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電話番号桁数変更の概要 

 

変更用件  

現在稼働中の販売管理システムの電話番号桁数を１２桁から１４桁に変更する。

変更作業は本番ライブラリーをテープで保管し、開発マシンに復元して行う。 

開発マシンで変更作業及びテストがすべて完了したら、変更済みオブジェクト

を本番ライブラリーに移行する。 

 

ライブラリー 

 １．本番環境 

ライブラリー 説  明 

ＭＰＤＬＩＢ データベースライブラリー 

  物理ファイル、論理ファイル 

ＭＰＯＬＩＢ オブジェクトライブラリー 

  プログラム、画面ファイル、帳票ファイル、その他オブ

ジェクト 

ＭＰＳＬＩＢ ソースライブラリー 

ＱＤＤＳＳＲＣ ： 物理ファイル（ＰＦ）ソース 

                  論理ファイル（ＬＦ）ソース 

                  画面ファイル（ＤＳＰＦ）ソース 

                  帳票ファイル（ＰＲＴＦ）ソース 

ＱＲＰＧＳＲＣ ： ＲＰＧプログラムソース 

ＱＣＬＳＲＣ   ： ＣＬプログラムソース 

 

２．開発環境 

 開発環境は開発専用の別ＡＳ４００で作り、本番環境と同じライブラリーとする。 

 （本番環境のコピー） 

 

作業手順 

１．本番環境の保管（ＳＡＶＬＩＢ） 

２．開発環境に復元（ＲＳＴＬＩＢ） 

 

開発マシンに本番ライブラリーを復元したら、これ以降オブジェクトエクス

プローラを使用して変更作業を行います。 

 



３．セットアップ 

変更作業を始める前に、開発環境をセットアップします。 

複数の開発担当者で変更を行う場合、開発担当者ごとのユーザー登録を行い

ますが、今回は一人の担当者がユーザー‘ＱＳＥＣＯＦＲ’（デフォルト）で

全ての変更作業を行います。 

 

３．１ 開発環境の処理（メニュー ３１） 

セットアップの主な作業は新しい開発環境を作ることです。開発環境は

以下の手順で作成します。 

 

（１）開発環境名の登録（Ｆ６） 

（２）オブジェクト定義（処理１０） 

（３）ソース定義（処理１１） 

（４）環境情報取得（処理１２） 

（５）開発環境の選択（処理１） 

 

３．２オブジェクトリポート（メニュー３２） 

開発環境が出来上がったら、ＱＵＥＲＹで『開発環境オブジェクト一覧』

を出力しておきましょう。 

（他のオブジェクトリポートも必要に応じて出力して下さい） 

 

４．変更作業 

さて、肝心な変更作業ですが、まず電話番号の桁数を二桁増やすことにより、

どのようなオブジェクトに影響を与えるか調査しましょう。影響調査により、

変更の難易度や工数を見積もることができるはずです。 

 

 

４．１影響調査 

 変更の影響は物理ファイル、画面ファイル、帳票ファイル、ＲＰＧの順に

見てみましょう。 

 

（１）物理ファイルの検索 

（２）画面ファイルの検索 

（３）帳票ファイルの検索 

（４）ＲＰＧソースの検索 

 



４．２変更作業 

（１）物理ファイルの変更 

（２）画面ファイルの変更 

（３）帳票ファイルの変更 

（４）変更フィールドを使用するＲＰＧの変更 

（５）影響を受けたＲＰＧの一括コンパイル 

 

４．３テスト 

（１）ライブラリーリストの確認 

（２）テスト必須プログラムの確認 

（３）パラメータを持つ RPGのテスト 

 

 ５．移行作業 

５．１変更オブジェクトの抽出 

 ５．２変更オブジェクトを作業ライブラリーに保管 

 ５．３作業ライブラリーを本番マシンに復元 

 ５．４変更オブジェクトの適用 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



オブジェクトエクスプローラのサインオン 

 

 

オブジェクトエクスプローラのメニュー 

 

 

これ以降シナリオに沿った詳細な説明をします。 

章番号は変更概要と一致しています。 



３．セットアップ 

３．１ 開発環境の処理 

開発環境の処理では登録済みの複数の開発環境が表示されます。 

 

