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改訂情報
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2013-11-21 初版

2014-08-01 第2版 下記を追加しました
intra-mart Accel Kaiden! 勤務管理 の記載を追加
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はじめに

本書の目的

本書では intra-mart Accel Kaiden! の各機能（マスタメンテナンス、申請書）を作成する場合の
基本的なプログラミング方法や注意点等について説明します。

本書の読者

次の開発者を対象としています。

intra-mart Accel Kaiden! で初めてプログラミングを行う開発者
intra-mart Accel Kaiden! の各機能を利用したい開発者

本書を読み進めるにあたり、以下の知識を有していることを前提に解説しています。

intra-mart Accel Platform のSAStruts+S2JDBCフレームワークでの開発の知識/経験
intra-mart Accel Platform に同梱されているjQueryおよびjQueryの各種プラグインの知識/経験

本書の構成

基本（基本（ intra-mart Accel Kaiden! での初めてのプログラミング）での初めてのプログラミング）
チュートリアル形式で簡単な機能を作成する方法を説明します。

応用（応用（ intra-mart Accel Kaiden! の機能を使いこなす）の機能を使いこなす）
intra-mart Accel Kaiden! の各機能の詳細な使用方法などを説明します。

基本（ intra-mart Accel Kaiden! での初めてのプログラミング）

本項では、 intra-mart Accel Kaiden! における開発の導入としてチュートリアル形式で、
簡単なマスタメンテナンス機能、申請書ガジェット機能を作成し、 intra-mart Accel Kaiden! 上での開発の流れを体験します。
マスタメンテナンス機能、申請書ガジェットで実装方法が異なるため、それぞれ個別に解説します。
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前提

以下を前提として、チュートリアルを進めていきます。

intra-mart Accel Platform Advanced Edition 8.0.7 のセットアップが完了していること
intra-mart Accel Platform Advanced Edition 8.0.7 のサンプルデータが登録されていること
intra-mart Accel Kaiden! Core Module 2.0.1 のセットアップが完了していること
intra-mart Accel Kaiden! 経費旅費 2.0.1 のセットアップが完了していること
intra-mart Accel Kaiden! 勤務管理 2.0.1 のセットアップが完了していること
データベースはOracle 11gを使用
システムロケールは「ja」「en」「zh_CN」を使用すること
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準備

項目項目

プロジェクトの作成プロジェクトの作成
ビルドパスの構成ビルドパスの構成
S2JDBC-Genのセットアップのセットアップ

プロジェクトの作成プロジェクトの作成

intra-mart e Builder for Accel Platform にてプロジェクトを新規作成します。
プロジェクトの作成は intra-mart e Builder for Accel Platform のドキュメントを参照ください。
本チュートリアルでは「kaiden_tutorial」の名前でプロジェクトを作成しています。

ビルドパスの構成ビルドパスの構成

intra-mart Accel Kaiden! モジュールへのビルドパスを設定します。

S2JDBC-Genのセットアップのセットアップ

S2JDBC-Genのセットアップを行います。
詳細はSeasarプロジェクトのサイトを参照ください。

コラムコラム

Entityのスーパークラスは「jp.co.slcs.kaiden2.base.foundation.model.entity.GenerateEntity」、
Serviceのスーパークラスは「jp.co.slcs.kaiden2.base.foundation.model.service.GenerateService」である必要があり、
これらは intra-mart Accel Kaiden! モジュールに含まれています。
Entityは自動生成時にスーパークラスを指定する必要があります。
Serviceは生成後にスーパークラスを変更すればよいです。
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チュートリアル

intra-mart Accel Kaiden! 基盤モジュール
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マスタメンテナンス機能マスタメンテナンス機能
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マスタメンテナンス機能概要マスタメンテナンス機能概要

intra-mart Accel Kaiden! のマスタメンテナンス機能は「汎用検索画面」「メンテナンス画面」の２画面構成となって
います。
intra-mart Accel Kaiden! のマスタは、「期間化マスタ」「非期間化マスタ」の２種類存在しますが、
本チュートリアルでは「期間化マスタ」のメンテナンス機能の作成を説明します。

コラムコラム

intra-mart Accel Kaiden! マスタは「期間化マスタ」と「非期間化マスタ」の２種類が存在します。
開始日終了日を保持しているかどうかではなく、以下に該当すれば「期間化マスタ」、該当しなけれ
ば「非期間化マスタ」です。
① データ新規登録時、システムの開始日から終了日までの全期間のデータが、重複や間断なく連
続して登録できます。
② 削除フラグを保持し、有効無効の切り替えを行うことができます。

例）プロジェクトマスタ汎用検索画面例）プロジェクトマスタ汎用検索画面

例）プロジェクトマスタメンテナンス画面例）プロジェクトマスタメンテナンス画面

ソート順

「マスタメンテナンス機能設定ファイルの作成マスタメンテナンス機能設定ファイルの作成  」により、ソート可否およびソート順を設定することができます。

汎用マスタ一覧では、第二ソートキーまで有効です。

intra-mart Accel Kaiden!
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ソートの順番は、昇順から降順になります。
未ソートの列見出しをクリックした場合、昇順になります。

ソートキー指定例

例１：ソートを実行した場合、直前の第一ソートキーが第二ソートキーになります。

1　初期検索 第一ソートキー：プロジェクトコード
の昇順

第二ソートキー：プロジェクト名の昇
順

2　プロジェクトコードをクリッ
ク

第一ソートキー：プロジェクトコード
の降順

第二ソートキー：プロジェクト名の昇
順

3　上位プロジェクト名をク
リック

第一ソートキー：上位プロジェクト名
の昇順

第二ソートキー：プロジェクトコード
の降順
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マスタメンテナンス機能を作ろうマスタメンテナンス機能を作ろう

本ドキュメントでは「チュートリアルマスタ」のマスタメンテナンス画面を作成していきます。
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チュートリアルマスタテーブル

項目項目

チュートリアルマスタテーブル定義チュートリアルマスタテーブル定義
チュートリアルマスタテーブルチュートリアルマスタテーブルCreate文（文（Oracle））

チュートリアルマスタテーブル定義チュートリアルマスタテーブル定義

メンテナンス画面を作成するチュートリアルマスタ「k99m_tutorial」のレイアウトは下記の通りです。

No. 論理名論理名 物理名物理名 型型 長さ長さ 必須必須 PK

1 会社コード company_cd varchar2 100 Y 1

2 チュートリ
アルコード

tutorial_cd varchar2 100 Y 2

3 期間コード term_cd varchar2 50 Y 3

4 ロケールID locale_id varchar2 50 Y 4

5 チュートリ
アル名称

tutorial_name varchar2 1000 Y  

6 開始日 start_date timestamp  Y  

7 終了日 end_date timestamp  Y  

8 削除フラグ delete_flag varchar2 1 Y  

9 予備項目A extension_a varchar2 1000   

10 予備項目B extension_b varchar2 1000   

11 予備項目C extension_c varchar2 1000   

12 予備項目D extension_d varchar2 1000   

13 予備項目E extension_e varchar2 1000   

14 予備項目F extension_f varchar2 1000   

15 予備項目G extension_g varchar2 1000   

16 予備項目H extension_h varchar2 1000   

17 予備項目I extension_i varchar2 1000   

18 予備項目J extension_j varchar2 1000   

19 登録日時 entry_ts timestamp  Y  

20 登録者コー
ド

entry_user_cd varchar2 100 Y  

21 更新カウン
タ

renew_cnt number 18,0 Y  

22 更新日時 renew_ts timestamp  Y  

23 更新者コー
ド

renew_user_cd varchar2 100 Y  

コラムコラム

予備項目A〜J

intra-mart Accel Kaiden! に関するテーブルに共通的に付与しているカラムで
す。
必ずしも付与しなくても結構です。

登録日時、登録者コード、更新カウンタ、更新日時、更新者コード

intra-mart Accel Kaiden! に関するテーブルに共通的に付与しているカラムで
す。
これらのカラムは必ず付与してくださいこれらのカラムは必ず付与してください

チュートリアルマスタテーブルチュートリアルマスタテーブルCreate文（文（Oracle））

intra-mart Accel Kaiden!
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create table k99m_tutorial
(
   company_cd                     varchar2(100) not null,
   tutorial_cd                    varchar2(100) not null,
   term_cd                        varchar2(50) not null,
   locale_id                      varchar2(50) not null,
   tutorial_name                  varchar2(1000) not null,
   start_date                     timestamp not null,
   end_date                       timestamp not null,
   delete_flag                    varchar2(1) not null,
   extension_a                    varchar2(1000),
   extension_b                    varchar2(1000),
   extension_c                    varchar2(1000),
   extension_d                    varchar2(1000),
   extension_e                    varchar2(1000),
   extension_f                    varchar2(1000),
   extension_g                    varchar2(1000),
   extension_h                    varchar2(1000),
   extension_i                    varchar2(1000),
   extension_j                    varchar2(1000),
   entry_ts                       timestamp not null,
   entry_user_cd                  varchar2(100) not null,
   renew_cnt                      numeric(18,0) not null,
   renew_ts                       timestamp not null,
   renew_user_cd                  varchar2(100) not null
);

alter table k99m_tutorial add primary key  (company_cd, tutorial_cd, locale_id, term_cd);

comment on table k99m_tutorial is 'チュートリアルマスタ';
comment on column k99m_tutorial.company_cd is '会社コード';
comment on column k99m_tutorial.tutorial_cd is 'チュートリアルコード';
comment on column k99m_tutorial.term_cd is '期間コード';
comment on column k99m_tutorial.locale_id is 'ロケールID';
comment on column k99m_tutorial.tutorial_name is 'チュートリアル名称';
comment on column k99m_tutorial.start_date is '開始日';
comment on column k99m_tutorial.end_date is '終了日';
comment on column k99m_tutorial.delete_flag is '削除フラグ';
comment on column k99m_tutorial.extension_a is '予備項目a';
comment on column k99m_tutorial.extension_b is '予備項目b';
comment on column k99m_tutorial.extension_c is '予備項目c';
comment on column k99m_tutorial.extension_d is '予備項目d';
comment on column k99m_tutorial.extension_e is '予備項目e';
comment on column k99m_tutorial.extension_f is '予備項目f';
comment on column k99m_tutorial.extension_g is '予備項目g';
comment on column k99m_tutorial.extension_h is '予備項目h';
comment on column k99m_tutorial.extension_i is '予備項目i';
comment on column k99m_tutorial.extension_j is '予備項目j';
comment on column k99m_tutorial.entry_ts is '登録日';
comment on column k99m_tutorial.entry_user_cd is '登録者';
comment on column k99m_tutorial.renew_cnt is '更新カウンタ';
comment on column k99m_tutorial.renew_ts is '更新日';
comment on column k99m_tutorial.renew_user_cd is '更新者';

S2JDBC-Gen自動生成ソース

チュートリアルマスタテーブルを作成後、S2JDBC-Gen にて以下のソースファイルを自動生成します。

jp.co.slcs.kaiden2.tutorial.foundation.model.entity.K99mTutorial
jp.co.slcs.kaiden2.tutorial.foundation.model.entity.K99mTutorialNames
jp.co.slcs.kaiden2.tutorial.foundation.model.service.K99mTutorialService

コラムコラム

Doltengにて自動生成後、以下のソースファイルについて修正が必要となります。

“K99mTutorial”のスーパークラスを
「jp.co.slcs.kaiden2.base.foundation.model.entity.GenerateEntity」に修正し
てください。
登録日時、登録者コード、更新カウンタ、更新日時、更新者コードは intra-mart
Accel Kaiden! 独自のアノテーションを設定しているため、
重複するプロパティを削除してください。

“K99mTutorialService”のスーパークラスを
「jp.co.slcs.kaiden2.base.foundation.model.service.GenerateService」に修
正してください。

Managerクラスの作成

intra-mart Accel Kaiden!
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項目項目

Managerインターフェースの作成インターフェースの作成
Manager実装クラスの作成実装クラスの作成
ManagerDtoの作成の作成
SQLファイルの作成ファイルの作成

コラムコラム

マスタメンテナンスのManagerクラスの詳細は「マスタメンテナンスマスタメンテナンスManagerクラスプログラミンクラスプログラミン
ググ」を参照ください。

Managerインターフェースの作成インターフェースの作成

jp.co.slcs.kaiden2.base.foundation.master.TermMasterManager を継承して
MasterTutorialManagerインターフェースを作成します。

package jp.co.slcs.kaiden2.tutorial.foundation.manager.tutorial;

import java.util.List;
import jp.co.slcs.kaiden2.base.foundation.master.TermMasterManager;
import jp.co.slcs.kaiden2.base.foundation.util.validate.model.dto.ValidateDefsDto;

/**
 * チュートリアルマスタマネージャクラスのinterface.
 */
public interface MasterTutorialManager extends TermMasterManager<MasterTutorialManagerDto> {
    
    /**
     * 新規登録用の検証定義リストを返却します.
     */
    public List<ValidateDefsDto> getValidateDefsDtoList4Entry();
    
    /**
     * 更新登録用の検証定義リストを返却します.
     */
    public List<ValidateDefsDto> getValidateDefsDtoList4Renew();
    
}

Manager実装クラスの作成実装クラスの作成

jp.co.slcs.kaiden2.base.foundation.manager.AbstractTermMasterManager を継承して
MasterTutorialManagerImplクラスを作成します。

package jp.co.slcs.kaiden2.tutorial.foundation.manager.tutorial.impl;

import static jp.co.slcs.kaiden2.base.foundation.util.validate.conf.ConstValidationIdKaidenBase.VALID_COMPANY_EXISTS;
import static jp.co.slcs.kaiden2.base.foundation.util.validate.conf.ConstValidationIdKaidenBase.VALID_DATE;
import static jp.co.slcs.kaiden2.base.foundation.util.validate.conf.ConstValidationIdKaidenBase.VALID_DATE_MIN;
import static jp.co.slcs.kaiden2.base.foundation.util.validate.conf.ConstValidationIdKaidenBase.VALID_FLAG;
import static jp.co.slcs.kaiden2.base.foundation.util.validate.conf.ConstValidationIdKaidenBase.VALID_KAIDEN_ID;
import static jp.co.slcs.kaiden2.base.foundation.util.validate.conf.ConstValidationIdKaidenBase.VALID_LOCALE;
import static jp.co.slcs.kaiden2.base.foundation.util.validate.conf.ConstValidationIdKaidenBase.VALID_MAX_LENGTH;
import static jp.co.slcs.kaiden2.base.foundation.util.validate.conf.ConstValidationIdKaidenBase.VALID_REQUIRED;
import java.util.ArrayList;
import java.util.Arrays;
import java.util.Date;
import java.util.List;
import java.util.Map;
import javax.annotation.Resource;
import jp.co.slcs.kaiden2.base.foundation.exception.KaidenDuplicationEntryException;
import jp.co.slcs.kaiden2.base.foundation.exception.KaidenHaventAuthorityToCompanyException;
import jp.co.slcs.kaiden2.base.foundation.exception.KaidenIllegalParametersException;
import jp.co.slcs.kaiden2.base.foundation.exception.KaidenOptimisticLockException;
import jp.co.slcs.kaiden2.base.foundation.exception.KaidenValidateException;
import jp.co.slcs.kaiden2.base.foundation.manager.AbstractTermMasterManager;
import jp.co.slcs.kaiden2.base.foundation.manager.AuthorityCriteriaDto;
import jp.co.slcs.kaiden2.base.foundation.manager.KeywordsCriteriaDto;
import jp.co.slcs.kaiden2.base.foundation.model.dto.KaidenDto;
import jp.co.slcs.kaiden2.base.foundation.model.dto.OrderDto;
import jp.co.slcs.kaiden2.base.foundation.util.validate.KaidenValidateResult;
import jp.co.slcs.kaiden2.base.foundation.util.validate.conf.ErrorMode;
import jp.co.slcs.kaiden2.base.foundation.util.validate.model.dto.ValidateDefsDto;
import jp.co.slcs.kaiden2.tutorial.foundation.manager.tutorial.MasterTutorialManager;
import jp.co.slcs.kaiden2.tutorial.foundation.manager.tutorial.MasterTutorialManagerDto;
import jp.co.slcs.kaiden2.tutorial.foundation.model.service.K99mTutorialService;

public class MasterTutorialManagerImpl extends AbstractTermMasterManager<MasterTutorialManagerDto> implements
        MasterTutorialManager {
    
