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改訂情報

変更年月日変更年月日 変更内容変更内容

2013-02-01 初版

2013-04-01 第2版 下記を追加・変更しました。

「 データソース定義の操作方法データソース定義の操作方法 」
「 データソース定義を設定するデータソース定義を設定する 」

2013-08-20 第3版 下記を追加・変更しました。

「 データソース定義の操作方法データソース定義の操作方法 」
「 データソース定義を設定するデータソース定義を設定する 」
「 IM-BIS で作成したフローに縦配置・横配置ノードを設定するで作成したフローに縦配置・横配置ノードを設定する」
「 IM-BIS で作成したフローへの動的承認を設定するで作成したフローへの動的承認を設定する」
「 IM-BIS で外部連携として利用できるで外部連携として利用できるJavaプログラムの仕様プログラムの仕様」
「 データマッパーでの関数向けデータマッパーでの関数向けJavaデータソース定義の復旧方法データソース定義の復旧方法」
「 IM-BIS で外部連携として利用できるで外部連携として利用できるWebサービスの仕様サービスの仕様」

2014-01-01 第4版 下記を追加・変更・削除しました。

「 データソース定義の操作方法データソース定義の操作方法 」
「 データソース定義を設定するデータソース定義を設定する 」
「 IM-BIS で外部連携として利用できるクエリの仕様で外部連携として利用できるクエリの仕様 」
「 IM-BIS で外部連携として利用できるで外部連携として利用できるJavaプログラムの仕様プログラムの仕様  」
「 IM-FormaDesigner アプリケーションからアプリケーションから IM-BIS で登録したデータソース定義を利用するための権限を設定するで登録したデータソース定義を利用するための権限を設定する
」
「 データマッパーでデータマッパーでCSVインポートとインポートとCSVエクスポートを部分的にマッピングする場合の仕様エクスポートを部分的にマッピングする場合の仕様  」
「 ボタン（イベント）の外部連携の仕様ボタン（イベント）の外部連携の仕様 」
「 IM-BIS で外部連携として利用できるで外部連携として利用できるWebサービスの仕様サービスの仕様  」
「 データマッパーでのマッピングの仕様データマッパーでのマッピングの仕様  」
「 データマッパーでの「通常イベント」と「特殊イベント」のリクエストとレスポンスの仕様データマッパーでの「通常イベント」と「特殊イベント」のリクエストとレスポンスの仕様  」

2014-04-01 第5版 下記を追加・変更・削除しました。

「 ルールルール 」
「 IM-BIS 、、 IM-FormaDesigner での権限の考え方での権限の考え方  」
「 サブフローに関する仕様サブフローに関する仕様 」
「 BAMのテーブル情報のテーブル情報 」

2014-09-01 第6版 下記を追加・変更・削除しました。

「 Office365_GoogleApps 」
「 リクエストパラメータ、レスポンスフィールドの機能と各部の説明リクエストパラメータ、レスポンスフィールドの機能と各部の説明  」
「 Office 365、、Google Apps 連携の接続情報を設定する連携の接続情報を設定する  」
「 動的処理対象者設定に関する仕様動的処理対象者設定に関する仕様  」
「 Office 365 、、Google Apps 連携の仕様連携の仕様  」
「 ルールルール 」
「 各種定義の権限管理を設定する各種定義の権限管理を設定する  」
「 インポート・エクスポートを行うインポート・エクスポートを行う  」
「 ルール実行履歴レポート機能を利用するルール実行履歴レポート機能を利用する 」
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はじめに

本書の目的

本書は IM-BIS for Accel Platform （以下 IM-BIS ）でのシステム管理者が行う IM-BIS のシステム管理機能について説明したドキュメントです。

対象読者

次の利用者を対象としています。

IM-BIS のシステム管理を実施する方

IM-BIS のシステム管理を実施するユーザは、 IM-Workflow 、 IM-FormaDesigner 、 IM-BIS の機能について理解していることを前提としてい
ます。

IM-BIS では、利用する機能に応じて、ユーザを以下のように分類しています。
ユーザの役割に合わせて必要なドキュメントを参照してください。

本書の構成

本書を初めてご覧になる方は以下の順に読み進めていただくことをお勧めいたします。

IM-BIS についてについて

IM-BIS の概要について説明しています。

システム管理者が使用する機能システム管理者が使用する機能

IM-BIS でシステム管理者のみが使用する機能について説明しています。
システム管理者は、上記の機能の他にも業務管理者が使用する機能を使用できます。
詳細については、「IM-BIS for Accel Platform 業務管理者操作ガイド」を参照してください。

IM-BIS の詳細カスタマイズ機能の詳細カスタマイズ機能

IM-BIS でBIS定義の詳細カスタマイズを行うための方法を説明しています。

本書では、 IM-BIS の機能と他の関連する IM-Workflow や IM-FormaDesigner で対応する機能・ドキュメントについてご確認いただけます。
その他に、 IM-BIS のシステム管理者が外部連携を登録するための手順を説明しています。

IM-BIS について

IM-BIS(Business Integration Suite)とは、 intra-mart Accel Platform 上で動作する統合開発環境です。
専門的なアプリケーション開発スキルを必要とせず、視覚的で直感的な開発ツールにより、業務に携わる利用者自身が業務プロセスの設計、開発を行うことができま
す。
外部連携機能や業務プロセスの分析機能を標準で用意しており、既存の資産を有効利用しながら業務改善の基盤としてお使いいただけます。
また、 IM-BIS はクラウド環境でも利用することができるため、初期投資を抑えつつ段階的な業務統合を推進することができます。

IM-BIS の構成
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IM-BIS の特徴

画面、外部連携、BPM、ワークフローを全て統合化した開発環境です。

業務分析のためのBAMを標準装備しており、ビジネスプロセスのボトルネックの改善を図ることができます。

BPMとワークフローを一体化するサブフロー機能により柔軟なフローの開発ができます。

マッピングツールにより外部システムのWebサービスなどと容易に連携ができます。

画面と処理をマッピングツールにより連携できるため開発を分業化することができます。

タスクの流れをフローで定義し、フローを参照しながらタスクで使用する画面を開発することができます。

タスク上に設定されたコンテンツ（画面等）はタスクのアイコンにより可視化され、開発状況が確認できます。

複雑な処理は画面とは分離し、SOA化してマッピングツールで連携することができます。

BPMとワークフロー

IM-BIS でフローを作成する場合には、「BPM」と「ワークフロー」の２つから選択できますが、以下のポイントで使い分けていただくと、利用しやすくなります。

申請・承認を伴う申請・承認を伴う 業務プロセスの管理を行う場合

「ワークフロー」をご利用ください。

申請・承認を伴わない申請・承認を伴わない 業務プロセスの管理を行う場合

「BPM」をご利用ください。

システム管理者が使用する機能

採番ルール定義を設定する

ここでは、採番ルール定義の設定方法と権限の設定方法について説明します。

Contents

採番ルール定義とは採番ルール定義とは
採番ルール定義を作成する採番ルール定義を作成する
採番ルール定義の権限を設定する採番ルール定義の権限を設定する

採番ルール定義とは採番ルール定義とは

採番体系を管理し、一意の番号を生成するための定義です。
採番ルール定義を設定すると、画面アイテム「採番」で利用することができます。

採番ルール定義を作成する採番ルール定義を作成する

詳細は「IM-FormaDesigner for Accel Platform 作成者 操作ガイド」を参照してください。

IM-BIS for Accel Platform

5

_images/bis_overview.png
_images/ide.png
_images/separation.png
_images/methodology.png


採番ルール定義の権限を設定する採番ルール定義の権限を設定する

登録した採番ルール定義をBIS業務管理者が利用するためには、管理グループに設定する必要があります。
以下のリンク先の手順に従って、登録した採番ルール定義を管理グループの管理対象に設定してください。

管理グループに「管理対象」を設定する管理グループに「管理対象」を設定する

各種定義の権限管理を設定する

ここでは、各種定義の権限管理をしている管理グループの設定方法について説明します。

Contents

管理グループとは管理グループとは
管理グループ設定によって管理グループ設定によってBIS業務管理者が管理・利用できる機能業務管理者が管理・利用できる機能
管理グループを設定する管理グループを設定する
管理グループに「管理対象」を設定する管理グループに「管理対象」を設定する

管理グループとは管理グループとは

管理グループは、各種定義（BIS定義、外部連携、採番ルール定義）の権限管理を行います。
管理グループを設定することにより、 「BIS業務管理者」は、 IM-BIS で作成したBPM／ワークフローの作成、更新などを行うことができます。

管理グループ設定によって管理グループ設定によってBIS業務管理者が管理・利用できる機能業務管理者が管理・利用できる機能

「管理グループ」機能では、BIS業務管理者が管理・利用できる対象が設定できます。
「BIS業務管理者」として IM-BISの管理を行う場合には、管理対象となる各種定義（BIS定義、外部連携、採番ルール定義）を設定する必要があります。
対象の定義を設定していない場合、「BIS業務管理者」は新規に業務管理者が作成したフロー（BIS定義）しか管理することができません。

コラムコラム

BIS業務管理者がフロー（BIS定義）を新規作成した場合、BIS業務管理者自身が所属する管理グループの管理対象として自動的に追
加されます。

権限管理対象の定義

種別種別 説明説明

BIS定義 作成したフロー（BIS定義）の定義に関する管理権限および実行プロセスに関する管理権限を管理します。
マスタ編集の設定により定義の権限範囲が決まり、案件操作の設定により運用上の権限範囲が決まりま
す。

マスタ編集

ON ：対象のBIS定義の参照、編集が行えます。
OFF：対象のBIS定義の参照のみ行えます。

案件操作

ON：対象のBIS定義の全実行プロセスの参照、案件操作が行えます。（プロセスの参照一覧画面）
OFF：対象のBIS定義の全実行プロセスの参照のみ行えます。

管理対象に含まれていないBIS定義は、定義の参照および管理者権限での実行プロセスの参照は行えませ
ん。

外部連携 BIS定義の作成時に利用できるデータソース定義を管理します。
管理対象に含まれていないデータソースは、外部連携機能では利用できません。

採番ルール定義 BIS定義の作成時に利用できる採番ルール定義を管理します。
採番ルール定義は、フォーム作成時に画面アイテム「採番」で利用します。
管理対象に含まれていない採番ルール定義は、画面アイテムの「採番」では利用できません。

コラムコラム

内部統制の監査目的などで、実行プロセスの履歴を参照させたい場合は、監査者用の管理グループを作成し
対象BIS定義にマスタ編集「OFF」、案件操作「OFF」を設定してください。
さらにBIS定義を参照させたくない場合は、認可機能により実行プロセス参照用のメニューのみに限定することができます。

管理グループを設定する管理グループを設定する

管理グループを設定するには、以下の手順を行います。

1. 「サイトマップ」→「IM-BIS」→「フロー運用管理」→「権限者設定」→「管理グループ設定」をクリックします。

2. 「新規登録」をクリックします。
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3. 「グループ名」に任意の名称を入力します。

4. 「アクセス権限」の「設定」をクリックします。
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5. 「追加」をクリックします。

6. 「BIS業務管理者」として設定するユーザなどを選択します。

7. 「設定」をクリックします。
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8. 「管理対象」の「設定」をクリックします。

9. 管理できるBIS定義・外部連携・採番ルール定義をそれぞれ検索して設定します。

コラムコラム

BIS定義についてはマスタ編集のチェックがオンの場合は更新・削除可能、オフの場合は参照のみと
なります。
この設定により、フロー編集でノードをダブルクリックした際の動作が変わります。

チェックがオンの場合

「フォーム・デザイナ」画面が表示されます。

チェックがオフの場合

フォームのプレビュー画面が表示されます。
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10. 「登録」をクリックします。

コラムコラム

管理グループ設定で設定した管理の権限はメニューの「業務管理者」の「IM-BIS」の一覧からの編集時に適用されます。
「システム管理者」の「IM-BIS」の一覧からの編集時には適用されませんので、ご注意ください。

管理グループのBIS定義に関する権限設定は、使用するメニューに応じて動作が異なりますのでご注意ください。

マスタ編集設定

権限が有効となるメニュー権限が有効となるメニュー
業務管理者＞IM-BIS作成＞IM-BIS

権限が無効となるメニュー権限が無効となるメニュー
システム管理者＞IM-BIS作成＞IM-BIS

案件操作設定

権限が有効となるメニュー権限が有効となるメニュー
業務管理者＞フロー＞参照（ワークフロー）
業務管理者＞フロー＞参照（BPM）
監査者＞フロー＞参照（ワークフロー）
監査者＞フロー＞参照（BPM）

権限が無効となるメニュー権限が無効となるメニュー
システム管理者＞フロー運用管理＞参照（ワークフロー）
システム管理者＞フロー運用管理＞参照（BPM）

注意注意

IM-BIS で設定した管理グループを IM-Workflow で変更した場合、正しく動作しない可能性がありますので、ご注意くださ
い。

管理グループに「管理対象」を設定する管理グループに「管理対象」を設定する

IM-FormaDesigner で登録したデータソース定義、採番ルール定義をBIS業務管理者がBPM／ワークフローの作成時に利用するためには、管理グルー
プの管理対象として登録する必要があります。
管理グループに作成済みのデータソース定義、採番ルール定義を追加する方法は、以下の手順で行います。

1. 「サイトマップ」→「IM-BIS」→「フロー運用管理」→「権限者設定」→「管理グループ設定」をクリックします。

2. 設定する管理グループの編集画面を表示します。
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3. 「管理対象」の「設定」をクリックします。

4. データソース定義を追加する場合は「外部連携」、採番ルール定義を追加する場合は「採番ルール」をクリックします。

IM-BIS for Accel Platform
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5. 「追加」をクリックします。

6. 対象のデータソース定義（採番ルール定義）のチェックをオンにし、「決定」をクリックします。

7. 「設定」をクリックします。

8. 管理対象に追加した外部連携（採番ルール定義）が表示されていることを確認し、「更新」をクリックして完了です。
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「IM-BIS －一覧」画面の説明（システム管理者向け）

ここでは、システム管理者が使用する場合の「IM-BIS －一覧」画面について説明します。
「BISシステム管理者」は、「IM-BIS - 一覧」からBIS定義の管理や詳細カスタマイズ作業を行うことができます。
業務管理者向けの「IM-BIS －一覧」画面については、「IM-BIS for Accel Platform 業務管理者 操作ガイド」を参照してください。

Contents

BISシステム管理者／システム管理者／BIS業務管理者の一覧の違い業務管理者の一覧の違い
「「IM-BIS - 一覧」画面の機能と各部の説明一覧」画面の機能と各部の説明

BISシステム管理者／システム管理者／BIS業務管理者の一覧の違い業務管理者の一覧の違い

「IM-BIS - 一覧」画面は、実行しているユーザのロールが「BISシステム管理者」もしくは「BIS業務管理者」であるかの違いにより、表示項目・利用できる
機能の一部が異なります。
以下のポイントがユーザのロールによる機能の違いです。

表示項目

「BISシステム管理者」の場合は、「フローID」「アプリ」の項目が表示されます。
「BIS業務管理者」の場合、「フローID」「アプリ」の項目は表示されません。

利用できる機能

「BISシステム管理者」の場合は、「アプリ」のアイコンから IM-FormaDesigner の機能に基づくカスタマイズを行うことができます。
「BIS業務管理者」の場合、「アプリ」の項目が表示されないため、カスタマイズを行うことはできません。
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「「IM-BIS - 一覧」画面の機能と各部の説明一覧」画面の機能と各部の説明

「IM-BIS - 一覧」画面の内容は以下の通りです。

1. 最近使用した定義

「IM-BIS - 更新履歴」画面を表示します。

2. 新規登録

「IM-BIS - 新規登録」画面を表示します。

3. 最新情報

表示している内容を最新の状態に更新します。

4. BPM(チェックボックス)

チェックをオンにすると、BPMを検索対象にします。

5. WF(チェックボックス)

チェックをオンにすると、ワークフローを検索対象にします。

6. 検索条件
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検索する対象をセレクトボックスから選択します。

7. 入力フィールド

検索するキーワードを入力します。

8. 検索ボタン

押下すると検索を実行します。

9. 選択した定義を削除

一覧から定義を選択して押下すると対象の定義を削除します。

10. 選択(チェックボックス)

チェックをオンにすると、対象の行の定義を選択します
項目欄のチェックボックスをオンにすると、一覧に表示された定義をすべて選択します。

11. 編集

 をクリックすると、対象の定義の「IM-BIS - フロー編集」画面を表示します。

12. BIS作成種類

対象の定義のBIS作成種類を表示します。

13. BIS名

対象の定義のBIS名を表示します。

14. 説明

対象のBIS定義の説明文を表示します。

15. BIS ID

対象の定義のBIS IDを表示します。

16. フローID

対象の定義のフローIDを表示します。

17. アプリ

 をクリックすると対象の定義の「フォーム設定」を表示します。
このメニューから変更を行った場合、BIS定義のデータの整合性がとれなくなる可能性がありますので、ご注意ください。

