詳細を基に原因
を調査してください。

KEDK1248E-E

COPY ライブラリの取得中に予期しな
いエラーが発生しました。

メッセージ中のエラー詳細を基に原因
を調査してください。

KEDK1249E-E

COPY ライブラリ一覧の取得中に予期
しないエラーが発生しました。

メッセージ中のエラー詳細を基に原因
を調査してください。

KEDK1250E-E

COPY ライブラリパスの取得中に予期
しないエラーが発生しました。

メッセージ中のエラー詳細を基に原因
を調査してください。

（凡例）
−：なし。

（3） COBOL 影響分析のメッセージ（KEDK2000 〜 KEDK2999）と対処
表 4-5 COBOL 影響分析のメッセージ（KEDK2000 〜 KEDK2999）と対処
メッセージ ID

メッセージテキスト

対処

KEDK2001E-E

リポジトリとの切断に失敗しました。
エラー番号 =*** 1 ***, エラー詳細 =***
2 ***

メッセージ中のエラー番号およびエ
ラー詳細を基に原因を調査してくださ
い。

KEDK2005E-E

予約語ファイルが見つかりません。

COBOL ソース解析支援を再インス
トールしてください。再インストール
しても，同じメッセージが出るときは，
当社保守員に連絡してください。

KEDK2006E-E

指定されたファイル（*** 1 ***）のパ
スが無効です。
エラー番号 =*** 2 ***, エラー詳細 =***
3 ***

メッセージ中のエラー番号およびエ
ラー詳細を基に原因を調査してくださ
い。

KEDK2007E-E

ファイル (*** 1 ***) のオープンで予期
しないエラーが発生しました。
エラー番号 =*** 2 ***, エラー詳細 =***
3 ***

メッセージ中のエラー番号およびエ
ラー詳細を基に原因を調査してくださ
い。

KEDK2008E-E

日本語名抽出オプションの処理に失敗
しました。

COBOL ソース解析支援を再インス
トールしてください。再インストール
しても，同じメッセージが出るときは，
当社保守員に連絡してください。

KEDK2009E-E

処理中にエラーが発生しました。終了
します。
エラー番号：*** 1 ***
エラーメッセージ：*** 2 ***

メッセージ中のエラー番号およびエ
ラーメッセージを基に原因を調査して
ください。

KEDK2010E-W

一度に指定したファイルが多過ぎます。

一度に登録する数を減らしてください。

KEDK2011E-W

次に示すソースファイルは、すでに解
析されている情報と一致しない可能性
があります。
*** 1 ***

−
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メッセージテキスト

エラー時の対処

対処

KEDK2012E-E

登録に失敗したファイルがあります。
詳しくはエラーログを参照してくださ
い。

COBOL 影響分析 _Err.txt の詳細エ
ラー情報を基に調査してください。

KEDK2013E-Q

削除してもよろしいですか？

−

KEDK2014E-E

設定の保存に失敗しました。
ウィザードを終了します。

COBOL 影響分析 _Err.txt の詳細エ
ラー情報を基に調査してください。

KEDK2015E-Q

*** 1 *** を終了しますか？

−

KEDK2016E-Q

リポジトリ（*** 1 ***）から切断しま
す。よろしいですか？

−

KEDK2017E-E

接続に失敗しました。

COBOL 影響分析 _Err.txt の詳細エ
ラー情報を基に調査してください。

KEDK2018E-I

解析・生成が終了しました。

−

KEDK2019E-E

処理中にエラーが発生しましたので、
ウィザードを終了します。
エラー番号 ： *** 1 ***
エラーメッセージ：*** 2 ***

メッセージ中のエラー番号およびエ
ラーメッセージを基に原因を調査して
ください。

KEDK2020E-E

未サポートのプロジェクト名は選択で
きません。

DB ユティリティでセットアップした
データソースを選択してください。

KEDK2022E-E

DB ユティリティコマンドプロンプトが
起動されています。
COBOL 影響分析を起動できません。

DB ユティリティコマンドプロンプトを
終了したあとで，COBOL 影響分析を
起動してください。

KEDK2023E-Q

設定を保存しますか？

設定を保存する場合は，
「はい」を選択
してください。
設定を保存しない場合は，
「いいえ」を
選択してください。
処理を取り消す場合は，
「キャンセル」
を選択してください。

KEDK2024E-E

生成先フォルダが指定されていません。

生成オプションで生成先フォルダを指
定してください。

KEDK2025E-E

データベースが最新ではありません。
DB ユティリティのアップグレードコマ
ンドを実行してデータベースを最新に
してから、影響分析機能を起動してく
ださい。

DB ユティリティのアップグレードコマ
ンドを実行してデータベースを最新に
してください。

（凡例）
−：なし。
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（4） COBOL 影響分析のメッセージ（KEDK3000 〜 KEDK3999）と対処
表 4-6 COBOL 影響分析のメッセージ（KEDK3000 〜 KEDK3999）と対処
メッセージ ID

メッセージテキスト

対処

KEDK3001E-E

XML ファイル (******) の出力に失敗し
ました。
プログラム名 =******, エラー番号
=******

メッセージ中のエラー番号を基に原因
を調査してください。

KEDK3003E-E

予約語ファイルの読み込みに失敗しま
した。プログラム名 =******, エラー番
号 =******

メッセージ中のエラー番号を基に原因
を調査してください。

KEDK3004E-E

展開後のソースファイル（*** 1 ***）
がありません。展開処理に失敗してい
ます。プログラム名 =******, エラー番
号 =******

メッセージ中のエラー番号を基に原因
を調査してください。

KEDK3005E-E

展開後のソースファイル（*** 1 ***）
の入力に失敗しました。プログラム名
=******, エラー番号 =******

メッセージ中のエラー番号を基に原因
を調査してください。

KEDK3006E-E

CLASS-ID は記述できません。プログ
ラム名 =******

CLASS-ID がある COBOL ソースファ
イルは解析および生成しないでくださ
い。

KEDK3007E-E

FUNCTION-ID は記述できません。プ
ログラム名 =******

FUNCTION-ID がある COBOL ソース
ファイルは解析および生成しないでく
ださい。

KEDK3008E-E

見出し部は複数記述できません。プロ
グラム名 =******

見出し部を一つに変更してください。

KEDK3009E-E

翻訳指令に SOURCE FORMAT 指令が
あります。解析処理を中断します。プ
ログラム名 =******

SOURCE FORMAT 指令を削除してく
ださい。

KEDK3010E-E

COBOL ソースファイルの行数が
50000 行を超えました。解析処理を中
断します。プログラム名 =******

一つの COBOL ソースファイルの行と
COBOL ソースファイルで展開されて
いる登録集原文の行の合計を，50,000
行以内に修正してください。

KEDK3011E-W

手続き部に COPY 文があります。解
析・生成結果が不正となることがあり
ます。プログラム名 =******

手続き部の COPY 文をコメントに変更
したあとで，COBOL 影響分析を再実
行してください。

KEDK3101E-E

ファイル (*** 1 ***) のオープンに失敗
しました。
エラー番号 =*** 2 ***

メッセージ中のエラー番号を基に原因
を調査してください。
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（5） COBOL 影響分析のメッセージ（KEDK4000 〜 KEDK4999）と対処
表 4-7 COBOL 影響分析のメッセージ（KEDK4000 〜 KEDK4999）と対処
メッセージ ID

メッセージテキスト

対処

KEDK4004E-W

トークンの数が多過ぎます。*** 1 ***
個のトークンが無視されました。
プログラム名 =******, 行番号
=******, 登録集原文名 =******