    /** サービスクラス. */
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    /** サービスクラス. */
    @Resource
    protected K99mTutorialService k99mTutorialService;
    
    /** 主キー検索 */
    @Override
    public MasterTutorialManagerDto select(MasterTutorialManagerDto criteria, AuthorityCriteriaDto authCriteria) {
        return super.select(k99mTutorialService, criteria, authCriteria);
    }
    
    /** 主キー検索(認可設定無視) */
    @Override
    public MasterTutorialManagerDto selectIgnoreAuthCompany(MasterTutorialManagerDto criteria) {
        return super.selectIgnoreAuthCompany(k99mTutorialService, criteria);
    }
    
    /** 汎用検索 */
    @Override
    public List<MasterTutorialManagerDto> selectList(MasterTutorialManagerDto criteria,
            AuthorityCriteriaDto authCriteria, List<OrderDto> order) {
        return super.selectList(k99mTutorialService, criteria, authCriteria, order);
    }
    
    /** 汎用検索(認可設定無視) */
    @Override
    public List<MasterTutorialManagerDto> selectListIgnoreAuthCompany(MasterTutorialManagerDto criteria,
            List<OrderDto> order) {
        return super.selectListIgnoreAuthority(k99mTutorialService, criteria, order);
    }
    
    /** ロケール検索 */
    @Override
    public List<MasterTutorialManagerDto> selectLocales(MasterTutorialManagerDto criteria,
            AuthorityCriteriaDto authCriteria) {
        return super.selectLocales(k99mTutorialService, criteria, authCriteria);
    }
    
    /** ロケール検索(認可設定無視) */
    @Override
    public List<MasterTutorialManagerDto> selectLocalesIgnoreAuthCompany(MasterTutorialManagerDto criteria) {
        return super.selectLocalesIgnoreAuthCompany(k99mTutorialService, criteria);
    }
    
    /** 参照検索 */
    @Override
    public List<MasterTutorialManagerDto> selectListWithReference(KaidenDto criteria, List<OrderDto> order,
            AuthorityCriteriaDto authCriteria) {
        String[] likeTarget = {"tutorialName", "extensionA", "extensionB", "extensionC", "extensionD", "extensionE",
                "extensionF", "extensionG", "extensionH", "extensionI", "extensionJ", "companyName"};
        return super.selectBySql(k99mTutorialService, "selectView.sql", criteria, order, authCriteria, likeTarget);
    }
    
    /** 参照検索(認可設定無視) */
    @Override
    public List<MasterTutorialManagerDto> selectListWithReferenceIgnoreAuthCompany(KaidenDto criteria,
            List<OrderDto> order) {
        String[] likeTarget = {"tutorialName", "extensionA", "extensionB", "extensionC", "extensionD", "extensionE",
                "extensionF", "extensionG", "extensionH", "extensionI", "extensionJ", "companyName"};
        return super.selectBySqlIgnoreAuthority(k99mTutorialService, "selectView.sql", criteria, order, likeTarget);
    }
    
    /** キーワード検索 */
    @Override
    public Map<String, Object> selectListKeywordFilter(KaidenDto criteria, List<OrderDto> order,
            KeywordsCriteriaDto keywordsCriteria, AuthorityCriteriaDto authCriteria) {
        String[] likeTarget = {"tutorialName", "extensionA", "extensionB", "extensionC", "extensionD", "extensionE",
                "extensionF", "extensionG", "extensionH", "extensionI", "extensionJ", "companyName"};
        return super.selectListByKeywords(k99mTutorialService, "selectView.sql", criteria, order, keywordsCriteria,
                authCriteria, likeTarget);
    }
    
    /** キーワード検索(認可設定無視) */
    @Override
    public Map<String, Object> selectListKeywordFilterIgnoreAuthCompany(KaidenDto criteria, List<OrderDto> order,
            KeywordsCriteriaDto keywordsCriteria) {
        String[] likeTarget = {"tutorialName", "extensionA", "extensionB", "extensionC", "extensionD", "extensionE",
                "extensionF", "extensionG", "extensionH", "extensionI", "extensionJ", "companyName"};
        return super.selectListByKeywordsIgnoreAuthority(k99mTutorialService, "selectView.sql", criteria, order,
                keywordsCriteria, likeTarget);
    }
    
    /** 有効化 */
    @Override
    public void toEnabled(MasterTutorialManagerDto criteria, AuthorityCriteriaDto authCriteria)
            throws KaidenHaventAuthorityToCompanyException, KaidenOptimisticLockException {
        super.toEnabled(k99mTutorialService, criteria, authCriteria);
    }
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    /** 有効化(認可設定無視) */
    @Override
    public void toEnabledIgnoreAuthCompany(MasterTutorialManagerDto criteria) throws KaidenOptimisticLockException {
        super.toEnabledIgnoreAuthCompany(k99mTutorialService, criteria);
    }
    
    /** 無効化 */
    @Override
    public void toDisabled(MasterTutorialManagerDto criteria, AuthorityCriteriaDto authCriteria)
            throws KaidenHaventAuthorityToCompanyException, KaidenOptimisticLockException {
        super.toDisabled(k99mTutorialService, criteria, authCriteria);
        
    }
    
    /** 無効化(認可設定無視) */
    @Override
    public void toDisabledIgnoreAuthCompany(MasterTutorialManagerDto criteria) throws KaidenOptimisticLockException {
        super.toDisabledIgnoreAuthCompany(k99mTutorialService, criteria);
    }
    
    /** 登録 */
    @Override
    public int entry(List<MasterTutorialManagerDto> dataList, AuthorityCriteriaDto authCriteria)
            throws KaidenHaventAuthorityToCompanyException, KaidenDuplicationEntryException {
        return super.entry(k99mTutorialService, dataList, authCriteria);
    }
    
    /** 登録(認可設定無視) */
    @Override
    public int entryIgnoreAuthCompany(List<MasterTutorialManagerDto> dataList) throws KaidenDuplicationEntryException {
        return super.entryIgnoreAuthCompany(k99mTutorialService, dataList);
    }
    
    /** 削除 */
    @Override
    public int remove(MasterTutorialManagerDto criteria, AuthorityCriteriaDto authCriteria)
            throws KaidenHaventAuthorityToCompanyException {
        return super.remove(k99mTutorialService, criteria, authCriteria);
    }
    
    /** 削除(認可設定無視) */
    @Override
    public int removeIgnoreAuthCompany(MasterTutorialManagerDto criteria) {
        return super.removeIgnoreAuthCompany(k99mTutorialService, criteria);
    }
    
    /** 更新 */
    @Override
    public int renew(List<MasterTutorialManagerDto> dataList, AuthorityCriteriaDto authCriteria)
            throws KaidenHaventAuthorityToCompanyException, KaidenOptimisticLockException {
        return super.renew(k99mTutorialService, dataList, authCriteria);
    }
    
    /** 更新(認可設定無視) */
    @Override
    public int renewIgnoreAuthCompany(List<MasterTutorialManagerDto> dataList) throws KaidenOptimisticLockException {
        return super.renewIgnoreAuthCompany(k99mTutorialService, dataList);
    }
    
    /** 期間検索 */
    @Override
    public List<MasterTutorialManagerDto> selectTerms(MasterTutorialManagerDto criteria,
            AuthorityCriteriaDto authCriteria) {
        return super.selectTerms(k99mTutorialService, criteria, authCriteria);
    }
    
    /** 期間検索(認可設定無視) */
    @Override
    public List<MasterTutorialManagerDto> selectTermsIgnoreAuthCompany(MasterTutorialManagerDto criteria) {
        return super.selectTermsIgnoreAuthCompany(k99mTutorialService, criteria);
    }
    
    /** 基準日指定検索 */
    @Override
    public List<MasterTutorialManagerDto> selectListIncluedsSearchDate(MasterTutorialManagerDto criteria,
            AuthorityCriteriaDto authCriteria, List<OrderDto> order) {
        return super.selectListIncluedsSearchDate(k99mTutorialService, criteria, authCriteria, order);
    }
    
    /** 基準日指定検索(認可設定無視) */
    @Override
    public List<MasterTutorialManagerDto> selectListIncluedsSearchDateIgnoreAuthCompany(
            MasterTutorialManagerDto criteria, List<OrderDto> order) {
        return super.selectListIncluedsSearchDateIgnoreAuthCompany(k99mTutorialService, criteria, order);
    }
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    /** 期間分割 */
    @Override
    public void divideTerm(MasterTutorialManagerDto criteria, Date divideDate, AuthorityCriteriaDto authCriteria)
            throws KaidenHaventAuthorityToCompanyException, KaidenOptimisticLockException, KaidenValidateException {
        super.divideTerm(k99mTutorialService, criteria, divideDate, authCriteria);
    }
    
    /** 期間分割(認可設定無視) */
    @Override
    public void divideTermIgnoreAuthCompany(MasterTutorialManagerDto criteria, Date divideDate)
            throws KaidenOptimisticLockException, KaidenValidateException {
        super.divideTermIgnoreAuthCompany(k99mTutorialService, criteria, divideDate);
        
    }
    
    /** 期間変更 */
    @Override
    public void moveTerm(MasterTutorialManagerDto criteria, Date newStartDate, Date newEndDate,
            AuthorityCriteriaDto authCriteria) throws KaidenHaventAuthorityToCompanyException,
            KaidenOptimisticLockException, KaidenValidateException {
        super.moveTerm(k99mTutorialService, criteria, newStartDate, newEndDate, authCriteria);
        
    }
    
    /** 期間変更(認可設定無視) */
    @Override
    public void moveTermIgnoreAuthCompany(MasterTutorialManagerDto criteria, Date newStartDate, Date newEndDate)
            throws KaidenOptimisticLockException, KaidenValidateException {
        super.moveTermIgnoreAuthCompany(k99mTutorialService, criteria, newStartDate, newEndDate);
    }
    
    /** DTOのクラスを返却. */
    @Override
    public Class<? extends KaidenDto> getDtoClass() {
        return super.dtoClass;
    }
    
    /** 重複チェック確認フィールドを返却. */
    @Override
    protected List<String> getDuplicationCheckField() {
        return Arrays.asList(new String[] {"companyCd", "tutorialCd"});
    }
    
    /** 登録時入力チェック. */
    @Override
    public List<KaidenValidateResult> validate4Entry(List<?> dtoList, Map<String, String> surfaces) {
        if (dtoList == null) {
            throw KaidenIllegalParametersException.makeInstance();
        }
        return makeValidateExecuter(dtoList, surfaces, getValidateDefsDtoList4Entry()).executeAll(
                ErrorMode.ERROR_CONTINUE);
    }
    
    /** 更新時入力チェック. */
    @Override
    public List<KaidenValidateResult> validate4Renew(List<?> dtoList, Map<String, String> surfaces) {
        if (dtoList == null) {
            throw KaidenIllegalParametersException.makeInstance();
        }
        return makeValidateExecuter(dtoList, surfaces, getValidateDefsDtoList4Renew()).executeAll(
                ErrorMode.ERROR_CONTINUE);
    }
    
    /** 登録時入力チェック. */
    @Override
    public List<ValidateDefsDto> getValidateDefsDtoList4Entry() {
        List<ValidateDefsDto> result = new ArrayList<ValidateDefsDto>();
        result.add(new ValidateDefsDto("companyCd", VALID_REQUIRED));
        result.add(new ValidateDefsDto("companyCd", VALID_COMPANY_EXISTS, "companyCd", "", "true"));
        result.add(new ValidateDefsDto("tutorialCd", VALID_REQUIRED));
        result.add(new ValidateDefsDto("tutorialCd", VALID_MAX_LENGTH, "100"));
        result.add(new ValidateDefsDto("tutorialCd", VALID_KAIDEN_ID));
        result.add(new ValidateDefsDto("localeId", VALID_REQUIRED));
        result.add(new ValidateDefsDto("localeId", VALID_LOCALE));
        result.add(new ValidateDefsDto("tutorialName", VALID_REQUIRED));
        result.add(new ValidateDefsDto("tutorialName", VALID_MAX_LENGTH, "250"));
        result.add(new ValidateDefsDto("startDate", VALID_REQUIRED));
        result.add(new ValidateDefsDto("startDate", VALID_DATE));
        result.add(new ValidateDefsDto("endDate", VALID_REQUIRED));
        result.add(new ValidateDefsDto("endDate", VALID_DATE));
        result.add(new ValidateDefsDto("endDate", VALID_DATE_MIN, "startDate"));
        result.add(new ValidateDefsDto("deleteFlag", VALID_FLAG));
        return result;
    }
    
    /** 更新時入力チェック. */
    @Override
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    @Override
    public List<ValidateDefsDto> getValidateDefsDtoList4Renew() {
        List<ValidateDefsDto> result = new ArrayList<ValidateDefsDto>();
        result.add(new ValidateDefsDto("companyCd", VALID_REQUIRED));
        result.add(new ValidateDefsDto("companyCd", VALID_COMPANY_EXISTS, "companyCd", "", "true"));
        result.add(new ValidateDefsDto("tutorialCd", VALID_REQUIRED));
        result.add(new ValidateDefsDto("tutorialCd", VALID_MAX_LENGTH, "100"));
        result.add(new ValidateDefsDto("tutorialCd", VALID_KAIDEN_ID));
        result.add(new ValidateDefsDto("termCd", VALID_REQUIRED));
        result.add(new ValidateDefsDto("termCd", VALID_MAX_LENGTH, "50"));
        result.add(new ValidateDefsDto("termCd", VALID_KAIDEN_ID));
        result.add(new ValidateDefsDto("localeId", VALID_REQUIRED));
        result.add(new ValidateDefsDto("localeId", VALID_LOCALE));
        result.add(new ValidateDefsDto("tutorialName", VALID_REQUIRED));
        result.add(new ValidateDefsDto("tutorialName", VALID_MAX_LENGTH, "250"));
        result.add(new ValidateDefsDto("startDate", VALID_REQUIRED));
        result.add(new ValidateDefsDto("startDate", VALID_DATE));
        result.add(new ValidateDefsDto("endDate", VALID_REQUIRED));
        result.add(new ValidateDefsDto("endDate", VALID_DATE));
        result.add(new ValidateDefsDto("endDate", VALID_DATE_MIN, "startDate"));
        return result;
    }
}