（１）開発環境名の登録 

開発環境の処理画面でＦ６を押すと新しい環境を登録できます。 

 



（２）オブジェクト定義 

開発環境の処理画面で処理に１０を入力するとオブジェクトライブラリーを入力する画

面が表示されます。 

ここでは、実際本番で使用されているライブラリーリストの順序で入力して下さい。但し

ソースライブラリーはここでは入力する必要はありません。 

同じオブジェクトが複数のライブラリーに存在する場合、最初に指定したライブラリーの

オブジェクトが変更作業での処理対象となります。 

 

 

（３）ソースの定義 

開発環境の処理画面で処理に１１を入力すると、実行オブジェクトに対応するソースライ

ブラリーとソースファイルを指定する画面が連続して表示されます。 

実行オブジェクトにはコンパイル元のソース情報（ソースライブラリーやソースファイ

ル）を保持していますが、それが必ずしも正しいとは限りません。 

ここでは最新のソースが入っているライブラリーとファイルを指定して下さい。 

同じメンバーが複数のソースファイルに存在する場合、最初に指定したソースファイルの

メンバーが変更作業での処理対象となります。 

 

 ソースライブラリーの指定 



 

 ソースファイルの指定 

 

 

（４）環境情報の取得 

オブジェクトの定義、ソースの定義が終わったら、環境情報の取得を行います。 

この処理が終わって、はじめて変更作業に着手できます。 



環境情報の取得が終わると作成日時がセットされますので、いつの時点で作成された環境

情報か分かります。 

環境情報の取得はオブジェクトの量にもよりますが、ＣＰＵに負荷を掛けて時間がかかり

ます。Ｆ１０を押して、バッチで実行された方が良いでしょう。 

また、排他制御等の処理は行っていませんので、この間、該当オブジェクトやソースメン

バーは使用しないで下さい。 

 

（５）開発環境の選択 

変更作業の対象となる開発環境を選択します。これで、開発ユーザー（サインオンしたユ

ーザー）と開発環境が結びつきます。 

処理に‘１’を入力して選択します。選択された環境は高輝度表示されますので、それを

確認してＦ３で終了して下さい。 



 

３．２ オブジェクトリポート 

 

オブジェクトの一覧を出力するには、メニュー３２番を実行します。オブジェクトリポー

トはＱＵＥＲＹで作成します。雛形が容易されていますので、それをコピーして必要なリ

ポートを作成して下さい。 

（１）ライブラリーにＯＢＪＥＸＰを入力し、Ｆ４を押して下さい。 

 



（２）以下のＱＵＥＲＹ JBZ0001～JBZ0006 が雛形です。これらをコピーして必要なレ

ポートを作成して下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



４．変更作業 

４．１ 影響調査 

電話番号がどのデータベース、画面帳票に使用されているか調べます。 

メニュー番号６（フィールド検索）を実行して下さい。 

（１）以下の画面が現れますので、物理ファイルで、かつ 12 桁の文字フィールドを検索し

てみます。 

 

この画面では全て電話番号らしいフィールドが表示されていますが、12 桁の文字フィール

ドで検索した訳ですから、電話番号以外のフィールドも表示されることも十分あります。

F10 を押して検索結果を印刷して対象フィールドをチェックすることをお勧めします。 

 

この例では、電話番号は取引先マスター（DJAPCM10,DJAPCM11 及び DJWPCM10）の

み使用していることがわかりました。(その他のファイルは開発時のゴミ)  しかもフィール

ド参照ファイル（DREFMF）を使用しているので参照ファイルの電話番号桁数変更後、リ

コンパイルすれば良いことがわかりました。 

 

（２）次に画面ファイルを調べてみます。 

今度はたくさんの画面ファイルが表示されました。しかし良く見ると同じ画面ファイルが

複数表示されているものがあります。これは 1 つの画面ファイルで電話番号フィールドを

複数箇所で使用しているからです。ここでも F10 を押して印刷しておきます。変更作業で

このリストを使う事になります。 



 

次に変更作業がし易いよう、2 次オブジェクトリストにまとめてしまいます。先頭行に‘ｓ’

を入力し、F13（反復）を押してリストの最後まで複写します。そのあと電話番号以外の行

の‘ｓ’を消し、実行キーを押します。 

 