COPY 文の語の数を 128 個以下に減ら
してください。

KEDK4005E-E

メモリ不足によって字句解析ができま
せん。プログラム名 =******

使用中の領域を調査して，削除できる
ものを削除したあとで，COBOL 影響
分析を再実行してください。

KEDK4006E-E

メモリ不足によってソースコードを内
部展開できません。プログラム名
=******

使用中の領域を調査して，削除できる
ものを削除したあとで，COBOL 影響
分析を再実行してください。

KEDK4007E-E

読み込む原文 *** 2 *** が見つかりませ
ん。
プログラム名 =******, 行番号 =******

COBOL ソースファイルと同一フォル
ダ，または解析オプションで指定した
登録集原文フォルダに，登録集原文が
あるかを確認してください。
登録集原文がないときは，次の対処を
したあとに，COBOL 影響分析を再実
行してください。
• COBOL ソースファイルと同一フォ
ルダ，または解析オプションで指定
した登録集原文フォルダに，登録集
原文を格納する。
• 登録集原文の格納されているフォル
ダを解析オプションで登録集原文
フォルダに指定する。

KEDK4010E-E

ファイル *** 1 *** がオープンできませ
ん。登録集原文 *** 2 *** の展開ができ
ません。エラー番号 =******, プログラ
ム名 =******, 行番号 =******

メッセージ中のエラー番号を基に原因
を調査してください。

KEDK4011E-E

登録集原文の入れ子で、接頭辞または
接尾辞を複数指定しています。
プログラム名 =******, 行番号 =******,
登録集原文名 =******, 接頭辞 / 接尾辞
=******

コンパイルエラーをなくしてください。
または，登録集原文で入れ子の中に指
定されている PREFIXING 文または
SUFFIXING 文を削除してください。

KEDK4013E-E

置換または接頭辞・接尾辞が正しく変
換されませんでした。
プログラム名 =******, 行番号 =******

当社保守員に連絡してください。

KEDK4014E-E

メモリーの確保に失敗しました。エ
ラー番号 =******, プログラム名
=******

使用中の領域を調査して，削除できる
ものを削除したあとで，COBOL 影響
分析を再実行してください。

KEDK4015E-E

出力ファイル (******) のオープンに失
敗しました。
エラー番号 =******, プログラム名
=******

メッセージ中のエラー番号を基に原因
を調査してください。
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メッセージ ID

メッセージテキスト

対処

KEDK4017E-E

COPY 文、INCLUDE 文、登録集原文
のどれかに構文の誤りがあります。
プログラム名 =******

コンパイルエラーをなくしてください。

KEDK4018E-E

COPY 文または INCLUDE 文の入れ子
のレベルが 255 を超えました。プログ
ラム名 =*****, 登録集原文名 =*****, 行
番号 =*****

COPY 文または INCLUDE 文の入れ子
のレベルを 255 以内に変更してくださ
い。

KEDK4021E-E

登録集原文名 "*****" に使用できない文
字 '¥' が含まれています。登録集原文名
を見直してから、解析し直してくださ
い。プログラム名 =*****

登録集原文名を修正したあとで，解析
してください。

KEDK4101E-E

ファイル (*** 1 ***) のオープンに失敗
しました。
エラー番号 =*** 2 ***

メッセージ中のエラー番号を基に原因
を調査してください。

（6） COBOL 影響分析のメッセージ（ウィザード）と対処
ここでは［実行確認ステップ］画面に表示される警告文の対処を説明します。警告文が
表示された［実行確認ステップ］画面を次に示します。
図 4-2 警告文が表示された［実行確認ステップ］画面
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表 4-8 COBOL 影響分析のメッセージ（ウィザード）と対処
メッセージ ID
なし

メッセージテキスト
警告（解析オプション）
：登録集原文
フォルダが指定されていません。

対処
登録集原文を使用している場合，次の
とおりに操作して，登録集原文フォル
ダを指定してください。
1. ［実行確認ステップ］画面で［戻る］
ボタンをクリックして，
［COBOL
ソースファイル指定ステップ］画面
を表示する。
2. ［COBOL ソースファイル指定ス
テップ］画面で［解析オプション］
ボタンをクリックして，
［解析オプ
ション設定］画面を表示する。
3. ［解析オプション設定］画面の［登
録集原文指定］タブで，
［追加］ボ
タンをクリックして登録集原文フォ
ルダを指定する。
登録集言文を使用していない場合，登
録集原文フォルダを指定する必要はあ
りません。メッセージは無視してくだ
さい。

なし

警告（生成オプション）
：生成先フォル
ダが指定されていません。

次のとおりに操作して，生成先フォル
ダを指定してください。
1. ［実行確認ステップ］画面で［戻る］
ボタンをクリックして，
［COBOL
ソースファイル指定ステップ］画面
を表示する。
2. ［COBOL ソースファイル指定ス
テップ］画面で［生成オプション］
ボタンをクリックして，
［生成オプ
ション設定］画面を表示する。
3. ［生成オプション設定］画面で［参
照］ボタンをクリックして，生成先
フォルダを指定する。

なし

警告（生成オプション）
：生成先フォル
ダが空ではありません。ドキュメント
がすでに存在する場合は上書きされま
す。

次のとおりに操作して，生成先フォル
ダを変更してください。
1. ［実行確認ステップ］画面で［戻る］
ボタンをクリックして，
［COBOL
ソースファイル指定ステップ］画面
を表示する。
2. ［COBOL ソースファイル指定ス
テップ］画面で［生成オプション］
ボタンをクリックして，
［生成オプ
ション設定］画面を表示する。
3. ［生成オプション設定］画面で［参
照］ボタンをクリックして，生成先
フォルダを指定する。
生成先フォルダに格納されているファ
イルを上書きしてもよいときは，その
まま続行してください。ただし，生成
先フォルダを変更することを推奨しま
す。
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4.3 そのほかの方法から探す
事例およびメッセージの内容を確認してもトラブルが解決しない場合，次の方法で対処
してください。
• COBOL85 の規格でコンパイルして，構文的なエラーや警告がないことを確認する。
• COBOL 影響分析の対象か，および制限事項に該当しないかを確認する。
対象については，
「1.1.2 COBOL 影響分析で解析できる COBOL ソースファイル」
を，制限事項については，
「付録 A COBOL 影響分析の仕様範囲」を参照してくださ
い。
• エラーの個所をコメントにする。
エラーの個所をコメントにして，COBOL 影響分析を再実行してください。
• ウィルスチェックを実行していないか確認する。
ウィルスチェックを実行しているときに，COBOL 影響分析を実行すると，起動でき
ない，出力結果がエラーになるなどの影響が出ることがあります。ウィルスチェック
を実行していない状態で，COBOL 影響分析を再実行してください。
そのほか，動作がふだんよりも遅いと感じたとき，COBOL ソース解析支援の組み込み
データベースを再構築する必要があります。組み込みデータベースの再構築については，
マニュアル「COBOL ソース解析支援 導入・運用ガイド」を参照してください。
これらの対処を実施してもトラブルが解決しない場合，保守員に連絡してください。保
守員に連絡するときには，次のフォルダおよびファイルを採取して，現象の詳細と発生
日時をあわせてご連絡ください。
• COBOL ソース解析支援インストールフォルダ ¥hirdb_e_CB0¥SPOOL
• COBOL ソース解析支援インストールフォルダ ¥hirdb_e_CB0¥UXPLDIR¥spool
• Windows の環境変数 TEMP で定義されているフォルダ ¥EA_Parse
• Windows の環境変数 TEMP で定義されているフォルダ ¥COBOL 影響分析 _Err.txt
• Windows の環境変数 TEMP で定義されているフォルダ ¥pderr1.trc
• Windows の環境変数 TEMP で定義されているフォルダ ¥pderr2.trc
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付録
付録 A COBOL 影響分析の仕様範囲
付録 B COBOL 影響分析で解析できる項目一覧
付録 C 保守ドキュメントのフォルダ構成
付録 D このマニュアルの参考情報
付録 E 用語解説
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付録 A

