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BaseTextの 4GL
=============
このフィールドに制御がくるときには 'RGB-20-255-11'に、制御が別に移るときには、
'RGB-20-255-11'になるようにしています。
METHOD AFTER FIELD

BEGIN
    set BACKGROUND to 'RGB-255-255-255' ;
END

METHOD ON CURRENT
BEGIN
    set BACKGROUND to 'RGB-20-255-11' ;
END

METHOD ON NOT CURRENT
BEGIN
    set BACKGROUND to 'RGB-255-255-255' ;
END

METHOD BEFORE FIELD
BEGIN
    set BACKGROUND to 'RGB-20-255-11' ;
END
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MatrixSubの 4GL
===============
MatrixForm からボタン押下などにより検索を実行する場合に、MatrixForm から呼ばれ
るメソッドです。パラメータ引渡にしていますが、これは汎用的に作ろうとしたためです。
しかし、機能追加によりこのフォーム内の別のところでは、PREV_INSTANCE を使い、
直接変数の内容にアクセスするところも少なくなくなってしまいました。(誠に申し訳あり
ません)
VOID METHOD MatrixSubFind(CustParm)

BEGIN
    set $CUST_COUNTRY_NAME to $CustParm ;
   set THIS_INSTANCE:$CUST_COUNTRY:CLEAR_FIND_EXP to

$CUST_COUNTRY_NAME ;
    set THIS_INSTANCE:$CUST_COUNTRY:CLEAR_ADD_EXP to

$CUST_COUNTRY_NAME ;
    next action find ;
END

MatrixFormで検索準備のボタンが押されたときに呼ばれるメソッドです。
VOID METHOD MatrixSubClearToFind

BEGIN
    next action clear_to_find ;
END

MatrixForm で新規追加のボタンが押されたときに呼ばれるメソッドです。また、検索準
備のときにもこのメソッドは呼ばれています。これは、MatrixSub で入力した検索条件を
4GLで取得して処理するために行っている処理です。
VOID METHOD MatrixSubClearToAdd

BEGIN
    next action clear_to_add ;
END

MatrixFormで更新のボタンが押されたときに呼ばれるメソッドです。
VOID METHOD MatrixSubAddUpdate

BEGIN
    update current record ;
END

MatrixForm で検索のボタンが押されたときに呼ばれるメソッドです。ここでは、入力さ
れた検索条件を一時的にセーブしておきます。
VOID METHOD MatrixSubSearchRanges

BEGIN
    if $CUST_RSN is not undefined then
    begin
        set $CUST_RSN_RANGE to to_string$($CUST_RSN) ;
    end ;
    if $CUST_FIRST_NAME is not undefined then
    begin
        set $CUST_FIRST_NAME_RANGE to $CUST_FIRST_NAME ;
    end ;
    if $CUST_LAST_NAME is not undefined then
    begin
        set $CUST_LAST_NAME_RANGE to $CUST_LAST_NAME ;
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    end ;
    /*
    next action find ;
    */
END

これは、使用していません。
VOID METHOD MatrixSubRefreshRecords

BEGIN
    next action find ;
END

フォームが作られるときに、変数の初期設定をしています。EDIT_ACTION というのは、
UPDATE が行われずに次レコードに行く場合、デフォルトでは、変更されているフィー
ルドの値は元に戻ってしまいます。これを戻らないようにしておくものです。ここで設定
しておくことにより、ON NEXT RECORDあるいは ON PREVIOUS RECORDで 4GL
からのレコードの更新した場合に変更内容がデータベースに反映されることになります。
METHOD ON CREATE

BEGIN
     set PREVIOUS_RECORD:EDIT_ACTION to 'ACCEPT' ;
     set NEXT_RECORD:EDIT_ACTION to 'ACCEPT' ;

     set $CurrentFieldName to 'CUST_RSN' ;
     set $CUST_RSN_SAVE to undefined ;
END

フォームがカレントになるときに処理されるところです。
新しく追加したところでは、$SubCurrentFlag が FALSE の場合には、MatrxiForm にあ
るカレントページを設定する CurrentPageAgainというメソッドを呼んだ後、MatrixForm
をカレントフォームに設定しています。
$SubCurrentFlag が TRUE の場合には、カレントレコードがあるとき(検索が終わってい
るとき)には、カレントレコードの設定を行っています。(冗長かもしれませんが念のため
行っています)
METHOD ON CURRENT