以下のように 2 次リスト登録画面がでますのでタイトルを入力し実行キーを押します。 



 

これで 2 次リストができました。一旦フィールド検索を終了し結果を見てみます。2 次リス

トはメニュー番号２（オブジェクトの処理）で見ます。 

オブジェクトの処理画面のリスト名にカーソルを置き F4 を押すと、今作成した 2 次リスト

があります。これにカーソルをあわせ実行キーを押します。 

 

すると 2 次リストに登録された画面ファイルの一覧が表示されます。以後変更作業はこの

リストから行います。 



当たりのある画面は 37 本ありました。以下のようにソースのないオブジェクトもありまし

たがゴミプログラムのようでした。 

 

 

（３）画面と同様に帳票も調べます。結果は以下の 3 本です。 

 （検索条件に文字列‘TEL’を含むものを追加） 

 

（４）RPG の影響調査 



物理ファイルの電話番号桁数を変更すれば、それに接続する論理ファイルが影響を受け、

それらを使用している RPG が影響を受けます。今回修正する物理ファイルは 3 本ですがそ

のうち得意先マスター（DJAPCM10）に注目してみます。メニュー番号２（オブジェクト

の処理）を実行し、位置指定に DJAPCM10 と入力します。 

 

ここで処理に９（親オブジェクトの処理）を入力し実行キーを押します。 

 

物理ファイルにぶら下がる論理ファイルとこの物理ファイルを使用するRPGがどっさり表



示されます。 

あまりにも影響オブジェクトの数が多すぎて画面で追跡するのはつらいのでリストで見る

事にします。一旦、親オブジェクトの処理を終了し、オブジェクトの処理に戻ります。そ

して該当物理ファイルの処理にカーソルを置き F4 を押します。すると以下の処理検索画面

が出ますのでファイル・プログラム関連表にカーソルをあて実行キーを押します。 

 

するとオブジェクトの処理画面に戻り、該当処理欄の‘DP’を入力されていますのでそのま

ま実行キーを押して下さい。 

以下のように該当物理ファイル及び論理ファイルを使用するプログラムの一覧を見る事が

できます。 

（以下はスプールを画面で見ています。スプールはコマンド‘SPL’で見られます） 



 

しかしこの表では物理ファイルを参照するプログラムと論理ファイルを参照するプログラ

ムが重複して出力されます。重複なしで何本の RPG が当たっているかわかる帳表がありま

す。それが物理ファイル影響 RPG 一覧表です。これは該当ファイルの処理の‘PR’と入力

して実行キーを押すと出力されます。 

 

この例では合計 126 本の RPG に当たりがきています。ほとんどの RPG はリコンパイルの

みで良いと思われますが、電話番号フィールドをソースステートメント上で使用している



RPG はそれだけでは済みません。 

 

それでは次に電話番号フィールドを使用している RPG を検索してみます。メニュー番号７

（RPG ソースの検索）を実行します。 

ここではフィールドの検索で印刷したリストを使用します。電話番号フィールド CMTEL、

物理ファイル DJAPCM10 を入力し実行キーを押してみます。 

 

このリストは CMTEL を使用する RPG のみを表示しています。ここから SEU を起動して

（処理２、５）ソースを見ることもできますが CMTEL を使用しているステートメントの

み見ることができます（処理 SH） 



 

この例では、ワークフィールド CQTEL は CMTEL の属性を参照しているのでリコンパイ

ルのみで良さそうなことがわかります。 

 

それではこれを終了し、RPG のフィールド検索画面に戻ります。変更作業を見越してこの

リストを F10 で印刷しておきましょう 

 

同様に DJAPCM１１、DJWPCM10 についても調べます。結果、電話番号を使用する RPG



は以下のとおりであることがわかりました。 

 DJAPCM10  CMTEL を使用する RPG 34 本 

 DJAPCM11  CMTEL を使用する RPG 28 本 

 DJWPCM10  CWTEL を使用する RPG 3 本 

 

ところで DJAPCM10 と DJAPCM11 の CMTEL を使用する RPG はほとんどが同じです。

それなら 1 つの 2 次リストの方が変更し易いかもしれません。そこで今度は上記 3 つのフ

ィールドを使用する共通の 2 次リストを作ってみます。まず、もう一度 DJAPCM10 の

CMTEL で RPG フィールドの検索し、2 次リストを作ります。 

 