COBOL 影響分析の仕様範囲

付録 A

COBOL 影響分析の仕様範囲

COBOL 影響分析では，COBOL85 の規格に沿ってコーディングされた COBOL ソース
ファイルを対象としていますが，解析できない COBOL ソースファイルがあります。
COBOL 影響分析の仕様範囲について説明します。

付録 A.1

構文の制限

COBOL 影響分析で解析するときに制限される COBOL85 の構文について説明します。
制限の対象になる構文を含む COBOL ソースファイルを解析して，保守ドキュメントが
生成された場合，エラーメッセージは出力されます。保守ドキュメントが生成されない
場合，エラーメッセージは出力されません。
COBOL 影響分析で制限になる構文を次の表に示します。
表 A-1 COBOL 影響分析で制限になる構文
項番
1
2
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制限の対象
自由形式で記述された COBOL ソース
ファイルまたは登録集原文
1 ファイル中に複数の見出し部
（IDENTIFICATION DIVISION）が記述
された COBOL ソースファイル（入れ子
プログラム，スタックコンパイル）

COBOL 影響分析の動作
解析を中止することがあります。
解析を中止します。

3

プログラム原文領域（8 〜 72 カラム）の
先頭に，予約語ファイルの命令予約語と先
頭予約語が記述されていない COBOL
ソースファイル

解析を継続します。
次の場合，プログラム原文領域の先頭に記
述されていなくても，認識されます。
• WHEN
• THEN
• ELSE
• END-XXX（明示範囲終了子）

4

PERFORM 文で THROUGH 指定がある
COBOL ソースファイル

解析を継続します。
THROUGH 指定の前に記述された手続き
部（PROCEDURE DIVISION）だけを呼
び出しセクションとして認識します。

5

登録集名で修飾している COBOL ソース
ファイル

登録集名を無視して，解析を継続します。

6

次の構文が 1 行中にない COBOL ソース
ファイル
• IDENTIFICATION DIVISION
• ENVIRONMENT DIVISION
• DATA DIVISION
• PROCEDURE DIVISION

次の場合，解析を中止します。
• IDENTIFICATION DIVISION
• DATA DIVISION
• PROCEDURE DIVISION
次の場合，生成結果が不正になることがあ
ります。
• ENVIRONMENT DIVISION

付録 A

項番

制限の対象

COBOL 影響分析の仕様範囲

COBOL 影響分析の動作

7

1 行中にないセクション（節）の見出し

解析を継続します。
1 行中にないセクション（節）の見出し
は，セクション（節）の見出しとして認識
しません。

8

ENTRY 文

処理を継続します。
ENTRY 文は入り口点として認識されませ
ん。

9

7 カラム目に「-」を記述された継続行

解析を継続します。
継続行を一つの予約語またはデータとして
認識しません。

10

次に示す文のファイルアクセス情報
• DELETE
• MERGE
• RELEASE
• RETURN
• REWRITE
• START
• SORT
• USE
• UNLOCK

解析を継続します。
保守ドキュメントに生成されません。
ファイルアクセス情報の対象となる文を次
に示します。
• OPEN
• READ
• WRITE
• CLOSE

11

COBOL85 拡張機能の「データベース操作
シミュレーション機能」の INCLUDE

解析を継続します。
テーブル情報を出力する「SQL データ操
作機能」として認識します。

12

COBOL85 拡張機能である「ASSIGN 句
のデータ名指定」

解析を継続します。
外部装置名として認識します。

13

REPLACE 文

解析を継続します。

14

アドレス名および指標名

解析を継続します。
データ定義として認識しません。

15

OLE オブジェクト参照データ項目
(USAGE OBJECT REFERENCE OLE)

解析を継続します。
保守ドキュメントに生成されません。

16

ASSIGN 句に記述された 2 番目以降の外
部装置名

解析を継続します。
保守ドキュメントに生成されません。

17

次に示す段落の 2 行目以降の注記項
• AUTHOR
• DATE-COMPILED
• DATE-WRITTEN

解析を継続します。
保守ドキュメントに生成されません。

18

データ部（DATA DIVISION）にデータ名
の指定のないデータ定義

解析を継続します。
データ名のないデータ部は，保守ドキュメ
ントに生成されません。

19

手続き部（PROCEDURE DIVISION）の
COPY 文

解析を継続します。
解析および生成結果が不正になることがあ
ります。

20

解析および生成の対象としていないプログ
ラムを呼び出している CALL 文

解析を継続します。
生成された保守ドキュメントのリンク先が
不正になります。
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制限の対象

COBOL 影響分析の動作

21

次の句の整数表記部分に，16 進数字定数
（H'1A' など）を記述された COBOL ソー
スファイル
• BLOCK
• RECORD
• OCCURS

22

日本語節名のコメントで終了している節

解析を継続します。
日本語節名を取得できません。

23

COPY 文の REPLACING に次の定数を指
定している
• 符号（＋，−），または小数点を含む数
字定数
• 表意定数
• 日本語文字定数
• ブール定数
• 浮動小数点数字定数
• 16 進英数字定数
• 16 進数字定数
• 16 進日本語文字定数

解析を中止することがあります。
保守ドキュメントが生成された場合，生成
結果は不正になることがあります。

24

COPY 文の REPLACING に空白文字を含
む仮原文（==A B== など）を指定してい
る

解析を継続します。
生成結果は不正になることがあります。

25

ASSIGN 句の定数に，Windows のフォル
ダ名に使用できない文字列（¥/:*?<>| な
ど）を指定している，または定数を継続し
ている

解析を継続します。
生成結果は不正になることがあります。

26

データ記述項のレベル番号が行の先頭に記
述されていない

27

タブコードを含む

解析を継続します。
タブコードを環境変数 CBLTAB に指定さ
れた値に置き換えて保守ドキュメントを生
成します。環境変数 CBLTAB が指定され
ていない場合，タブコードを 8 個の空白に
置き換えて保守ドキュメントを生成しま
す。

28

COPY 文の原文名に定数を指定している

解析エラーになることがあります。

エラーメッセージを出力して，解析を中止
します。

解析を継続します。
データ記述項に対応するデータ定義一覧が
正しく生成されません。
（例）
次に示す，データ名 C のデータ記述項は，
プログラム原文領域の先頭から記述されて
いないので解析
できません。
01 A .
03 B PIC 9 . 03 C PIC X .
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29

COPY 文の REPLACING 指定で，置き換
え前の文字がアポストロフィで囲まれてい
て，かつ置き換え対象の文字に別の語と繋
がっている
（例）
プログラム
COPY A REPLACING 'BB' BY CCC.
登録集原文 A
01 'BB'-DATA PIC X.
01 'BB'
PIC X.
COPY 展開後の内容
01 'XX'-DATA PIC X.
01 CCC
PIC X.