コラムコラム

「IM-BIS - 一覧」画面では、以下の項目をクリックすると、昇順・降順でソートすることができます。

BIS作成種類
BIS名
説明
BIS ID

一覧表示パターン定義を設定する

ここでは、 IM-BIS の一覧表示パターン定義の設定方法について説明します。

Contents

一覧表示パターン定義とは一覧表示パターン定義とは
IM-BIS で、一覧表示パターン定義を設定するで、一覧表示パターン定義を設定する

一覧表示パターン定義とは一覧表示パターン定義とは

一覧表示パターン定義では、ワークフローの処理、案件管理するための各種一覧項目を編集し、任意の表示パターンを定義することができます。

IM-BIS で、一覧表示パターン定義を設定するで、一覧表示パターン定義を設定する

IM-BIS では、 IM-Workflow と同様に「申請」、「処理開始」の一覧に表示する項目を追加・削除することができます。
基本的な使い方については、「IM-Workflow 管理者 操作ガイド」を参照してください。

コラムコラム

IM-BIS で設定済みの一覧に「詳細」を追加する場合には、別途フローへの詳細画面の設定が必要となりますので、以下のページの手順に従って設
定してください。

特殊なタスク（ノード）で表示する画面を設定する特殊なタスク（ノード）で表示する画面を設定する

フローをグループ分類する

ここでは、フローグループ定義の設定方法について説明します。
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Contents

フローグループ定義とはフローグループ定義とは
フローグループ定義を登録するフローグループ定義を登録する
フローグループ定義を追加するフローグループ定義を追加する
フローグループ定義を階層設定するフローグループ定義を階層設定する

フローグループ定義とはフローグループ定義とは

フローグループ定義は、フロー定義を検索目的で分類するための定義です。
ツリー状の親子関係を持ち、1つのフロー定義が複数のフローグループに属することもできます。

フローグループ定義を登録するフローグループ定義を登録する

1. 「サイトマップ」→「IM-BIS」→「システム管理者」→「マスタ定義」→「フロー」→「フローグループ定義」をクリックします。

2. フローグループが一つも登録されていない場合、「フローグループ定義 - 新規作成」画面が表示されます。
既にフローグループが登録されている場合は「フローグループ定義を追加する」を参照してください。

フローグループ定義情報を入力します。

3. 「登録」をクリックします。

4. フローグループ定義を登録することができました。
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フローグループ定義を追加するフローグループ定義を追加する

1. 「サイトマップ」→「IM-BIS」→「システム管理者」→「マスタ定義」→「フロー」→「フローグループ定義」をクリックします。

2. 「フローグループ定義 - 編集」画面の「新規作成」をクリックします。

3. 「フローグループ定義 - 新規作成」画面でフローグループ定義情報を入力します。

4. 「登録」をクリックします。
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5. フローグループ定義を追加することができました。

フローグループ定義を階層設定するフローグループ定義を階層設定する

1. 「サイトマップ」→「IM-BIS」→「システム管理者」→「マスタ定義」→「フロー」→「フローグループ定義」をクリックします。

2. 「フローグループ定義 - 編集」画面の「新規作成」をクリックします。

3. フローグループ定義情報を入力します。
親階層にしたいフローグループ定義を選択します。

4. 「登録」をクリックします。
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5. フローグループ定義を階層で登録することができました。
左にあるツリーの  アイコンをクリックし、階層になっていることを確認してください。

代理管理者を設定する

ここでは、代理管理者の設定方法について説明します。

Contents

代理管理者設定とは代理管理者設定とは
代理管理者を設定する代理管理者を設定する

代理管理者設定とは代理管理者設定とは

代理管理者設定は、代理設定の権限を、第三者に付与することができるユーザを設定する機能です。
設定すると、ワークフロー利用者に代理設定の権限を付与します。

代理管理者を設定する代理管理者を設定する

1. 「サイトマップ」→「IM-BIS」→「システム管理者」→「フロー運用管理」→「権限者設定」→「代理管理者設定」をクリックします。

2. 「検索」をクリックします。
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3. 代理管理者を選択します。

4. 「更新」をクリックします。

5. 代理管理者設定を登録することができました。
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データソース定義を設定する

ここでは、データソース定義の設定方法ついて説明します。

Contents

データソース定義とはデータソース定義とは
データソース定義の設定方法データソース定義の設定方法
階層化したリクエストパラメータ、レスポンスフィールドの設定方法階層化したリクエストパラメータ、レスポンスフィールドの設定方法
BIS業務管理者が、各データソース定義を利用するための設定をする業務管理者が、各データソース定義を利用するための設定をする

データソース定義とはデータソース定義とは

データソース定義は、外部連携する場合のインターフェースを抽象化し、Webサービスでも、テーブルでも、同じインタフェースで連携する抽象化層の定義
です。
データソース定義では、外部連携機能を設定します。

データソース定義の設定方法データソース定義の設定方法

「データソース「データソース - 新規登録」画面の機能と各部の説明新規登録」画面の機能と各部の説明

「データソース - 新規登録」画面の内容は以下の通りです。

1. データソース種別

データソースの種別を選択します。
データソースの種別は、以下の通りです。

テナントDBクエリ：テナントDBからデータを取得します。
シェアードDBクエリ：シェアードDBからデータを取得します。
REST：REST APIを使用して、Webサービスを利用できるように設定します。
SOAP：WSDLを使用して、Webサービスを利用できるように設定します。
JAVA：Javaプログラムを連携できるように設定します。
CSVインポート：CSVのインポートができるように設定します。
CSVエクスポート：CSVのエクスポートができるように設定します。

2. データソース名

データソース定義の名称を入力します。
ここで設定した名称がデータマッパーなどで表示されます。

3. 備考

登録するデータソースの説明を入力します。

4. 他のロケール
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クリックすると表示しているロケール以外のロケールに個別にデータソース名や備考の入力欄を表示します。

コラムコラム

データソース種別「ルール」は、OpenRules モジュールを導入した場合のみ利用できます。
ルールの設定などの詳細については「OpenRules 簡易操作ガイド」を参照してください。

「データソース「データソース - 新規登録」画面の操作手順新規登録」画面の操作手順

「テナントDBクエリ」を設定する場合を例に、「データソース - 新規登録」画面の操作手順について説明します。

1. 「サイトマップ」→「IM-BIS」→「システム管理者」→「マスタ管理」→「外部連携」→「データソース定義」をクリックします。

2. 「データソース - 一覧」画面で「登録」をクリックします。

3. 「データソース種別」で任意のデータソース種別を選択します。

4. 任意の「データソース名」、「備考」を入力して「登録」をクリックします。

「データソース「データソース - 編集」画面の機能と各部の説明編集」画面の機能と各部の説明

「データソース - 編集」画面の内容は以下の通りです。
データソース種別により操作手順が異なりますので、操作手順についても以下を参照してください。

テナントテナントDBクエリクエリ
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「データソース - 編集[テナントDBクエリ]」画面の機能と各部の説明

「データソース - 編集[テナントDBクエリ]」画面の内容は以下の通りです。

1. データソース名

「データソース - 新規登録」画面で設定したデータソース名を表示します。

2. SQL

データソースとして実行するSQLを入力します。
記載するSQLはSELECT文のみとしてください。

注意注意

ここで指定するクエリは、サブクエリとして実行されます。
そのため、クエリ内で ORDER BY句 を指定すると、SQLServerではエラーになります。
SQLServer では、ORDER BY句 を指定しないようにしてください。
ただし、IM-BISの外部連携から実行された場合は該当しません。

3. 入力値

テスト実行値：「SQL」に記述したデータ処理の条件(WHERE句)に記述したカラム(テーブルの項目)に代入する値
を入力します。アプリケーションの画面アイテムから入力されることが想定される値を入力します。
データ型：項目に対応するデータの形式を文字型(VARCHAR)、数値型(NUMBER)、日付型(DATE)、タイムスタンプ
型(TIMESTAMP)の中から選択します。
論理名： IM-FormaDesigner の画面アイテムでデータソースを利用する際の「パラメータ設定」で表示する項目名と
して利用されます。20文字まで設定することができます。
追加・削除：入力値の追加・削除ができます。

4. 出力値

カラム名：「SQL」に記述したデータ処理がSELECT(データ抽出)の場合に出力する項目名を入力します。アプリケー
ションの画面アイテムに表示する項目を入力します。複数設定している場合には、画面アイテム「一覧選択」以外の
項目にも検索結果を反映することができるようになります。
データ型：項目に対応するデータの形式を文字型(VARCHAR)、数値型(NUMBER)、日付型(DATE)、タイムスタンプ
型(TIMESTAMP)の中から選択します。
論理名： IM-FormaDesigner の画面アイテムでデータソースを利用する際の「取得値設定」で表示する項目名として
利用されます。20文字まで設定することができます。
追加・削除：出力値の追加・削除ができます。

コラムコラム

出力値を設定する場合には、以下の点にご注意ください。

出力値のカラム名の設定で、以下のいずれかに該当する設定を行った場合には、ア
プリケーションの実行時にデータソース定義によるデータ取得が正しく動作しません。

出力値のカラム名に大文字を含んでいる
同一のデータソース定義内で2つ以上の出力値に同じカラム名を
設定する

クエリ詳細設定の出力値の設定を更新した場合には、該当のデータソース定義を呼
び出している外部連携設定のデータマッパーの設定を再度実施するようにしてくださ
い。
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データマッパーの設定を行わないと、データソース定義で行った更新内容が反映され
ません。

5. テスト実行

設定した情報を用いてデータが取得できるかをチェックします。
取得できなかった場合にはエラーメッセージが表示されます。

6. 登録

設定した内容をデータソース定義として登録します。

コラムコラム

入力値、出力値の論理名は、 IM-BIS を導入している環境で、非推奨アイテムに分類される画
面アイテムを使用する場合に必要な設定です。

「データソース - 編集[テナントDBクエリ]」画面の操作手順

「データソース - 編集[テナントDBクエリ]」画面の操作手順について説明します。

1. 「SQL」に実行するSQLを入力します。

2. 「SQL」のWHERE句で”?”を利用している場合には、”?”に合わせて「入力値」を設定します。
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3. 「SQL」のSELECT句で設定している列に合わせて「出力値」を設定します。

4. 「テスト実行値」にテスト用の値を入力し、「テスト実行」をクリックします。

5. テストが成功した場合、以下のメッセージが表示されます。
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6. 内容を確認して、「登録」をクリックします。

7. 正常に登録できると、次のように「データソース - 一覧」画面に追加されます。
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シェアードシェアードDBクエリクエリ

「データソース - 編集[シェアードDBクエリ]」画面の機能と各部の説明

「データソース - 編集[シェアードDBクエリ]」画面の内容は以下の通りです。

1. データソース名

「データソース - 新規登録」画面で設定したデータソース名を表示します。

2. 接続ID

シェアードDBとして設定されている接続情報を選択します。

3. SQL

データソースとして実行するSQLを入力します。
記載するSQLはSELECT文のみとしてください。

注意注意

ここで指定するクエリは、サブクエリとして実行されます。
そのため、クエリ内で ORDER BY句 を指定すると、SQLServerではエラーになります。
SQLServer では、ORDER BY句 を指定しないようにしてください。
ただし、IM-BISの外部連携から実行された場合は該当しません。

IM-BIS for Accel Platform

27

_images/tenant_101.png
_images/shared_query.png


4. 入力値

テスト実行値：「SQL」に記述したデータ処理の条件(WHERE句)に記述したカラム(テーブルの項目)に代入する値
を入力します。アプリケーションの画面アイテムから入力されることが想定される値を入力します。
データ型：項目に対応するデータの形式を文字型(VARCHAR)、数値型(NUMBER)、日付型(DATE)、タイムスタンプ
型(TIMESTAMP)の中から選択します。
論理名：画面アイテムでデータソースを利用する際の「パラメータ設定」で表示する項目名として利用されます。 20文
字まで利用することができます。
追加・削除：入力値の追加・削除ができます。

5. 出力値

カラム名：「SQL」に記述したデータ処理がSELECT(データ抽出)の場合に出力する項目名を入力します。アプリケー
ションの画面アイテムに表示する項目を入力します。複数設定している場合には、画面アイテム「一覧選択」以外の
項目にも検索結果を反映することができるようになります。
データ型：項目に対応するデータの形式を文字型(VARCHAR)、数値型(NUMBER)、日付型(DATE)、タイムスタンプ
型(TIMESTAMP)の中から選択します。
論理名：画面アイテムでデータソースを利用する際の「取得値設定」で表示する項目名として利用されます。20文字
まで利用することができます。
追加・削除：出力値の追加・削除ができます。

コラムコラム

出力値を設定する場合には、以下の点にご注意ください。

出力値のカラム名の設定で、以下のいずれかに該当する設定を行った場合には、ア
プリケーションの実行時にデータソース定義によるデータ取得が正しく動作しません。

出力値のカラム名に大文字を含んでいる
同一のデータソース定義内で2つ以上の出力値に同じカラム名を
設定する

クエリ詳細設定の出力値の設定を更新した場合には、該当のデータソース定義を呼
び出している外部連携設定のデータマッパーの設定を再度実施するようにしてくださ
い。
データマッパーの設定を行わないと、データソース定義で行った更新内容が反映され
ません。

6. テスト実行

設定した情報を用いてデータが取得できるかをチェックします。
取得できなかった場合にはエラーメッセージが表示されます。

7. 登録

設定した内容をデータソース定義として登録します。

「データソース - 編集[シェアードDBクエリ]」画面の操作手順

「データソース - 編集[シェアードDBクエリ]」画面の操作手順について説明します。

1. 「接続ID」を選択します。

2. 「SQL」に実行するSQLを入力します。
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3. 「SQL」のWHERE句で”?”を利用している場合には、”?”に合わせて「入力値」を設定します。

4. 「SQL」のSELECT句で設定している列に合わせて「出力値」を設定します。
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5. 「テスト実行値」にテスト用の値を入力し、「テスト実行」をクリックします。

6. テストが成功した場合、以下のメッセージが表示されます。
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7. 内容を確認して、「登録」をクリックします。

8. 正常に登録できると、次のように「データソース - 一覧」画面に追加されます。
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REST

「データソース - 編集[REST]」画面の機能と各部の説明

「データソース - 編集[REST]」画面の内容は以下の通りです。

1. データソース名

「データソース - 新規登録」画面で設定したデータソース名を表示します。

2. サービスタイプ

データソース種別として選択した「REST」が表示されます。

3. RESTのURL

REST APIのエントリポイントとなるアドレスを記述します。

右の  をクリックすると、入力されているURLをクリアします。

4. URI

RESTのURLに続くリソースURIを記述します。
先頭に「/」を記述する必要があります。

5. メソッド

RESTのメソッドを設定します。
「GET」または「POST」が選択できます。

6. 返却形式

レスポンスの形式を設定します。
「JSON」または「XML」が選択できます。
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7. 返却文字コード

レスポンスの文字コードを設定します。

8. リクエスト

リクエストパラメータを設定します。

9. レスポンス

レスポンスフィールドを設定します。

10. 登録

設定した内容をデータソース定義として登録します。

リクエストパラメータ、レスポンスフィールドの機能と各部の説明

リクエストパラメータ、レスポンスフィールドの設定は以下の通りです。

リクエストの設定項目

「リクエスト」の設定の内容は以下の通りです。
左の列番号をドラッグすることで、並び順を入れ替えることができます。

1. HEADER

「パラメータ」をリクエストヘッダに含めるかどうかを設定します。
チェックをオンに設定したパラメータはリクエストヘッダとして扱います。
（JAVAの場合には、この項目は表示されません。）

2. パラメータ

リクエストパラメータ名を設定します。

注意注意

マルチバイト文字を入力可能にしておりますが、連携システムのインタフェース仕様やデータソース仕様
により、使用できない場合があります。
そのため、シングルバイト文字の使用を推奨します。

3. データ型

リクエストパラメータのデータ型を設定します。
設定できるデータ型は、object / array / string / number / date / boolean です。

4. フォーマット

「データ型」に「date」を設定した場合、日付の書式を設定します。

5. 親オブジェクト

リクエストオブジェクトが階層化されている場合に、上位階層に相当するパラメータの列番号を指定します。
親オブジェクトに指定可能なパラメータは、「データ型」が「object」、もしくは「array」となっているものが対象です。

6. 削除

クリックするとリクエストパラメータを1行削除します。

7. 追加

クリックするとリクエストパラメータの入力欄を1行追加します。

レスポンスの設定項目

「レスポンス」の設定の内容は以下の通りです。
左の列番号をドラッグすることで、並び順を入れ替えることができます。

1. フィールド
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レスポンスフィールド名を設定します。

注意注意

マルチバイト文字を入力可能にしておりますが、連携システムのインタフェース仕様やデータソース仕様
により、使用できない場合があります。
そのため、シングルバイト文字の使用を推奨します。

2. データ型

レスポンスフィールドのデータ型を設定します。
設定できるデータ型は、object / array / string / number / date / boolean です。

3. フォーマット

「データ型」に「date」を設定した場合、日付の書式を設定します。

4. 親オブジェクト

レスポンスオブジェクトが階層化されている場合に、上位階層に相当するフィールドの列番号を指定します。
親オブジェクトに指定可能なパラメータは、「データ型」が「object」、もしくは「array」となっているものが対象です。