次に DJAPCM10 の CMTEL で RPG フィールドを検索して 2 次リストに登録しますが、

このとき 2 次リスト登録画面で F4 キーを押します。すると既に登録済みの 2 次リスト 

#LST030 が表示されますので、これにカーソルを合わせて実行キーを押します。 



 

すると、2 次リスト登録画面に戻り #LST030 が表示されますのでこのまま実行キーを押し

ます。すると今回検索された RPG が 2 次リスト #LST030 にマージされます。 

 

さらに DJWPCM10 の CWTEL で RPG フィールドを検索して、同様に 2 次リスト 

#LST030 にマージします。 

 

ここでマージした２次リストを検索してみます。 



 

全部で 34 本の RPG がありました。2 番目、3 番目で検索した RPG はすべて最初に検索し

た RPG と重複していました。 

 

それではここで影響分析の結果をまとめてみましょう。 

 

 影響物理ファイル  3 本 参照ファイルを使用している。 

 リコンパイル LF  ９本 親の処理で検索 

 影響画面ファイル  37 本  

 影響帳票ファイル  ３本 

 影響 RPG（要調査） 34 本 電話番号をソースで使用 

 リコンパイル RPG 126 本 影響 RPG の分含む 

 

これでかなり詳細な変更作業工数の見積りができるはずです。さて、変更作業はどれくら

いかかると思いますか。このツールを使えばおそらくテストを含めても 5 日以内に終わる

と思われます。慣れたひとであれば２，３日で終わるかもしれません。 

 

 

 

 

 

 



４．２ 変更作業 

 

（１） 物理ファイルの変更 

変更すべき物理ファイルはすでに分かっています。最初にフィールド参照ファイル 

DREFMF の郵便番号を 14 桁に変更します。 

 

該当処理欄に２を入力すると SEU が起動し、ソースを変更することができます。 

 



上記のように変更したら SEU を終了して下さい。画面右端のメモ欄に ☆ が付きます。こ

れはソースが変更されたことを示します。つぎはコンパイルです。該当処理に８を入力し

ます。 

 

このように確認画面がでる場合があります。これはユーザーオプションで出す出さないを

コントロールできます。既にオブジェクトが存在すると置換えの確認画面がでますが、こ

れもユーザーオプションです。 

 



コンパイルが実行されるとメモ欄が ★ に変わります。メモ欄により、たくさんのオブジ

ェクトを変更していても、どこまで変更して、コンパイルしたかあやふやになることはな

くなるでしょう。 

 

次に物理ファイル DJAPCM10,DJAPCM11,DJWPCM10 を順次コンパイルします。まず 

DJAPCM１０ですが、コンパイルする前のファイルレイアウトと論理ファイルの状況を見

てみます。レイアウトは処理に６を入力します。電話番号は 12 桁です。 

 

論理ファイルの状況は処理に‘DD’を入力します。DSPDBR コマンドが実行され、物理フ

ァイルについている論理ファイルを見る事ができます。 



 

論理ファイルは処理９（親オブジェクトの処理）でも照会できます。 

 

それではコンパイルしましょう。コンパイルしても論理ファイルは自動的につけなおされ

ます。またデータも自動的に回復されます。 



 

コンパイルが正常に終了しました。処理 DF（DSPFD）で確認できます。 

 

論理ファイルの状況を処理 DD（DSPDBR）で確認します。 



 

電話番号は 14 桁に変わったか処理 FF（DSPFFD）で確認します。 

処理６（レイアウト）で見ると桁数は 12 桁のままです。これはオブジェクト情報の再取り

込みを行っていないからです。 

 

 

DJAPCM11、DJWPCM10 についても同様にコンパイルします。 

 



 

（２） 画面ファイルの変更 

変更すべき画面ファイルは既に 2 次リストの登録してあります。これを利用して片

っ端から変更しましょう。 

 

画面を変更する場合、フィールドの検索のとき出力しておいたフィールド検索リストが役

に立ちます。まずレイアウトを確認し、電話番号が 2 桁けた増えても重ならないか確認し

ます。処理６（レイアウト）で SDA が起動します。フィールド検索リストには画面レコー

ド様式名がでていますので SDA 表示レコードの処理画面で該当レコード様式に１２（イメ

ージ設計）を入力します。 



 