コラムコラム

Managerクラスのメソッドにはそれぞれ「会社認可設定を含める」「会社認可設定を
無視する」の２種類存在します。
チュートリアルマスタメンテナンス機能では「会社認可設定を含める」メソッドを使用
します。

コラムコラム

Actionクラス⇒Logicクラス⇒Managerクラスが処理の流れとなりますが、
ほとんどの処理は intra-mart Accel Kaiden! 内部の基底クラスで行っています。
ActionクラスメソッドとManagerクラスメソッドのマッピングを以下に示します。

Actionクラスメソッドクラスメソッド 処理処理 Managerクラスメソッドクラスメソッド

search 検索画面 検索 selectListKeywordFilter

select メンテナンス画面 表示 selectLocales

entry メンテナンス画面 登録 entry

toDisabled メンテナンス画面 無効化 toDisabled

remove メンテナンス画面 削除 remove

renew メンテナンス画面 更新 renew

selectTerm メンテナンス画面 期間
データ取得

selectTerms

toEnabled メンテナンス画面 有効化 toEnabled

divideTerm メンテナンス画面 期間分
割

divideTerm

moveTerm メンテナンス画面 期間変
更

moveTerm

ManagerDtoの作成の作成

jp.co.slcs.kaiden2.base.foundation.model.dto.KaidenMasterManagerDto を継承して
MasterTutorialManagerDtoクラスを作成します。
対象テーブルのカラムと、同時に取得するカラムがある場合は定義します。
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package jp.co.slcs.kaiden2.tutorial.foundation.manager.tutorial;

import java.sql.Timestamp;
import jp.co.slcs.kaiden2.base.foundation.model.dto.KaidenMasterManagerDto;

public class MasterTutorialManagerDto extends KaidenMasterManagerDto {
    
    /** 会社コード. */
    public String companyCd;
    /** チュートリアルコード. */
    public String tutorialCd;
    /** 期間コード. */
    public String termCd;
    /** ロケールid. */
    public String localeId;
    /** チュートリアル名称. */
    public String tutorialName;
    /** 開始日. */
    public Timestamp startDate;
    /** 終了日. */
    public Timestamp endDate;
    /** 削除フラグ. */
    public String deleteFlag;
    /** 予備項目A. */
    public String extensionA;
    /** 予備項目B. */
    public String extensionB;
    /** 予備項目C. */
    public String extensionC;
    /** 予備項目D. */
    public String extensionD;
    /** 予備項目E. */
    public String extensionE;
    /** 予備項目F. */
    public String extensionF;
    /** 予備項目G. */
    public String extensionG;
    /** 予備項目H. */
    public String extensionH;
    /** 予備項目I. */
    public String extensionI;
    /** 予備項目J. */
    public String extensionJ;
    /** 登録日時. */
    public Timestamp entryTs;
    /** 登録者コード. */
    public String entryUserCd;
    /** 更新カウンタ. */
    public Long renewCnt;
    /** 更新日時. */
    public Timestamp renewTs;
    /** 更新者コード. */
    public String renewUserCd;
    
    /** 会社名称(他マスタ名称). */
    public String companyName;
}

コラムコラム

ManagerDtoクラスは検索条件の設定、取得結果の保持で使用します。

SQLファイルの作成ファイルの作成

Managerのキーワード検索で使用するSQLファイルを作成します。
配置場所は「WEB-INF/classes/META-
INF/sql/jp/co/slcs/kaiden2/tutorial/foundation/model/service/K99mTutorialService」です。
ファイル名はselectView.sqlとします。（上記マネージャで使用しているファイル名です）

select 
   tutorial.company_cd
 , tutorial.tutorial_cd
 , tutorial.term_cd
 , tutorial.locale_id
 , tutorial.tutorial_name
 , tutorial.start_date
 , tutorial.end_date
 , tutorial.delete_flag
 , tutorial.extension_a
 , tutorial.extension_b
 , tutorial.extension_c
 , tutorial.extension_d
 , tutorial.extension_e
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 , tutorial.extension_e
 , tutorial.extension_f
 , tutorial.extension_g
 , tutorial.extension_h
 , tutorial.extension_i
 , tutorial.extension_j
 , tutorial.entry_ts
 , tutorial.entry_user_cd
 , tutorial.renew_cnt
 , tutorial.renew_ts
 , tutorial.renew_user_cd
 , dept.department_name as company_name
 from k99m_tutorial tutorial
   left join ( select imm_department.company_cd
                    , imm_department.department_set_cd
                    , imm_department.department_cd
                    , imm_department.locale_id
                    , imm_department.start_date
                    , imm_department.end_date
                    , imm_department.department_name
              from imm_department) dept
     on  tutorial.company_cd = dept.company_cd
     and tutorial.company_cd = dept.department_set_cd
     and tutorial.company_cd = dept.department_cd
     and tutorial.locale_id = dept.locale_id
     /*IF searchCriteriaDate != null*/
     and dept.start_date <= /*searchCriteriaDate*/''
     and dept.end_date > /*searchCriteriaDate*/''
     --ELSE and dept.start_date <= tutorial.start_date 
     --ELSE and dept.end_date > tutorial.start_date 
     /*END*/
/*BEGIN*/
 where 
/*IF companyCd != null*/
    tutorial.company_cd in/*companyCd*/('')
/*END*/
/*IF tutorialCd != null*/
  and tutorial.tutorial_cd = /*tutorialCd*/''
/*END*/
/*IF termCd != null*/
  and tutorial.term_cd = /*termCd*/''
/*END*/
/*IF localeId != null*/
  and tutorial.locale_id = /*localeId*/''
/*END*/
/*IF tutorialName != null*/
  and tutorial.tutorial_name like /*tutorialName*/'%' ESCAPE '$'
/*END*/
/*IF searchCriteriaDate != null*/
  and tutorial.start_date <= /*searchCriteriaDate*/''
  and tutorial.end_date    > /*searchCriteriaDate*/''
/*END*/
/*IF deleteFlag != null*/
  and tutorial.delete_flag = /*deleteFlag*/'' 
/*END*/
/*IF extensionA != null*/
  and tutorial.extension_a like /*extensionA*/'%' ESCAPE '$'
/*END*/
/*IF extensionB != null*/
  and tutorial.extension_b like /*extensionB*/'%' ESCAPE '$'
/*END*/
/*IF extensionC != null*/
  and tutorial.extension_c like /*extensionC*/'%' ESCAPE '$'
/*END*/
/*IF extensionD != null*/
  and tutorial.extension_d like /*extensionD*/'%' ESCAPE '$'
/*END*/
/*IF extensionE != null*/
  and tutorial.extension_e like /*extensionE*/'%' ESCAPE '$'
/*END*/
/*IF extensionF != null*/
  and tutorial.extension_f like /*extensionF*/'%' ESCAPE '$'
/*END*/
/*IF extensionG != null*/
  and tutorial.extension_g like /*extensionG*/'%' ESCAPE '$'
/*END*/
/*IF extensionH != null*/
  and tutorial.extension_h like /*extensionH*/'%' ESCAPE '$'
/*END*/
/*IF extensionI != null*/
  and tutorial.extension_i like /*extensionI*/'%' ESCAPE '$'
/*END*/
/*IF extensionJ != null*/
  and tutorial.extension_j like /*extensionJ*/'%' ESCAPE '$'
/*END*/
/*IF companyName != null*/
  and dept.department_name like /*companyName*/'' ESCAPE '$'
/*END*/ 
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/*END*/ 
/*END*/
/*IF orderBy != null*/
 ORDER BY /*$orderBy*/company_cd
/*END*/

diconファイルの作成
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項目項目

kaiden_tutorial.diconの作成の作成
kaiden.diconの作成の作成
convention.propertiesの作成の作成

kaiden_tutorial.diconの作成の作成

diconファイルを作成します。配置場所は「resources/」です。
プロジェクト名を「kaiden_tutorial」としましたので、ファイル名を「kaiden_tutorial.dicon」とします。

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE components PUBLIC "-//SEASAR//DTD S2Container 2.4//EN"
  "http://www.seasar.org/dtd/components24.dtd">

<components>

  <!-- manager -->
  <component name="masterTutorialManager" class="jp.co.slcs.kaiden2.tutorial.foundation.manager.tutorial.impl.MasterTutorialManagerImpl" instance="prototype"

  <!-- helper -->

  <!-- validator -->

  <!-- service -->
  <component name="k99mTutorialService" class="jp.co.slcs.kaiden2.tutorial.foundation.model.service.K99mTutorialService" instance="prototype"></component>
</components>

コラムコラム

チュートリアルマスタメンテナンス機能では、DiconファイルにはManagerクラスと
Serviceクラスを定義します。

kaiden.diconの作成の作成

「kaiden.dicon」を作成します。配置場所は「webapp/WEB-INF/classes/」です。
作成後、上記で作成したdiconファイルを追加します。

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE components PUBLIC "-//SEASAR//DTD S2Container 2.4//EN" "http://www.seasar.org/dtd/components24.dtd">
<components xmlns:xi="http://www.w3.org/2001/XInclude">
  <include path="s2jdbc.dicon"/>
  <component name="sqlLogRegistry" class="org.seasar.extension.jdbc.SqlLogRegistry">@org.seasar.extension.jdbc.SqlLogRegistryLocator@getInstance()

  <xi:include href="/kaiden_base.dicon" />
  <xi:include href="/kaiden_extension_imw.dicon" />
  <xi:include href="/kaiden_product_workflow.dicon" />
  <!-- ↓を追加します -->
  <xi:include href="/kaiden_tutorial.dicon" />
  <!-- ↑を追加します -->
</components>

コラムコラム

「kaiden_tutorial.dicon」の設定後、「app.dicon」に設定を追加します。

convention.propertiesの作成の作成

「convention.properties」を作成します。配置場所は「resources/META-INF/」です。

root.package.name=jp.co.slcs.kaiden2.tutorial.feature
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サーフェス定義の作成

項目項目

プロパティキークラスの作成プロパティキークラスの作成
サーフェス定義ファイルの作成サーフェス定義ファイルの作成

プロパティキークラスの作成プロパティキークラスの作成

jp.co.slcs.kaiden2.tutorial.foundation.conf.TutorialPropクラスを作成します。
サーフェス定義ファイルから取得する際のキーとなります。

package jp.co.slcs.kaiden2.tutorial.foundation.conf;

public final class TutorialProp {
    
    /** 定数. */
    public static final class C {
        
    }
    
    /** メッセージ. */
    public static final class M {
        
        /** チュートリアルマスタ関連. */
        public static final class Tutorial {
            
        }
    }
    
    /** サーフェス. */
    public static final class S {
        
        /** 会社コード. */
        public static final String COMPANY = "TTRL.company";
        /** 開始日. */
        public static final String START_DATE = "TTRL.startDate";
        /** 終了日. */
        public static final String END_DATE = "TTRL.endDate";
        /** チュートリアル. */
        public static final String TUTORIAL = "TTRL.tutorial";
        /** チュートリアルコード. */
        public static final String TUTORIAL_CD = "TTRL.tutorialCd";
        /** チュートリアル名. */
        public static final String TUTORIAL_NAME = "TTRL.tutorialName";
        
        /** チュートリアルマスタ関連. */
        public static final class Tutorial {
            
            /** チュートリアルマスタメンテナンス画面タイトル. */
            public static final String MAINTE_TITLE = "TTRL.master.tutorial.title";
        }
    }
}

サーフェス定義ファイルの作成サーフェス定義ファイルの作成

サーフェス定義ファイルを作成します。配置場所は「/WEB-INF/classes/jp/co/slcs/kaiden2/」です。
以下をベースにして「tutorial_surfaces_ja.xml」「tutorial_surfaces_en.xml」
「tutorial_surfaces_zh_CN.xml」の３ファイルを作成します。

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<!DOCTYPE properties SYSTEM "http://java.sun.com/dtd/properties.dtd">
<properties>

  <!-- チュートリアル -->
  <entry key="TTRL.company">会社コード</entry>
  <entry key="TTRL.startDate">開始日</entry>
  <entry key="TTRL.endDate">終了日</entry>
  <entry key="TTRL.tutorial">チュートリアル</entry>
  <entry key="TTRL.tutorialCd">チュートリアルコード</entry>
  <entry key="TTRL.tutorialName">チュートリアル名</entry>

  <!-- チュートリアルマスタメンテナンス画面 -->
  <entry key="TTRL.master.tutorial.title">チュートリアルマスタメンテナンス</entry>

</properties>
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マスタメンテナンス機能設定ファイルの作成

マスタメンテナンス機能の設定ファイルを作成します。
ファイル名をMasterTutorialMasterMaintenanceSettings.xmlとし、「/WEB-
INF/classes/jp/co/slcs/kaiden2/tutorial/feature/action/kaiden/master」に配置します。