BEGIN
    if PREV_INSTANCE:$SubCurrentFlag = FALSE then
    begin
        set PREV_INSTANCE:$SubCurrentFlag to TRUE ;
        send message CurrentPageAgain to PREV_INSTANCE:OBJECT_ID ;
        make PREV_INSTANCE:OBJECT_ID current ;
    end ;
    set $CurrentFieldName to 'CUST_RSN' ;
    set THIS_INSTANCE:FIRST_FIELD_NAME to $CurrentFieldName ;
    if current_record_count$() <> 0 and current_record_num$() <=

current_record_count$() then
    begin
        next action record current_record_num$() ;
    end ;
END
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新規追加が行われるときには、フォーカスを最初のフィールドに設定しています。
METHOD ON CLEAR TO ADD

BEGIN
    /*
    set THIS_INSTANCE:FIRST_FIELD_NAME to $CurrentFieldName ;
    */
    set $CurrentFieldName to 'CUST_RSN' ;
    set THIS_INSTANCE:FIRST_FIELD_NAME to $CurrentFieldName ;
    set $CUST_COUNTRY to PREV_INSTANCE:$COUNTRY_NAME ;
END

検索実行前に、セーブしておいた検索条件を設定しています。
METHOD BEFORE FIND

BEGIN
    if $CUST_RSN_RANGE is not undefined then
    begin
        set $CUST_RSN:SEARCH_RANGES to $CUST_RSN_RANGE ;
    end ;
    if $CUST_FIRST_NAME_RANGE is not undefined then
    begin
        set $CUST_FIRST_NAME:SEARCH_RANGES to

$CUST_FIRST_NAME_RANGE ;
    end ;
    if $CUST_LAST_NAME_RANGE is not undefined then
    begin
        set $CUST_LAST_NAME:SEARCH_RANGES to

$CUST_LAST_NAME_RANGE ;
    end ;
END

検索終了時には、セーブしておいた検索条件をクリアしています。
METHOD AFTER FIND

BEGIN
    set $CUST_RSN_RANGE to undefined ;
    set $CUST_FIRST_NAME_RANGE to undefined ;
    set $CUST_LAST_NAME_RANGE to undefined ;
END

レコードを削除する場合、背景色をクリアしています。これは、最終行の削除に対応する
ためのものです。
METHOD BEFORE DELETE

BEGIN
    set $CUST_RSN:BACKGROUND to 'RGB-255-255-255' ;
    set $CUST_FIRST_NAME:BACKGROUND to 'RGB-255-255-255' ;
    set $CUST_LAST_NAME:BACKGROUND to 'RGB-255-255-255' ;
END
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次レコードに移るときに CUST_RSNの設定がクリアされている場合には、beep音を鳴ら
しています。また、変更された場合も考慮して、変更された場合にその値が既にテーブル
に入っている場合には、警告メッセージを出しています。
METHOD ON NEXT RECORD

BEGIN
    if $CUST_RSN is undefined or $CUST_RSN is null then
    begin
        beep$(5) ;
        set $CUST_RSN to $CUST_RSN_SAVE ;
        reject operation ;
    end ;
    else if $CUST_RSN_SAVE <> $CUST_RSN then
    begin
        set $CUST_COUNTRY_NAME to select CUST_COUNTRY from CUST

where CUST_COUNTRY = $CUST_COUNTRY
            and CUST_RSN = $CUST_RSN ;
        if status$() = 0 then
        begin
            display '指定のコードはすでに登録されています' for fyi_message wait;
            set $CUST_RSN to $CUST_RSN_SAVE ;
            reject operation ;
        end ;
    end ;

念のため背景色をクリアしています。
    set $CUST_RSN:BACKGROUND to 'RGB-255-255-255' ;
    set $CUST_FIRST_NAME:BACKGROUND to 'RGB-255-255-255' ;
    set $CUST_LAST_NAME:BACKGROUND to 'RGB-255-255-255' ;

レコードが変更後更新されていない場合には、更新処理を実行しています。
    if (not is_current_record_stored$() ) then
    begin
        update current record ;
    end ;

NEXT_TABなどで次レコードに行く場合には、CUST_RSNにフォーカスが行くようにし
ています。

    if last_command_name$() = 'NEXT_TAB' or last_command_name$() =
'NEXT_FIELD' then

    begin
        set $CurrentFieldName to 'CUST_RSN' ;
    end ;

矢印キーなどの場合には、現在のフィールド位置にフォーカスが行くようにします。
    else begin
        set $CurrentFieldName to THIS_INSTANCE:CURRENT_FIELD_NAME ;
    end ;
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最終のレコードであれば、新規追加モードにします。
    if current_record_num$() = current_record_count$() then
    begin
        set $CurrentFieldName to 'CUST_RSN' ;
        next action clear_to_add ;
        /*
        next action record current_record_count$() ;
        */
    end ;
END