5. 削除

クリックするとレスポンスフィールドを1行削除します。

6. 追加

クリックするとレスポンスフィールドの入力欄を1行追加します。

「データソース - 編集[REST]」画面の操作手順

「データソース - 編集[REST]」画面の操作手順について説明します。

1. 「RESTのURL」、「URI」、「メソッド」、「返却形式」、「返却文字コード」を設定します。

2. 「リクエスト」の「追加」をクリックします。

3. 「HEADER」、「パラメータ」、「データ型」、「親オブジェクト」を設定します。
「データ型」を「Date」とする場合には、フォーマットも指定してください。
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4. 6〜7の手順を繰り返し、必要なリクエストパラメータを設定します。

5. 「レスポンス」の「追加」をクリックします。
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6. 「フィールド」、「データ型」、「親オブジェクト」を設定します。
データ型を「Date」とする場合には、フォーマットも指定してください。

7. 9〜10の手順を繰り返し、必要なレスポンスフィールドを設定します。

8. 「登録」をクリックします。
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9. 正常に登録できると、次のように「データソース - 一覧」画面に追加されます。

SOAP

「データソース - 編集[SOAP]」画面の機能と各部の説明

「データソース - 編集[SOAP]」画面の内容は以下の通りです。
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1. データソース名

「データソース - 新規登録」画面で設定したデータソース名を表示します。

2. サービスタイプ

データソース種別として選択した「SOAP」が表示されます。

3. WSDLのURL

WSDLの記述されている場所(URL)を指定します。

右の  をクリックすると、入力されているURLをクリアします。

4. 読み込み

クリックするとWSDLの内容を読み込み、「サービス名」、「ポート」、「オペレーション」を表示します。

5. サービス名

読み込んだWSDLに設定されているサービス名を表示します。

6. ポート

読み込んだWSDLに設定されているポートを表示します。
複数のポートがある場合は、利用するポートを選択します。

7. オペレーション

読み込んだWSDLに設定されているオペレーションを表示します。
複数のオペレーションがある場合は、利用するオペレーションを選択します。

8. リクエスト

リクエストパラメータを設定します。
（SOAPの場合、「WSDLのURL」、「サービス名」、「ポート」、「オペレーション」を設定すると表示されます。）

9. レスポンス

レスポンスフィールドを設定します。
（SOAPの場合、「WSDLのURL」、「サービス名」、「ポート」、「オペレーション」を設定すると表示されます。）

10. 登録

設定した内容をデータソース定義として登録します。

リクエストパラメータ、レスポンスフィールドの機能と各部の説明

リクエストパラメータ、レスポンスフィールドの設定は以下の通りです。

リクエストの設定項目

「リクエスト」の設定の内容は以下の通りです。
左の列番号をドラッグすることで、並び順を入れ替えることができます。

1. HEADER

「パラメータ」をリクエストヘッダに含めるかどうかを設定します。
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チェックをオンに設定したパラメータはリクエストヘッダとして扱います。
（JAVAの場合には、この項目は表示されません。）

2. パラメータ

リクエストパラメータ名を設定します。

注意注意

マルチバイト文字を入力可能にしておりますが、連携システムのインタフェース仕様やデータソース仕様
により、使用できない場合があります。
そのため、シングルバイト文字の使用を推奨します。

3. データ型

リクエストパラメータのデータ型を設定します。
設定できるデータ型は、object / array / string / number / date / boolean です。

4. フォーマット

「データ型」に「date」を設定した場合、日付の書式を設定します。

5. 親オブジェクト

リクエストオブジェクトが階層化されている場合に、上位階層に相当するパラメータの列番号を指定します。
親オブジェクトに指定可能なパラメータは、「データ型」が「object」、もしくは「array」となっているものが対象です。

6. 削除

クリックするとリクエストパラメータを1行削除します。

7. 追加

クリックするとリクエストパラメータの入力欄を1行追加します。

レスポンスの設定項目

「レスポンス」の設定の内容は以下の通りです。
左の列番号をドラッグすることで、並び順を入れ替えることができます。

1. フィールド

レスポンスフィールド名を設定します。

注意注意

マルチバイト文字を入力可能にしておりますが、連携システムのインタフェース仕様やデータソース仕様
により、使用できない場合があります。
そのため、シングルバイト文字の使用を推奨します。

2. データ型

レスポンスフィールドのデータ型を設定します。
設定できるデータ型は、object / array / string / number / date / boolean です。

3. フォーマット

「データ型」に「date」を設定した場合、日付の書式を設定します。

4. 親オブジェクト

レスポンスオブジェクトが階層化されている場合に、上位階層に相当するフィールドの列番号を指定します。
親オブジェクトに指定可能なパラメータは、「データ型」が「object」、もしくは「array」となっているものが対象です。

5. 削除

クリックするとレスポンスフィールドを1行削除します。

6. 追加

クリックするとレスポンスフィールドの入力欄を1行追加します。

「データソース - 編集[SOAP]」画面の操作手順

「データソース - 編集[SOAP]」画面の操作手順について説明します。

1. 「WSDLのURL」に利用するWebサービスのアドレスを入力します。
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2. 「読み込み」をクリックします。

3. 正しく読み込めると、「WSDLの読み込みに成功しました。」というメッセージが表示されます。

4. 「ポート」と「オペレーション」を設定します。
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5. 選択したポートとオペレーションに合わせた「リクエスト」と「レスポンス」が表示されることを確認し「登録」をクリックします。

6. 正常に登録できると、次のように「データソース - 一覧」画面に追加されます。
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コラムコラム

2013 Spring以前で作成したSOAP定義を2013 Summer以降で参照した場合、仕様によりパラメータが初期表示されないことがありま
す。
そのような場合でパラメータの確認が必要な場合には、以下の手順でパラメータを表示することができます。

「データソース - 編集[SOAP]」画面の「WSDLのURL」に参照したいWebサービスのURLを入力します。
「読み込み」をクリックします。

パラメータ表示後、「更新」をクリックするとパラメータが初期表示されるようになります。

JAVA

「データソース - 編集[JAVA]」画面の機能と各部の説明

「データソース - 編集[JAVA]」画面の内容は以下の通りです。

1. データソース名

「データソース - 新規登録」画面で設定したデータソース名を表示します。

2. サービスタイプ

データソース種別として選択した「JAVA」が表示されます。

3. 実行ファイル

JAVA連携として利用するクラスを含むJARファイルを指定します。

4. 実行クラス
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JARファイルのクラス名を完全修飾クラス名で指定します。

5. 読み込み

クリックすると実行クラスに含まれるメソッドが「メソッド」に表示されます。

6. メソッド

読み込んだクラスに含まれるメソッドを表示します。
複数のメソッドがある場合は、利用するメソッドを選択します。

7. リクエスト

リクエストパラメータを設定します。

8. レスポンス

レスポンスパラメータを設定します。

9. 登録

設定した内容をデータソース定義として登録します。

リクエストパラメータ、レスポンスフィールドの機能と各部の説明

リクエストパラメータ、レスポンスフィールドの設定は以下の通りです。

リクエストの設定項目

「リクエスト」の設定の内容は以下の通りです。
左の列番号をドラッグすることで、並び順を入れ替えることができます。

1. HEADER

「パラメータ」をリクエストヘッダに含めるかどうかを設定します。
チェックをオンに設定したパラメータはリクエストヘッダとして扱います。
（JAVAの場合には、この項目は表示されません。）

2. パラメータ

リクエストパラメータ名を設定します。

注意注意

マルチバイト文字を入力可能にしておりますが、連携システムのインタフェース仕様やデータソース仕様
により、使用できない場合があります。
そのため、シングルバイト文字の使用を推奨します。

3. データ型

リクエストパラメータのデータ型を設定します。
設定できるデータ型は、object / array / string / number / date / boolean です。

4. フォーマット

「データ型」に「date」を設定した場合、日付の書式を設定します。

5. 親オブジェクト

リクエストオブジェクトが階層化されている場合に、上位階層に相当するパラメータの列番号を指定します。
親オブジェクトに指定可能なパラメータは、「データ型」が「object」、もしくは「array」となっているものが対象です。

6. 削除

クリックするとリクエストパラメータを1行削除します。

7. 追加

クリックするとリクエストパラメータの入力欄を1行追加します。

レスポンスの設定項目

「レスポンス」の設定の内容は以下の通りです。
左の列番号をドラッグすることで、並び順を入れ替えることができます。
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1. フィールド

レスポンスフィールド名を設定します。

注意注意

マルチバイト文字を入力可能にしておりますが、連携システムのインタフェース仕様やデータソース仕様
により、使用できない場合があります。
そのため、シングルバイト文字の使用を推奨します。

2. データ型

レスポンスフィールドのデータ型を設定します。
設定できるデータ型は、object / array / string / number / date / boolean です。

3. フォーマット

「データ型」に「date」を設定した場合、日付の書式を設定します。

4. 親オブジェクト

レスポンスオブジェクトが階層化されている場合に、上位階層に相当するフィールドの列番号を指定します。
親オブジェクトに指定可能なパラメータは、「データ型」が「object」、もしくは「array」となっているものが対象です。

5. 削除

クリックするとレスポンスフィールドを1行削除します。

6. 追加

クリックするとレスポンスフィールドの入力欄を1行追加します。

「データソース - 編集[JAVA]」画面の操作手順

「データソース - 編集[JAVA]」画面の操作手順について説明します。

1. 「クラスファイル一覧」をクリックします。

2. 「実行ファイル一覧」画面から設定するファイルの「選択」をクリックします。
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3. 「実行クラス」に、設定したファイルに含まれるクラスの完全修飾クラス名を入力します。

4. 「読み込み」をクリックします。

5. 読み込みに成功すると「メソッド」が表示されますので、利用するメソッドを選択します。
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6. 「リクエスト」の「追加」をクリックします。

7. 「パラメータ」、「データ型」、「親オブジェクト」を設定します。
「データ型」を「Date」とする場合には、フォーマットも指定してください。

8. 10〜11の手順を繰り返し、必要なリクエストパラメータを設定します。
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9. 「レスポンス」の「追加」をクリックします。

10. 「パラメータ」、「データ型」、「親オブジェクト」を設定します。
「データ型」を「Date」とする場合には、フォーマットも指定してください。

11. 13〜14の手順を繰り返し、必要なレスポンスパラメータを設定します。
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12. 「登録」をクリックします。

13. 正常に登録できると、次のように「データソース - 一覧」画面に追加されます。
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CSVインポートインポート

「データソース - 編集[CSVインポート]」画面の機能と各部の説明

「データソース - 編集[CSVインポート]」画面の内容は以下の通りです。

1. データソース名

「データソース - 新規登録」画面で設定したデータソース名を表示します。

2. 文字コード

インポート対象ファイルの文字コードを指定します。
対象ファイルに合わせて、Javaでサポートされているエンコーディングセット(SJIS、Windows-31J、UTF-8など)を記述しま
す。

3. 改行コード

インポート対象ファイルの改行コードを指定します。
「CR+LF」、「CR」、「LF」の中から設定します。

4. 区切り文字

インポート対象ファイルの区切り文字を指定します。
「タブ」、「セミコロン」、「カンマ」、「スペース」の中から設定します。

5. スキップ行数（先頭）

インポート時に、先頭の読み込まない行数を指定します。
初期値に「0」が記述されています。
見出し行をインポートしたくないときなどは「1」を指定します。

注意注意

改行コードが正しく設定されていない場合、正常にスキップされない可能性があります。

6. スキップ行数（末尾）
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インポート時に、末尾の読み込まない行数を指定します。
初期値に「0」が記述されています。

注意注意

改行コードが正しく設定されていない場合、正常にスキップされない可能性があります。

7. データフォーマット

列名：取り込むCSVの項目名を記述します。

データ型：取り込むCSVの項目に対応するデータ型を設定します。
設定できるデータ型は、string / number / date / boolean です。

フォーマット：データ型が date の場合に、フォーマットを設定します。

追加・削除：項目の追加・削除ができます。

8. 登録

設定した内容をデータソース定義として登録します。

「データソース - 編集[CSVインポート]」画面の操作手順

「データソース - 編集[CSVインポート]」画面の操作手順について説明します。

1. インポートファイルに合わせて、「文字コード」、「改行コード」、「区切り文字」、「スキップ行数（先頭）」、「スキップ行数（末尾）」を入力し
ます。

2. インポートファイルに合わせて、「データフォーマット」を入力し、「登録」ボタンをクリックします。

3. 正常に登録できると、次のように「データソース - 一覧」画面に追加されます。
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CSVエクスポートエクスポート

「データソース - 編集[CSVエクスポート]」画面の機能と各部の説明

「データソース - 編集[CSVエクスポート]」画面の内容は以下の通りです。

1. データソース名

「データソース - 新規登録」画面で設定したデータソース名を表示します。

2. 文字コード

エクスポート対象ファイルの文字コードを指定します。
出力したい文字コードを、Javaでサポートされているエンコーディングセット(SJIS、Windows-31J、UTF-8など)をから指定
します。

3. 改行コード

エクスポート対象ファイルの改行コードを指定します。
「CR+LF」、「CR」、「LF」の中から設定します。

4. 区切り文字

エクスポート対象ファイルの区切り文字を指定します。
「タブ」、「セミコロン」、「カンマ」、「スペース」の中から設定します。

5. 見出し行

見出し行の有無を設定します。

「あり」の場合

データフォーマットの「列名」を、見出しとしてCSVファイルの1行目に出力します。

「なし」の場合

見出しを表示しません。
1行目にはエクスポート対象のデータが出力されます。
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6. ダブルクォート

CSV出力時に、項目を「”（ダブルクォート）」で囲うかを設定します。

「全データ型」の場合

見出し行から対象データまで、すべての項目をダブルクォートで囲みます。

「Stringのみ」の場合

データフォーマットのデータ型が「String」の項目のみ、ダブルクォートで囲みます。

「なし」の場合

すべての項目をダブルクォートで囲みません。

コラムコラム

「なし」の場合、ダブルクォートを使用しませんが、「カンマ」や「タブ」などの特殊な文字列を含む場
合は、「”（ダブルクォート）」で囲むことがあります。

7. データフォーマット

列名：CSVに出力する項目名を記述します。

データ型：取り込むCSVの項目に対応するデータ型を設定します。
設定できるデータ型は、string / number / date / boolean です。

フォーマット：データ型が date の場合に、フォーマットを設定します。

追加・削除：項目の追加・削除ができます。

8. 登録

設定した内容をデータソース定義として登録します。

「データソース - 編集[CSVエクスポート]」画面の操作手順

「データソース - 編集[CSVエクスポート]」画面の操作手順について説明します。

1. エクスポートしたい設定で「文字コード」、「改行コード」、「区切り文字」、「見出し行」、「ダブルクォート」を入力します。

2. エクスポートしたいデータに合わせて、「データフォーマット」を入力し、「登録」ボタンをクリックします。
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3. 正常に登録できると、次のように「データソース - 一覧」画面に追加されます。

ルールルール

「データソース－編集[ルール]」画面の機能と各部の説明

「データソース－編集[ルール]」画面の内容は以下の通りです。
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1. データソース名

「データソース－新規登録」画面で設定したデータソース名を表示します。

2. サービスタイプ

データソース種別として選択した「RULE」が表示されます。

3. Decision名

設定ファイルのDecision名を入力します。

4. 実行モード

「Rule」の実行モードを選択します。
「シーケンシャル」モードを選択すると「Rule Engine」を実行します。
「推論型」モードを選択すると「Rule Solver」を実行します。

5. 解のタイプ

「推論型」モード利用時に、返却する解の個数を設定できます。

単一解

解を１つのみ返却します。この解のタイプの場合は、詳細設定が選択可能です。
OpenRules からのレスポンスはオブジェクト、htmlで取得可能です。

複数解

解を複数返却します。レスポンスはhtmlでのみ取得可能です。

6. 詳細設定

解のタイプが単一解の時に選択可能です。
選択することで、解の返却範囲の設定とコスト変数の設定が可能になります。

7. 解の返却範囲

「推論型」モード利用時に、最大いくつの解を考慮するかの設定を行います。
各選択可能項目と、考慮する解の個数は以下となっています。

選択可能項目選択可能項目 解の個数解の個数

小 10

中 25
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大 50

選択可能項目選択可能項目 解の個数解の個数

コスト変数の設定を行う場合は、この解の返却範囲で設定された解の中から最適解を選択します。

8. コスト変数

最適解を返却させたい時に設定します。

1. 条件

最適解の条件を指定します。指定可能な条件は以下です。

最大化

コスト変数が最大となる解を最適解と判断します。

最少化

コスト変数が最少となる解を最適解と判断します。

2. 変数名

コスト変数として指定する変数名を記入します。
指定する変数は、ルール設定ファイル（.xls）内の「Glossary」テーブルで設定した
「Decision Variable」の中から指定してください。
ただし、指定可能な変数の型はint型のみです。