 

電話番号を 2 桁増やすととなりのフィールドと重なってしまいます。そこでこの画面は項

目タイトル‘電話番号…’ を 1 バイト切りつめ、電話番号フィールドを 1 カラム前に持って

くる事にします。 

それでは処理２（編集）ソースを変更します。 



 

つづけて処理８（コンパイル）を実施します。 

同様に他の画面についても変更、コンパイルを実施します。 

 

 

（３）帳票ファイルの変更 

変更すべき帳票ファイルは既に 2 次リストの登録してあります。これを利用して片

っ端から変更しましょう。 



 

帳票を変更する場合、フィールドの検索のとき出力しておいたフィールド検索リストが役

に立ちます。まずレイアウトを確認し、電話番号が 2 桁けた増えても重ならないか確認し

ます。処理６（レイアウト）でレイアウト作成の画面がでますのでレコード様式毎に印刷

順序と印刷回数を入力します。 

 

実行キーを押すとレイアウトがスプール上に作成されます。 



 

これで電話番号が 2 桁増えても問題ないことがわかりましたのでソースを変更します。ソ

ースを見たら得意先マスターのフィールドを参照していたので、ソースの変更が不要だと

わかりました。これを閉じ、コンパイルします。帳票ファイルは CPI,LPI 等の属性を持っ

ていますが、これらの属性は自動的に引き継がれます。 

 

同様に他の帳票も修正、コンパイルします。 

 

 

（４）変更フィールドを使用するＲＰＧの変更 

電話番号フィールドを使用する RPG の 2 次リストも既に作成してあります。 



 

処理 SH（ソース内文字列検索）で CMTEL を検索してみます。 

 

 

ちなみに、この販売システムは RPG 内のワークフィールドはすべてデータベースのフィー

ルド属性を参照しているので、リコンパイルのみで済みそうです。 

ただし、RPG プログラム MPM690 を処理 SH で照会した結果、他とは違いパラメータに

電話番号を使用していました。 



 

ソースを調べた結果 MPM690 が電話番号をパラメータにして、MPM691 を呼出している

ことがわかりました。 

そこで処理１（子オブジェクトの処理）で確かめてみます。 

 

MPM691 は今回作成した 2 次リストには載っていませんが、電話番号をパラメータにして

いるためチェックが必要です。また MPM６９１を呼出す全ての親プログラムもチェックす

る必要があります。 



MPM６９１を調べた結果、リコンパイルのみで OK だとわかりました。親プログラムはど

うでしょう。子オブジェクトの処理画面の MPM６９１に処理９（親オブジェクトの処理）

を入力します。 

 

 

この結果から呼出す親プログラムは MPM６９０のみということがわかりました。 

このようにデータベースの変更対象フィールドがパラメータで使われていると、呼びだし

プログラムにまで影響を与えるため、注意する必要があります。 



 

 

（５）影響を受けたＲＰＧの一括コンパイル 

最後に物理ファイル変更により、影響を受けた RPG をまとめてリコンパイルしま

す。 

変更した物理ファイル DJAPCM10 に対して処理 XL（物理ファイル影響 RPG 一

括コンパイル）を実行します。 

 

一括コンパイルジョブはバッチに投入されます。ジョブが終了すると以下のようなメッセ

ージかきます。 



 

このように異常終了がある場合、DSPMSG コマンドでメッセージキューOEMSG を見ます。 

 

このように物理ファイルを変更した場合、影響のある RPG を一括してコンパイルすること

ができます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



４．３ テスト 

 

（１）ライブラリーリストの確認 

テストは開発環境でおこないます。現在のライブラリーリストを確認します。 

 

MPDLIB と MPOLIB が組み込まれています。これらのライブラリーはこの開発環境を選

択した時点で自動的に組み込む指定になっていたからです。これはユーザーオプションで

指定できます。（コマンドラインに‘OPT’と入力すると以下の画面がでます） 



 

 

（２）テスト必須プログラムの確認 

ほとんどの RPG はリコンパイルのみでしたが、電話番号フィールドをソース上で使用して

いる RPG プログラムは必ずテストするべきです。もう一度 RPG のフィールド検索をして

みます。 

 