METHOD ON PREVIOUS RECORD
BEGIN

ここは、新規追加の場合には、前レコードへ行くことを許すようにしています。
    if current_record_num$() <= current_record_count$() then
    begin

その他の場合には、ON NEXT RECORD と同じように設定のクリアと変更された場合の
処理を行っています。

        if $CUST_RSN is undefined or $CUST_RSN is null then
        begin
            beep$(5) ;
            set $CUST_RSN to $CUST_RSN_SAVE ;
            reject operation ;
        end ;
        else if $CUST_RSN_SAVE <> $CUST_RSN then
        begin
            set $CUST_COUNTRY_NAME to select CUST_COUNTRY from CUST

where CUST_COUNTRY = $CUST_COUNTRY
                and CUST_RSN = $CUST_RSN ;
            if status$() = 0 then
            begin
                display '指定のコードはすでに登録されています ' for fyi_message

wait;
                set $CUST_RSN to $CUST_RSN_SAVE ;
                reject operation ;
            end ;
        end ;

レコードが変更後更新されていない場合には、更新処理を実行しています。
        if (not is_current_record_stored$() ) then
        begin
            update current record ;
        end ;
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最初のレコードの場合には、オペレーションを拒否します。
        if current_record_num$() = 1 then
        begin
            reject operation ;
        end ;
        else begin

ここも念のための背景色のクリアです。
            set $CUST_RSN:BACKGROUND to 'RGB-255-255-255' ;
            set $CUST_FIRST_NAME:BACKGROUND to 'RGB-255-255-255' ;
            set $CUST_LAST_NAME:BACKGROUND to 'RGB-255-255-255' ;
        end ;

現在のフィールド位置にフォーカスが行くようにします。
          set $CurrentFieldName to THIS_INSTANCE:CURRENT_FIELD_NAME ;

    end ;
    else begin
        set $CUST_RSN:BACKGROUND to 'RGB-255-255-255' ;
        set $CUST_FIRST_NAME:BACKGROUND to 'RGB-255-255-255' ;
        set $CUST_LAST_NAME:BACKGROUND to 'RGB-255-255-255' ;
    end ;
END

あるレコードにくるときに、どこにフォーカスを当てるか設定を行います。
METHOD BEFORE RECORD

BEGIN
    set THIS_INSTANCE:FIRST_FIELD_NAME to $CurrentFieldName ;
    set $CUST_RSN_SAVE to $CUST_RSN ;
END

FIELD CUST_LAST_NAME
METHOD AFTER FIELD

BEGIN
    send super ;

PREVIOUS_FIELDなどの場合はチェックを外しています。
    if last_command_name$() <> 'PREVIOUS_FIELD' and last_command_name$()

<> 'PREVIOUS_TAB' then
    begin

検索モードの場合には、検索条件を設定して検索を実行します。
        if PREV_INSTANCE:MatrixModeList[$CurrentCustPage] = 1 then
        begin
            send message ChangeMode to PREV_INSTANCE:OBJECT_ID using

(2) ;
            if $CUST_RSN is not undefined then
            begin
                set $CUST_RSN_RANGE to to_string$($CUST_RSN) ;
            end ;
            if $CUST_FIRST_NAME is not undefined then
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            begin
                set $CUST_FIRST_NAME_RANGE to $CUST_FIRST_NAME ;
            end ;
            if $CUST_LAST_NAME is not undefined then
            begin
                set $CUST_LAST_NAME_RANGE to $CUST_LAST_NAME ;
            end ;
            next action find ;
        end ;

リターンなどが押されたときには、次レコードに行きます。
        /*
        if THIS_INSTANCE:OBJECT_ID = PREV_INSTANCE:$CurrentSubID
           and current_record_num$() <= current_record_count$() then
        */
        if THIS_INSTANCE:OBJECT_ID = PREV_INSTANCE:$CurrentSubID

then
        begin
            next action next_record ;
        end ;
    end ;
END

FIELD CUST_RSN
METHOD AFTER FIELD

BEGIN
    send super ;

CUST_RSN の設定がされていない場合には、beep 音を鳴らしています。また、入力され
た値が既にテーブルに入っている場合には、警告メッセージを出しています。

    if PREV_INSTANCE:MatrixModeList[$CurrentCustPage] = 2 then
    begin
        if $CUST_RSN is undefined or $CUST_RSN is null then
        begin
            beep$(5) ;
            set $CUST_RSN to $CUST_RSN_SAVE ;
            queue command previous_field ;
        end ;
        else if $CUST_RSN_SAVE <> $CUST_RSN then
        begin
            set $CUST_COUNTRY_NAME to select CUST_COUNTRY from CUST

where CUST_COUNTRY = $CUST_COUNTRY
                and CUST_RSN = $CUST_RSN ;
            if status$() = 0 then
            begin
                display '指定のコードはすでに登録されています ' for fyi_message

wait;
                set $CUST_RSN to $CUST_RSN_SAVE ;
                queue command previous_field ;
            end ;
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        end ;