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<genericMasterMaintenanceSettings xmlns="http://kaiden.slcs.co.jp/xmlschema/genericMasterMaintenanceSettings">
  <!-- 画面タイトルラベルID -->
  <titleSurfaceKey>TTRL.master.tutorial.title</titleSurfaceKey>
  <!-- 検索画面JSPフルパス -->
  <searchGadgetJsp></searchGadgetJsp><!-- デフォルトを利用 -->
  <!-- メンテナンス画面JSPフルパス -->
  <maintenanceGadgetJsp>/WEB-INF/view/kaiden2/tutorial/master/masterTutorial/masterTutorialMainte.jsp</maintenanceGadgetJsp>
  <!-- AjaxAccessUrl -->
  <ajaxAccessUrl>kaiden/master/masterTutorial</ajaxAccessUrl>
  <!-- 1ページあたりの件数（0以下はページングせずすべて表示） -->
  <limit>20</limit>
  <!-- 検索条件の検索基準日 使用/不使用 -->
  <useSearchCriteriaDate>true</useSearchCriteriaDate>
  <!-- 検索条件の検索基準日 必須/任意 -->
  <requiredSearchCriteriaDate>true</requiredSearchCriteriaDate>
  <!-- 検索条件の検索基準日 デフォルト値（システム日付） 設定/非設定（必須の場合にはこの設定にかかわらずデフォルト値が設定される） -->
  <defaultSearchCriteriaDate>true</defaultSearchCriteriaDate>
  <!-- 検索条件の会社 使用/不使用 -->
  <useSearchCompany>true</useSearchCompany>
  <!-- 検索条件のロケール 使用/不使用 -->
  <useSearchLocale>true</useSearchLocale>
  <!-- 検索条件のステータス無効データも検索。 使用/不使用 -->
  <useSearchWithDisabled>true</useSearchWithDisabled>
  <!-- 汎用一覧・検索画面の行番号ラベルID -->
  <rownumberSurfaceKey></rownumberSurfaceKey><!-- デフォルトを利用 -->
  <!-- 汎用一覧・検索画面のカラム設定 -->
  <listCols>
    <listCol>
      <!-- 対象マスタのフィールドキー -->
      <fieldKey>tutorialCd</fieldKey>
      <!-- キーワード検索対象とするか否か -->
      <keywordSearchTarget>true</keywordSearchTarget>
      <!-- 表示幅 -->
      <width>150px</width>
      <!-- 表示位置 -->
      <align></align>
      <!-- ヘッダラベルID -->
      <headerSurfaceKey>TTRL.tutorialCd</headerSurfaceKey>
      <!-- ソート可能か否か -->
      <sortable>true</sortable>
    </listCol>
    <listCol>
      <fieldKey>tutorialName</fieldKey>
      <keywordSearchTarget>true</keywordSearchTarget>
      <width></width>
      <align></align>
      <headerSurfaceKey>TTRL.tutorialName</headerSurfaceKey>
      <sortable>true</sortable>
    </listCol>
    <listCol>
      <fieldKey>deleteFlag</fieldKey>
      <keywordSearchTarget>false</keywordSearchTarget>
      <width>100px</width>
      <align>center</align>
      <headerSurfaceKey>BASE.status</headerSurfaceKey>
      <sortable>false</sortable>
    </listCol>
  </listCols>
  <!-- 検索・一覧画面のソート順 （汎用マスタ一覧は、第二ソートキーまで有効）-->
  <orders>
    <order>
      <fieldKey>tutorialCd</fieldKey>
      <type>asc</type>
    </order>
    <order>
      <fieldKey>tutorialName</fieldKey>
      <type>asc</type>
    </order>
  </orders>
  <!-- 対象マスタの主キーフィールド -->
  <pkFields>
    <pkField>companyCd</pkField>
    <pkField>tutorialCd</pkField>
    <pkField>termCd</pkField>
    <pkField>localeId</pkField>
  </pkFields>
</genericMasterMaintenanceSettings>
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コラムコラム

「アクションクラスの同一パッケージ」で「クラス名の先頭（Actionを除去） +
“MasterMaintenanceSettings.xml”」が
マスタメンテナンス機能設定ファイルとして認識されます。

コラムコラム

マスタメンテナンス機能設定ファイルで設定する内容の一部を以下に挙げます。

画面出力項目の定義
ソート順
対象マスタの主キーフィールド

その他、上記のサンプルのコメントを元に設定内容を確認ください。

Formクラスの作成

jp.co.slcs.kaiden2.base.foundation.master.AbstractTermMasterMaintenanceForm を継承して
MasterTutorialFormクラスを作成します。
intra-mart Accel Kaiden! 標準のマスタメンテナンス機能のみ使用する場合、空実装で構いません。

package jp.co.slcs.kaiden2.tutorial.feature.form.kaiden.master;

import jp.co.slcs.kaiden2.base.foundation.master.AbstractTermMasterMaintenanceForm;

public class MasterTutorialForm extends AbstractTermMasterMaintenanceForm {
    
}

コラムコラム

基底クラスでは主に一覧画面の設定情報を保持しています。

Dtoクラスの作成

jp.co.slcs.kaiden2.base.foundation.master.AbstractTermMasterMaintenanceDto を継承して
MasterTutorialDtoクラスを作成します。
intra-mart Accel Kaiden! 標準のマスタメンテナンス機能のみ使用する場合、空実装で構いません。

package jp.co.slcs.kaiden2.tutorial.feature.dto.kaiden.master;

import jp.co.slcs.kaiden2.base.foundation.master.AbstractTermMasterMaintenanceDto;

public class MasterTutorialDto extends AbstractTermMasterMaintenanceDto {
    
}

コラムコラム

基底クラスでは主に一覧画面の設定情報を保持しています。

Logicクラスの作成

jp.co.slcs.kaiden2.base.foundation.master.AbstractTermMasterMaintenanceLogic を継承して
MasterTutorialLogicクラスを作成します。
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package jp.co.slcs.kaiden2.tutorial.feature.logic.kaiden.master;

import java.util.Arrays;
import java.util.HashMap;
import java.util.List;
import java.util.Map;
import javax.annotation.Resource;
import jp.co.slcs.kaiden2.base.foundation.exception.KaidenRuntimeException;
import jp.co.slcs.kaiden2.base.foundation.exception.KaidenSystemException;
import jp.co.slcs.kaiden2.base.foundation.master.AbstractMasterMaintenanceForm;
import jp.co.slcs.kaiden2.base.foundation.master.AbstractTermMasterMaintenanceLogic;
import jp.co.slcs.kaiden2.base.foundation.master.MasterMainternanceSettingsDto;
import jp.co.slcs.kaiden2.base.foundation.master.MasterMainternanceSettingsReader;
import jp.co.slcs.kaiden2.base.foundation.master.MasterManager;
import jp.co.slcs.kaiden2.base.foundation.util.JsonUtil;
import jp.co.slcs.kaiden2.tutorial.feature.action.kaiden.master.MasterTutorialAction;
import jp.co.slcs.kaiden2.tutorial.foundation.conf.TutorialProp;
import jp.co.slcs.kaiden2.tutorial.foundation.manager.tutorial.MasterTutorialManager;

public class MasterTutorialLogic extends AbstractTermMasterMaintenanceLogic {
    
    /** Manager. */
    @Resource
    public MasterTutorialManager masterTutorialManager;   // 業務固有のManagerをDIします
    
    /** Managerを取得. */
    @Override
    protected MasterManager<?> getManager() {
        // 業務固有のManagerを取得します。基底クラスより呼ばれます。
        return masterTutorialManager;
    }
    
    /** キーワード検索対象カラムを返却. */
    @Override
    protected String[] getKeywordSearchTargetCol() {
        // プロパティファイルからマスタメンテナンス機能の設定を読み込み
        MasterMainternanceSettingsReader reader = new MasterMainternanceSettingsReader();
        MasterMainternanceSettingsDto settings;
        try {
            settings = new MasterMainternanceSettingsDto(reader.read(MasterTutorialAction.class));
        } catch (KaidenSystemException e) {
            throw KaidenRuntimeException.makeInstance(e);
        }
        // キーワード検索対象カラムをサブクラスより返却します
        return settings.searchTargetCol.toArray(new String[] {});
    }
    
    /** 国際化対応するフィールドを返却. */
    @Override
    protected List<String> getI18nTargetField() {
        // 国際化対応するフィールドをサブクラスより返却します
        return Arrays.asList("tutorialName");
    }
    
    /** 登録・更新用の入力データをサブクラスより返却. */
    @Override
    protected Map<String, Object> getInputData(AbstractMasterMaintenanceForm form) {
        // 登録・更新用の入力データをサブクラスより返却します
        return JsonUtil.getMap(form.updateDataJson, Arrays.asList("inputArea"));
    }
    
    /** サーフェス定義マップを返却. */
    @Override
    protected Map<String, String> getSurfaces() {
        // サーフェス定義
        // 入力チェックエラー発生時のエラーメッセージラベルに使用します。
        Map<String, String> result = new HashMap<String, String>();
        result.put("companyCd", propertyHelper.getSurface(TutorialProp.S.COMPANY));
        result.put("tutorialCd", propertyHelper.getSurface(TutorialProp.S.TUTORIAL_CD));
        result.put("startDate", propertyHelper.getSurface(TutorialProp.S.START_DATE));
        result.put("endDate", propertyHelper.getSurface(TutorialProp.S.END_DATE));
        result.put("tutorialName", propertyHelper.getSurface(TutorialProp.S.TUTORIAL_NAME));
        return result;
    }
}

コラムコラム

マスタメンテナンスのLogicクラスの詳細は「マスタメンテナンスマスタメンテナンスLogicクラスプログクラスプログ
ラミングラミング」を参照ください。

Actionクラスの作成

jp.co.slcs.kaiden2.base.foundation.master.AbstractTermMasterMaintenanceActionを継承して
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MasterTutorialActionクラスを作成します。
基本的な処理はこの基底クラスに実装されています。
intra-mart Accel Kaiden! 標準のマスタメンテナンス機能が使用できればよい場合、各処理のメソッド
は基底クラスの同名メソッドを呼び出すだけです。

package jp.co.slcs.kaiden2.tutorial.feature.action.kaiden.master;

import javax.annotation.Resource;
import jp.co.slcs.kaiden2.base.foundation.exception.KaidenSystemException;
import jp.co.slcs.kaiden2.base.foundation.master.AbstractMasterMaintenanceDto;
import jp.co.slcs.kaiden2.base.foundation.master.AbstractMasterMaintenanceForm;
import jp.co.slcs.kaiden2.base.foundation.master.AbstractMasterMaintenanceLogic;
import jp.co.slcs.kaiden2.base.foundation.master.AbstractTermMasterMaintenanceAction;
import jp.co.slcs.kaiden2.base.foundation.master.MasterMainternanceSettingsDto;
import jp.co.slcs.kaiden2.base.foundation.master.MasterMainternanceSettingsReader;
import jp.co.slcs.kaiden2.tutorial.feature.dto.kaiden.master.MasterTutorialDto;
import jp.co.slcs.kaiden2.tutorial.feature.form.kaiden.master.MasterTutorialForm;
import jp.co.slcs.kaiden2.tutorial.feature.logic.kaiden.master.MasterTutorialLogic;
import org.seasar.struts.annotation.ActionForm;
import org.seasar.struts.annotation.Execute;

public class MasterTutorialAction extends AbstractTermMasterMaintenanceAction {
    
    /** Dto. */
    @Resource
    public MasterTutorialDto masterTutorialDto;
    
    /** Form. */
    @ActionForm
    @Resource
    public MasterTutorialForm masterTutorialForm;
    
    /** Logic. */
    @Resource
    public MasterTutorialLogic masterTutorialLogic;
    
    /** 入力ページパスを返却します. */
    @Override
    @Execute(validator = false)
    // @Authz(uri = "service://kaiden/master/tutorial", action = "execute")
    public String index() throws KaidenSystemException {
        // プロパティファイルからマスタメンテナンス機能の設定を読み込み
        MasterMainternanceSettingsReader reader = new MasterMainternanceSettingsReader();
        masterTutorialDto.settings = new MasterMainternanceSettingsDto(reader.read(MasterTutorialAction.class));
        
        // 入力ページパスを返却します
        return super.index();
    }
    
    /** 検索. */
    @Override
    @Execute(validator = false)
    // @Authz(uri = "service://kaiden/master/tutorial", action = "execute")
    public String search() {
        // 汎用検索画面の検索処理を行います
        return super.search();
    }
    
    /** メンテナンス画面表示. */
    @Override
    @Execute(validator = false)
    // @Authz(uri = "service://kaiden/master/tutorial", action = "execute")
    public String select() {
        // メンテナンス画面表示処理を行います
        return super.select();
    }
    
    /** 登録. */
    @Override
    @Execute(validator = false)
    // @Authz(uri = "service://kaiden/master/tutorial", action = "execute")
    public String entry() {
        // メンテナンス画面登録処理を行います
        return super.entry();
    }
    
    /** 無効化. */
    @Override
    @Execute(validator = false)
    // @Authz(uri = "service://kaiden/master/tutorial", action = "execute")
    public String toDisabled() {
        // メンテナンス画面無効化処理を行います
        return super.toDisabled();
    }
    
    /** 削除. */
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    /** 削除. */
    @Override
    @Execute(validator = false)
    // @Authz(uri = "service://kaiden/master/tutorial", action = "execute")
    public String remove() {
        // メンテナンス画面削除処理を行います
        return super.remove();
    }
    
    /** 更新. */
    @Override
    @Execute(validator = false)
    // @Authz(uri = "service://kaiden/master/tutorial", action = "execute")
    public String renew() {
        // メンテナンス画面更新処理を行います
        return super.renew();
    }
    
    /** 期間データ取得. */
    @Override
    @Execute(validator = false)
    // @Authz(uri = "service://kaiden/master/tutorial", action = "execute")
    public String selectTerm() {
        // メンテナンス画面期間データ取得処理を行います
        return super.selectTerm();
    }
    
    /** 有効化. */
    @Override
    @Execute(validator = false)
    // @Authz(uri = "service://kaiden/master/tutorial", action = "execute")
    public String toEnabled() {
        // メンテナンス画面有効化処理を行います
        return super.toEnabled();
    }
    
    /** 期間分割. */
    @Override
    @Execute(validator = false)
    // @Authz(uri = "service://kaiden/master/tutorial", action = "execute")
    public String divideTerm() {
        // メンテナンス画面期間分割処理を行います
        return super.divideTerm();
    }
    
    /** 期間変更. */
    @Override
    @Execute(validator = false)
    // @Authz(uri = "service://kaiden/master/tutorial", action = "execute")
    public String moveTerm() {
        // メンテナンス画面期間変更処理を行います
        return super.moveTerm();
    }
    
    /** Dtoを取得. */
    @Override
    protected AbstractMasterMaintenanceDto getDto() {
        // 業務固有のDtoを取得します。基底クラスより呼ばれます。
        return masterTutorialDto;
    }
    
    /** Formを取得. */
    @Override
    protected AbstractMasterMaintenanceForm getForm() {
        // 業務固有のFormを取得します。基底クラスより呼ばれます。
        return masterTutorialForm;
    }
    
    /** Logicを取得. */
    @Override
    protected AbstractMasterMaintenanceLogic getLogic() {
        // 業務固有のLogicを取得します。基底クラスより呼ばれます。
        return masterTutorialLogic;
    }
}

コラムコラム

マスタメンテナンスのActionクラスの詳細は「マスタメンテナンスマスタメンテナンスActionクラスプロクラスプロ
グラミンググラミング」を参照ください。

コラムコラム

@Authz アノテーションにて実行メソッドと認可を紐づけますが、本チュートリアルで
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はコメントアウトしています。
認可設定についての詳細は intra-mart Accel Platform のドキュメントを参照くださ
い。

JSPの作成

/WEB-INF/view/kaiden2/tutorial/master/masterTutorial/masterTutorialMainte.jspを作成します。

<%@ page language="java" contentType="text/html; charset=UTF-8" pageEncoding="UTF-8" %>
<%@ taglib prefix="c" uri="http://java.sun.com/jstl/core" %>
<%@ taglib prefix="im" uri="http://www.intra-mart.co.jp/taglib/im-tenant" %>
<%@ taglib prefix="k" uri="http://kaiden.slcs.co.jp/taglib/ui" %>
<%@ taglib prefix="klist_base" uri="http://kaiden.slcs.co.jp/taglib/listdata/base" %>
<%@ page import="jp.co.slcs.kaiden2.base.foundation.conf.BaseProp" %>
<%@ page import="jp.co.slcs.kaiden2.tutorial.foundation.conf.TutorialProp" %>

<%-- product_workflow 共通インクルード --%>
<c:if test="${empty pwkfCommonIncluded}" scope="request">
  <jsp:include page="/WEB-INF/view/kaiden2/product_workflow/foundation/commonInclude.jsp"></jsp:include>
  <c:set var="pwkfCommonIncluded"  scope="request">true</c:set>
</c:if>