解析エラーになります（KEDK1017E-E）。
下線で示す部分は COBOL では
CCC-DATA に置換されますが，COBOL
影響分析では置換されません。

30

節の見出しに「DUMMY_SEC_1」または
「DUMMY_SEC_2」を使用している

解析を継続します。
節の見出しがない COBOL ソースファイ
ルを解析した場合，出力された保守ドキュ
メントが正しく表示されません。

31

同一 COBOL プログラム内で，次の名称
の定義が重複している
• ファイル名
• 節名

ファイル名および節名が関係する保守ド
キュメントが正しく生成されないことがあ
ります。

32

COPY 文の REPLACING に次の語を指定
している
*，/，**，&，>，<，=，>=，<=

解析エラーになることがあります。保守ド
キュメントが生成された場合，生成結果は
不正になることがあります。

33

COPY 文の REPLACING 指定で，左括弧
と右括弧で区切られた文字を指定している
（例）
プログラム
COPY CPY01 REPLACING ABC BY
004
登録集原文 CPY01
01 A PIC X(ABC).
COPY 展開後の内容
01 A PIC X(ABC).

下線で示す部分は，COBOL では 004 に置
換されますが，COBOL 影響分析では置換
されません。

34

COPY 文の REPLACING に，「（」
，「）」，
「：」
，
「 」，「 」を含む仮原文を指定して
いる
（例）
COPY GENBUN1 REPLACING
==(NAMES)== BY ==VAL==.

仮原文は置換されません。保守ドキュメン
トが生成された場合，生成結果は不正にな
ることがあります。

35

Oracle などのデータベース固有の埋め込
み SQL 文

解析または生成を中止します。
埋め込み SQL 文は，COBOL85 データ
ベースアクセス機能の構文を前提としてい
ます。

36

データ項目に，半角と全角だけが異なる
データ名がある
（例）
01 A PIC X(4).
01 Ａ PIC X(4).

エラーメッセージを出力して，解析を継続
します（KEDK1033E-W）。
保守ドキュメントのデータ定義一覧の参照
欄が正しく出力されません。
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上限値

COBOL 影響分析に登録できる COBOL ソースファイルの最大数，プログラム名の長さ
など，COBOL 影響分析を使用するときの上限値について説明します。
表 A-2 COBOL 影響分析を使用するときの上限値
項番

対象

上限値

1

登録できる COBOL ソースファイルの数

10,000 個

2

1 度に登録できる COBOL ソースファイル
の数

数百個程度
1 度に登録できる COBOL ソースファイル
の数は，パス名およびファイル名の長さに
依存します。次の計算式で計算できます。
(10000 −パス名の長さ )/( すべてのファイ
ル名の長さの平均値 +3)
• 長さの単位はバイトです。
• パス名は先頭のドライブ名を含みます。
（例 1）
次の場合，473 個の COBOL ソースファイ
ルを 1 度に登録できます。
パス名の長さ =52 バイト
ファイル名の長さ =18 バイト
（例 2）
次の場合，908 個の COBOL ソースファイ
ルを 1 度に登録できます。
パス名の長さ =6 バイト
ファイル名の長さ =8 バイト

3

212

登録できるソースファイル名の長さ

Windows で作成できるパス名長（259 バ
イト）

4

［解析オプション設定］画面で指定できる
登録集原文フォルダのパス名長

Windows で作成できるパス名長（259 バ
イト）

5

［解析オプション設定］画面で指定できる
登録集原文フォルダの数

次のどちらかで計算できます。
• CBLLIB 環境変数に追加で設定して渡
せる長さ（セミコロンで区切り，合計
2,048 文字）
• (32000+1)/Σ( 登録集原文フォルダ名の
バイト数 +1) 切り下げ

6

PROCEDURE USING または CALL 文の
引数の個数

7

一つの COBOL ソースファイルの行数
（COPY 文で展開している登録集原文の行
数を含む）

(32000+1)/Σ( 引数の名前のバイト数 +1)
切り下げ
50,000 行

8

プログラム名の長さ

30 文字

9

日本語プログラム名の長さ

65 バイト

10

節名の長さ

30 文字

11

日本語節名の長さ

65 バイト
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12

COPY 文または INCLUDE 文の入れ子

255 階層の入れ子

13

プログラム階層図（HTML，CSV）の階
層

10 階層まで表示できます（処理継続）
。

14

セクション階層図（HTML）の階層

10 階層まで表示できます（処理継続）
。

15

物理ファイル呼出元階層図（HTML）の階
層

10 階層まで表示できます。起点となる物
理ファイルを含みません（処理継続）。

16
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［生成オプション設定］画面で指定できる
生成先フォルダのパス名の長さ

167 文字

COBOL2002 の解析結果

COBOL 影響分析では，COBOL2002 の COBOL ソースファイルに未対応です。
COBOL2002 の COBOL ソースファイルを解析すると，途中でエラーになって解析を終
了するか，無視して解析を継続します。
COBOL2002 の COBOL ソースファイルの解析結果を次の表に示します。
表 A-3 COBOL2002 の COBOL ソースファイルの解析結果
項番

制限の対象

COBOL 影響分析の動作

1

翻訳指令

コメントとして認識して，解析を継続しま
す。自由形式で記述された場合，エラー
メッセージを出力して，解析を中止しま
す。

2

オブジェクト指向言語仕様 (CLASS-ID)

エラーメッセージを出力して，解析を中止
します。

3

オブジェクト参照データ項目 (USAGE
OBJECT REFERENCE)

解析を継続します。
仕様書のデータ定義一覧の形式欄に表示し
ません。また，エラーメッセージは出力し
ません。

4

TYPE 句

解析を継続します。
仕様書のデータ定義一覧の形式欄に表示し
ません。また，エラーメッセージは出力し
ません。

5

SAME AS 句

解析を継続します。
仕様書のデータ定義一覧の形式欄に表示し
ません。また，エラーメッセージは出力し
ません。

6

再帰呼び出し

解析を継続します。
エラーメッセージは出力しません。
プログラム階層図は次のように出力しま
す。
SUB01
|
+-- SUB01(2)
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7

局所場所節

解析を継続します。
エラーメッセージは出力しません。
LOCAL-STORAGE SECTION. のデータ
名は，仕様書の作業場所節データ定義一覧
と連絡節データ定義一覧には出力しませ
ん。ただし，手続き部で参照していないと
きは，未使用データ定義一覧にデータ項目
名を表示します。また，一覧の節名も
LOCAL-STORAGE と表示します。

8

利用者定義関数の定義 (FUNCTION-ID)

メッセージを出力して，解析を中止しま
す。

9

利用者定義関数の呼び出し

無視して，解析を継続します。
エラーメッセージは出力しません。

10

TYPEDEF 句

無視して，解析を継続します。
エラーメッセージは出力しません。

「解析を中止する」とは，対象の COBOL ソースファイルだけの解析を中止することを意
味します。ほかの COBOL ソースファイルの解析に移行します。
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ここでは，COBOL 影響分析で解析できる項目と解析内容の対応について説明します。
表 B-1 表示項目と解析内容の対応（HTML）
項番
1