9. 設定ファイルのアップロード（decisionファイル設定）

設定ファイルをアップロードします。

Decisionファイル

Decisionを含むExcelファイルのラジオボタンをオンにします。

ファイル名

アップロードしたファイル名が表示されます。

ダウンロード

アップロードしたファイルをローカルにダウンロードします。

削除

アップロードしたファイルをサーバのStorageから削除します。

10. Java Beanアーカイブリスト

「推論型」モードを実行する際に使用するクラスファイル名を設定します。

11. リクエスト

「シーケンシャルモード」を実行する際に手動でリクエストパラメータを設定します。

12. レスポンス

「シーケンシャルモード」を実行する際に手動でレスポンスフィールドを設定します。

注意注意

1つのデータソース定義に対して、同じ名称の設定ファイルを複数アップロードすることはできません。
同じ名称の設定ファイルをアップロードする場合には、一度登録済みの設定ファイルを削除してからアップ
ロードしてください。

Java Beanアーカイブリストの機能と各部の説明

Java Beanアーカイブリストの設定は以下の通りです。

Java Beanアーカイブリスト

Java Beanアーカイブリストの設定の内容は以下の通りです。

IM-BIS for Accel Platform

55



「推論型」モード実行時に使用するjarファイルを選択します。

Java Beanリスト

Java Beanリストの設定の内容は以下の通りです。

Java Beanアーカイブリストで選択したjarファイル内使用するクラスを選択します。
使用するクラスを選択すると、自動でリクエストまたはレスポンスに値が設定されます。

リクエストパラメータ、レスポンスフィールドの機能と各部の説明

リクエストパラメータ、レスポンスフィールドの設定は以下の通りです。

リクエストの設定項目

リクエストの設定の内容は以下の通りです。
「実行モード」が「シーケンシャル」の場合、左の列番号をドラッグすることで、並び順を入れ替えることができます。

1. パラメータ

リクエストパラメータ名を設定します。
外部連携設定（データマッパー）でリクエストとして設定したい値を、「Glossary」のBusiness ConceptとAttributeを参照
して記述します。

注意注意
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全角文字などの、マルチバイト文字を設定することはできません。

2. データ型

リクエストパラメータのデータ型を設定します。
設定できるデータ型は、string / number / date / boolean / object / array です。

3. フォーマット

型に「date」を設定した場合、日付の書式を設定します。

4. 親オブジェクト

リクエストオブジェクトが階層化されている場合に、上位階層に相当するパラメータの列番号を指定します。
親オブジェクトに指定可能なパラメータは、「型」が「object」、もしくは「array」となっているものが対象です。

5. 追加

クリックするとリクエストパラメータの入力欄を1行追加します。

6. 削除

クリックするとリクエストパラメータを1行削除します。

レスポンスの設定項目

レスポンスの設定の内容は以下の通りです。
左の列番号をドラッグすることで、並び順を入れ替えることができます。

1. パラメータ

レスポンスフィールド名を設定します。
外部連携設定（データマッパー）でレスポンスとして設定したい値を「Glossary」のBusiness ConceptとAttributeを参照し
て記述します。

注意注意

全角文字などの、マルチバイト文字を設定することはできません。

2. データ型

レスポンスフィールドのデータ型を設定します。
設定できるデータ型は、object / array / string / number / date / boolean です。

3. フォーマット

型に「date」を設定した場合、日付の書式を設定します。

4. 親オブジェクト

レスポンスオブジェクトが階層化されている場合に、上位階層に相当するフィールドの列番号を指定します。
親オブジェクトに指定可能なパラメータは、「型」が「object」、もしくは「array」となっているものが対象です。

5. 追加

クリックするとレスポンスフィールドの入力欄を1行追加します。

6. 削除

クリックするとレスポンスフィールドを1行削除します。

コラムコラム

「推論型」モードを利用する場合はリクエスト・レスポンス用にJavaBeanを作成し、jarファイルとして配置す
る必要があります。
デフォルトの配置先は以下です。

%RESIN_HOME% /webapps/ %コンテキストパス% /WEB-INF/im_bis/datasource/rule/solver

また、jarファイルの配置先は IM-BIS の設定ファイルによって変更することができます。
設定ファイルついては「 IM-BISセットアップガイドセットアップガイド  」-「 設定ファイルの編集設定ファイルの編集  」先の「バーチャルテナントによ
る複数テナントの利用」を参照してください。

「データソース - 編集[ルール]」画面の操作手順

「データソース - 編集[ルール]」画面の操作手順について説明します。

RuleEngineの場合

1. 設定ファイルに記述した「Decision名」を入力します。
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2. 「実行モード」が「シーケンシャル」となっていることを確認し、「ファイル追加...」をクリックし、ファイルを選択します。

3. 対象のファイルが選択されていることを確認し、「Decisionファイル」をクリックします。

4. 「リクエスト」の「追加」をクリックします。
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5. 「パラメータ」、「データ型」、「親オブジェクト」を設定します。
「データ型」を「Date」とする場合には、フォーマットも指定してください。

6. 4〜5の手順を繰り返し、必要なリクエストパラメータを設定します。

7. 「レスポンス」の「追加」をクリックします。
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8. 「パラメータ」、「データ型」、「親オブジェクト」を設定します。
「データ型」を「Date」とする場合には、フォーマットも指定してください。

9. 7〜8の手順を繰り返し、必要なレスポンスパラメータを設定します。
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10. 「登録」ボタンをクリックします。

11. 正常に登録できると、次のように「データソース - 一覧」画面に追加されます。
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RuleSolverの場合

1. 以下のフォルダに設定したいjarファイルを配置します。

%RESIN_HOME% /webapps/ %コンテキストパス% /WEB-INF/im_bis/datasource/rule/solver

2. 設定ファイルに記述した「Decision名」を入力します。

3. 「実行モード」の「推論型」をクリックします。
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4. 「ファイル追加...」をクリックし、ファイルを選択します。

5. 対象のファイルが選択されていることを確認し、「Decisionファイル」をクリックします。
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6. 「Java Beanアーカイブリスト」の「追加」をクリックします。

7. 「Java Beanアーカイブリスト」画面に対象のjarファイルが表示されていることを確認し、説明を入力します。

注意注意

説明の入力は任意です。
説明を入力した場合は、保存ボタンをクリックしないと説明が保存されないため、ご注意ください。
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8. 「保存」ボタンをクリックします。

9. 対象のjarファイルを選択し、「OK」ボタンをクリックします。

10. 「Java Beanアーカイブリスト」に対象のjarが表示されていることを確認し、「リクエスト」の「追加」をクリックします。

11. 「Java Beanリスト」画面のjarファイルのリクエストに使用するJava Beanを選択し、OKをクリックします。
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12. 「リクエスト」の値を確認し、「レスポンス」の「追加」をクリックします。

13. 「Java Beanリスト」画面のjarファイルのレスポンスに使用するJava Beanを選択し、OKをクリックします。

14. 「レスポンス」の値を確認し、「登録」ボタンをクリックします。
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15. 正常に登録できると、次のように「データソース - 一覧」画面に追加されます。

Office365_GoogleApps

「データソース - 編集[Office365_GoogleApps]」画面の機能と各部の説明

「データソース－編集[Office365_GoogleApps]」画面の内容は以下の通りです。
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1. サービスタイプ

データソース種別として選択した「O365_GAPPS」が表示されます。

2. URI

リソースURIが表示されます。

3. メソッド

Office365_GoogleAppsのメソッドが表示されます。
「GET」または「POST」が選択されています。

4. 返却形式

レスポンスの形式が表示されています。
「JSON」または「XML」が選択されています。

5. 返却文字コード

レスポンスの文字コードが表示されます。

6. リクエスト

リクエストパラメータが表示されます。

7. レスポンス

レスポンスパラメータが表示されます。

リクエストパラメータ、レスポンスフィールドの機能と各部の説明

リクエストパラメータ、レスポンスフィールドの内容は以下の通りです。

リクエストの設定項目

「リクエスト」に表示される内容は以下の通りです。

1. HEADER

「パラメータ」をリクエストヘッダに含めるかどうかが表示されます。
チェックがオンのパラメータはリクエストヘッダとして扱われます。

2. パラメータ

リクエストパラメータ名が表示されます。

3. データ型

リクエストパラメータのデータ型が表示されます。

4. フォーマット

「データ型」に「date」を選択した場合、設定した日付の書式が表示されます。
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5. 親オブジェクト

リクエストオブジェクトが階層化されている場合に設定した、上位階層に相当するパラメータの列番号が表示されます。

レスポンスの設定項目

「レスポンス」に表示される内容は以下の通りです。

1. フィールド

レスポンスフィールド名が表示されます。

2. データ型

レスポンスフィールドのデータ型が表示されます。

3. フォーマット

「データ型」に「date」を選択した場合、設定した日付の書式が表示されます。

4. 親オブジェクト

リクエストオブジェクトが階層化されている場合に設定した、上位階層に相当するパラメータの列番号が表示されます。

階層化したリクエストパラメータ、レスポンスフィールドの設定方法階層化したリクエストパラメータ、レスポンスフィールドの設定方法

呼び出す対象のパラメータ・フィールドの設定が、階層構造となる場合には、呼び出し先で指定した階層に合わせて設定します。
階層構造となるパラメータ・フィールドの定義と、データソース定義の設定例は、以下の図の通りです。

上記の図のように設定すると、データマッパーでは、ツリー形式で階層化して表示します。

コラムコラム

レスポンスで名称を入力せずに設定したパラメータ・フィールドはデータマッパー上で以下のように表示します。

データ型が「object」の場合、「OBJECT」と表示します。
データ型が「array」の場合、「ARRAY」と表示します。
データ型が「string」「number」「date」「boolean」のいずれかの場合、「VALUE」と表示します。
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BIS業務管理者が、各データソース定義を利用するための設定をする業務管理者が、各データソース定義を利用するための設定をする

登録したデータソース定義をBIS業務管理者が利用するためには、登録後に以下のリンク先の手順に従って、管理グループの管理対象に追加してくださ
い。

管理グループに「管理対象」を設定する管理グループに「管理対象」を設定する

インポート・エクスポートを行う

ここでは、インポート・エクスポートの実行方法について説明します。

Contents

インポート・エクスポートとはインポート・エクスポートとは
インポート・エクスポートの前提条件インポート・エクスポートの前提条件
エクスポートの事前準備エクスポートの事前準備
エクスポートを実行するエクスポートを実行する
インポートを実行するインポートを実行する

インポート・エクスポートとはインポート・エクスポートとは

インポート・エクスポートは、他の環境のIM-BISへ定義を移すための機能です。
インポート・エクスポートの対象は、「IM-Workflow に関する定義ファイル」や「アプリケーション情報」、「データソース定義」、「BIS定義」です。

インポート・エクスポートの前提条件インポート・エクスポートの前提条件

IM-BIS で作成したBPM／ワークフローで使用している定義をインポート・エクスポートを実行するためには IM-Workflow 、IM-FormaDesigner のイ
ンポート・エクスポート機能も利用するため、実行ユーザに必要な権限を設定してください。
IM-BIS のインポート・エクスポート機能は、ローカルからの入出力のみ対応しています。

エクスポートの事前準備エクスポートの事前準備

IM-BIS でのエクスポート作業を行う前に事前準備として、対象の確認を行います。

エクスポートの対象となるBPM／ワークフローでルール定義を利用した分岐を含む場合、対象のルール定義名とルール定義で使用
している画面の項目名を確認します。

エクスポートを実行するエクスポートを実行する

IM-BIS の定義をエクスポートするには、以下の手順で行います。

IM-Workflow に関する定義ファイルをエクスポートするに関する定義ファイルをエクスポートする

IM-Workflow のエクスポート機能を利用して、 IM-BIS で作成したBPM／ワークフローに必要な下記の定義をエクスポートします。

コンテンツ定義
ルート定義
フロー定義
案件プロパティ定義
ルール定義

1. 「サイトマップ」→「IM-BIS」→「エクスポート」→「IM-BIS」→「IM-Workflowエクスポート」をクリックします。

2. 「エクスポート」画面が表示されます。

3. 「コンテンツ定義」「ルート定義」「フロー定義」については、以下の手順でエクスポートに必要な情報を設定します。
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登録済みのすべての「コンテンツ定義」、「ルート定義」、「フロー定義」をエクスポートする場合

1. 対象の「エクスポート（全件）」をクリックします。

「コンテンツ定義」、「ルート定義」、「フロー定義」を選択してエクスポートする場合

1. 検索をクリックします。

2. エクスポートの対象のチェックボックスをオンにして、「決定」をクリックします。
（検索して絞り込む場合は、エクスポートする対象のBIS名を名称に入力して検索します。）

4. 「案件プロパティ定義」は、フロー（BIS定義）のルール定義として利用している項目に対応した案件プロパティをエクスポートする必要があります。
事前にフロー編集からルール定義の設定内容を確認し、以下の手順でエクスポート対象となる案件プロパティ項目を選択します。

登録済みのすべての「案件プロパティ定義」をエクスポートする場合

1. 対象の「エクスポート（全件）」をクリックします。

「案件プロパティ定義」を選択してエクスポートする場合

1. 検索をクリックします。
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2. エクスポートの対象のチェックボックスをオンにして、「決定」をクリックします。
（検索して絞り込む場合は、エクスポートする対象のBPM／ワークフローのルール定義で利用している画面項目を、「キー名」
に入力して検索します。）

コラムコラム

ルール定義や、追記設定などで案件プロパティを利用していない場合、この手順は不要です。

5. 「ルール定義」については、以下の手順でエクスポートに必要な情報を設定します。

登録済みのすべての「ルール定義」をエクスポートする場合

1. 対象の「エクスポート（全件）」をクリックします。

「ルール定義」を選択してエクスポートする場合

1. 検索をクリックします。

2. エクスポートの対象のチェックボックスをオンにして、「決定」をクリックします。
（検索して絞り込む場合は、エクスポートする対象のBPM／ワークフローの画面名（フォーム名）を、「ルール名」に入力して検索
します。）
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コラムコラム

エクスポートするBPM／ワークフローで分岐にルール定義を利用していない場合、この手順は不要です。

6. 最後に「エクスポート」をクリックすると、Storage領域にエクスポートファイルを出力します。

コラムコラム

intra-mart Accel Platform （http://ホスト名ホスト名:ポート番号ポート番号/コンテキストパスコンテキストパス/system/login）にシステム管理者としてロ
グインし、メニューの「ファイル操作」から Storage領域に出力したファイルをダウンロードすることができます。

アプリケーション情報をエクスポートするアプリケーション情報をエクスポートする

IM-FormaDesigner のエクスポート機能を利用して、 IM-BIS で作成したBPM／ワークフローに必要なアプリケーション情報をエクスポートします。

1. 「サイトマップ」→「IM-BIS」→「システム管理者」→「エクスポート」→「IM-BIS」→「IM-Formaアプリエクスポート」をクリックします。

2. 「アプリケーション情報エクスポート」画面が表示されます。

3. 検索条件をクリックして開き、「アプリケーション名」にエクスポート対象のBIS名を入力して「検索」をクリックします。
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4. 「エクスポート」をクリックすると、エクスポートファイルを出力します。

データソース定義をエクスポートするデータソース定義をエクスポートする

IM-FormaDesigner のエクスポート機能を利用して、 IM-BIS で作成したBPM／ワークフローに必要なデータソース定義をエクスポートします。

1. 「サイトマップ」→「IM-BIS」→「エクスポート」→「データソース定義」→「データソース定義エクスポート」をクリックします。

2. 「データソース情報エクスポート」画面が表示されます。

エクスポートタイプが「一括」の場合

データソース定義をすべてエクスポートします。

エクスポートタイプが「選択」の場合

一覧で選択したデータソース定義をエクスポートします。
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3. 「エクスポート実行」をクリックすると、エクスポートファイルを出力します。

テンプレートカテゴリをエクスポートするテンプレートカテゴリをエクスポートする

テンプレートカテゴリをエクスポートします。

1. 「サイトマップ」→「IM-BIS」→「エクスポート」→「テンプレートカテゴリ定義」→「テンプレートカテゴリ定義エクスポート」をクリックします。

2. 「テンプレートカテゴリ定義エクスポート」画面が表示されます。

3. 「エクスポート実行」をクリックすると、エクスポートファイルを出力します。

IM-BIS の定義をエクスポートするの定義をエクスポートする

IM-BIS の定義をエクスポートします。

1. 「サイトマップ」→「IM-BIS」→「エクスポート」→「IM-BIS」→「IM-BISエクスポート」をクリックします。

2. 「BISエクスポート」画面が表示されます。
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3. 一覧の表示を絞り込む場合には、「BIS作成種類」、「BIS名」、「BIS ID」、説明のいずれかを検索条件に指定し、「検索」をクリックします。

4. 「エクスポート」をクリックすると、エクスポートファイルをローカルに出力します。

注意注意

BIS定義のサイズが合計4GB以上の状態でエクスポートを行った場合に、システムエラーが発生する可能性があります。
また、「設計文書管理」を利用してサイズの大きいファイルを添付する場合は、ダウンロードに時間がかかりますのでご注意ください。