<%--汎用マスタ一覧・検索 --%>
<%-- 設定 --%>
<c:set var="gadgetClass">tutorialMainte</c:set>
<c:set var="gadgetVariation">v01</c:set>
<c:set var="gadgetInstance">${param.gadget_instance}</c:set>
<c:set var="gadgetId">${gadgetClass}_${gadgetVariation}_${gadgetInstance}</c:set>
<c:set var="gadgetTitle">${maintenanceDto.settings.title}</c:set>
<c:set var="accessUrl">${maintenanceDto.settings.ajaxAccessUrl}</c:set>

<c:set var="surfaceStartDate"><%= BaseProp.S.START_DATE %></c:set>
<c:set var="surfaceConcatChar"><%= BaseProp.S.CONCAT_CHAR %></c:set>
<c:set var="surfaceEndDate"><%= BaseProp.S.END_DATE %></c:set>
<c:set var="surfaceCompany"><%= BaseProp.S.COMPANY %></c:set>
<c:set var="surfaceTutorialCd"><%= TutorialProp.S.TUTORIAL_CD %></c:set>
<c:set var="surfaceTutorialName"><%= TutorialProp.S.TUTORIAL_NAME %></c:set>

<%-- バリデーション --%>
<c:set var="validStartDate_def">{k_required:[''], k_date:['']}</c:set>
<c:set var="validEndDate_def">{k_required:[''], k_date:[''], k_dateMin:['startDate']}</c:set>
<c:set var="validCompanyCd_def">{k_required:[''], k_companyExists:['companyCd', '', 'true']}</c:set>
<c:set var="validTutorialCd_def">{k_required:[''],k_kaidenId:[''], k_maxLength:['100']}</c:set>
<c:set var="validTutorialName_def">{k_required:[''], k_maxLength:['250']}</c:set>

<%-- 期間一覧ガジェット --%>
<div class="kaiden-ui-master-term-list">
  <jsp:include page="/WEB-INF/view/kaiden2/base/foundation/gadget/genericMasterTermList.jsp" flush="true">
    <jsp:param name="gadget_instance" value="0" />
  </jsp:include>
</div>
<div class="kaiden-ui-master-maintenance-area">
  <k:gadgetContainer gadgetClass="${gadgetClass}"
                     gadgetVariation="${gadgetVariation}"
                     gadgetInstance="${gadgetInstance}"
                     gadgetTitle="${gadgetTitle}"
                     gadgetId="${gadgetId}"
                     hideGadgetTitle="true"
                     class="kaiden-ui-master-maintenance-input-area">
                     
  <k:blockContainer id="inputArea">
    <form id="inputForm" onsubmit="return false;">
      <table class="imui-form" style="table-layout:fixed">
          <colgroup>
            <col style="width:170px;" />
            <col />
          </colgroup>
          <tr style="height:30px;">
              <th>
                  <k:surface surfaceKey="${surfaceStartDate}"  style="display:inline-block" requiredMark="true"/>
                  <k:surface surfaceKey="${surfaceConcatChar}" style="display:inline-block" />
                  <k:surface surfaceKey="${surfaceEndDate}"  style="display:inline-block" requiredMark="true"/>
              </th>
              <td>
                  <k:date name="startDate"
                          mode="0"
                          surfaceKey="${surfaceStartDate}"
                          validationDefault="${validStartDate_def}"
                          />
                  <k:surface surfaceKey="${surfaceConcatChar}" style="display:inline-block;margin-left:1em;margin-right:1em;"/>
                  <k:date name="endDate"
                          mode="0"
                          surfaceKey="${surfaceEndDate}"
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                          surfaceKey="${surfaceEndDate}"
                          validationDefault="${validEndDate_def}"
                          />
              </td>
          </tr>
          <tr>
              <th>
                  <k:surface surfaceKey="${surfaceCompany}" requiredMark="true"/>
              </th>
              <td>
                  <klist_base:listDataCompany name="readParmitCompany" type="readParmitCompany" blank="false"/>
                  <k:select name="companyCd"
                            mode="0"
                            validationDefault="${validCompanyCd_def}"
                            surfaceKey="${surfaceCompany}"
                            dataName="readParmitCompany"
                            style="width:300px;"
                            includeDisabled="true"/>
              </td>
          </tr>
          <tr>
              <th>
                  <k:surface surfaceKey="${surfaceTutorialCd}" requiredMark="true"/>
              </th>
              <td>
                  <k:codeText name="tutorialCd"
                          mode="0"
                          style="width:300px;"
                          surfaceKey="${surfaceTutorialCd}"
                          validationDefault="${validTutorialCd_def}"
                          maxlength="100"
                          />
              </td>
          </tr>
  
          <tr>
              <th>
                  <k:surface surfaceKey="${surfaceTutorialName}" requiredMark="true"/>
              </th>
              <td>
                  <k:text-locales name="tutorialName"
                          mode="0"
                          style="width:300px;"
                          surfaceKey="${surfaceTutorialName}"
                          validationDefault="${validTutorialName_def}"
                          imeMode="on"
                          maxlength="250"
                          />
              </td>
          </tr>
                  <k:hidden name="renewCnt" mode="0"/>
                  <k:hidden name="termCd" mode="0"/>
                  <k:hidden name="deleteFlag" mode="0"/>
                  <k:hidden name="pk_json" mode="0"/>
      </table>
    </form>
  </k:blockContainer>
  </k:gadgetContainer>
  <script type="text/javascript">
  jQuery(function($) {
      
      var eventMan = KAIDEN.getGadget("${gadgetId}").eventManager
        , inputAreaAccessor = KAIDEN.getGadget("${gadgetId}").blockAccessors["inputArea"];
       
      //trunsNewEntry（新規入力画面表示）イベントリスナの登録
      eventMan.registPushListener("trunsNewEntry", function(/**Object*/arg) {
          //入力欄を一括クリア
          KAIDEN.getGadget("${gadgetId}").clearInput("inputArea");
          
          //開始日・終了日にシステム開始日・システム終了日を設定
          inputAreaAccessor("startDate").setValue("${k:getSystemStartDate()}");
          inputAreaAccessor("endDate").setValue("${k:getSystemEndDateDecrement()}");
          
          //開始日・終了日、会社、チュートリアルコードをdisabled
          inputAreaAccessor("startDate").removeDisabled();
          inputAreaAccessor("endDate").removeDisabled();
          inputAreaAccessor("companyCd").removeDisabled();
          inputAreaAccessor("tutorialCd").removeDisabled();
          
          if (inputAreaAccessor("companyCd").elem().children().length > 0) {
              inputAreaAccessor("companyCd").elem().get(0).selectedIndex = 0;
            }
          
          //会社をフォーカス
          inputAreaAccessor("companyCd").elem().focus();
          
      });
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      });
      
      //loadData（表示対象データのロード）イベントリスナの登録
      eventMan.registPushListener("loadData", function(/**Object*/arg) {
          var ajax = KAIDEN.Ajax()
          , criteria = {}
          , stat = false;
          
          criteria.criteriaJson = arg;
        
          ajax.postSyncAuto("${accessUrl}/select", criteria
              , function(returnData) {
                //正常系
                //メンテナンス画面にデータセット
                for (var key in returnData.mainteTarget) {
                    inputAreaAccessor(key).setValueIgnore(returnData.mainteTarget[key]);
                }
                inputAreaAccessor("pk_json").setValue(arg); //主キーを保存
                stat = true;
            }
            , function(returnData) {
              stat = false;
            }
          );
          return stat;
      });
      
  
      //trunsRenewEntry（更新画面表示）イベントリスナの登録
      eventMan.registPushListener("trunsRenewEntry", function(/**Object*/arg) {
            //開始日・終了日、会社、チュートリアルコードをdisabled
            inputAreaAccessor("startDate").disabled();
            inputAreaAccessor("endDate").disabled();
            inputAreaAccessor("companyCd").disabled();
            inputAreaAccessor("tutorialCd").disabled();
            
            $("div[data-kaiden-gadget-id='${gadgetId}'] input[data-kaiden-org-name^='tutorialName']").eq(0).focus();
            
      });
      
      //currentPrimaryInfo（現在表示中データの主キーを要求）イベントリスナの登録
      eventMan.registPullListener("claimCurrentDataPk", function(/**Object*/arg) {
          return inputAreaAccessor("pk_json").getValue(); //主キーを返却
      });
  
  });
  </script>
  <%-- マスタメンテナンス汎用ボタンガジェット --%>
  <div style="clear:both;">
    <jsp:include page="/WEB-INF/view/kaiden2/base/foundation/gadget/genericMasterOperationButton.jsp" flush="true">
      <jsp:param name="gadget_instance" value="0" />
      <jsp:param name="maintenanceGadgetId" value="${gadgetId}" />
    </jsp:include>
  </div>
</div>

コラムコラム

ファイルパスは「マスタメンテナンス機能設定ファイル」で設定します。
マスタメンテナンス機能設定ファイルの作成マスタメンテナンス機能設定ファイルの作成  を参照ください。
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動作確認動作確認

Resinを起動し、適当なユーザでログイン後「%コンテキストパス%/kaiden/master/masterTutorial」にアクセスしま
す。
チュートリアルマスタの汎用検索画面が表示されます。

汎用検索画面の新規登録ボタンをクリックします。
メンテナンス画面が表示されます。

intra-mart Accel Kaiden! ワークフローモジュール
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申請書ガジェット申請書ガジェット
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申請書ガジェット概要申請書ガジェット概要

intra-mart Accel Kaiden! の申請書は申請書ガジェットの組み合わせで構成されています。
申請書ガジェットの組み合わせは intra-mart Accel Kaiden! 標準機能の「申請書マスタメンテナンス」画面で定義
します。
開発者はガジェットさえ作成すれば、あとはそのガジェットを組み込んだ申請書の定義をすることで新たなガジェット
を含む申請書の完成となります。
本項では、簡単な申請書ガジェットを新たに作成し、申請画面に表示されるまでの流れを解説します。

コラムコラム

申請書マスタメンテナンス画面は 『 intra-mart Accel Kaiden! 経費旅費 / 管理者操作ガイド』を参
照ください。

コラムコラム

申請書ガジェットは「ガジェットバリエーション」という概念で、画面レイアウト違いで同一種対のガ
ジェットを作成することができます。
ガジェットバリエーションについては本ドキュメントの「ガジェットとはガジェットとは」の項を参照ください。

intra-mart Accel Kaiden!
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申請書ガジェット機能を作ろう申請書ガジェット機能を作ろう

本ドキュメントでは「チュートリアル申請書ガジェット」の申請書ガジェットを作成していきます。

intra-mart Accel Kaiden!
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チュートリアルガジェットテーブル

項目項目

チュートリアルガジェットテーブル定義チュートリアルガジェットテーブル定義
チュートリアルガジェットテーブルチュートリアルガジェットテーブルCreate文（文（Oracle））

チュートリアルガジェットテーブル定義チュートリアルガジェットテーブル定義

チュートリアルガジェットテーブル「k99t_tutorial」のレイアウトは下記の通りです。

No. 論理名論理名 物理名物理名 型型 長さ長さ 必須必須 PK

1 システ
ム案件
ID

system_matter_id varchar2 20 Y 1

2 ユーザ
データ
ID

user_data_id varchar2 20 Y 2

3 ガジェッ
トクラス

gadget_class varchar2 100 Y 3

4 ガジェッ
トインス
タンス

gadget_instance number 18,0 Y 4

5 ガジェッ
トID

gadget_id varchar2 220 Y  

6 ガジェッ
トバリ
エーショ
ン

gadget_variation varchar2 100 Y  

7 テキスト tutorial_text varchar2 1000   

8 通貨
コード

tutorial_currency_cd varchar2 100   

9 金額 tutorial_amount number 28,10   

10 予備項
目A

extension_a varchar2 1000   

11 予備項
目B

extension_b varchar2 1000   

12 予備項
目C

extension_c varchar2 1000   

13 予備項
目D

extension_d varchar2 1000   

14 予備項
目E

extension_e varchar2 1000   

15 予備項
目F

extension_f varchar2 1000   

16 予備項
目G

extension_g varchar2 1000   

17 予備項
目H

extension_h varchar2 1000   

18 予備項
目I

extension_i varchar2 1000   

19 予備項
目J

extension_j varchar2 1000   

20 登録日
時

entry_ts timestamp  Y  

21 登録者
コード

entry_user_cd varchar2 100 Y  

22 更新カ
ウンタ

renew_cnt number 18,0 Y  

23 更新日
時

renew_ts timestamp  Y  

24 更新者
コード

renew_user_cd varchar2 100 Y  

コラムコラム

予備項目A〜J

intra-mart Accel Kaiden! に関するテーブルに共通的に付与して
いるカラムです。
必ずしも付与しなくても結構です。

登録日時、登録者コード、更新カウンタ、更新日時、更新者コード

intra-mart Accel Kaiden!
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intra-mart Accel Kaiden! に関するテーブルに共通的に付与して
いるカラムです。
これらのカラムは必ず付与してくださいこれらのカラムは必ず付与してください

チュートリアルガジェットテーブルチュートリアルガジェットテーブルCreate文（文（Oracle））

create table k99t_tutorial
(
   system_matter_id               varchar2(20) not null,
   user_data_id                   varchar2(20) not null,
   gadget_class                   varchar2(100) not null,
   gadget_instance                numeric(18,0) not null,
   gadget_id                      varchar2(220) not null,
   gadget_variation               varchar2(100) not null,
   tutorial_text                  varchar2(1000),
   tutorial_currency_cd           varchar2(100),
   tutorial_amount                numeric(28,10),
   extension_a                    varchar2(1000),
   extension_b                    varchar2(1000),
   extension_c                    varchar2(1000),
   extension_d                    varchar2(1000),
   extension_e                    varchar2(1000),
   extension_f                    varchar2(1000),
   extension_g                    varchar2(1000),
   extension_h                    varchar2(1000),
   extension_i                    varchar2(1000),
   extension_j                    varchar2(1000),
   entry_ts                       timestamp not null,
   entry_user_cd                  varchar2(100) not null,
   renew_cnt                      numeric(18,0) not null,
   renew_ts                       timestamp not null,
   renew_user_cd                  varchar2(100) not null
);

alter table k99t_tutorial add primary key  (system_matter_id, user_data_id, gadget_class, gadget_instance);

comment on table k99t_tutorial is 'チュートリアルガジェット';
comment on column k99t_tutorial.system_matter_id is 'システム案件ID';
comment on column k99t_tutorial.user_data_id is 'ユーザデータID';
comment on column k99t_tutorial.gadget_class is 'ガジェットクラス';
comment on column k99t_tutorial.gadget_instance is 'ガジェットインスタンス';
comment on column k99t_tutorial.gadget_id is 'ガジェットID';
comment on column k99t_tutorial.gadget_variation is 'ガジェットバリエーション';
comment on column k99t_tutorial.tutorial_text is 'テキスト';
comment on column k99t_tutorial.tutorial_currency_cd is '通貨コード';
comment on column k99t_tutorial.tutorial_amount is '金額';
comment on column k99t_tutorial.extension_a is '予備項目a';
comment on column k99t_tutorial.extension_b is '予備項目b';
comment on column k99t_tutorial.extension_c is '予備項目c';
comment on column k99t_tutorial.extension_d is '予備項目d';
comment on column k99t_tutorial.extension_e is '予備項目e';
comment on column k99t_tutorial.extension_f is '予備項目f';
comment on column k99t_tutorial.extension_g is '予備項目g';
comment on column k99t_tutorial.extension_h is '予備項目h';
comment on column k99t_tutorial.extension_i is '予備項目i';
comment on column k99t_tutorial.extension_j is '予備項目j';
comment on column k99t_tutorial.entry_ts is '登録日';
comment on column k99t_tutorial.entry_user_cd is '登録者';
comment on column k99t_tutorial.renew_cnt is '更新カウンタ';
comment on column k99t_tutorial.renew_ts is '更新日';
comment on column k99t_tutorial.renew_user_cd is '更新者';