表示項目
CRUD

解析内容
テーブル一覧
テーブルプログラム一覧
テーブルアクセス一覧
プログラムテーブルアクセス一覧
プログラムテーブル一覧
プログラムテーブル詳細

2

アクセス種別（テーブル）

プログラム階層図
セクション階層図
セクション関連図

3

アクセス種別（ファイル）

プログラム階層図
セクション階層図
セクション関連図

4

カーソル名

テーブルアクセス一覧
プログラムテーブルアクセス一覧

5

グラフ

行数分布
手続き部行数分布
データ項目数分布
セクション数分布
呼出先プログラム数分布
呼出元プログラム数分布

6

コメント行数

プログラム概要
行数詳細
手続き部行数詳細

7

セクション数

セクション数分布
セクション数詳細

8

ソースコード

ソースビュー

9

タイプ

ファイル一覧
ファイル詳細

10

部名

ソースビュー

11

データ名

連絡節データ定義一覧
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項番

表示項目

解析内容
作業場所節データ定義一覧
未使用データ定義一覧
登録集原文内データ定義一覧
ファイル内データ定義一覧

12

テーブル名

テーブル一覧
テーブル詳細
プログラムテーブル一覧
プログラムテーブル詳細
プログラム階層図
セクション階層図
セクション関連図

13

ファイル名

プログラム一覧
未使用プログラム一覧
重複プログラム一覧
プログラム概要
ソースビュー
ファイル一覧
ファイル詳細
プログラム階層図
セクション階層図
セクション関連図

14

フォルダ名

重複プログラム一覧
プログラム概要
ソースビュー

15

プログラム行数

セクション関連図

16

プログラム数

行数分布
手続き部行数分布
データ項目数分布
セクション数分布
呼出先プログラム数分布
呼出元プログラム数分布

17

プログラム名

プログラム一覧
未使用プログラム一覧
未登録プログラム一覧
重複プログラム一覧

216

付録 B

項番

COBOL 影響分析で解析できる項目一覧

表示項目

解析内容
登録集原文使用プログラム一覧
物理ファイルアクセス一覧
物理ファイルプログラム一覧
物理ファイル呼出元階層図
テーブルプログラム一覧
テーブルアクセス一覧
プログラム概要
プログラム間関連
セクション概要
セクション間関連
ソースビュー
参照登録集原文詳細
ファイル詳細
プログラムテーブル詳細
プログラム階層図
セクション関連図
行数詳細
手続き部行数詳細
データ項目数詳細
セクション数詳細
呼出先プログラム数詳細
呼出元プログラム数詳細

18

ブロック長 1

ファイル詳細

19

ブロック長 2

ファイル詳細

20

リネームプログラム名

重複プログラム一覧

21

レコード形式

ファイル詳細

22

レコード長 1

ファイル詳細

23

レコード長 2

ファイル詳細

24

レベル番号

連絡節データ定義一覧
作業場所節データ定義一覧
未使用データ定義一覧
登録集原文内データ定義一覧
ファイル内データ定義一覧

25

引数

未登録プログラム一覧
プログラム間関連
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項番

表示項目

解析内容

26

引数有無

プログラム一覧

27

解析日時

プログラム概要

28

開始行番号

セクション一覧
セクション概要

29

形式

連絡節データ定義一覧
作業場所節データ定義一覧
未使用データ定義一覧
登録集原文内データ定義一覧
ファイル内データ定義一覧

30

呼出元プログラム数

呼出元プログラム数分布
呼出先プログラム数詳細
呼出元プログラム数詳細

31

呼出元プログラム名

未登録プログラム一覧
呼出元プログラム一覧

32

呼出元節名

呼出先プログラム一覧
呼出元プログラム一覧
呼出元セクション一覧

33

呼出元日本語プログラム名

呼出元プログラム一覧

34

呼出元日本語節名

呼出先プログラム一覧
呼出元プログラム一覧
呼出元セクション一覧

35

呼出行番号

未登録プログラム一覧
呼出先プログラム一覧
呼出元プログラム一覧
呼出先セクション一覧
呼出元セクション一覧

36

呼出先プログラム数

呼出先プログラム数分布
呼出先プログラム数詳細
呼出元プログラム数詳細

37

呼出先プログラム名

呼出先プログラム一覧

38

呼出先節名

呼出先セクション一覧

39

呼出先日本語プログラム名

呼出先プログラム一覧

40

呼出先日本語節名

呼出先セクション一覧

41

行数

行数分布
手続き部行数分布
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表示項目
行番号

解析内容
物理ファイルアクセス一覧
参照登録集原文一覧

43

項目数

データ項目数分布
データ項目数詳細

44

作業場所節データ数

プログラム概要

45

作成者

プログラム概要

46

作成日付

プログラム概要

47

参照

連絡節データ定義一覧
作業場所節データ定義一覧
登録集原文内データ定義一覧
ファイル内データ定義一覧

48

使用する節

登録集原文使用プログラム一覧

49

使用プログラム数

使用登録集原文詳細
テーブル詳細

50

使用行番号

登録集原文使用プログラム一覧

51

実行数

プログラム一覧
未使用プログラム一覧
プログラム概要
行数詳細
手続き部行数詳細

52

手続き部行数

セクション数詳細

53

終了行番号

セクション概要

54

生成日時

プログラム概要

55

接頭辞

参照登録集原文詳細

56

接尾辞

参照登録集原文詳細

57

節

未使用データ定義一覧

58

節行数

セクション関連図

59

節内行番号

テーブルアクセス一覧
ファイルアクセス一覧
プログラムテーブルアクセス一覧

60

節名

未登録プログラム一覧
物理ファイルアクセス一覧
テーブルアクセス一覧
セクション一覧
セクション概要
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項番

表示項目

解析内容
セクション間関連
ソースビュー
参照登録集原文一覧
参照登録集原文詳細
ファイルアクセス一覧
プログラムテーブルアクセス一覧
セクション階層図
セクション関連図

61

説明

プログラム概要
セクション概要

62

宣言

セクション一覧
セクション概要

63

総行数

行数詳細
手続き部行数詳細

64

直接参照

参照登録集原文一覧

65

直接使用

登録集原文使用プログラム一覧

66

直接使用プログラム数

使用登録集原文詳細

67

直接使用プログラム数／使用プログ
ラム数

使用登録集原文一覧

68

登録集原文名

使用登録集原文一覧
使用登録集原文詳細
参照登録集原文一覧
参照登録集原文詳細

69

日本語プログラム名

プログラム一覧
未使用プログラム一覧
物理ファイル呼出元階層図
テーブルプログラム一覧
テーブルアクセス一覧
プログラム概要
プログラム間関連
セクション概要
セクション間関連
参照登録集原文詳細
プログラムテーブル詳細
プログラム階層図
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表示項目

解析内容
セクション関連図
行数詳細
手続き部行数詳細
データ項目数詳細
セクション数詳細
呼出先プログラム数詳細
呼出元プログラム数詳細

70

日本語節名

テーブルアクセス一覧
セクション一覧
セクション概要
セクション間関連
プログラムテーブルアクセス一覧
セクション階層図
セクション関連図

71

入出力文

物理ファイル一覧
物理ファイル詳細
物理ファイルアクセス一覧
物理ファイルプログラム一覧
ファイル一覧
ファイル詳細
ファイルアクセス一覧

72

物理ファイル名

物理ファイル一覧
物理ファイル詳細
物理ファイル呼出元階層図
ファイル詳細

73

編集文字列

連絡節データ定義一覧
作業場所節データ定義一覧
未使用データ定義一覧
登録集原文内データ定義一覧
ファイル内データ定義一覧

74

編成の種類

物理ファイル一覧
物理ファイル詳細

75

翻訳日付

プログラム概要

76

未使用データ定義数

プログラム概要

77

連絡節データ数

プログラム概要
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表 B-2 表示項目と解析内容の対応（CSV）
項番
1