ここの処理は冗長ですが、開発していく上で必要だったために入れてあります。
        if last_command_name$() = 'PREVIOUS_FIELD' or last_command_name$()

= 'PREVIOUS_TAB' then
        begin
            queue command previous_record ;
        end ;
    end ;
END

このフィールドに来たときに設定されている値をセーブしておきます。また、背景色はク
リアしています。(これも念のため)
METHOD BEFORE FIELD

BEGIN
    set $CUST_RSN:BACKGROUND to 'RGB-255-255-255' ;
    set $CUST_FIRST_NAME:BACKGROUND to 'RGB-255-255-255' ;
    set $CUST_LAST_NAME:BACKGROUND to 'RGB-255-255-255' ;
    send super ;
    set $CUST_RSN_SAVE to $CUST_RSN ;
END
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MatrixSubの 4GL
===============
PUBLIC

LIST MatrixCUSTNAMEList[1 to 4], LIST MatrixSubIDList [1 to 4], LIST
MatrixPageIDList[1 to 4], LIST MatrixModeList[1 to 4] ;

ここは、ボタンの色の設定です。
LOCAL VOID FUNCTION SetButton()

BEGIN
    switch MatrixModeList[$CurrentCustPage]
        begin
            case 0 :
                set SendClearToFindButton:STIPPLED to TRUE ;
                set SendFindButton:STIPPLED to TRUE ;
                set SendClearToAddButton:STIPPLED to TRUE ;
                set SendAddUpdateButton:STIPPLED to TRUE ;
                set SendRefreshRecordsButton:STIPPLED to TRUE ;
            case 1 :
                set SendClearToFindButton:STIPPLED to FALSE ;
                set SendFindButton:STIPPLED to FALSE ;
                set SendClearToAddButton:STIPPLED to FALSE ;
                set SendAddUpdateButton:STIPPLED to TRUE ;
                set SendRefreshRecordsButton:STIPPLED to FALSE ;
            case 2 :
                set SendClearToFindButton:STIPPLED to FALSE ;
                set SendFindButton:STIPPLED to TRUE ;
                set SendClearToAddButton:STIPPLED to FALSE ;
                set SendAddUpdateButton:STIPPLED to FALSE ;
                set SendRefreshRecordsButton:STIPPLED to FALSE ;
        end ;
END

ページ内のサブフォームをカレントにしています。
COMMAND MakeThisPageCurrent

AUD_ACTION IS 'ENABLED'
FIND_ACTION IS 'ENABLED'
BEGIN
    if $CurrentCustPage <> 0 then
    begin
        set $CurrentSubID to MatrixSubIDList[$CurrentCustPage] ;
    end ;
    if THIS_INSTANCE:$CurrentSubID is not undefined then
    begin
        make THIS_INSTANCE:$CurrentSubID current ;
    end ;
END
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これは新規追加したものですが、サブフォームをカレントにした後に再度ページをカレン
トにする場合に、サブフォームから呼ばれるメソッドです。
VOID METHOD CurrentPageAgain

BEGIN
    next action page MatrixPageIDList[$CurrentCustPage] ;
END

検索･更新モードの切り替えです。
VOID METHOD ChangeMode(ModeID)

BEGIN
    set MatrixModeList[$CurrentCustPage] to $ModeID ;
    SetButton() ;
END

フォームが最初に作られる時の初期設定です。
METHOD ON CREATE

BEGIN
    set $CustPageNo to 0 ;
    set $CurrentCustPage to 0 ;
    for (set $idx to 1; $idx <= 4; set $idx to $idx + 1)
        begin
            set MatrixModeList[$idx] to 0 ;
        end ;
    set $SubCurrentFlag to TRUE ;
END

色々書いてありますが、新しく COUNTRY_NAME が入力されたときにページの切り替え
を行っています。
FIELD COUNTRY_NAME
METHOD ON DATA ACCEPT

BEGIN

重複のチェックを行っています。
    set $CUST_RSN to select CUST_RSN from CUST where CUST_COUNTRY =