インポートを実行するインポートを実行する

IM-BIS の定義をインポートするには、以下の手順で行います。

IM-Workflow に関する定義ファイルをインポートするに関する定義ファイルをインポートする

IM-Workflow のインポート機能を利用して、 IM-BIS で作成したBPM／ワークフローに必要な下記の定義をインポートします。

コンテンツ定義
ルート定義
フロー定義
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案件プロパティ定義
ルール定義

1. インポートを行う環境のStorage領域にエクスポートしたファイルを格納しておきます。
Storageのパスは、デフォルトの場合、「パブリックストレージ
（[%STORAGE_80%]/public/storage/im_workflow/data/default/import_export）」です。

2. 「サイトマップ」→「IM-BIS」→「インポート」→「IM-BIS」→「IM-Workflowインポート」をクリックします。

3. 「インポート」画面が表示されます。

4. インポート対象のファイルのチェックボックスをオンにし、「データ選択へ」をクリックします。

5. インポート対象のチェックボックスをオンにして選択します。

6. 「インポート」をクリックしてインポートを実行します。

アプリケーション情報をインポートするアプリケーション情報をインポートする

IM-FormaDesigner のエクスポート機能を利用して、 IM-BIS で作成したBPM／ワークフローに必要なアプリケーション情報をインポートします。

1. 「サイトマップ」→「IM-BIS」→「インポート」→「IM-BIS」→「IM-Formaインポート」をクリックします。

2. 「アプリケーション情報インポート」画面が表示されます。
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3. 「インポートファイル」にインポートするファイルの情報を設定します。

4. 「インポート実行」をクリックすると、インポートを実行します。

データソース定義をインポートするデータソース定義をインポートする

IM-FormaDesigner のエクスポート機能を利用して、 IM-BIS で作成したBPM／ワークフローに必要なデータソース定義をインポートします。

1. 「サイトマップ」→「IM-BIS」→「エクスポート」→「データソース定義」→「データソース定義インポート」をクリックします。

2. 「データソース情報インポート」画面が表示されます。

3. 「インポートファイル」にインポートするファイルの情報を設定します。

4. 「インポート実行」をクリックすると、インポートを実行します。
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テンプレートカテゴリの定義をインポートするテンプレートカテゴリの定義をインポートする

テンプレートカテゴリの定義をインポートします。

1. 「サイトマップ」→「IM-BIS」→「インポート」→「テンプレートカテゴリ定義」→「テンプレートカテゴリ定義エクスポート」をクリックします。

2. 「テンプレートカテゴリ定義インポート」画面が表示されます。

3. 「インポートファイル」にインポートするファイルの情報を設定します。

4. 「インポートオプション」にインポートの方法を指定します。

上書き
テンプレートカテゴリ定義のデータをすべて削除してから、インポートファイルのデータを登録します。

マージ
テンプレートカテゴリ定義のデータにインポートファイルのデータを追加します。

5. 「インポート実行」をクリックすると、インポートを実行します。
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IM-BIS の定義をインポートするの定義をインポートする

IM-BIS の定義をインポートします。

1. 「サイトマップ」→「IM-BIS」→「インポート」→「IM-BIS」→「IM-BISインポート」をクリックします。

2. 「BISインポート」画面が表示されます。

3. 「インポートファイル」にインポートするファイルの情報を設定します。

4. 「インポート実行」をクリックすると、インポートを実行します。

コラムコラム

「管理グループ」のインポート・エクスポートを行う場合には、 IM-Workflow 、 TableMaintenance のインポート・エクスポートをご利用ください。

IM-Workflow では、インポート・エクスポートで「管理グループ」に IM-BIS で使用している管理グループを含めてください。

TableMaintenance では、以下のテーブルを対象にインポート・エクスポートを実行してください。

imbis_m_administration_group
imbis_m_administration_plugin
imbis_m_administration_target
imbis_m_admin_relation

コラムコラム

「一覧表示パターン」、「採番ルール定義」のインポート・エクスポートを行う場合には、 TableMaintenance のインポート・エクスポートをご利用くださ
い。

「一覧表示パターン」については、以下のテーブルを対象にインポート・エクスポートを実行してください。

imbis_m_list_pattern
imbis_m_selected_column_list
imbis_m_column
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「採番ルール定義」については、以下のテーブルを対象にインポート・エクスポートを実行してください。

imfr_m_auto_no
imfr_m_auto_no_company
imfr_m_auto_no_locale

Office 365、Google Apps 連携の接続情報を設定する

ここでは、Office 365 と Google Apps に接続するための設定方法について説明します。

Contents

接続情報とは接続情報とは
接続先の設定方法接続先の設定方法
ユーザ接続先一覧ユーザ接続先一覧

接続情報とは接続情報とは

Office 365 と Google Apps に接続するための設定情報です。

接続先の設定方法接続先の設定方法

「接続先登録」画面の機能と各部の説明「接続先登録」画面の機能と各部の説明

「接続先登録」画面の内容は以下の通りです。

1. 接続先

接続先を選択します。
接続先は、以下の通りです。

Office 365 ： Office 365 の設定をします。
Google Apps ： Google Apps の設定をします。

2. 組織アカウント

接続先から払い出されたドメインを設定します。

3. クライアントID

接続先から払い出されたクライアントIDを設定します。

4. シークレット

接続先から払い出されたクライアントシークレットを設定します。

5. スコープ

スコープには、接続先に必要な権限を設定します。
詳細は、各接続先のAPI情報をご確認ください。

コラムコラム

スコープの内容が複数ある場合は、半角スペースを間に入力してください。

6. リダイレクトURI

接続した結果を受け取るURIを設定します。

コラムコラム

以下のURIを設定してください。
http://<HOST>:<PORT>/<CONTEXT_PATH>/oAuth

「接続先登録」画面の操作手順「接続先登録」画面の操作手順

「接続先登録」画面の操作手順について説明します。
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1. 「サイトマップ」→「IM-BIS」→「システム管理者」→「マスタ管理」→「外部連携」→「Office365_GoogleApps」→「接続先一覧」をクリックします。

2. 「接続先一覧」画面で「登録」をクリックします。

3. 「接続先」で任意の接続先を選択します。

4. 任意の「組織アカウント」、「クライアントID」、「シークレット」、「スコープ」、「リダイレクトURI」を入力して「登録」をクリックします。

「接続先編集」画面の機能と各部の説明「接続先編集」画面の機能と各部の説明

「接続先編集」画面の内容は以下の通りです。
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1. 接続先

接続先が表示されます。
接続先は、以下の通りです。

Office 365 ： Office 365 の設定をします。
Google Apps ：Google Apps の設定をします。

2. 組織アカウント

登録された組織アカウントが表示されます。

3. クライアントID

クライアントIDが編集できます。

4. シークレット

シークレットが編集できます。

5. スコープ

スコープが編集できます。

6. リダイレクトURI

リダイレクトURIが編集できます。

「接続先編集」画面の操作手順「接続先編集」画面の操作手順

1. 「サイトマップ」→「IM-BIS」→「システム管理者」→「マスタ管理」→「外部連携」→「Office365_GoogleApps」→「接続先一覧」をクリックします。

2. 編集したい接続先情報の「編集」をクリックします。

3. 任意で「クライアントID」、「シークレット」、「スコープ」、「リダイレクトURI」を編集し、「更新」をクリックします。

ユーザ接続先一覧ユーザ接続先一覧

「ユーザ接続先一覧」画面の機能と各部の説明「ユーザ接続先一覧」画面の機能と各部の説明

「ユーザ接続先一覧」画面の内容は以下の通りです。
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1. 接続先

接続先が表示されます。

2. 組織アカウント

組織アカウントが表示されます。

3. ユーザコード

検索したいユーザのユーザコードを設定します。

4. サービス種類

ユーザが利用しているサービスの種類を表示します。

5. ユーザコード

ユーザコードが表示されます。

6. 有効期限

認証の有効期限が表示されます。

「ユーザ接続先一覧」画面の確認手順「ユーザ接続先一覧」画面の確認手順

1. 「サイトマップ」→「IM-BIS」→「システム管理者」→「マスタ管理」→「外部連携」→「Office365_GoogleApps」→「接続先一覧」をクリックします。

2. 確認したい接続先情報の「ユーザ一覧」をクリックします。

3. 選択した接続先を利用しているユーザ一覧が表示されます。
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ルール実行履歴レポート機能を利用する

ここではルール実行履歴レポート機能の使い方を説明します。

Contents

ルール実行履歴レポートとはルール実行履歴レポートとは
「ルール実行履歴レポート」画面の機能と各部の説明「ルール実行履歴レポート」画面の機能と各部の説明

ルール実行履歴レポートとはルール実行履歴レポートとは

ルール実行履歴レポートとは、外部連携：ルールを実行した際の実行履歴・実行結果のレポートを、htmlファイルにてダウンロードできる機能です。
本機能を利用することで、今まで IM-BIS から取得することができなかった「実行モード：推論型で複数解が返ってくる」場合でも、解を取得することがで
きます。
実行履歴・実行結果の取得対象は、実行モード：推論型で登録されたすべてのデータソース定義です。

「ルール実行履歴レポート」画面の機能と各部の説明「ルール実行履歴レポート」画面の機能と各部の説明

「ルール実行履歴レポート」画面の内容は以下の通りです。

1. アプリケーション名

検索するアプリケーション名を入力します。
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2. 作成ユーザ名

検索する作成ユーザ名を入力します。

3. 作成日

検索する作成日の範囲を入力します。

4. 検索ボタン

押下すると検索を実行します。

5. クリアボタン

押下すると検索条件をクリアします。

6. 選択したレポートを削除

一覧からレポートを選択して押下すると対象のレポートを削除します。

7. 選択(チェックボックス)

チェックをオンにすると、対象の行のレポートを選択します
ヘッダーのチェックボックスをオンにすると、一覧に表示されたレポートをすべて選択します。

8. ダウンロード

ダウンロードアイコンを押下すると、対象のレポートをダウンロードします。

9. アプリケーション名

レポートが作成されたアプリケーション名です。

10. 作成ユーザ名

レポートを作成したユーザ名です。

11. 作成日時

レポートが作成された日時です。

12. データソース名

レポートを作成した際に使用されたデータソース名です。

13. レポート名

レポートのファイル名です。

注意注意

ルール実行履歴レポートは、現在英語でのレポート出力のみしか対応しておりません。

IM-BIS の詳細カスタマイズ機能

印影表示を利用する

ここでは、 IM-BIS のBPM／ワークフローで、画面アイテム「印影表示」を利用するための方法を説明します。

Contents

画面アイテム「印影表示」とは画面アイテム「印影表示」とは
ワークフローパラメータを設定するワークフローパラメータを設定する
IM-BIS で作成したコンテンツへの印影処理を設定するで作成したコンテンツへの印影処理を設定する
BIS担当者が利用する印影を設定する担当者が利用する印影を設定する

画面アイテム「印影表示」とは画面アイテム「印影表示」とは

画面アイテム「印影表示」は、BPM／ワークフローで印影を表示するためのアイテムです。
申請・承認処理などで、印影を利用できます。

ワークフローパラメータを設定するワークフローパラメータを設定する

IM-BIS で作成したフォームで画面アイテム「印影表示」を利用するためには、ワークフローパラメータを変更する必要があります。
ワークフローパラメータは、以下の手順で設定してください。

1. 「サイトマップ」→「ワークフロー管理者」→「ワークフローパラメータ」をクリックします。

2. 「param_group_default.xml」で下記の通りに修正します。

<param>
   <param-name>stamp-enabled</param-name>
   <param-value>true</param-value>
</param>
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3. 「編集」をクリックします。
確認ダイアログが表示されたら「OK」をクリックします。

IM-BIS で作成したコンテンツへの印影処理を設定するで作成したコンテンツへの印影処理を設定する

IM-BIS で作成したフォームに対応するコンテンツ定義に印影処理を設定するためには、以下の手順で設定してください。

1. 「サイトマップ」→「ワークフロー」→「ワークフロー管理者」→「マスタ定義」→「コンテンツ定義」をクリックします。

2. コンテンツ名が設定対象の「BIS名」となっているコンテンツ定義の「編集」をクリックします。

3. 「バージョン」をクリックします。

4. 対象のバージョンの「編集」をクリックします。
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5. 「ユーザプログラム」をクリックします。

6. 「新規作成」をクリックして、「印影処理」のプログラムを設定します。

申請／処理開始ノード、承認／処理ノードなどのタスクへ印影処理を設定する申請／処理開始ノード、承認／処理ノードなどのタスクへ印影処理を設定する

対象のコンテンツ定義を利用するBPM／ワークフローのすべてのタスクに以下の手順で印影処理を設定します。

1. 「ユーザプログラム定義 - 新規作成」画面で、以下の内容に従って、必要なユーザプログラムを設定します。

プログラム名：「【アクション処理】印影処理」
プラグイン種別：アクション処理
対象ノード：対象のノード名（申請／処理開始ノード、承認／処理ノード）
プラグイン種類：「【アクション処理】印影処理」
実行順番：1

2. 上記の通りに設定したら、「登録」をクリックします。
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以上で、タスクに対する印影処理が設定できました。

案件に対する各処理へ印影処理を設定する案件に対する各処理へ印影処理を設定する

対象のコンテンツ定義を利用するBPM／ワークフローのコンテンツ定義の案件処理に以下の手順で印影処理を設定します。

1. 「ユーザプログラム定義 - 新規作成」画面で、以下の内容に従って、処理ごとに必要なユーザプログラムを設定します。

案件終了処理に下記の通り設定します。

プログラム名：「【案件終了処理】印影処理」
プラグイン種別：案件終了処理
プラグイン種類：「【案件終了処理】印影処理」
実行順番：1

案件退避処理に下記の通り設定します。

プログラム名：「【案件退避処理】印影処理」
プラグイン種別：案件退避処理
プラグイン種類：「【案件退避処理】印影処理」
実行順番：1

過去案件削除処理に下記の通り設定します。

プログラム名：「【過去案件削除処理】印影処理」
プラグイン種別：過去案件削除
プラグイン種類：「【過去案件削除処理】印影処理」
実行順番：1
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完了案件削除処理に下記の通り設定します。

プログラム名：「【完了案件削除処理】印影処理」
プラグイン種別：完了案件削除
プラグイン種類：「【完了案件削除処理】印影処理」
実行順番：1

未完了案件削除処理に下記の通り設定します。

プログラム名：「【未完了案件削除処理】印影処理」
プラグイン種別：未完了案件削除
プラグイン種類：「【未完了案件削除処理】印影処理」
実行順番：1

2. 各処理ごとに上記の通りに設定したら、「登録」をクリックします。
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以上で、案件の処理に対する印影処理が設定できました。

BIS担当者が利用する印影を設定する担当者が利用する印影を設定する

BPM／ワークフローの「申請／処理開始」、「承認／処理」でBIS担当者が利用する印影を設定します。

1. 「サイトマップ」→「IM-BIS」→「印影設定」をクリックします。

2. 「新規作成」をクリックします。

3. 印影名などを入力して「登録」をクリックします。

以上で、BIS担当者が利用する印影が設定できました。

プロセス管理の参照を利用する

ここでは、 BPM／ワークフローの処理対象者以外のユーザに、参照権限を設定する方法について説明します。

Contents

プロセス管理の参照とはプロセス管理の参照とは
前提条件前提条件
参照者を設定する参照者を設定する

プロセス管理の参照とはプロセス管理の参照とは

プロセス管理の参照を設定すると、BPM／ワークフローの申請・処理の内容を、処理対象者以外のユーザが参照できます。

注意注意

参照権限の設定内容は、設定後に開始されたBPM／ワークフローの申請・処理が対象となります。
（設定前に申請・処理が開始されたBPM／ワークフローの内容は参照画面には表示されません。）

注意注意

業務管理者に対する参照の設定は、「管理グループ」で設定するようにしてください。

コラムコラム

参照者への案件操作

参照者に設定した場合には、設定したユーザのロールに応じて、案件操作の権限設定内容が異なります。
案件操作の詳細については、「 IM-Workflow 仕様書」を参照してください。

BISシステム管理者

案件操作権限があるため、参照画面では、案件操作のアイコンが表示され、すべての案件操作を行うことができ
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ます。

BIS業務管理者

BISシステム管理者に参照者として設定された上で、必要な案件操作権限を付与された場合のみ、案件操作を
行うことができます。

BIS担当者

BISシステム管理者に参照者として設定された上で、必要な案件操作権限を付与された場合のみ、案件操作を
行うことができます。

前提条件前提条件

BISシステム管理者に、対象のフロー定義（BIS定義）の管理権限、 IM-Workflow の「ワークフロー管理者」メニューの参照権限が付与されていることが
前提となります。

参照者を設定する参照者を設定する

「参照（BPM）」「参照（ワークフロー）」を利用するためには、以下の手順で設定します。

1. 「サイトマップ」→「ワークフロー管理者」→「マスタ定義」→「フロー定義」をクリックします。

2. 「フロー定義」画面で IM-BIS で作成したBPM／ワークフローに該当するフロー定義の「編集」アイコンをクリックします。

3. 「バージョン」タブをクリックします。

4. 設定するBPM／ワークフローのバージョンの「編集」アイコンをクリックします。

5. 「参照者」をクリックします。
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6. 検索をクリックして対象者を選択し、一覧に追加します。