表示項目
CRUD

解析内容
テーブル一覧
テーブルプログラム一覧
テーブルアクセス一覧
プログラムテーブル一覧
プログラムテーブルアクセス一覧

2

カーソル名

テーブルアクセス一覧
プログラムテーブルアクセス一覧

3

コメント行数

統計情報詳細

4

タイプ

ファイル一覧

5

データ定義数

統計情報詳細

6

データ名

連絡節データ定義一覧
作業場所節データ定義一覧
未使用データ定義一覧
登録集原文内データ定義一覧
ファイル内データ定義一覧

7

テーブル名

テーブル一覧
プログラムテーブル一覧

8

ファイル名

プログラム一覧
未使用プログラム一覧
未登録プログラム一覧
重複プログラム一覧
ファイル一覧

9

フォルダ名

重複プログラム一覧

10

プログラム名

プログラム一覧
未使用プログラム一覧
未登録プログラム一覧
重複プログラム一覧
登録集原文使用プログラム一覧
物理ファイルアクセス一覧
物理ファイルプログラム一覧
テーブルプログラム一覧
テーブルアクセス一覧
プログラム階層図
統計情報詳細
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表示項目

解析内容

11

リネームプログラム名

重複プログラム一覧

12

レベル番号

連絡節データ定義一覧
作業場所節データ定義一覧
未使用データ定義一覧
登録集原文内データ定義一覧
ファイル内データ定義一覧

13

引数

未登録プログラム一覧

14

引数有無

プログラム一覧

15

開始行番号

セクション一覧

16

形式

連絡節データ定義一覧
作業場所節データ定義一覧
未使用データ定義一覧
登録集原文内データ定義一覧
ファイル内データ定義一覧

17

呼出元プログラム数

統計情報詳細

18

呼出元プログラム名

未登録プログラム一覧
呼出元プログラム一覧

19

呼出元節名

呼出先プログラム一覧
呼出元プログラム一覧
呼出元セクション一覧

20

呼出元日本語プログラム名

未登録プログラム一覧
呼出元プログラム一覧

21

呼出元日本語節名

呼出先プログラム一覧
呼出元プログラム一覧
呼出元セクション一覧

22

呼出行番号

未登録プログラム一覧
呼出先プログラム一覧
呼出元プログラム一覧
呼出先セクション一覧
呼出元セクション一覧

23

呼出先プログラム数

統計情報詳細

24

呼出先プログラム名

呼出先プログラム一覧

25

呼出先プログラム名（n）

プログラム階層図

26

呼出先節名

呼出先セクション一覧

27

呼出先日本語プログラム名

呼出先プログラム一覧
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項番

表示項目

解析内容

28

呼出先日本語節名

呼出先セクション一覧

29

行番号

物理ファイルアクセス一覧
参照登録集原文一覧

30

参照

連絡節データ定義一覧
作業場所節データ定義一覧
登録集原文内データ定義一覧
ファイル内データ定義一覧

31

使用する節

登録集原文使用プログラム一覧

32

使用プログラム数

使用登録集原文一覧

33

使用行番号

登録集原文使用プログラム一覧

34

実行数

プログラム一覧
未使用プログラム一覧
統計情報詳細

35

手続き部コメント行数

統計情報詳細

36

手続き部行数

統計情報詳細

37

手続き部実行数

統計情報詳細

38

節

未使用データ定義一覧

39

節数

統計情報詳細

40

節内行番号

テーブルアクセス一覧
ファイルアクセス一覧
プログラムテーブルアクセス一覧

41

節名

未登録プログラム一覧
物理ファイルアクセス一覧
テーブルアクセス一覧
セクション一覧
参照登録集原文一覧
ファイルアクセス一覧
プログラムテーブルアクセス一覧

42

宣言

セクション一覧

43

総行数

統計情報詳細

44

直接参照

参照登録集原文一覧

45

直接使用

登録集原文使用プログラム一覧

46

直接使用プログラム数

使用登録集原文一覧

47

登録集原文名

使用登録集原文一覧
参照登録集原文一覧

224

付録 B

項番
48
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表示項目
日本語プログラム名

解析内容
プログラム一覧
未使用プログラム一覧
未登録プログラム一覧
テーブルアクセス一覧
テーブルプログラム一覧
統計情報詳細

49

日本語節名

セクション一覧
テーブルアクセス一覧
プログラムテーブルアクセス一覧

50

入出力文

物理ファイル一覧
物理ファイルアクセス一覧
物理ファイルプログラム一覧
ファイル一覧
ファイルアクセス一覧

51

物理ファイル名

物理ファイル一覧

52

編集文字列

連絡節データ定義一覧
作業場所節データ定義一覧
未使用データ定義一覧
登録集原文内データ定義一覧
ファイル内データ定義一覧

53

編成の種類

物理ファイル一覧
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付録 C

保守ドキュメントのフォルダ構成

COBOL ソース解析支援の保守ドキュメント（HTML，CSV ファイル）のフォルダ構成
を次の表に示します。
フォルダパスが円記号（¥）で終わっている個所は，フォルダを示します。
表 C-1 COBOL ソース解析支援の保守ドキュメント（HTML，CSV ファイル）のフォル
ダ構成
フォルダパス
任意のフォルダ

COBOL 影響分析の保守ドキュメント生成先フォルダ
COBOL 影響分析の［生成オプション設定］画面で設
定します。

index.html

保守ドキュメント（HTML ファイル）のトップペー
ジ
［目次］

moddupliidlist.csv
moddupliidlist.html

［重複プログラム一覧］

modlist.csv
modlist.html

［プログラム一覧］

modunureg.csv
modunureg.html

［未登録プログラム一覧］

modunused.csv
modunused.html

［未使用プログラム一覧］

usedcopylist.csv
usedcopylist.html

［使用登録集原文一覧］

COPY¥

登録集原文に関する保守ドキュメント格納フォルダ

登録集原文名 ¥

登録集原文の COBOL プログラムに関する保守ド
キュメント格納フォルダ

copyusemodlist.csv
copyusemodlist.html

［登録集原文使用プログラム一覧］

usedcopydetail.html

［使用登録集原文詳細］

プログラム名 ¥
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COBOL プログラムに関する保守ドキュメント格納
フォルダ

abst.html

［プログラム概要］

file.csv
file.html

［ファイル一覧］

linkdatalist.csv
linkdatalist.html

［連絡節データ定義一覧］

modcall.csv
modcall.html

［呼出先プログラム一覧］

modcalled.csv
modcalled.html

［呼出元プログラム一覧］

付録 C

保守ドキュメントのフォルダ構成

フォルダパス

説明

modhier.csv
modhier.html

［プログラム階層図］

modrel.html

［プログラム間関連］

modtablelist.csv
modtablelist.html

［プログラムテーブル一覧］

refcopylist.csv
refcopylist.html

［参照登録集原文一覧］

seclist.csv
seclist.html

［セクション一覧］

secreldiag.html

［セクション関連図］

srcview.html

［ソースビュー］

srcviewindex.html

ソースビューのナビゲーション用 HTML ファイル

srcviewlist.html

ソースビューで表示する COBOL プログラム

srcviewtitle.html

ソースビューのタイトル

unuseddatadeflist.csv
unuseddatadeflist.html

［未使用データ定義一覧］

workdatalist.csv
workdatalist.html

［作業場所節データ定義一覧］

COPY¥

登録集原文に関する保守ドキュメント格納フォルダ

FILE¥
または
LINKAGE¥
または
WORKING-STORAGE¥

登録集原文名 _ 行番号

次に示す節（セクション）に関する保守ドキュメント
格納フォルダ
• FILE SECTION
• LINKAGE SECTION
• WORKING-STORAGE SECTION
登録集原文のファイルアクセス情報の格納フォルダ