コラムコラム

入力必須項目について。
本チュートリアルでは、「テキスト」を入力任意項目、「金額」を入力必須
項目としますが、「金額」にNotNull制約は設定しません。
申請書ガジェットフィールドグループマスタ申請書ガジェットフィールドグループマスタ  を参照ください。

intra-mart Accel Kaiden!
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ガジェットマスタデータ作成

項目項目

申請書ガジェットマスタデータの作成申請書ガジェットマスタデータの作成
申請書ガジェットマスタデータ申請書ガジェットマスタデータInsert文文

申請書ガジェットマスタデータの作成申請書ガジェットマスタデータの作成

申請書ガジェットマスタデータを作成します。

コラムコラム

詳細は本ドキュメントの「申請書ガジェットマスタデータ申請書ガジェットマスタデータ」の項を参照く
ださい。

申請書ガジェットマスタデータ申請書ガジェットマスタデータInsert文文

下記のInsert文を実行します。
このデータを登録することで、申請書マスタメンテナンス画面でこれから作成する
「チュートリアルガジェット」を申請書にセットすることができます。

-- 申請書ガジェット
insert into k10m_gadget (gadget_class, gadget_variation, jsp_path, java_path, surface_key, sort_key, entry_ts, entry_user_cd, renew_cnt, renew_ts
-- 申請書ガジェット概要
insert into k10m_gadget_description (gadget_class, gadget_variation, locale_id, description, gadget_name, entry_ts, entry_user_cd, renew_cnt, renew_ts
insert into k10m_gadget_description (gadget_class, gadget_variation, locale_id, description, gadget_name, entry_ts, entry_user_cd, renew_cnt, renew_ts
insert into k10m_gadget_description (gadget_class, gadget_variation, locale_id, description, gadget_name, entry_ts, entry_user_cd, renew_cnt, renew_ts
-- 申請書ガジェットタグ
insert into k10m_gadget_tags (gadget_class, gadget_variation, gadget_tag, entry_ts, entry_user_cd, renew_cnt, renew_ts, renew_user_cd) values
insert into k10m_gadget_tags (gadget_class, gadget_variation, gadget_tag, entry_ts, entry_user_cd, renew_cnt, renew_ts, renew_user_cd) values
insert into k10m_gadget_tags (gadget_class, gadget_variation, gadget_tag, entry_ts, entry_user_cd, renew_cnt, renew_ts, renew_user_cd) values
-- 申請書ガジェットサーフェス
insert into k10m_gadget_surface (gadget_class, gadget_variation, surface_key, locale_id, surface, entry_ts, entry_user_cd, renew_cnt, renew_ts, renew_user_cd
insert into k10m_gadget_surface (gadget_class, gadget_variation, surface_key, locale_id, surface, entry_ts, entry_user_cd, renew_cnt, renew_ts, renew_user_cd
insert into k10m_gadget_surface (gadget_class, gadget_variation, surface_key, locale_id, surface, entry_ts, entry_user_cd, renew_cnt, renew_ts, renew_user_cd
insert into k10m_gadget_surface (gadget_class, gadget_variation, surface_key, locale_id, surface, entry_ts, entry_user_cd, renew_cnt, renew_ts, renew_user_cd
insert into k10m_gadget_surface (gadget_class, gadget_variation, surface_key, locale_id, surface, entry_ts, entry_user_cd, renew_cnt, renew_ts, renew_user_cd
insert into k10m_gadget_surface (gadget_class, gadget_variation, surface_key, locale_id, surface, entry_ts, entry_user_cd, renew_cnt, renew_ts, renew_user_cd
insert into k10m_gadget_surface (gadget_class, gadget_variation, surface_key, locale_id, surface, entry_ts, entry_user_cd, renew_cnt, renew_ts, renew_user_cd
insert into k10m_gadget_surface (gadget_class, gadget_variation, surface_key, locale_id, surface, entry_ts, entry_user_cd, renew_cnt, renew_ts, renew_user_cd
insert into k10m_gadget_surface (gadget_class, gadget_variation, surface_key, locale_id, surface, entry_ts, entry_user_cd, renew_cnt, renew_ts, renew_user_cd
-- 申請書ガジェットブロック
insert into k10m_gadget_block (gadget_class, gadget_variation, gadget_block, gadget_block_type, sort_key, surface_key, entry_ts, entry_user_cd
-- 申請書ガジェットフィールドグループ
insert into k10m_gadget_fld_grp (gadget_class, gadget_variation, gadget_block, field_group_id, surface_key, required_type, sort_key, entry_ts, entry_user_cd
insert into k10m_gadget_fld_grp (gadget_class, gadget_variation, gadget_block, field_group_id, surface_key, required_type, sort_key, entry_ts, entry_user_cd
-- 申請書ガジェットフィールド
insert into k10m_gadget_field (gadget_class, gadget_variation, gadget_block, field_key, field_group_id, surface_key, sort_key, entry_ts, entry_user_cd
insert into k10m_gadget_field (gadget_class, gadget_variation, gadget_block, field_key, field_group_id, surface_key, sort_key, entry_ts, entry_user_cd

S2JDBC-Gen自動生成ソース

チュートリアルガジェットテーブルを作成後、S2JDBC-Gen にて以下のソースファイルを
自動生成します。

jp.co.slcs.kaiden2.tutorial.foundation.model.entity.K99tTutorial
jp.co.slcs.kaiden2.tutorial.foundation.model.entity.K99tTutorialNames
jp.co.slcs.kaiden2.tutorial.foundation.model.service.K99tTutorialService

コラムコラム

Doltengにて自動生成した場合、以下のソースファイルについて修正が
必要となります。

“K99tTutorial”のスーパークラスを
「jp.co.slcs.kaiden2.base.foundation.model.entity.GenerateEntity」
に修正してください。
登録日時、登録者コード、更新カウンタ、更新日時、更新者コード
は intra-mart Accel Kaiden! 独自のアノテーションを設定してい
るため、
重複するプロパティを削除してください。

“K99tTutorialService”のスーパークラスを
「jp.co.slcs.kaiden2.base.foundation.model.service.GenerateService」
に修正してください。

Managerクラスの作成

intra-mart Accel Kaiden!
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項目項目

Managerインターフェースの作成インターフェースの作成
Manager実装クラスの作成実装クラスの作成
ManagerDtoの作成の作成
SQLファイルの作成ファイルの作成

コラムコラム

申請書ガジェットのManagerクラスの詳細は「申請書ガジェット申請書ガジェットManagerクラスプロクラスプロ
グラミンググラミング」を参照ください。

Managerインターフェースの作成インターフェースの作成

jp.co.slcs.kaiden2.extension_imw.foundation.manager.PluginGadgetManagerを継
承してGadgetTutorialManagerインターフェースを作成します。
申請書ガジェットに必要な最低限のDB操作メソッドはPluginGadgetManagerインター
フェースで提供しています。
マネージャ固有のメソッドを実装する場合はGadgetTutorialManagerインターフェース
に追加します。

package jp.co.slcs.kaiden2.tutorial.foundation.manager.tutorial;

import jp.co.slcs.kaiden2.extension_imw.foundation.manager.PluginGadgetManager;

/**
 * チュートリアルガジェットテーブルマネージャクラスのinterface.
 */
public interface GadgetTutorialManager extends PluginGadgetManager<GadgetTutorialManagerDto> {
    
    /** ガジェット表示用SQLファイル名. */
    static final String SELECT_SQLFILE_NM = "selectView.sql";
    
    /** 申請書コピー用SQLファイル名. */
    static final String SELECT_SQLFILE_NM_FOR_COPY = "selectView.sql";
}

Manager実装クラスの作成実装クラスの作成

GadgetTutorialManagerImplクラスを作成します。

package jp.co.slcs.kaiden2.tutorial.foundation.manager.tutorial.impl;

import java.util.List;
import javax.annotation.Resource;
import jp.co.slcs.kaiden2.base.foundation.util.CollectionUtil;
import jp.co.slcs.kaiden2.extension_imw.foundation.manager.AbstractWfManager;
import jp.co.slcs.kaiden2.extension_imw.foundation.manager.CriteriaForSqlDto;
import jp.co.slcs.kaiden2.tutorial.foundation.manager.tutorial.GadgetTutorialManager;
import jp.co.slcs.kaiden2.tutorial.foundation.manager.tutorial.GadgetTutorialManagerDto;
import jp.co.slcs.kaiden2.tutorial.foundation.model.service.K99tTutorialService;

/**
 * チュートリアルガジェットテーブルへの各種操作を提供するAPI.
 */

public class GadgetTutorialManagerImpl extends AbstractWfManager<GadgetTutorialManagerDto> implements
        GadgetTutorialManager {
    
    /** サービスクラス. */
    @Resource
    protected K99tTutorialService k99tTutorialService;
    
    /** 主キー検索. */
    @Override
    public GadgetTutorialManagerDto selectByPk(GadgetTutorialManagerDto criteria) {
        return super.selectByPkIgnoreAuthority(k99tTutorialService, criteria);
    }
    
    /** リスト検索. */
    @Override
    public List<GadgetTutorialManagerDto> selectList(GadgetTutorialManagerDto criteria) {
        return super.selectPkUsedUserDataId(k99tTutorialService, criteria);
    }
    
    /** 表示案件検索. */
    @Override
    public List<GadgetTutorialManagerDto> selectView(CriteriaForSqlDto criteria) {
        return super.selectBySqlForView(k99tTutorialService, SELECT_SQLFILE_NM, criteria);
    }
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    /** 申請書コピー検索. */
    @Override
    public List<GadgetTutorialManagerDto> selectViewForCopy(CriteriaForSqlDto criteria) {
        return super.selectBySqlForViewForCopy(k99tTutorialService, SELECT_SQLFILE_NM_FOR_COPY, criteria);
    }
    
    /** 過去案件検索. */
    @Override
    public List<GadgetTutorialManagerDto> selectViewArchive(CriteriaForSqlDto criteria) {
        return null;
    }
    
    /** 一括挿入. */
    @Override
    public int entry(List<GadgetTutorialManagerDto> dataList) {
        return CollectionUtil.summaryInt(super.insertBatch(k99tTutorialService, dataList));
    }
    
    /** 一括更新. */
    @Override
    public int renew(List<GadgetTutorialManagerDto> dataList) {
        return CollectionUtil.summaryInt(super.renewBatch(k99tTutorialService, dataList));
    }
    
    /** 削除. */
    @Override
    public int remove(GadgetTutorialManagerDto data) {
        return super.deleteUsedUserDataId(k99tTutorialService, data);
    }
    
    /** 一括削除. */
    @Override
    public int removeAll(GadgetTutorialManagerDto data) {
        return super.deleteNoUsedUserDataId(k99tTutorialService, data);
    }
    
    /** 過去案件登録. */
    @Override
    public int matterArchiveRegister(CriteriaForSqlDto criteria, List<GadgetTutorialManagerDto> dataList) {
        return 0;
    }
    
    /** 過去案件処理時削除. */
    @Override
    public int matterArchivePostDelete(CriteriaForSqlDto criteria) {
        return super.deleteNoUsedUserDataId(k99tTutorialService, criteria);
    }
    
    /** 過去案件一括削除. */
    @Override
    public int removeAllArchive(CriteriaForSqlDto criteria) {
        return 0;
    }
}

ManagerDtoの作成の作成

GadgetTutorialManagerDtoクラスを作成します。
対象テーブルのカラムと、同時に取得するカラムがある場合は定義します。
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package jp.co.slcs.kaiden2.tutorial.foundation.manager.tutorial;

import java.math.BigDecimal;
import java.sql.Timestamp;
import jp.co.slcs.kaiden2.base.foundation.model.dto.KaidenDto;

/**
 * チュートリアルガジェットテーブルDTO.
 */
public class GadgetTutorialManagerDto extends KaidenDto {
    
    /** システム案件id. */
    public String systemMatterId;
    /** ユーザデータid. */
    public String userDataId;
    /** ガジェットクラス. */
    public String gadgetClass;
    /** ガジェットインスタンス. */
    public Long gadgetInstance;
    /** ガジェットid. */
    public String gadgetId;
    /** ガジェットバリエーション. */
    public String gadgetVariation;
    /** テキスト. */
    public String tutorialText;
    /** 通貨コード. */
    public String tutorialCurrencyCd;
    /** 金額. */
    public BigDecimal tutorialAmount;
    /** 予備項目a. */
    public String extensionA;
    /** 予備項目b. */
    public String extensionB;
    /** 予備項目c. */
    public String extensionC;
    /** 予備項目d. */
    public String extensionD;
    /** 予備項目e. */
    public String extensionE;
    /** 予備項目f. */
    public String extensionF;
    /** 予備項目g. */
    public String extensionG;
    /** 予備項目h. */
    public String extensionH;
    /** 予備項目i. */
    public String extensionI;
    /** 予備項目j. */
    public String extensionJ;
    /** 登録日時. */
    public Timestamp entryTs;
    /** 登録者コード. */
    public String entryUserCd;
    /** 更新カウンタ. */
    public Long renewCnt;
    /** 更新日時. */
    public Timestamp renewTs;
    /** 更新者コード. */
    public String renewUserCd;
    