$COUNTRY_NAME ;
    if status$() = 0 then
    begin
        if $CustPageNo < 4 then
        begin

               set $CustPageNo to $CustPageNo + 1 ;
               set MatrixCUSTNAMEList[$CustPageNo] to $COUNTRY_NAME ;

            send message MatrixSubFind to MatrixSubIDList[$CustPageNo] using
($COUNTRY_NAME) ;

            set $CurrentCustPage to $CustPageNo ;
            set MatrixModeList[$CurrentCustPage] to 2 ;
            SetButton() ;
            queue command MakeThisPageCurrent ;
            next action page MatrixPageIDList[$CustPageNo] ;
        end ;
    end ;
END
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Page CustPage1
METHOD ON CREATE

BEGIN
    set THIS_INSTANCE:MatrixPageIDList[1] to CustPage1:OBJECT_ID ;
END

このページがカレントになるときの処理を行います。
METHOD BEFORE PAGE

BEGIN
    if MatrixSubIDList[1] is not undefined then
    begin

現在のページの情報を設定しています。
        set THIS_INSTANCE:$CurrentSubID to MatrixSubIDList[1] ;
        set $COUNTRY_NAME to MatrixCUSTNAMEList[1] ;
        set $CurrentCustPage to 1 ;

ボタンの設定を切り替えます。
        SetButton() ;

NEXT_PAGEあるいは PREVIOUS_PAGEの場合には、SubCurrentFlagを FALSEに設
定し、ページの切り替えのみにしています。

        if last_command_name$() = 'NEXT_PAGE' or last_command_name$() =
'PREVIOUS_PAGE' then

        begin
            set THIS_INSTANCE:$SubCurrentFlag to FALSE ;
        end ;
        else begin

それ以外の場合には、このページ内のサブフォームをカレントにします。
            set THIS_INSTANCE:$SubCurrentFlag to TRUE ;
        end ;
        queue command MakeThisPageCurrent ;
    end ;
END

ここでも、NEXT_PAGE あるいは PREVIOUS_PAGE の場合には、SubCurrentFlag を
FALSEに設定し、ページの切り替えのみにしています。
METHOD AFTER PAGE

BEGIN
    if last_command_name$() <> 'NEXT_PAGE' and last_command_name$() <>

'PREVIOUS_PAGE' then
    begin
        set THIS_INSTANCE:$CurrentSubID to MatrixSubIDList[1] ;
        set $COUNTRY_NAME to MatrixCUSTNAMEList[1] ;
        set $CurrentCustPage to 1 ;
        SetButton() ;
        queue command MakeThisPageCurrent ;
    end ;
END
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更新用のボタンです。
BUTTON SendAddUpdateButton
METHOD ON CLICK(thebutton)

BEGIN
    send message MatrixSubAddUpdate to MatrixSubIDList[$CurrentCustPage] ;
    queue command MakeThisPageCurrent ;
END

新規追加用のボタンです。
BUTTON SendClearToAddButton
METHOD ON CLICK(thebutton)

BEGIN
    send message MatrixSubClearToAdd to MatrixSubIDList[$CurrentCustPage] ;
    set MatrixModeList[$CurrentCustPage] to 2 ;
    SetButton() ;
    queue command MakeThisPageCurrent ;
END

検索準備用のボタンです。
BUTTON SendClearToFindButton
METHOD ON CLICK(thebutton)

BEGIN
    send message MatrixSubClearToFind to MatrixSubIDList[$CurrentCustPage] ;
    send message MatrixSubClearToAdd to MatrixSubIDList[$CurrentCustPage] ;
    set MatrixModeList[$CurrentCustPage] to 1 ;
    SetButton() ;
    queue command MakeThisPageCurrent ;
END

検索実行用のボタンです。
BUTTON SendFindButton
METHOD ON CLICK(thebutton)

BEGIN
    send message MatrixSubSearchRanges to

MatrixSubIDList[$CurrentCustPage] ;
    send message MatrixSubFind to MatrixSubIDList[$CurrentCustPage] using

($COUNTRY_NAME) ;
    set MatrixModeList[$CurrentCustPage] to 2 ;
    SetButton() ;
    queue command MakeThisPageCurrent ;
END
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全件検索用のボタンです。
使用しているメソッドを変更しました。
BUTTON SendFindButton
METHOD ON CLICK(thebutton)

BEGIN
    /*
    send message MatrixSubRefreshRecords to

MatrixSubIDList[$CurrentCustPage] ;
    */
    send message MatrixSubFind to MatrixSubIDList[$CurrentCustPage] using

($COUNTRY_NAME) ;
    set MatrixModeList[$CurrentCustPage] to 2 ;
    SetButton() ;
    queue command MakeThisPageCurrent ;
END