¥
copydatalist.csv
copydatalist.html

［登録集原文内データ定義一覧］

refcopydetail.html

［参照登録集原文詳細］

FILE¥

ファイルに関する保守ドキュメント格納フォルダ

ファイル名 ¥

ファイルアクセス情報の格納フォルダ

fileacc.csv
fileacc.html

［ファイルアクセス一覧］

filedata.csv
filedata.html

［ファイル内データ定義一覧］

filedetail.html

［ファイル詳細］

セクション名 ¥
abst.html

COBOL プログラムの節（セクション）に関する保守
ドキュメント格納フォルダ
［セクション概要］
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フォルダパス
seccall.csv
seccall.html

［呼出先セクション一覧］

seccalled.csv
seccalled.html

［呼出元セクション一覧］

sechier.html

［セクション階層図］

secrel.html

［セクション間関連］

TABLE¥

テーブル名 ¥

プログラムで使用しているテーブルに関する保守ド
キュメント格納フォルダ
テーブルに関する保守ドキュメント格納フォルダ

modtableaccesslist.csv
modtableaccesslist.ht
ml

［プログラムテーブルアクセス一覧］

modtabledetail.html

［プログラムテーブル詳細］

PHYSFILE¥
physfile.csv
physfile.html

物理ファイル名 ¥

物理ファイルに関する保守ドキュメント格納フォルダ
［物理ファイル一覧］
物理ファイルに関する保守ドキュメント格納フォルダ

physfileaccesslist.csv
physfileaccesslist.html

［物理ファイルアクセス一覧］

physfilecallerdialog.html

［物理ファイル呼出元階層図］

physfiledetail.html

［物理ファイル詳細］

physfilemodlist.csv
physfilemodlist.html

［物理ファイルプログラム一覧］

STAT¥

統計情報に関する保守ドキュメント格納フォルダ

dataitemcountdetail.html

［データ項目数詳細］

dataitemcountdist.html

［データ項目数分布］

modcallcountdetail.html

［呼出先プログラム数詳細］

modcallcountdist.html

［呼出先プログラム数分布］

modcalledcountdetail.html

［呼出元プログラム数詳細］

modcalledcountdist.html

［呼出元プログラム数分布］

procstepcountdetail.html

［手続き部行数詳細］

procstepcountdist.html

［手続き部行数分布］

seccountdetail.html

［セクション数詳細］

seccountdist.html

［セクション数分布］

statdetails.csv
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統計情報全般の保守ドキュメント（CSV ファイル）

stepcountdetail.html

［行数詳細］

stepcountdist.html

［行数分布］

付録 C

フォルダパス
Stylesheet¥

保守ドキュメントのフォルダ構成

説明
保守ドキュメントの HTML ファイル用スタイルシー
ト格納フォルダ

graph.css
kaiso.css
srcview.css
stylesheet.css
TABLE¥
tablelist.csv
tablelist.html

テーブル名 ¥

テーブルに関する保守ドキュメント格納フォルダ
［テーブル一覧］
各テーブル名に関する保守ドキュメント格納フォルダ

tableaccesslist.csv
tableaccesslist.html

［テーブルアクセス一覧］

tabledetail.html

［テーブル詳細］

tablemodlist.csv
tablemodlist.html

［テーブルプログラム一覧］
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付録 D

このマニュアルの参考情報

このマニュアルを読むに当たっての参考情報を示します。

付録 D.1

関連マニュアル

関連マニュアルを次に示します。必要に応じてお読みください。
COBOL ソース解析支援
COBOL ソース解析支援 導入・運用ガイド（3020-3-C10）
COBOL2002
COBOL2002 操作ガイド （3020-3-D47）
COBOL2002 ユーザーズガイド （3020-3-D48）
COBOL2002 言語 標準仕様編 （3020-3-D44）
COBOL2002 言語 拡張仕様編 （3020-3-D45）
COBOL2002 操作入門（3020-3-D46）
COBOL85
COBOL85 操作ガイド（3020-3-873）
COBOL85 言語（3020-3-782）

付録 D.2

このマニュアルでの表記

このマニュアルでは，製品名を次のように表記しています。
表記

製品名

COBOL2002

COBOL2002 Net Client Suite
COBOL2002 Net Client Runtime
COBOL2002 Net Developer
COBOL2002 Net Server Suite
COBOL2002 Net Server Runtime

付録 D.3

英略語

このマニュアルで使用する英略語を次に示します。
英略語
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CSV

Comma Separated Values

DB

Database

GUI

Graphical User Interface

付録 D

英略語

英字での表記

HTML

Hyper Text Markup Language

HTTP

Hyper Text Transfer Protocol

ODBC

Open Database Connectivity

OS

Operating System

URL

Uniform Resource Locator

Web

World Wide Web

XML

Extensible Markup Language

付録 D.4

このマニュアルの参考情報

KB（キロバイト）などの単位表記について

1KB（キロバイト），1MB（メガバイト），1GB（ギガバイト）
，1TB（テラバイト）はそ
れぞれ 1,024 バイト，1,0242 バイト，1,0243 バイト，1,0244 バイトです。
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（英字）
ADCAS2
日立製作所のメインフレーム環境で動作する，COBOL プログラム開発支援ツールです。COBOL
でコーディングされたプログラムから日本語の保守ドキュメントを作成できます。日本語に対応し
ていない COBOL プログラムの処理がわかりやすくなるように，ADCAS2 独自の日本語コメントを
COBOL プログラムに記述できる特長があります。

COBOL
命令文に英語を使用した，事務処理向けのプログラミング言語です。
日立製作所の COBOL 製品には，次に示す種類があります。
• COBOL85
標準的な COBOL の仕様に対応する製品です。
• COBOL2002
標準的な COBOL の仕様に加え，オブジェクト指向に準拠した命令文をサポートした製品です。
COBOL ソース解析支援で解析できる COBOL プログラムは，COBOL85 の仕様範囲です。

COBOL 影響分析
COBOL ソース解析支援の機能です。作成済みの COBOL プログラムを解析し，プログラムの入出
力処理やサブルーチンコールが，プログラム同士でどのように影響しているかを判断するための，
保守ドキュメントを生成できます。作成者が不明で保守できない COBOL プログラムの解析などに
適用できます。
解析対象の COBOL プログラムは，事前にコンパイルしてエラーがないことを確認してください。

COBOL 正書法
COBOL プログラムのコーディング形式です。次に示す種類があります。
固定形式
行番号領域（1 〜 6 カラム）や標識領域（7 カラム）が固定されている形式のことです。
COBOL ソース解析支援の解析対象となるのは，COBOL85 の機能範囲に準拠した固定形式の
正書法でコーディングされた COBOL プログラムです。
自由形式
行番号領域や標識領域のない形式のことです。COBOL ソース解析支援の解析対象外です。

COPY 登録集
登録集原文を格納するフォルダのことです。手続き部（PROCEDURE DIVISION）から登録集原文
を呼び出すときに COPY 文を使用するので，この名称で表記されます。

CSV
データの各項目をコンマ（，）で区切って並べたファイル形式です。
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DB ユティリティ
COBOL ソース解析支援の機能です。COBOL ソース解析支援をインストールしたあとの環境設定，
および組み込みデータベースの運用で使用します。対話型のコマンドインタフェースで実行します。