    /** 通貨名称. */
    public String tutorialCurrencyName;
}

コラムコラム

ManagerDtoクラスは検索条件の設定、取得結果の保持で使用しま
す。

SQLファイルの作成ファイルの作成

selectView.sqlの名前でSQLファイルを作成します。ファイル名はManagerインター
フェースで宣言したものです。
配置場所は「WEB-INF/classes/META-
INF/sql/jp/co/slcs/kaiden2/tutorial/foundation/model/service/K99tTutorialService」
です。
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select
    tu.system_matter_id,
    tu.user_data_id,
    tu.gadget_class,
    tu.gadget_instance,
    tu.gadget_id,
    tu.gadget_variation,
    tu.tutorial_text,
    tu.tutorial_currency_cd,
    tu.tutorial_amount,
    tu.extension_a,
    tu.extension_b,
    tu.extension_c,
    tu.extension_d,
    tu.extension_e,
    tu.extension_f,
    tu.extension_g,
    tu.extension_h,
    tu.extension_i,
    tu.extension_j,
    tu.entry_ts,
    tu.entry_user_cd,
    tu.renew_cnt,
    tu.renew_ts,
    tu.renew_user_cd,
    cu.currency_name as tutorial_currency_name
from
    k99t_tutorial tu
    inner join
        k20c_matter_control c1
    on
        tu.system_matter_id = c1.system_matter_id
    and
        tu.user_data_id = c1.user_data_id
    left outer join imm_currency cu
    on
        c1.search_criteria_company = cu.company_cd
    and
        tu.tutorial_currency_cd = cu.currency_cd
    and
        /*localeId*/'ja' = cu.locale_id
    and
        cu.delete_flag = '0'
where
    tu.system_matter_id =/*systemMatterId*/''
/*IF userDataId != null*/
and
    tu.user_data_id = /*userDataId*/''
/*END*/
/*IF gadgetClass != null*/
and
    tu.gadget_class = /*gadgetClass*/''
/*END*/
/*IF gadgetInstance != null*/
and
    tu.gadget_instance = /*gadgetInstance*/0
/*END*/
/*IF gadgetId != null*/
and
    tu.gadget_id = /*gadgetId*/''
/*END*/
/*IF searchCriteriaCompany != null*/
and
    c1.search_criteria_company = /*searchCriteriaCompany*/''
/*END*/
/*IF orderBy != null*/
 order by /*$orderBy*/system_matter_id
/*END*/

diconファイルの作成
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項目項目

kaiden_tutorial.diconの作成の作成

kaiden_tutorial.diconの作成の作成

kaiden_tutorial.diconに作成したガジェット用のManagerクラスとServiceクラスを追加
します。

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE components PUBLIC "-//SEASAR//DTD S2Container 2.4//EN"
  "http://www.seasar.org/dtd/components24.dtd">

<components>

  <!-- manager -->
  <component name="masterTutorialManager" class="jp.co.slcs.kaiden2.tutorial.foundation.manager.tutorial.impl.MasterTutorialManagerImpl" instance=
  <!-- ↓↓追加します -->
  <component name="gadgetTutorialManager" class="jp.co.slcs.kaiden2.tutorial.foundation.manager.tutorial.impl.GadgetTutorialManagerImpl" instance=
  <!-- ↑↑追加します -->

  <!-- helper -->

  <!-- validator -->

  <!-- service -->
  <component name="k99mTutorialService" class="jp.co.slcs.kaiden2.tutorial.foundation.model.service.K99mTutorialService" instance="prototype"
  <!-- ↓↓追加します -->
  <component name="k99tTutorialService" class="jp.co.slcs.kaiden2.tutorial.foundation.model.service.K99tTutorialService" instance="prototype"></component>
  <!-- ↑↑追加します -->
</components>

コラムコラム

上記は マスタメンテナンス機能を作ろうマスタメンテナンス機能を作ろう  にて作成したdiconファイルを
修正する記載となっています。

Formクラスの作成

jp.co.slcs.kaiden2.extension_imw.foundation.imw_page.AbstractImwPageFormを
継承してFormクラスを作成します。
クラス名は「”業務名” + “ガジェットバリエーション” + “Form”」としてください。
本チュートリアルでは、GadgetTutorialV01Formクラスを作成します。

package jp.co.slcs.kaiden2.tutorial.feature.form.kaiden.gadget;

import jp.co.slcs.kaiden2.extension_imw.foundation.imw_page.AbstractImwPageForm;

/**
 * チュートリアルガジェット（Form）.
 */
public class GadgetTutorialV01Form extends AbstractImwPageForm {
    
}

Logicクラスの作成
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項目項目

申請書ガジェットの申請書ガジェットのLogicクラスについてクラスについて
業務基底ロジッククラス業務基底ロジッククラス
業務ロジッククラス業務ロジッククラス

コラムコラム

申請書ガジェットのLogicクラスの詳細は「申請書ガジェット申請書ガジェットLogicクラスプログラミンクラスプログラミン
ググ」を参照ください。

申請書ガジェットの申請書ガジェットのLogicクラスについてクラスについて

「業務基底ロジッククラス」と「業務ロジッククラス」を作成することを推奨します。

業務基底ロジッククラス業務基底ロジッククラス

jp.co.slcs.kaiden2.product_workflow.foundation.gadget.AbstractExpensePluginGadgetLogic
を継承して業務基底ロジッククラスを作成します。
業務基底ロジッククラスには、ガジェットバリエーションを問わないガジェットクラス共通
の処理を実装します。
クラス名は「”Abstract” + “業務名” + “LogicBase”」としてください。
本チュートリアルでは、AbstractGadgetTutorialLogicBaseクラスを作成します。

package jp.co.slcs.kaiden2.tutorial.feature.logic.kaiden.gadget.tutorial;

import static jp.co.slcs.kaiden2.base.foundation.util.StringUtil.isEmpty;
import static jp.co.slcs.kaiden2.base.foundation.util.StringUtil.isNotEmpty;
import java.util.ArrayList;
import java.util.HashMap;
import java.util.LinkedHashMap;
import java.util.List;
import java.util.Map;
import java.util.Map.Entry;
import javax.annotation.Resource;
import jp.co.slcs.kaiden2.base.foundation.conf.BaseProp;
import jp.co.slcs.kaiden2.base.foundation.event.GadgetMediatorParams;
import jp.co.slcs.kaiden2.base.foundation.exception.KaidenApplicationException;
import jp.co.slcs.kaiden2.base.foundation.exception.KaidenSystemException;
import jp.co.slcs.kaiden2.base.foundation.helper.CurrencyHelper;
import jp.co.slcs.kaiden2.base.foundation.model.dto.ErrorDetailDto;
import jp.co.slcs.kaiden2.base.foundation.model.dto.KaidenDto;
import jp.co.slcs.kaiden2.base.foundation.util.BeanUtil;
import jp.co.slcs.kaiden2.base.foundation.util.CollectionUtil;
import jp.co.slcs.kaiden2.base.foundation.util.ConvertForJsonSource;
import jp.co.slcs.kaiden2.base.foundation.util.JsonUtil;
import jp.co.slcs.kaiden2.base.foundation.util.StringUtil;
import jp.co.slcs.kaiden2.base.foundation.util.validate.KaidenValidateResult;
import jp.co.slcs.kaiden2.extension_imw.foundation.manager.CriteriaForSqlDto;
import jp.co.slcs.kaiden2.extension_imw.foundation.manager.PluginGadgetManager;
import jp.co.slcs.kaiden2.extension_imw.foundation.model.dto.PluginGadgetDTO;
import jp.co.slcs.kaiden2.product_workflow.foundation.conf.ProductWorkflowProp;
import jp.co.slcs.kaiden2.product_workflow.foundation.gadget.AbstractExpensePluginGadgetLogic;
import jp.co.slcs.kaiden2.tutorial.foundation.manager.tutorial.GadgetTutorialManager;
import jp.co.slcs.kaiden2.tutorial.foundation.manager.tutorial.GadgetTutorialManagerDto;
import org.seasar.framework.beans.util.Beans;

/**
 * チュートリアルガジェット基底クラス（Logic）.
 */
public abstract class AbstractGadgetTutorialLogicBase extends AbstractExpensePluginGadgetLogic {
    
    /** ガジェットブロックキー： チュートリアルガジェット. */
    protected static final String BLOCK_KEY_TUTORIAL_TABLE = "tutorialTable";
    
    /** GadgetTutorialManager. */
    @Resource
    protected GadgetTutorialManager gadgetTutorialManager;
    
    /** CurrencyHelper. */
    @Resource
    protected CurrencyHelper currencyHelper;
    
    /** コンストラクタ. */
    public AbstractGadgetTutorialLogicBase() {
        super();
    }
    
    /** 申請処理時に実行されるメソッド. */
    @Override
    public int apply(KaidenDto dto) throws KaidenSystemException, KaidenApplicationException {
        return insertTable();
    }
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    }
    
    /** 一時保存案件の申請処理時に実行されるメソッド. */
    @Override
    public int applyFromTempSave(KaidenDto dto) throws KaidenSystemException, KaidenApplicationException {
        deleteTable(true);
        return insertTable();
    }
    
    /** 未申請案件の申請処理時に実行されるメソッド. */
    @Override
    public int applyFromUnapply(KaidenDto dto) throws KaidenSystemException, KaidenApplicationException {
        return insertTable();
    }
    
    /** 承認処理時に実行されるメソッド. */
    @Override
    public int approve(KaidenDto dto) throws KaidenSystemException, KaidenApplicationException {
        int rv = 0;
        if (isNotEmpty(super.getGadgetDto().beforeUserDataId)) {
            rv = insertTable();
        }
        return rv;
    }
    
    /** 承認終了処理時に実行されるメソッド. */
    @Override
    public int approveEnd(KaidenDto dto) throws KaidenSystemException, KaidenApplicationException {
        int rv = 0;
        if (isNotEmpty(super.getGadgetDto().beforeUserDataId)) {
            rv = insertTable();
            
        }
        return rv;
    }
    
    /** 否認処理時に実行されるメソッド. */
    @Override
    public int deny(KaidenDto dto) throws KaidenSystemException, KaidenApplicationException {
        return 0;
    }
    
    /** 取止め処理時に実行されるメソッド. */
    @Override
    public int discontinue(KaidenDto dto) throws KaidenSystemException, KaidenApplicationException {
        return 0;
    }
    
    /** 案件操作処理時に実行されるメソッド. */
    @Override
    public int matterHandle(KaidenDto dto) {
        return 0;
    }
    
    /** 引戻し処理時に実行されるメソッド. */
    @Override
    public int pullBack(KaidenDto dto) throws KaidenSystemException, KaidenApplicationException {
        return 0;
    }
    
    /** 再申請処理時に実行されるメソッド. */
    @Override
    public int reapply(KaidenDto dto) throws KaidenSystemException, KaidenApplicationException {
        return insertTable();
    }
    
    /** 保留処理時に実行されるメソッド. */
    @Override
    public int reserve(KaidenDto dto) throws KaidenSystemException, KaidenApplicationException {
        return 0;
    }
    
    /** 保留解除処理時に実行されるメソッド. */
    @Override
    public int reserveCancel(KaidenDto dto) throws KaidenSystemException, KaidenApplicationException {
        return 0;
    }
    
    /** 差戻し処理時に実行されるメソッド. */
    @Override
    public int sendBack(KaidenDto dto) throws KaidenSystemException, KaidenApplicationException {
        return 0;
    }
    
    /** 差戻し後の引戻し処理時に実行されるメソッド. */
    @Override
    public int sendBackToPullBack(KaidenDto dto) throws KaidenSystemException, KaidenApplicationException {
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        return 0;
    }
    
    /** 一時保存(新規登録)処理時に実行されるメソッド. */
    @Override
    public int tempSaveCreate(KaidenDto dto) throws KaidenSystemException, KaidenApplicationException {
        return insertTable();
    }
    
    /** 一時保存(削除)処理時に実行されるメソッド. */
    @Override
    public int tempSaveDelete(KaidenDto dto) throws KaidenSystemException, KaidenApplicationException {
        return deleteTable(true);
    }
    
    /** 一時保存(更新)処理時に実行されるメソッド. */
    @Override
    public int tempSaveUpdate(KaidenDto dto) throws KaidenSystemException, KaidenApplicationException {
        deleteTable(true);
        return insertTable();
    }
    
    /** 案件開始処理時に実行されるメソッド. */
    @Override
    public int matterStart(KaidenDto dto) throws KaidenSystemException, KaidenApplicationException {
        return 0;
    }
    
    /** 案件終了処理時に実行されるメソッド. */
    @Override
    public int matterEnd(KaidenDto dto) throws KaidenSystemException, KaidenApplicationException {
        return 0;
    }
    
    /** 到達処理時に実行されるメソッド. */
    @Override
    public int arrive(KaidenDto dto) throws KaidenSystemException, KaidenApplicationException {
        return 0;
    }
    
    /** 未完了案件削除処理時に実行されるメソッド. */
    @Override
    public int actvMatterDelete(KaidenDto dto) throws KaidenSystemException, KaidenApplicationException {
        return deleteTableIncludeBackground();
    }
    
    /** 過去案件削除処理時に実行されるメソッド. */
    @Override
    public int arcMatterDelete(KaidenDto dto) throws KaidenSystemException, KaidenApplicationException {
        // アーカイブは考慮しない
        return 0;
    }
    
    /** 完了案件削除処理時に実行されるメソッド. */
    @Override
    public int cplMatterDelete(KaidenDto dto) throws KaidenSystemException, KaidenApplicationException {
        return deleteTableIncludeBackground();
    }
    
    /** データ取得メソッド. */
    @Override
    protected LinkedHashMap<String, Object> viewMap(PluginGadgetDTO conditionDto) throws KaidenSystemException {
        GadgetTutorialManagerDto dto = Beans.createAndCopy(GadgetTutorialManagerDto.class, conditionDto).execute();
        List<GadgetTutorialManagerDto> listSelect = gadgetTutorialManager.selectList(dto);
        LinkedHashMap<String, Object> rv = new LinkedHashMap<String, Object>();
        Map<String, Object> dtoMap = new HashMap<String, Object>();
        if (!listSelect.isEmpty()) {
            dtoMap = BeanUtil.toMap(listSelect.get(0), true);
        }
        rv.put(BLOCK_KEY_TUTORIAL_TABLE, dtoMap);
        return rv;
    }
    
    /** データ取得メソッド. */
    @Override
    protected Map<String, Object> viewMapFormated(PluginGadgetDTO conditionDto, ConvertForJsonSource converter)
            throws KaidenSystemException {
        return null;
    }
    
    /** データ登録処理. */
    protected int insertTable() throws KaidenSystemException {
        GadgetTutorialManagerDto mngDto = JsonUtil.getDto(GadgetTutorialManagerDto.class,
                super.getJsonDataNormalBlock(BLOCK_KEY_TUTORIAL_TABLE));
        return gadgetTutorialManager.entry(makeSingleInsertList(mngDto));
    }
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    /** データ削除処理. */
    protected int deleteTable(boolean tempFlg) throws KaidenSystemException {
        GadgetTutorialManagerDto mngDto = new GadgetTutorialManagerDto();
        mngDto.systemMatterId = super.getGadgetDto().systemMatterId;
        mngDto.userDataId = super.getGadgetDto().userDataId;
        mngDto.gadgetClass = super.getGadgetDto().gadgetClass;
        mngDto.gadgetInstance = super.getGadgetDto().gadgetInstance;
        if (tempFlg) {
            mngDto.systemMatterId = "temporary";
        }
        return gadgetTutorialManager.remove(mngDto);
    }
    
    /** データ削除処理(履歴を含む). */
    protected int deleteTableIncludeBackground() throws KaidenSystemException {
        GadgetTutorialManagerDto mngDto = new GadgetTutorialManagerDto();
        mngDto.systemMatterId = super.getGadgetDto().systemMatterId;
        mngDto.userDataId = null;
        mngDto.gadgetClass = super.getGadgetDto().gadgetClass;
        mngDto.gadgetInstance = super.getGadgetDto().gadgetInstance;
        return gadgetTutorialManager.removeAll(mngDto);
    }
    