7. 更新をクリックします。

特殊なタスク（ノード）で表示する画面を設定する

ここでは、特殊なタスク（ノード）で、表示する画面の設定方法について説明します。
IM-BIS で作成したルートに特殊なノードを利用している場合には、BISシステム管理者が表示する画面を設定する必要があります。

Contents

BISシステム管理者が表示する画面を設定する必要があるケースシステム管理者が表示する画面を設定する必要があるケース
特殊なノードで表示する画面に申請／処理開始、承認／処理の画面を設定する特殊なノードで表示する画面に申請／処理開始、承認／処理の画面を設定する
特殊なノードで表示する画面に別の画面を設定する特殊なノードで表示する画面に別の画面を設定する

BISシステム管理者が表示する画面を設定する必要があるケースシステム管理者が表示する画面を設定する必要があるケース

IM-BIS のルートで、下記の条件に合致する場合には、BISシステム管理者が表示する画面を設定します。
設定を行わない場合、表示される画面のレイアウトが崩れる場合があります。

下記の種類のノードを利用しており、申請／処理開始と承認／処理で「共有」を行っていない

確認
動的承認
システム
横配置
縦配置
テンプレート置換

注意注意
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BISシステム管理者が「IM-BIS - フロー編集」画面以外からフォームを設定した場合は、BIS定義でフォーム関連の編集を
行う都度、BISシステム管理者が設定した内容に影響がないかを確認してください。
画面の設定後に IM-BIS から変更を行った場合、正しく動作しない可能性があります。

コラムコラム

特殊なノードで表示する画面はノードの種類単位で設定することはできません。
この項で記載している手順を行って設定した画面は、フローで使用されている上記の種類のノードに対して一括で設定さ
れます。
また、特殊なノード以外には、一覧表示で「詳細」をクリックした場合に表示される画面となります。

コラムコラム

フローで「共有」を設定している場合には、上記の特殊なノードを実行した際に共有している画面（フォーム）が表示されま
す。

特殊なノードで表示する画面に申請／処理開始、承認／処理の画面を設定する特殊なノードで表示する画面に申請／処理開始、承認／処理の画面を設定する

「IM-BIS -フロー編集」画面からフォームを設定できないノードに、フォームを設定する操作は、以下の手順で行います。

1. 「サイトマップ」→「IM-BIS」→「システム管理者」→「IM-BIS作成」→「IM-BIS」をクリックします。

2. 「IM-BIS - 更新履歴」画面が表示されますので、「一覧」をクリックします。

3. 対象のフロー（BIS定義）の  をクリックします。

4. フォーム設定で「アプリケーション履歴一覧」の  をクリックします。
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5. 「フォーム遷移一覧」をクリックします。

6. 「フォーム遷移一覧」の「参照画面遷移」で対象のノードの「デフォルト」をクリックします。

7. 確認メッセージで「決定」をクリックしたら設定完了です。

特殊なノードで表示する画面に別の画面を設定する特殊なノードで表示する画面に別の画面を設定する

IM-BIS のフロー編集からフォームを設定できないノードに他のノードと異なる画面を設定するには、以下の手順で行います。
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1. 「サイトマップ」→「IM-BIS」→「システム管理者」→「IM-BIS作成」→「IM-BIS」をクリックします。

2. 「IM-BIS - 更新履歴」画面が表示されますので、「一覧」をクリックします。

3. 対象のフロー（BIS定義）の  をクリックします。

4. フォーム設定で「アプリケーション履歴一覧」の  をクリックします。

5. 「登録」をクリックします。
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6. フォーム名を入力し、「登録」をクリックします。

7. アイテムコピーをクリックします。

8. フォームで表示したい画面アイテムをコピーします。
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コラムコラム

特殊なノードで入力・選択系の画面アイテム（文字列、日付など）を利用する場合は、同じフロー内の「申請／処理開始」、「承認／処
理」の画面に配置されており、「フィールド値DB登録」が有効となっている必要があります。

9. 画面アイテムを配置したら「更新」をクリックします。

10. 「フォーム遷移一覧」をクリックします。

11. 「フォーム遷移一覧」の「参照画面遷移」でフォーム遷移名が「参照画面」の「デフォルト」が設定されていることを確認し、「詳細編集」をクリックしま
す。

IM-BIS for Accel Platform

98

_images/reference_1_7.png
_images/reference_1_8.png
_images/reference_1_9.png


12. フォーム名に「メインフォーム」が設定されていますので、「削除」をクリックします。

13. 「追加」をクリックします。

14. 先の手順で作成したフォームを選択します。
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15. 「更新」をクリックします。

16. これで、特殊なノード用に表示する画面が設定できました。

メールや IMBox を設定する

ここでは、メールや IMBox の設定方法について説明します。
IM-BIS で作成したフローでメールや IMBox による通知を利用する場合には、BISシステム管理者がメールや IMBox を設定する必要があります。

Contents

メールやメールや IMBox の利用に必要な設定の利用に必要な設定
IM-BIS のフローでメール通知を設定するのフローでメール通知を設定する
IM-BIS のフローでのフローで IMBox 通知を設定する通知を設定する

メールやメールや IMBox の利用に必要な設定の利用に必要な設定

IM-Workflow 、 IM-BIS のフローでメールや IMBox の通知を行う場合には、セットアップ時に「ベースURL」を設定しておく必要があります。
設定方法については、「intra-mart Accel Platform セットアップガイド」を参照してください。

IM-BIS のフローでメール通知を設定するのフローでメール通知を設定する

IM-BIS のフローの処理時にメールを送信するための設定を行います。
利用するメール種別の詳細については、「IM-Workflow 仕様書」を参照してください。
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処理依頼、処理結果通知、参照依頼、確認依頼メールを設定する処理依頼、処理結果通知、参照依頼、確認依頼メールを設定する

フローの処理時にメールの通知を利用できるように、コンテンツ定義にメールの設定を行います。

1. 「サイトマップ」→「ワークフロー」→「ワークフロー管理者」→「マスタ定義」→「コンテンツ定義」をクリックします。

2. 設定する対象のBIS名のコンテンツ定義の  をクリックします。

3. 「バージョン」をクリックします。

4. 対象のバージョンの  をクリックします。

5. 「メール」をクリックします。
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6. 「新規作成」をクリックします。

7. 「メール定義 - 新規作成」画面で「選択」をクリックします。

8. 設定対象のメール定義の  をクリックします。

9. 「登録」をクリックして内容を保存します。
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10. 6〜9の手順を繰り返し、必要なメール定義の設定を行います。

コラムコラム

処理依頼メール定義について、特定のノード（タスク）時では送信する・しないなどの詳細設定を行う場合は、フロー定義の「ルート詳
細」から設定してください。

IM-BIS のフローでのフローで IMBox 通知を設定する通知を設定する

IM-BIS のフローの処理時に IMBox で通知を送信するための設定を行います。
利用する IMBox 種別の詳細については、「IM-Workflow 仕様書」を参照してください。

処理依頼、処理結果通知、参照依頼、確認依頼処理依頼、処理結果通知、参照依頼、確認依頼 IMBox を設定するを設定する

フローの処理時に IMBox の通知を利用できるように、コンテンツ定義に IMBox の設定を行います。

1. 「サイトマップ」→「ワークフロー」→「ワークフロー管理者」→「マスタ定義」→「コンテンツ定義」をクリックします。

2. 設定する対象のBIS名のコンテンツ定義の  をクリックします。

3. 「バージョン」をクリックします。

4. 対象のバージョンの  をクリックします。
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5. 「IMBox 」をクリックします。

6. 「新規作成」をクリックします。

7. 「IMBox 定義 - 編集」画面で「選択」をクリックします。

8. 設定対象の IMBox 定義の  をクリックします。
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9. 「登録」をクリックして内容を保存します。

10. 6〜9の手順を繰り返し、必要な IMBox 定義の設定を行います。

コラムコラム

処理依頼 IMBox 定義について、特定のノード（タスク）時では送信する・しないなどの詳細設定を行う場合は、フロー定義の「ルート
詳細」から設定してください。

付録

アラート（ IM-Workflow ）

「アラート」の機能については、「intra-mart Accel Platform / IM-Workflow 管理者操作ガイド」を参照してください。

過去案件（ IM-Workflow ）

「過去案件」の機能については、「intra-mart Accel Platform / IM-Workflow 管理者操作ガイド」を参照してください。

モニタリング（ IM-Workflow ）

「モニタリング」の機能については、「intra-mart Accel Platform / IM-Workflow 管理者操作ガイド」を参照してください。

IM-Workflow 、 IM-FormaDesigner から IM-BIS のフローを作成する

IM-Workflow 、 IM-FormaDesigner （既存機能）で作成したフローやフォームを利用して、 IM-BIS のワークフローを作成することができます。
ここでは、既存機能で IM-BIS のワークフローに利用できる定義と利用方法について説明します。

前提条件

IM-Workflow で作成したフローは IM-BIS のワークフローとして作成することができます。

IM-Workflow 、 IM-FormaDesigner の定義で IM-BIS で再利用できる機能の一覧

IM-Workflow

定義定義 再利用可否再利用可否 再利用方法再利用方法 詳細説明（リンク）詳細説明（リンク）

コンテンツ定義 — —

ルート定義 コピーして利用できます 「IM-BIS for Accel Platform 業務管理者 操作ガイ
ド」の「BIS定義の新規登録画面」を参照してくださ
い。
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フロー定義 — —

案件プロパティ定義 — —

ルール定義 — —

メール定義 そのまま利用できます メールやメールや IMBox を設定するを設定する

IMBox 定義 そのまま利用できます メールやメールや IMBox を設定するを設定する

一覧表示パターン定義 — —

管理グループ定義 — —

フローグループ定義 — —

ユーザプログラム — —

定義定義 再利用可否再利用可否 再利用方法再利用方法 詳細説明（リンク）詳細説明（リンク）

IM-FormaDesigner

アプリケーションアプリケーション

定義定義 再利用可否再利用可否 再利用方法再利用方法 詳細説明（リンク）詳細説明（リンク）

アプリケーション情報 — —

フォーム コピーして利用できます 「IM-BIS for Accel Platform 業務管理者 操作ガイ
ド」の「フォームの再利用」を参照してください。

WF連携情報 — —

コラムコラム

「フォーム」について、フォーム遷移情報は対象外となります。

その他の定義、画面アイテムその他の定義、画面アイテム

定義定義 再利用可否再利用可否 再利用方法再利用方法 詳細説明（リンク）詳細説明（リンク）

データソース定義 そのまま利用できます 管理グループに「管理対象」を設定する管理グループに「管理対象」を設定する

採番ルール定義 そのまま利用できます 管理グループに「管理対象」を設定する管理グループに「管理対象」を設定する

ユーザプログラム — —

画面アイテム そのまま利用できます ツールキットから呼び出す場合には、「forma-config」
への設定が必要です。

コラムコラム

現時点では、 IM-Workflow で作成したフローをそのまま IM-BIS のサブフローとして呼び出すことはできません。
IM-Workflow のフローをサブフローとして利用する場合には、上記対応表の各リンク先の手順に従って各定義を再作成した上でご利用ください。

IM-BIS 標準機能のカスタマイズ対応一覧

IM-BIS で生成した各種定義ファイルや設定について、 IM-Workflow 、 IM-FormaDesigner の機能から変更可能な機能・設定をまとめた一覧です。
詳細については「IM-BIS 標準機能のカスタマイズ対応一覧」 を参照してください。

注意注意

IM-BIS で作成したフロー（BIS定義）のカスタマイズ後に、 IM-BIS で変更を行うと、対象のフローが正しく動作しなくなる
場合がありますので、ご注意ください。

IM-BIS 、 IM-FormaDesigner での権限の考え方

IM-BIS 、 IM-FormaDesigner でのフローやアプリケーションの定義の作成・編集に関する権限について説明します。

基本的な考え方

IM-BIS では、「管理グループ」に基づいて、フローの作成が行えるユーザや組織、作成や編集が可能なフローやデータソースを設定します。
IM-BIS では、「管理会社」とユーザの所属する会社に基づいて、作成や編集が可能なアプリケーションやデータソースを設定します。

IM-BIS におけるフローやデータソースの作成や編集に関する権限

「「BISシステム管理者」が管理できる内容システム管理者」が管理できる内容

「BISシステム管理者」が作成や編集などを行える定義をまとめると、以下の図の通りとなります。
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「「BIS業務管理者」が管理できる内容業務管理者」が管理できる内容

「BIS業務管理者」が作成や編集などを行える定義をまとめると、以下の図の通りとなります。
BIS業務管理者にあたるユーザは、フローを新規に作成することができますが、編集については設定されている管理グループの内容に依存します。

「「BIS業務管理者」が管理できる内容（サブフロー設定時）業務管理者」が管理できる内容（サブフロー設定時）

「BIS業務管理者」がサブフローの作成や編集などを行える定義をまとめると、以下の図の通りとなります。
BIS業務管理者にあたるユーザは、フローを新規に作成することができますが、編集については設定されている管理グループの内容に依存します。
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コラムコラム

IM-Workflow で作成したフローをサブフローに設定するためには、 IM-Workflow の管理グループの設定をする必要があります。
詳細は「 intra-mart Accel Platform / IM-Workflow 管理者操作ガイド管理者操作ガイド  」- 「 intra-mart Accel Platform / 管理グループ設定管理グループ設定  」を参
照してください。

IM-FormaDesigner におけるアプリケーションやデータソースの作成や編集に関する権限

「「Formaアプリ作成管理者」が管理できる内容アプリ作成管理者」が管理できる内容

「Formaアプリ作成管理者」が作成や編集などを行える定義をまとめると、以下の図の通りとなります。

「「Formaアプリ作成者」が管理できる内容アプリ作成者」が管理できる内容

「Formaアプリ作成者」が作成や編集などを行える定義をまとめると、以下の図の通りとなります。
Formaアプリ作成者は、アプリケーションを新規に作成することができますが、編集については設定されている管理会社の内容に依存します。
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IM-FormaDesigner でのアプリケーションとデータソースの管理会社の関係でのアプリケーションとデータソースの管理会社の関係

アプリケーションで外部連携のできる画面アイテム（セレクトボックス、一覧選択など）から利用できるデータソースは、データソース側の管理会社とアプリ
ケーションの管理会社の設定の組み合わせによって決定します。

アプリケーションに管理会社設定が行われていない場合のデータソースの利用

アプリケーションに管理会社設定が行われている場合のデータソースの利用

IM-FormaDesigner でのアプリケーションと採番ルール定義の管理会社の関係でのアプリケーションと採番ルール定義の管理会社の関係
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アプリケーションで採番から利用できる採番ルール定義は、採番ルール定義側の管理会社とアプリケーションの管理会社の設定の組み合わせによって
決定します。

アプリケーションに管理会社設定が行われていない場合の採番ルール定義の利用

アプリケーションに管理会社設定が行われている場合の採番ルール定義の利用

外部連携に関係する仕様

IM-BIS で外部連携として利用できるクエリの仕様

データソース定義で設定したクエリを使用して、IM-BIS で外部連携を設定できます。
IM-BIS で設定した場合の仕様について、以下のサンプルで説明します。

リクエストの「locale」が条件判定され、レスポンスの「equipment_name」「maker」「price」「company」の条件判定に
当てはまる値が返却されます。
「locale」が「en」の値の場合はデータがなく、「locale」が「ja」の値の場合は「ノート」が返却されます。
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外部連携のデータマッパーでリクエストの設定をする場合の仕様外部連携のデータマッパーでリクエストの設定をする場合の仕様

1. データマッパーで申請/処理開始の「textbox1」と備品検索の「ロケール」をマッピングします。

2. 「追加」ボタンをクリックします。
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3. 申請/処理開始の「textbox2」と備品検索の「ロケール」を選択します。

4. 「textbox1」と同様に追加し、「保存」ボタンをクリックします。

5. 以下のように入力し、「イベント」ボタンをクリックします。

「テキスト1（申請/処理開始の「textbox1」）」に「en」と入力

「テキスト2（申請/処理開始の「textbox2」）」に「ja」と入力
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6. 以下のようにレスポンスが返却されます。

「テキスト1（申請/処理開始の「textbox1」）」に「ノート（「ja」の返却値）」が返却

「テキスト2（申請/処理開始の「textbox2」）」に「ノート（「ja」の返却値）」が返却

注意注意

IM-BIS で各クエリのデータソースを利用する場合、定義する入力値の論理名は一意に設定する必要があります。
また、 IM-BIS は、外部連携実行時に同一のフィールド（論理名で判断）に対し、値をマップするという仕様です。
そのため、同一の論理名を持つ入力値が存在する場合は、画面アイテムに最後に返却されるレスポンスの値がマッピ
ングされますので、ご注意ください。