EAGLE/4GL
日立製作所のメインフレーム環境で動作する，第四世代言語での開発環境を提供する製品です。
EAGLE/4GL を使用すると，COBOL でコーディングされた対話プログラムおよびバッチプログラ
ム，および業務実行パネルを作成できます。

HTML
Web ブラウザで表示する用途で使用するマークアップ言語です。

ODBC
データベースにアクセスするためのソフトウェアの標準仕様です。

（ア行）
ウィザード
対話形式で質問に答えていくことで，複雑なアプリケーションソフトの操作を簡単にする GUI の機
能のことです。

（カ行）
環境部（ENVIRONMENT DIVISION）
COBOL プログラムの，ハードウェア環境を定義する部（DIVISION）です。
コンピュータの名前や入出力に使用するドライブなどを定義します。

組み込みデータベース
ソフトウェア製品のデータを格納するために組み込まれたデータベースのことです。COBOL ソー
ス解析支援では，COBOL 影響分析の設定内容を保持するために組み込みデータベースを備えてい
ます。COBOL ソース解析支援の組み込みデータベースでは，データの格納効率を改善するための
再編成や，バックアップとリストアもできます。

（サ行）
再編成
データベースへのデータの書き込みと削除を繰り返すと，データの格納領域の断片化によって，ラ
ンダムな空き領域ができてしまいます。このとき，データの格納順を整えて空き領域を増やすこと
をデータベースの再編成といいます。COBOL ソース解析支援で使用している組み込みデータベー
スでは，定期的な再編成をお勧めしています。

作業場所節（WORKING-STORAGE SECTION）
COBOL プログラムのデータ部（DATA DIVISION）に定義する節（SECTION）です。ワークとし
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て使用するデータ格納領域を定義します。

スタックコンパイル
複数の COBOL プログラムを連続してコンパイルする機能のことです。スタックコンパイルでは一
つの COBOL ソースファイルに主プログラム，副プログラムを含めることができ，この COBOL
ソースファイルから作成される実行可能ファイルと 1 対 1 で対応するため管理しやすくなります。
COBOL ソース解析支援では，スタックコンパイル向けの，主プログラムと副プログラムが一つの
ファイルにコーディングされている COBOL プログラムは，解析対象としていません。

節（SECTION），セクション
COBOL プログラムを構成する単位です。部（DIVISION）の下位に記述します。

（タ行）
データ項目
COBOL プログラムのデータ部（DATA DIVISION）で定義する，プログラムで使用するデータと
して定義された領域のことです。レベル番号で階層化できます。

データ部（DATA DIVISION）
COBOL プログラムの処理で使用するデータ領域を定義する部（DIVISION）です。次に示す節
（SECTION）を定義します。
• ファイル節（FILE SECTION）
実際にデータを格納する領域を定義します。
• 作業場所節（WORKING-STORAGE SECTION）
一時的に使用する領域を定義します。

テーブル
COBOL 影響分析でのテーブルとは，データベースで使用する SQL のテーブルのことです。

手続き部（PROCEDURE DIVISION）
COBOL プログラムの，プログラムの処理を定義する部（DIVISION）です。

登録集原文
COBOL プログラム中でよく利用される標準化した手続き，ファイル記述，レコード記述，または
完全な一つのプログラムなどを，コンパイルするプログラムとは別のファイルにしたデータのこと
です。

（ナ行）
日本語節名
COBOL プログラムの節の内容がわかりやすくなるように，コメントとしてコーディングした日本
語の節名のことです。
COBOL 影響分析の［解析オプション設定］画面の［日本語節名抽出オプション］タブによる指定
で抽出できます。
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日本語プログラム名
COBOL プログラムのプログラム名に半角英数字を使用している場合に，プログラムの内容がわか
るように，コメントとしてコーディングしている日本語の 2 バイト文字列のことです。
COBOL 影響分析の［解析オプション設定］画面の［日本語プログラム名抽出オプション］タブを
指定すると抽出できます。

（ハ行）
バックアップ
トラブルに備え，組み込みデータベースの各種情報を複製し格納することです。COBOL ソース解
析支援では，組み込みデータベースのバックアップをサポートしています。トラブル対策に加え，
別のマシンにリストア（復元）して，作業環境を複製できます。

部（DIVISION）
COBOL プログラムを構成する単位です。部（DIVISION）には，次に示す 4 種類があります。
• 見出し部（IDENTIFICATION DIVISION）
• 環境部（ENVIRONMENT DIVISION）
• データ部（DATA DIVISION）
• 手続き部（PROCEDURE DIVISION）

ファイル管理記述項
COBOL プログラムで，物理ファイルの属性（順ファイル，相対ファイル，索引ファイルなど）を
定義します。ファイル管理記述項は，SELECT 句で始め，ASSIGN 句で記憶媒体名または記憶装置
名を定義します。

ファイル節（FILE SECTION）
COBOL プログラムのデータ部（DATA DIVISION）に定義する節（SECTION）です。実際にデー
タを格納する領域を定義します。

物理ファイル
COBOL プログラムでは，機器に対応したファイルを示します。

物理ファイル名
ファイル管理記述項の ASSIGN 句で指定したファイル名です。

プログラム名
COBOL プログラムに付ける名前のことで，見出し部（IDENTIFICATION DIVISION）の
PROGRAM-ID に指定します。

（マ行）
マイグレーション
システムで使用しているプログラムおよび関連するデータを別のシステムに移して活用することで
す。企業の基幹システムの変更に伴い，メインフレームのプログラム資産を Windows 環境に移植，
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などの作業が該当します。
COBOL ソース解析支援は，旧システムの COBOL プログラムを解析することで，メインフレーム
から Windows へのマイグレーションを支援します。

見出し部（IDENTIFICATION DIVISION）
COBOL プログラムの，見出しを記述する部（DIVISION）です。見出し部で記述する項目の例を
次に示します。
• プログラム名（PROGRAM-ID）
• 作成者（AUTHOR）
• 作成日付（DATE-WRITTEN）
• 翻訳日付（DATE-COMPILED）

メインフレーム
中規模または部門ごとに構築した Windows または UNIX を基盤とするサーバーに対し，基幹業務
を実行する大型のホストコンピュータのことを指します。日立製作所のメインフレームには基本ソ
フト（OS）に VOS 系（VOS3，VOS1，VOSK など）を搭載しています。

（ラ行）
リストア
バックアップしたデータを使って，組み込みデータベースを復元することです。COBOL ソース解
析支援では，バックアップからの復元に加え，ある Windows マシンのバックアップを別の
Windows マシンにリストアして，作業環境を複製できます。

リバースエンジニアリング
コーディング済みの COBOL プログラムを解析し，どのようにプログラムが設計されているのかを
導き出す手法のことです。通常のソフトウェア開発工程と逆の手順となることから，リバースエン
ジニアリングといいます。
COBOL ソース解析支援では，COBOL プログラムの解析結果から，保守ドキュメントを生成して
リバースエンジニアリングを実現しています。

リポジトリ
データや情報が体系立てて格納されている領域のことです。COBOL 影響分析では，COBOL プロ
グラムを解析した各種の情報を蓄積している領域を示します。

連絡節（LINKAGE SECTION）
COBOL プログラムのデータ部（DATA DIVISION）に定義する節（SECTION）です。プログラム
からの呼び出しで参照されるデータ項目を定義します。

論理ファイル
COBOL プログラムでは，プログラムの処理で名前を付けられたファイルを示します。
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