上記画面の MPA０３０に注目して下さい。右端に●がついています。これはこのプログラ



ムがファイル DJWPCM10 を出力していることを現しています。ということは今回変更し

た電話番号もそれに含まれていますので、特に厳しくテストする必要があります。 

 

（３） パラメータを持った RPG の単体テスト 

パラメータを持ったRPGプログラムの受け渡しパラメータの内容を確認すべきときがあり

ます。このような場合、このプログラムを呼出すダミープログラムを作成できます。 

該当プログラムに対して処理 XR を入力します。 

 

 

ダミープログラムは通常作業ライブラリー（ユーザーオプションで指定）に作ります。 

プログラム名はオリジナルに＃をつけたものがデフォルトです。 



 

上記画面で実行キーを押すとダミープログラムを生成し、実行するとパラメータ確認画面

を表示します。ここで入力パラメータに値を入力し、実行キーを押すとオリジナルプログ

ラムが実行され、出力パラメータに値をセットして再度この画面に戻ってきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



５．移行作業 

 

５．１ 移行準備 

これまで多くのオブジェクトを変更してテストもしました。ところが前にも触れましたが、

データベースレイアウトなどを参照しても電話番号桁数が変更前の状態で表示されてしま

います。これは実際のオブジェクトとそれを管理するディクショナリーにずれが発生して

いるからです。このずれをなくすには、環境情報の再取得が必要です。この処理は全オブ

ジェクト及びソースを検索し、ディクショナリーやツリーを作るため、時間がかかります。

しかしながら、移行作業を行う前に必ず環境情報の再取得が必要です。 

環境情報の再取得は、メニュー３１、処理１２で行います。ジョブを投入したら、ちょっ

とブレークして下さい。 

 

さて、環境情報の取得が終了したら、またメニュー６（フィールド検索）を開き、データ

ベース、画面帳票が正しく修正されているか確認してみます。 

変更の影響分析で出力したフィールドリストリストがありましたね。それと比べて見て下

さい。漏れなく修正されていれば Ok です。 

 



 

 



 

 

５．２ 変更オブジェクトの抽出 

それでは、変更されたデータベース、画面帳票、プログラムなどのオブジェトを本番シス

テムに持っていくため、これらを作業ライブラリーに集める作業をします。 

まず一時ライブラリーを作成します。CRTLIB コマンドで作成してもいいのですが、ここ

では機能を知ってもらうため、メニュー３３（ユーザー優先情報）を開き、ここで作業ラ

イブラリーを作成します。 



 

上記画面で作業ライブラリーを入力し、F6 を押します。指定の作業ライブラリーが作成で

きます。（作業ライブラリーの本来の使い方は複数の開発メンバーで開発するときに用意

する個人用のライブラリーです。詳しくは機能解説書に書いてあります） 

 

次にメニュー５１（変更オブジェクトの抽出２）を開きます。 

 

この画面で最初は開発環境のデータベースライブラリーと変更を開始した最初の日を入力



して下さい。この日付より新しい作成日を持つデータベースが抽出されます。 

つづけて同様に開発オブジェクトライブラリーを入力します。 

 

抽出結果は印刷されます。変更したオブジェクトがすべて抽出されているか確認して下さ

い。 

 

 



５．３ 変更オブジェクトを作業ライブラリーに保管 

それでは変更オブジェクトを作業ライブラリーに移します。まず開発データベースライブ

ラリー MPDLIB、複写先ライブラリーをソースに WORKLIB を入力し実行キーを押しま

す。 

 

データベースのみ表示されたところで、物理ファイルに対してのみ‘３’（複写）を入力し

て実行キーを押して下さい。 

 

複写が正常終了すると右端に‘完了’の状態が表示されます。次は論理ファイルを選択し

て下さい。 



 

データデースが全て複写できたら、それ以外のオブジェクトも複写します。 

 

以上で変更オブジェクトをすべて作業ライブラリーに集めることができました。変更オブ

ジェクトに対応するソースもソースファイルに入っています。 

 

 

５．４ 変更オブジェクトの適用 



あとは作業ライブラリーを保管して本番マシンに復元し、各オブジェクトを本番ライブラ

リーに複写して下さい。 

 