IM-BIS で外部連携として利用できるWebサービスの仕様

IM-BIS の外部連携機能で利用できる「Webサービス」（SOAP/REST）の仕様について説明します。

Contents

【【REST】】URIの仕様の仕様
リクエストの仕様リクエストの仕様

SOAP/REST共通のリクエストの仕様共通のリクエストの仕様
サービスタイプ「サービスタイプ「SOAP」の仕様」の仕様
外部連携外部連携(SOAP連携連携)ののWSDLが対応しているデータ型が対応しているデータ型
サービスタイプ「サービスタイプ「REST」の仕様」の仕様

レスポンスの仕様レスポンスの仕様
SOAP/REST共通のレスポンスの仕様共通のレスポンスの仕様

【【REST】】URIの仕様の仕様

IM-BIS では、以下のいずれかの形式を利用することができます。
URIの値の受け渡し形式によって、設定方法が異なります。

クエリストリング形式（パラメータ ＝ 値）

上記の形式を利用する場合、リクエストに設定する必要があります。

データマッパーでは、以下のように表示されます。

URIテンプレートパラメータ形式{値}
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データマッパーでは、以下のように表示されます。

リクエストの仕様リクエストの仕様

IM-BIS で利用できるWebサービスのリクエスト形式に関する仕様は、以下の通りです。

SOAP/REST共通のリクエストの仕様共通のリクエストの仕様

リクエストパラメータとマッピングできる画面アイテムは、ファイルアップロード以外の「入力アイテム」、「汎用アイテム」の隠しパラメータとな
ります。

コラムコラム

「非推奨アイテム」は正しく値の受け渡しが行われない場合がありますので、利用しないでください。
「共通マスタ系アイテム」、「関数」、「採番」はレスポンスとのマッピングの場合に利用できます。

サービスタイプ「サービスタイプ「SOAP」の仕様」の仕様

SOAPのWebサービスでは、「文字型（Varchar）」「数値型（Number）」「日付型（Date）」「論理型（Boolean）」のデータを扱うことができます。

SOAPのWebサービスでのリクエストパラメータでは、「文字型（Varchar）」「数値型（Number）」「日付型（Date）」「論理型（Boolean）」の
データを扱うことができます。
数値のデータについて、小数を扱う場合には、桁落ちの可能性がありますので、ご注意ください。
リクエスト、レスポンスとも数値に関して有効数字範囲のチェックは行っておりません。

なお、数値の精度を保証したい場合には、数値を文字型項目に格納し、関数で型変換を行ってからご利用ください。

SOAPのWebサービスでは、単一オブジェクトをパラメータとして扱うことができません。

IM-BIS でリクエストには、単一オブジェクトをルートとするパラメータを扱うことはできません。

IM-BIS で扱うことのできるSOAPのWebサービスには、注意事項があります。

IM-BIS でSOAPのWebサービスと連携するためには、以下の注意事項があります。

IM-BIS のデータソース定義では、SOAPエンコーディング、SOAPリクエストのAttribute属性、SOAPFaultには対応して
おりません。
SOAPレスポンスヘッダを IM-BIS で扱うことはできません。
WSDLに記載がないパラメータを扱うことはできません。
SOAPのWSDLが1つのURLで完結していない場合には、読み込むことができません。
SOAPのリクエスト、レスポンスパラメータでは、再帰を含むデータ構造を読み込むことはできません。
その他、データソース定義画面でWSDLが読み込めない形式には対応しておりません。

外部連携外部連携(SOAP連携連携)ののWSDLが対応しているデータ型が対応しているデータ型

外部連携(SOAP連携)におけるWSDLのデータ型については、以下のXMLスキーマー( http://www.w3.org/2001/XMLSchema)
(English)に対応しています。
XMLスキーマ、javaのクラス、データソース定義のデータ型の関係は、以下の表を参照してください。

Type javaのクラスのクラス データソース定義のデータ型データソース定義のデータ型 フォーマットフォーマット

duration java.util.Date date “yyyy-MM-dd’T’HH:mm:ssZ”

dateTime java.util.Date date “yyyy-MM-dd’T’HH:mm:ss”

time java.util.Date date “hh:mm:ss”

date java.util.Date date “yyyy-MM-dd”

gYearMonth java.util.Date date “yyyy-MM”

gYear java.util.Date date “yyyy”

gMonthDay java.util.Date date “MM-dd”

gDay java.util.Date date “dd”

gMonth java.util.Date date “MM”

string java.lang.String string  

normalizedString java.lang.String string  

token java.lang.String string  

language java.lang.String string  

Name java.lang.String string  

NCName java.lang.String string  

ID java.lang.String string  

IDREF java.lang.String string  

ENTITY java.lang.String string  

NMTOKEN java.lang.String string  
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boolean java.lang.Boolean boolean  

float java.math.BigDecimal number  

double java.math.BigDecimal number  

decimal java.math.BigDecimal number  

integer java.math.BigDecimal number  

nonPositivInteger java.math.BigDecimal number  

negativeInteger java.math.BigDecimal number  

long java.math.BigDecimal number  

int java.math.BigDecimal number  

short java.math.BigDecimal number  

byte java.math.BigDecimal number  

nonNegativeInteger java.math.BigDecimal number  

positiveInteger java.math.BigDecimal number  

unsignedLong java.math.BigDecimal number  

unsignedInt java.math.BigDecimal number  

unsignedShort java.math.BigDecimal number  

unsignedbyte java.math.BigDecimal number  

Type javaのクラスのクラス データソース定義のデータ型データソース定義のデータ型 フォーマットフォーマット

サービスタイプ「サービスタイプ「REST」の仕様」の仕様

RESTのWebサービスでは、リクエストヘッダへデータマッパーから固定値やフォームの値をマッピングすることができます。

RESTのWebサービスでのリクエストパラメータでは、リクエストヘッダに対して、データマッパーから固定値やフォームに入力した値をマッ
ピングすることができます。

レスポンスの仕様レスポンスの仕様

IM-BIS で利用できるWebサービスのレスポンス形式に関する仕様は、以下の通りです。

SOAP/REST共通のレスポンスの仕様共通のレスポンスの仕様

レスポンスの階層についての制約はありません。

IM-BIS で利用するWebサービスのレスポンスの階層について制限はありません。

レスポンスフィールドと画面アイテムでは、マッピングの際にデータ型をそろえる必要があります。

異なるデータ型でもマッピングを設定することはできますが、実行時に正しく動作しない可能性があります。
異なるデータ型をマッピングする場合、データ型変換関数を利用して、データ型がそろうようにレスポンスフィールドの値を変換してください。

コラムコラム

IM-BIS での外部連携で、SOAPを利用する場合には、Apache Axis2の現行仕様に基づく制限によって正常に動作しない場合がありま
す。
お客さまがWebサービスを開発して利用する場合には、RESTでのご利用を推奨いたします。

IM-BIS で外部連携として利用できるJavaプログラムの仕様

IM-BIS の外部連携機能で使用できる「Javaプログラム」（クラス）の仕様について説明します。
JAVA連携を行うプログラムは、この項の記載に基づいて開発してください。

Contents

JAVA連携の仕組み連携の仕組み
JAVA連携で呼び出し可能なクラス連携で呼び出し可能なクラス
入出力オブジェクトの仕様入出力オブジェクトの仕様

JAVA連携の仕組み連携の仕組み

外部連携（JAVA連携）は以下のような処理となっています。

1. フォーム情報をデータマッパーに渡します。（フォーム情報 -> 外部連携リクエストデータの変換処理）
2. マッピングされた外部連携リクエストデータを外部連携エンジンに渡します。（外部連携リクエストデータの型は
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java.util.HashMap）
3. データソース定義から呼び出すクラスを生成し、実行対象のメソッドに（2）で作成した外部連携リクエストデータを引数と
して実行します。

4. プログラム実行後、外部連携レスポンスデータとしてオブジェクト（メソッドの戻り値）が返却されます。
5. （4）で取得した外部連携レスポンスデータをデータマッパーに渡します。（外部連携レスポンスデータ-> フォーム情報の変
換処理）

6. マッピングされたデータはレスポンスデータとしてフォームに返却されます。

注意注意

外部連携ではレスポンス処理で大量のデータを扱うと、メモリを消費するためアプリケーションの性能に影響を及ぼす可
能性があります。
以下のような対処方法を行い、メモリの消費を抑えるようにしてください。

外部連携先で、少量のレスポンスデータでの連携を行う。
バッチ処理で大量データを扱うような処理を、外部連携のようなオンライン処理で行わない。

JAVA連携で呼び出し可能なクラス連携で呼び出し可能なクラス

外部連携（JAVA連携）で呼び出すことのできるクラスは、以下の通りです。

クラスのデフォルトコンストラクタを呼び出すことができること。

呼び出し可能なメソッドを1つ以上用意してください。

メソッドの引数、および戻り値については、「入出力オブジェクトの仕様入出力オブジェクトの仕様」を確認してください。

作成するJavaプログラム内で、intra-martのAPIやサードパーティライブラリを利用して、プログラムを実行することがで
きます。

コラムコラム

サードパーティライブラリを使用する場合は、事前にアプリケーションのクラスパスに設定してください。

クラス内に複数の呼び出し可能なメソッドを含める事ができます。

コラムコラム

複数のメソッドを定義した場合、データソース定義画面で選択することが可能です。

Javaプログラムはjarファイル単位で管理するため、内部で使用するクラスを含める事ができます。

入出力オブジェクトの仕様入出力オブジェクトの仕様

外部連携（JAVA連携）で呼び出すことの出来るプログラム(メソッド)の引数、戻り値は以下の通りです。

引数は、1つであり、java.util.Mapインターフェースを実装した型（HashMap、LinkedHashMapなど）となります。

戻り値は、java.util.Mapインターフェースを実装した型、もしくはjava.util.Listインターフェースを実装した型（ArrayList、
LinkedListなど）を指定します。

Listの中身やMapのキーに対応する値については、以下のクラスを使用できます。
また、データソース定義とJavaのクラスの対応関係については、以下の表を参照してください。

データソース定義のデータ型データソース定義のデータ型 Javaのクラスのクラス
array java.util.List
object java.util.Map
date java.util.Date
number java.math.BigDecimal
boolean java.lang.Boolean
string java.lang.String

IM-FormaDesigner アプリケーションから IM-BIS で登録したデータソース定義を利用するための権限を設定する

IM-BIS を導入している環境では、 IM-BIS ・ IM-FormaDesigner で登録したデータソース定義をアプリケーション、ワークフローのフォーム
から相互に利用することができます。
IM-BIS で登録したデータソース定義（RESTなど）を IM-FormaDesigner のアプリケーションから利用するためには、「管理会社設定」から
権限設定を行う必要があります。
IM-BIS で登録したデータソース定義では、管理会社設定の会社に所属するユーザがアプリケーションを実行したときに、利用することがで
きるようになります。

コラムコラム

IM-BIS 、 IM-FormaDesigner の管理に関する権限については、 IM-BIS 、、 IM-FormaDesigner での権限での権限
の考え方の考え方 を参照してください。

データソースに管理会社を登録するデータソースに管理会社を登録する

データソースに管理会社を登録するには、以下の手順を行います。

1. 「サイトマップ」→「IM-BIS」→「システム管理者」→「マスタ管理」→「外部連携」→「データソース定義」をクリックします。

2. IM-FormaDesigner で利用するデータソース定義の「  」をクリックします。
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3. 「管理会社設定」をクリックします。

4. 「管理会社設定」のチェックをオンにします。
データソース定義を登録したユーザが会社に所属していた場合、デフォルトでチェックがオンとなっています。

5. 管理会社を追加するには、「管理会社の追加」をクリックします。
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6. 「会社検索」で対象の会社を検索して「決定」をクリックします。

7. 「登録しました」と表示されたら、登録作業は完了です。

データマッパーでのマッピングの仕様

ここでは、データマッパーのリクエストとレスポンスのマッピングの仕様について説明します。

リクエストのマッピングの仕様リクエストのマッピングの仕様

リクエストでマッピングできるパターンには、以下の図の通りとなります。

単一のリクエストフィールドに対するパターン
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配列型のリクエストフィールドに対するパターン

パターンパターン 説明説明

このパターンでは、フォームの項目が、リクエストフィールド1の値に反映されます。

このパターンでは、明細テーブルの列1の1行目の値が、リクエストフィールド2に反映されます。

このパターンでは、フォームの項目の値が、リクエストフィールド1に反映されます。
パターン「4」の各行に対し、「3」の値がリクエストフィールド1に反映されます。

このパターンでは、明細テーブル1でマッピングされた列1、列2の値が、リクエストフィールド2、3に反映されます。

明細テーブル2でマッピングされた列1、列2の1行目の値が、リクエストフィールド4、5に反映されます。
同一の明細テーブルの列の値が、リクエストの異なるオブジェクトに含まれているフィールドにマッピングされま
す。

レスポンスのマッピングの仕様レスポンスのマッピングの仕様

レスポンスでマッピングできるパターンには、以下の図の通りとなります。

単一のレスポンスフィールドに対するパターン

配列型のレスポンスフィールドに対するパターン
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パターンパターン 説明説明

このパターンでは、レスポンスフィールド1の値が、フォームの項目に反映されます。

このパターンでは、レスポンスフィールド2の値が、明細テーブルの列1の1行目に反映されます。

このパターンでは、レスポンスフィールド1の値が、フォームの項目に反映されます。

レスポンスの異なる配列に含まれているフィールドを、同一の明細テーブルの列にマッピングすることはできません。

データマッパーでの「通常イベント」と「特殊イベント」のリクエストとレスポンスの仕様

IM-BIS 2013 Winter より外部連携のアイテムイベントとテーブルイベントに「通常イベント」と「特殊イベント」の表示が追加されました。
「通常イベント」と「特殊イベント」の、データマッパーでのリクエストとレスポンスの仕様について説明します。

Contents

通常イベントの場合通常イベントの場合
特殊イベントの場合特殊イベントの場合

一覧選択の場合一覧選択の場合
ボタン（インポート）の場合ボタン（インポート）の場合
ボタン（エクスポート）の場合ボタン（エクスポート）の場合

IM-BIS 2013 Summer からの変更点からの変更点
リクエストリクエスト
レスポンスレスポンス

通常イベントの場合通常イベントの場合

通常イベントの、リクエストとレスポンスは以下の仕様です。
アイテムイベント設定とテーブルイベント設定における仕様は同じです。
ここでは、アイテムイベント設定を例に説明します。

1. 通常イベントの「設定」をクリックします。
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2. 「追加」をクリックします。

3. 通常イベントのリクエストとして設定可能な画面アイテムが表示されます。

「フォーム・デザイナ」画面に配置している画面アイテムのうち、以下がリクエストに表示されます。

アイテム種別アイテム種別 画面アイテム名画面アイテム名
入力アイテム 文字列

複数行文字列
数値
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関数

日付
期間
一覧選択
明細テーブル
タイプ：文字列、数値、日付、隠しパラメータ、関数、一覧選択、ラジオボタン、セレクトボックス

チェックボックス
ラジオボタン
セレクトボックス
リストボックス
グリッドテーブル
タイプ：文字列、数値、日付、隠しパラメータ、一覧選択、セレクトボックス

共通マスタアイテ
ム

ユーザ選択
組織選択
組織・役職選択
所属組織選択

汎用アイテム 隠しパラメータ
採番

非推奨アイテム 一覧選択
明細テーブル
タイプ：文字列、数値、日付、隠しパラメータ、関数、一覧選択、ラジオボタン、セレクトボックス

チェックボックス
ラジオボタン
セレクトボックス
リストボックス

アイテム種別アイテム種別 画面アイテム名画面アイテム名

4. 通常イベントのレスポンスとして設定可能な画面アイテムが表示されます。

「フォーム・デザイナ」画面に配置している画面アイテムのうち、以下がレスポンスに表示されます。

アイテム種別アイテム種別 画面アイテム名画面アイテム名
入力アイテム 文字列

複数行文字列
数値
日付
期間
一覧選択
明細テーブル
タイプ：文字列、数値、日付、隠しパラメータ、一覧選択、ラジオボタン、セレクトボック
ス

チェックボックス
ラジオボタン
セレクトボックス
リストボックス
グリッドテーブル
タイプ：文字列、数値、日付、隠しパラメータ、一覧選択、セレクトボックス、カスタム

汎用アイテム 隠しパラメータ
非推奨アイテム 一覧選択

明細テーブル
タイプ：文字列、数値、日付、隠しパラメータ、一覧選択

特殊イベントの場合特殊イベントの場合

IM-BIS for Accel Platform

122

_images/basic_event_4.png


2013 Winter時点の特殊イベントは、以下です。
ここでは、各々のイベント毎に説明します。

一覧選択：アイコンクリック
ボタン（インポート）：インポート
ボタン（エクスポート）：エクスポート

一覧選択の場合一覧選択の場合

アイテムイベント設定とテーブルイベント設定における仕様は同じです。
ここでは、アイテムイベント設定を例に説明します。

1. 特殊イベントの「設定」をクリックします。

2. 「追加」をクリックします。

3. 特殊イベントのリクエストとして設定可能な画面アイテムが表示されます。
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コラムコラム

「 通常イベントの場合通常イベントの場合 」のリクエストと同様の画面アイテムが表示されます。

4. 特殊イベントのレスポンスとして設定可能な画面アイテムが表示されます。

コラムコラム

「一覧選択」の画面アイテムのみ表示されます。

ボタン（インポート）の場合ボタン（インポート）の場合

ボタン（インポート）の外部連携は、アイテムイベント設定のみ行うことができます。

1. 特殊イベントの「設定」をクリックします。
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2. 「追加」をクリックします。

3. 特殊イベントのリクエストとして設定可能な画面アイテムが表示されます。

注意注意

インポートではファイル情報をデータソースに受け渡す必要があります。
インポートボタンとデータソースの入力パラメータをマッピングしてください。
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コラムコラム

「ボタン（インポート）」の画面アイテムのみ表示されます。

4. 特殊イベントのレスポンスとして設定可能な画面アイテムが表示されます。

コラムコラム

「 通常イベントの場合通常イベントの場合 」のレスポンスと同様の画面アイテムが表示されます。

ボタン（エクスポート）の場合ボタン（エクスポート）の場合

ボタン（エクスポート）の外部連携は、アイテムイベント設定のみ行うことができます。

1. 特殊イベントの「設定」をクリックします。

2. 「追加」をクリックします。
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3. 特殊イベントのリクエストとして設定可能な画面アイテムが表示されます。

コラムコラム

「 通常イベントの場合通常イベントの場合 」のリクエストと同様の画面アイテムが表示されます。

4. 特殊イベントのレスポンスとして設定可能な画面アイテムが表示されます。

注意注意

エクスポートではファイル情報をフォームに受け渡す必要があります。
データソースの出力パラメータとエクスポートボタンをマッピングしてください。
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コラムコラム

「ボタン（エクスポート）」の画面アイテムのみ表示されます。

IM-BIS 2013 Summer からの変更点からの変更点

IM-BIS 2013 Summer からの変更点について説明します。
一部の画面アイテムがリクエストとレスポンスの項目で設定不可となりました。

リクエストリクエスト

以下の画面アイテムが非表示になりました。

アイテム種別アイテム種別 画面アイテム名画面アイテム名

入力アイテム グリッドテーブル
タイプ：イメージ

レスポンスレスポンス

以下の画面アイテムが非表示になりました。

アイテム種別アイテム種別 画面アイテム名画面アイテム名

入力アイテム 関数

明細テーブル
タイプ：関数

共通マスタアイテム ユーザ選択

組織選択

組織・役職選択

所属組織選択

汎用アイテム 採番

非推奨アイテム 明細テーブル
タイプ：関数、ラジオボタン、セレクトボックス

チェックボックス

ラジオボタン

セレクトボックス

リストボックス

データマッパーでCSVインポートとCSVエクスポートを部分的にマッピングする場合の仕様

CSVインポートとCSVエクスポートのデータマッパーで、部分的にマッピングする場合の仕様について説明します。

Contents

CSVインポートの仕様インポートの仕様
CSVインポートの外部連携実行時の仕様インポートの外部連携実行時の仕様

CSVエクスポートの仕様エクスポートの仕様
CSVエクスポートの外部連携実行時の仕様エクスポートの外部連携実行時の仕様

CSVインポートの仕様インポートの仕様

CSVインポートの外部連携実行時の仕様インポートの外部連携実行時の仕様

CSVインポート利用時の外部連携の仕様について説明します。
レスポンスの値をすべてマッピングするのではなく、部分的にマッピングすると以下のような仕様となります。

データソース定義の設定
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1. 以下のようにレスポンスを部分的にマッピングを行います。

2. 「インポート」ボタンをクリックします。

3. 「ファイル追加」ボタンをクリックし、対象ファイルを選択し、「確定」ボタンをクリックします。
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4. インポートが実行されました。

5. 空欄に値を手入力します。

6. 「インポート」ボタンをクリックします。

7. 「ファイル追加」ボタンをクリックし、対象ファイルを選択し、「確定」ボタンをクリックします。

8. 再度、インポートを実行します。
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コラムコラム

手入力した部分の値が保持されるのではなく、空欄も含めインポート時のCSVファイルの内容が反映さ
れます。
そのため、手入力した値が消えてしまいます。

CSVエクスポートの仕様エクスポートの仕様

CSVエクスポートの外部連携実行時の仕様エクスポートの外部連携実行時の仕様

空欄がある場合のCSVの出力内容を説明します。
以下の内容でデータソース定義と外部連携を設定し、エクスポートを実行します。

データソース定義の設定

外部連携のデータマッパーの設定

リクエストを以下のように設定します。
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画面の入力値

ダブルクォート：全データ型の場合

全ての項目がダブルクォートで囲まれます。
先頭と末尾のマッピングされていないデータが「”“」と表示されます。

"備品名","メーカー","価格","会社"
"","○○○","100",""
"","▽▽▽","80",""

ダブルクォート：stringのみの場合

見出しと「string」がダブルクォートで囲まれます。
先頭と末尾のマッピングされていないデータが「空文字」で表示されます。

"備品名","メーカー","価格","会社"
,"○○○",100,
,"▽▽▽",80,

ダブルクォート：なしの場合

見出しもダブルクォートで囲まれません。
先頭と末尾のマッピングされていないデータが「空文字」で表示されます。

備品名,メーカー,価格,会社
,○○○,100,
,▽▽▽,80,

データマッパーでの関数向けJavaデータソース定義の復旧方法

データマッパー上で、ユーザ情報やワークフロー情報などの関数を利用するためのJavaのデータソース定義を誤って削除した場合には、以
下の手順で復旧することができます。

Contents

データソース定義の取得データソース定義の取得
データソース定義のインポートデータソース定義のインポート

データソース定義の取得データソース定義の取得

復旧用のJavaデータソース定義を以下の場所から取得してください。
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%STORAGE_PATH%\SYSTEM\STORAGE\PRODUCTS\IMPORT\BASIC\BIS_FORMA_CONNECT

コラムコラム

Storage として使用するディレクトリを %STORAGE_PATH% と略しています。

データソース定義のインポートデータソース定義のインポート

1. 「サイトマップ」→「IM-BIS」→「インポート」→「データソース定義」→「データソース定義インポート」をクリックします。

2. 「データソース情報インポート」画面が表示されます。

3. 「インポートファイル」にインポートするファイルとして「BIS_FUNC_DATASOURCE.ZIP」を設定します。

4. 「インポート実行」をクリックすると、インポートを実行します。

5. インポートが無事に成功すると、以下の通り復旧が完了しました。
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ボタン（イベント）の外部連携の仕様

ボタン（イベント）の仕様について説明します。

2013 Summerまでのボタン（イベント）仕様までのボタン（イベント）仕様

2013 Summerまで、ボタン（イベント）は、以下のような仕様でした。

外部連携のイベント設定の設定項目が上から順にほぼ同時に実行され、複数イベントが設定されている場合は、1アクション、複数アウ
トプットで実行

1. 「チェンジ連鎖」ボタンをクリックすると、以下の順番で一度に処理が実行されます。
「テキスト１」に「連鎖」が上書きされる→「テキスト２」、「テキスト４」に「連鎖」が上書きされる→「テキスト３」に「連鎖」が上書きさ
れる→「テキスト５」、「テキスト６」に「連鎖」が上書きされる

2. （1）〜（4）の処理を以下のようにイベントを設定します。

3. 「チェンジ連鎖」ボタンをクリックすると、各テキストの入力フィールドに「連鎖」が上書きされます。
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2013 Winterからのボタン（イベント）仕様からのボタン（イベント）仕様

2013 Winterから、ボタン（イベント）は、以下のような仕様となります。

外部連携のイベント設定の設定項目が上から順に実行され、複数イベントが設定されている場合は、1アクション、1アウトプットで実行

1. アクション毎に以下の処理が実行されます。
「チェンジ連鎖」ボタンをクリックすると→「テキスト１」に「連鎖」が上書きされる。
「テキスト１」の値を「連鎖変更」に変更すると→「テキスト２」、「テキスト４」に「連鎖」が上書きされる。
「テキスト２」の値を「連鎖変更」に変更すると→「テキスト３」に「連鎖」が上書きされる。
「テキスト４」の値を「連鎖変更」に変更すると→「テキスト５」、「テキスト６」に「連鎖」が上書きされる。

2. （1）〜（4）の処理を以下のようにイベントを設定します。

3. 「チェンジ連鎖」ボタンをクリックすると、「テキスト１」の入力フィールドに「連鎖」が上書きされます。
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4. 「テキスト１」の値を「連鎖変更」に変更すると、「テキスト２」、「テキスト４」の入力フィールドに「連鎖」が上書きされます。

5. 「テキスト２」の値を「連鎖変更」に変更すると、「テキスト３」の入力フィールドに「連鎖」が上書きされます。

6. 「テキスト４」の値を「連鎖変更」に変更すると、「テキスト５」、「テキスト６」の入力フィールドに「連鎖」が上書きされます。

2013 Summerまでのボタン（イベント）の処理の実現方法までのボタン（イベント）の処理の実現方法

2013 Summerまでのように、ボタン（イベント）を1アクション、複数アウトプットの処理を行う方法を説明します。
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1. 「チェンジ連鎖」ボタンをクリックすると、以下の順番で一度に処理が実行されます。
「テキスト１」に「連鎖」が上書きされる→「テキスト２」、「テキスト４」に「連鎖」が上書きされる→「テキスト３」に「連鎖」が
上書きされる→「テキスト５」、「テキスト６」に「連鎖」が上書きされる

2. 以下ように、イベント設定を設定します。

3. （1）〜（4）の処理を以下のように外部連携を設定します。

4. 「チェンジ連鎖」ボタンをクリックすると、各テキストの入力フィールドに「連鎖」が上書きされます。
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サブフローに関する仕様

サブフローのコンテンツ定義に設定されるユーザプログラムについて以下の図で説明します。
※BIS → IM-BIS 、FR → IM-FormaDesigner 、WF → IM-Workflow

サブフロー機能で開始された案件の状態

IM-BISのサブフロー機能では案件を開始する際に案件の「起票」を行っています。
起票については「 IM-Workflow 仕様書仕様書 」を参照してください。

BAMのテーブル情報

BAMのデータを抽出したい場合は、「BAMテーブル定義書」を利用してください。
テーブル定義書は下記のリンクからダウンロードすることができます。

BAMテーブル定義書テーブル定義書

動的処理対象者設定に関する仕様

動的処理対象者に関する設定の仕様を説明します。

Contents

データソース定義に関する仕様データソース定義に関する仕様
外部連携返却値に関する仕様外部連携返却値に関する仕様
データソース定義「ルール」を使用する場合の、ルールデータソース定義「ルール」を使用する場合の、ルールExcelファイルの記述に関する仕様ファイルの記述に関する仕様

データソース定義に関する仕様データソース定義に関する仕様

1. 利用できるデータソース種別
動的処理対象者設定で利用できるデータソース種別は次の通りです。

SOAP
REST
JAVA
ルール

2. レスポンスパラメータの構造
動的処理対象者設定で使用するデータソース定義は、レスポンスパラメータの構造は
必ず以下の仕様通りに設定する必要があります。

行番号行番号 パラメータパラメータ データ型データ型 親オブジェクト親オブジェクト

1 ResponseObject object なし
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2 settings array 1

3 object 2

4 処理設定No processSetNo string 3

5 判定用コード code string 3

6 会社コード companyCd string 3

7 会社組織セットコード departmentSetCd string 3

8 ユーザコード userCd string 3

9 組織コード departmentCd string 3

10 比較 compare string 3

11 役職コード postCd string 3

12 パブリックグループセットコード publicGroupSetCd string 3

13 パブリックグループコード publicGroupCd string 3

14 役割コード roleCd string 3

行番号行番号 パラメータパラメータ データ型データ型 親オブジェクト親オブジェクト

コラムコラム

動的処理対象者設定で外部連携を設定する場合は、レスポンスのマッピングを行いません。
レスポンスは上記仕様に従い、自動的にパラメータをマッピングします。

外部連携返却値に関する仕様外部連携返却値に関する仕様

外部連携の返却値は、レスポンスパラメータの仕様にある「判定用コード」およびコード毎の必須項目があります。
なお、処理対象者に関する各種コード値については、IM共通マスタの値を設定してください。

1. 判定コード
処理対象者に設定する条件の分類を指定します。

1 ⇒ ユーザ
2 ⇒ 組織
3 ⇒ パブリックグループ
4 ⇒ 役職
5 ⇒ 役割
6 ⇒ 組織＋役職
7 ⇒ パブリックグループ＋役割

2. 判定コード別の必須条件

※表に「〇」がついている項目は必須です。
「－」は不要な項目です。

3. 処理設定No
縦配置ノード、横配置ノードの処理設定順を指定します。
値は、1から順に数値を設定してください。

4. 比較
ge ⇒ 上位階層検索（指定したコードを含む）
eq ⇒ 指定のみ検索
le ⇒ 下位階層検索（指定したコードを含む）

データソース定義「ルール」を使用する場合の、ルールデータソース定義「ルール」を使用する場合の、ルールExcelファイルの記述に関する仕様ファイルの記述に関する仕様

OpenRulesの基本的な使い方は、別途提供している「OpenRulesモジュール / 簡易操作ガイド」をご参照ください。
ここでは、動的処理者設定でルールを使用する場合の設定方法を説明します。

動的処理者設定の仕様に準じたオブジェクトを返却するには、以下の設定をします。

Dataテーブル
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IM-BIS に返却したい全てのユーザ・会社・組織等を設定します。
テーブルのヘッダーは「Data IMDynamicUser settings」を使用してください。
以下の例のように、通常の動的処理者設定用のオブジェクト構造に、対象者IDを追加してください。
対象者IDはユニークなナンバーにする必要があります。
ルールによる動的処理者設定では、この対象者IDを指定することで、処理対象者の指定を行います。

コラムコラム

IMDynamicUserは以下の構造のオブジェクトです。

Datatypeテーブル

IM-BIS への結果返却用の配列(Stringの配列。以下の例ではids)と、IMDynamicUserの配列は必須です。
IMDynamicUserの配列の変数名は、settingsを用いてください。
他のフィールドを追加することも可能です。

Decisionテーブル

動的処理者設定用のオブジェクトを作成するために、以下のシンタックスを利用してください。

:= decision.put("Response_Business_Concept_Name", resultantDynamicUsers(response_Object_Instance, "Attribute_Name_Of_SettingIDs", settings))

Response_Business_Concept_Name

返却するオブジェクトのBusiness Concept名

response_Object_Instance

返却するオブジェクトのインスタンス名

Attribute_Name_Of_SettingIDs

結果返却用の配列(String[])の変数名（ダブルクォーテーションで囲んでください。）

設定例
:= decision.put("ResponseObject", resultantDynamicUsers(responseObj, "ids", settings))

DecisionObjectテーブル

動的処理者設定用のオブジェクトを初期化するために、以下のシンタックスを利用してください。

:= initializeDynamicUserList(response_Object_Instance, "Attribute_Name_Of_SettingIDs&Initial _Values", settings)

response_Object_Instance

返却するオブジェクトのインスタンス名

Attribute_Name_Of_SettingIDs&Initial _Values

インスタンス化に用いる変数とユーザ情報の２つを結合して指定します。（全体をダブルクォーテーションで囲んでください。）

1. 結果返却用の配列（String[]）の変数名
2. セパレータ
3. インスタンスの初期化に用いたいユーザの対象者IDを指定（上記の例では対象者ID：1,2,3,4のユーザをインスタンス化に用いる）
※インスタンス化する必要が無い場合は、”ids :” または “ids” を設定してください。
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設定例
:= initializeDynamicUserList(responseObj, "ids:1,2,3", settings)

Variableテーブル

返却するオブジェクトの設定にはVariableテーブルを使用してください。
設定する値はDecisionObjectテーブルで指定した、インスタンスの初期化に用いるユーザの対象者IDと一致させてください。
他のフィールドを追加することも可能です。

Glossaryテーブル

返却するオブジェクトの設定については、以下の例を参考に設定してください。
背景色が黄色の部分がIMDynamicUserのBeanの変数を示しています。
以下の例以外の変数を追加することもできます。

コラムコラム

下記の例のようにIMDynamicUserの変数を省略することも可能ですが、混乱を招く可能性があるため、省略しないことをお勧めし
ます。

DecisionTableテーブル

判定ルールと、返却する対象者IDを設定してください。
IM-BIS 側に返却する対象者IDの配列（この例だと返却ID）はArray型のため、カンマ区切りで対象者IDを設定してください。
Condition、Conclusionの追加・変更は自由に設定ができます。
以下の例は、インプット1が10の場合、対象者IDが1,14のユーザが IM-BIS に返却、20の場合は対象者IDが2,13,5のユーザが IM-BIS に返却され
ます。

Office 365 、Google Apps 連携の仕様

Office 365 、Google Apps 連携が利用できるデータソース定義は以下となります。

サービスタイプ：メール

サービスタイプ：スケジュール
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サービスタイプ：ストレージ

Copyright © 2013 NTT DATA INTRAMART CORPORATION
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