    /** 申請アクション時バリデート定義処理. */
    @Override
    protected void defineValidateForApply(GadgetMediatorParams params) throws KaidenSystemException,
            KaidenApplicationException {
        defineValidateForNormal(params, false);
    }
    
    /** 一時保存案件の申請アクション時バリデート定義処理. */
    @Override
    protected void defineValidateForApplyFromTempSave(GadgetMediatorParams params) throws KaidenSystemException,
            KaidenApplicationException {
        defineValidateForNormal(params, false);
    }
    
    /** 未申請案件の申請アクション時バリデート定義処理. */
    @Override
    protected void defineValidateForApplyFromUnapply(GadgetMediatorParams params) throws KaidenSystemException,
            KaidenApplicationException {
        defineValidateForNormal(params, false);
    }
    
    /** 承認アクション時バリデート定義処理. */
    @Override
    protected void defineValidateForApprove(GadgetMediatorParams params) throws KaidenSystemException,
            KaidenApplicationException {
        defineValidateForNormal(params, false);
    }
    
    /** 承認終了アクション時バリデート定義処理. */
    @Override
    protected void defineValidateForApproveEnd(GadgetMediatorParams params) throws KaidenSystemException,
            KaidenApplicationException {
        defineValidateForNormal(params, false);
    }
    
    /** 再申請アクション時バリデート定義処理. */
    @Override
    protected void defineValidateForReapply(GadgetMediatorParams params) throws KaidenSystemException,
            KaidenApplicationException {
        defineValidateForNormal(params, false);
    }
    
    /** 一時保存(新規登録)アクション時バリデート定義処理. */
    @Override
    protected void defineValidateForTempSaveCreate(GadgetMediatorParams params) throws KaidenSystemException,
            KaidenApplicationException {
        defineValidateForNormal(params, true);
    }
    
    /** 一時保存(更新)アクション時バリデート定義処理. */
    @Override
    protected void defineValidateForTempSaveUpdate(GadgetMediatorParams params) throws KaidenSystemException,
            KaidenApplicationException {
        defineValidateForNormal(params, true);
    }
    
    /** フィールドバリデート定義. */
    protected void defineValidateForNormal(GadgetMediatorParams params, boolean tmpFlg) throws KaidenSystemException,
            KaidenApplicationException {
        // 本機能ではサブクラスで実装します
    }
    
    /** ガジェット内個別バリデート処理. */
    @Override
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    @Override
    protected List<KaidenValidateResult> postSingleValidate(String eventKey, GadgetMediatorParams params,
            boolean isAuto, boolean isLump) throws KaidenSystemException, KaidenApplicationException {
        return new ArrayList<KaidenValidateResult>();
    }
    
    /** 大域バリデート処理. */
    @Override
    protected List<KaidenValidateResult> globalValidateMain(String eventKey, GadgetMediatorParams params,
            boolean isAuto, boolean isLump) throws KaidenSystemException, KaidenApplicationException {
        return new ArrayList<KaidenValidateResult>();
    }
    
    /** 初期表示用検索詳細処理. */
    @Override
    protected Map<String, Object> selectBlockDatasForView(CriteriaForSqlDto criteria) {
        Map<String, Object> result = new HashMap<String, Object>();
        
        if (StringUtil.isEmpty(criteria.systemMatterId)
                || (StringUtil.isEmpty(criteria.userDataId) && !criteria.searchFromArchiveFlag)) {
            // 新規申請の場合
            result.put(BLOCK_KEY_TUTORIAL_TABLE, new ArrayList<GadgetTutorialManagerDto>());
        } else {
            // 新規申請でない場合
            result.put(BLOCK_KEY_TUTORIAL_TABLE, gadgetTutorialManager.selectView(criteria));
        }
        return result;
    }
    
    /** 申請書コピー用検索詳細処理. */
    @Override
    protected Map<String, Object> selectBlockDatasForCopy(CriteriaForSqlDto criteria) {
        Map<String, Object> result = new HashMap<String, Object>();
        result.put(BLOCK_KEY_TUTORIAL_TABLE, gadgetTutorialManager.selectViewForCopy(criteria));
        return result;
    }
    
    /** 過去案件用検索詳細処理. */
    @Override
    protected Map<String, Object> selectBlockDatasForArchive(CriteriaForSqlDto criteria) {
        // アーカイブは考慮しない
        return new HashMap<String, Object>();
    }
    
    /** 検索結果のマスタ整合性チェック. */
    @Override
    protected List<ErrorDetailDto> checkSelectedData(Map<String, Object> dataMap, ProcessType processType) {
        List<ErrorDetailDto> result = new ArrayList<ErrorDetailDto>();
        for (Entry<String, Object> dataEs : dataMap.entrySet()) {
            if (BLOCK_KEY_TUTORIAL_TABLE.equals(dataEs.getKey())) {
                @SuppressWarnings("unchecked")
                List<GadgetTutorialManagerDto> sqlResultList = CollectionUtil.castListContent(
                        (List<? extends KaidenDto>) dataEs.getValue(), GadgetTutorialManagerDto.class);
                for (GadgetTutorialManagerDto sqlResult : sqlResultList) {
                    if (isNotEmpty(sqlResult.tutorialCurrencyCd) && isEmpty(sqlResult.tutorialCurrencyName)) {
                        String[] fieldId = getArgs("tutorialCurrencyCd", "tutorialCurrencyName");
                        String masterName = propertyHelper.getSurface(contextHelper.getLoginUserLocale(),
                                BaseProp.S.CURRENCY);
                        String[] values = getArgs(sqlResult.tutorialCurrencyCd, sqlResult.tutorialCurrencyName);
                        String message = propertyHelper.getMessage(ProductWorkflowProp.M.W0005, masterName);
                        result.add(new ErrorDetailDto(BLOCK_KEY_TUTORIAL_TABLE, fieldId, null, masterName, values,
                                message));
                    }
                }
            }
        }
        return result;
    }
    
    /** データ補完処理. */
    @Override
    protected void complementJsonData(GadgetMediatorParams params) {
        // サブクラスで実装するため基底では何も行わない
        return;
    }
    
    /** 案件退避処理時の登録処理. */
    @Override
    protected int matterArchiveRegister(KaidenDto dto, CriteriaForSqlDto criteria, Map<String, Object> dataMap) {
        // アーカイブは考慮しない
        return 0;
    }
    
    /** 退避済完了案件削除対象マネージャリストを返却. */
    @Override
    protected List<PluginGadgetManager<? extends KaidenDto>> getDeleteTargetsForArchiveManagers() {
        // アーカイブは考慮しない
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        // アーカイブは考慮しない
        return new ArrayList();
    }
    
    /** JSON出力用の形式に変換し同時に書式も設定. */
    @Override
    protected Map<String, Object> mapConvert(Map<String, Object> dataMap, ConvertForJsonSource converter,
            ProcessType processType) {
        
        @SuppressWarnings("unchecked")
        List<GadgetTutorialManagerDto> listDto = (List<GadgetTutorialManagerDto>) dataMap.get(BLOCK_KEY_TUTORIAL_TABLE);
        if (CollectionUtil.isNotEmpty(listDto)) {
            dataMap.put(BLOCK_KEY_TUTORIAL_TABLE, BeanUtil.toMap(listDto.get(0), true));
        } else {
            dataMap.put(BLOCK_KEY_TUTORIAL_TABLE, new HashMap<String, Object>());
        }
        
        return converter.mapConvert(dataMap);
    }
}

業務ロジッククラス業務ロジッククラス

業務基底ロジッククラスを継承して業務ロジッククラスを作成します。
業務ロジッククラスには、ガジェットバリエーションごとに異なる処理を実装します。
クラス名は「”業務名” + “ガジェットバリエーション” + “Logic”」としてください。
本チュートリアルでは、GadgetTutorialV01Logicクラスを作成します。
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package jp.co.slcs.kaiden2.tutorial.feature.logic.kaiden.gadget.tutorial;

import static jp.co.slcs.kaiden2.base.foundation.util.StringUtil.isEmpty;
import java.util.Map;
import jp.co.slcs.kaiden2.base.foundation.event.GadgetMediatorParams;
import jp.co.slcs.kaiden2.base.foundation.exception.KaidenApplicationException;
import jp.co.slcs.kaiden2.base.foundation.exception.KaidenSystemException;
import jp.co.slcs.kaiden2.base.foundation.util.StringUtil;

/**
 * チュートリアルv01ガジェット（Logic）.
 * 
 * @author Sumitomo Life Information Systems Co.,Ltd.
 */
public class GadgetTutorialV01Logic extends AbstractGadgetTutorialLogicBase {
    
    /** チュートリアルガジェット.金額の最小値. */
    public static final int TUTORIAL_AMOUNT_NUMERIC_MIN = 0;
    
    /** チュートリアルガジェット.テキストの最大長. */
    public static final int TUTORIAL_TEXT_LEN = 250;
    
    /** コンストラクタ. */
    public GadgetTutorialV01Logic() {
        super();
    }
    
    /** フィールドバリデート定義. */
    @Override
    protected void defineValidateForNormal(GadgetMediatorParams params, boolean tmpFlg) throws KaidenSystemException,
            KaidenApplicationException {
        
        if (fieldDefsMap.containsKey(BLOCK_KEY_TUTORIAL_TABLE)) {
            addValidateDefsRequired(BLOCK_KEY_TUTORIAL_TABLE, tmpFlg);
            addValidateDefsMapOnlyInput(BLOCK_KEY_TUTORIAL_TABLE, "tutorialText", "maxLength",
                    StringUtil.toString(TUTORIAL_TEXT_LEN));
            addValidateDefsMap(BLOCK_KEY_TUTORIAL_TABLE, "tutorialCurrencyCd", "immCurrencyExists",
                    "tutorialCurrencyCd", "searchCriteriaCompany");
            addValidateDefsMapOnlyInput(BLOCK_KEY_TUTORIAL_TABLE, "tutorialAmount", "currencyAmnt",
                    "tutorialCurrencyCd", "searchCriteriaCompany");
            addValidateDefsMapOnlyInput(BLOCK_KEY_TUTORIAL_TABLE, "tutorialAmount", "numericMin",
                    StringUtil.toString(TUTORIAL_AMOUNT_NUMERIC_MIN));
        }
    }
    
    /** データ補完処理. */
    @Override
    protected void complementJsonData(GadgetMediatorParams params) {
        Map<String, Object> blockDat = getJsonDataNormalBlock(BLOCK_KEY_TUTORIAL_TABLE);
        String currencyCd1 = StringUtil.toString(blockDat.get("tutorialCurrencyCd"));
        
        if (isEmpty(currencyCd1)) {
            blockDat.put("tutorialCurrencyCd",
                    currencyHelper.getCompanyCurrencyCd((String) blockDat.get("searchCriteriaCompany")));
        }
    }
}

Actionクラスの作成
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項目項目

申請書ガジェットの申請書ガジェットのActionクラスについてクラスについて
業務基底アクションクラス業務基底アクションクラス
業務アクションクラス業務アクションクラス

コラムコラム

申請書ガジェットのActionクラスの詳細は「申請書ガジェット申請書ガジェットActionクラスプログラミクラスプログラミ
ングング」を参照ください。

申請書ガジェットの申請書ガジェットのActionクラスについてクラスについて

申請書ガジェットのActionクラスはガジェットバリエーションを問わない共通した処理を
実装する「業務基底アクションクラス」と、
ガジェットバリエーションごとに異なる処理を実装する「業務アクションクラス」を作成す
ることを推奨します。

業務基底アクションクラス業務基底アクションクラス

業務基底アクションクラスには、ガジェットバリエーションを問わないガジェットクラス共
通の処理を実装します。
クラス名は「”Abstract” + “業務名” + “ActionBase”」としてください。
本チュートリアルでは、AbstractGadgetTutorialActionBaseクラスを作成します。

package jp.co.slcs.kaiden2.tutorial.feature.action.kaiden.gadget;

import java.math.BigDecimal;
import java.util.HashMap;
import java.util.Map;
import java.util.Stack;
import jp.co.slcs.kaiden2.base.foundation.helper.NumberHelper;
import jp.co.slcs.kaiden2.base.foundation.model.dto.LogicResultDto;
import jp.co.slcs.kaiden2.base.foundation.util.ConvertForJsonSource;
import jp.co.slcs.kaiden2.base.foundation.util.ResponseWriter;
import jp.co.slcs.kaiden2.extension_imw.foundation.imw_page.AbstractImwPageForm;
import jp.co.slcs.kaiden2.product_workflow.foundation.gadget.GadgetActionIF;
import net.arnx.jsonic.JSON;
import org.seasar.framework.container.SingletonS2Container;
import org.seasar.struts.annotation.Execute;

/**
 * チュートリアルガジェット基底クラス（Action）.
 */
public abstract class AbstractGadgetTutorialActionBase implements GadgetActionIF {
    
    /** 申請画面のデータロード. */
    @Override
    @Execute(validator = false)
    public String loadApply() {
        ResponseWriter.writeJSon(JSON.encode(getViewData()));
        return null;
    }
    
    /** 再申請画面のデータロード. */
    @Override
    @Execute(validator = false)
    public String loadReapply() {
        ResponseWriter.writeJSon(JSON.encode(getViewData()));
        return null;
    }
    
    /** 一時保存画面のデータロード. */
    @Override
    @Execute(validator = false)
    public String loadTempsave() {
        ResponseWriter.writeJSon(JSON.encode(getViewData()));
        return null;
    }
    
    /** 処理画面のデータロード. */
    @Override
    @Execute(validator = false)
    public String loadProcess() {
        ResponseWriter.writeJSon(JSON.encode(getViewData()));
        return null;
    }
    
    /** 確認画面のデータロード. */
    @Override
    @Execute(validator = false)
    public String loadConfirm() {
        ResponseWriter.writeJSon(JSON.encode(getViewData()));
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        ResponseWriter.writeJSon(JSON.encode(getViewData()));
        return null;
    }
    
    /**
     * 処理詳細画面のデータロード.
     * 
     * @return Ajaxアクセスのため、常にnullを返却
     */
    @Override
    @Execute(validator = false)
    public String loadProcessDetail() {
        ResponseWriter.writeJSon(JSON.encode(getViewData()));
        return null;
    }
    
    /** 画面表示用データを返却. */
    @Override
    public LogicResultDto getViewData() {
        return getLogic().view(getForm(), new ConvertForJsonSource());
    }
    
    /** 参照詳細画面のデータロード. */
    @Override
    @Execute(validator = false)
    public String loadReferenceDetail() {
        ResponseWriter.writeJSon(JSON.encode(getViewData()));
        return null;
    }
    
    /** 確認詳細画面のデータロード. */
    @Override
    @Execute(validator = false)
    public String loadConfirmDetail() {
        ResponseWriter.writeJSon(JSON.encode(getViewData()));
        return null;
    }
    
    /** 申請書コピーのデータロード. */
    @Override
    @Execute(validator = false)
    public String loadCopy() {
        ResponseWriter.writeJSon(JSON.encode(getLogic().viewForCopy(getForm(), getConvertor())));
        return null;
    }
    
    /** 過去案件詳細画面のデータロード. */
    @Override
    @Execute(validator = false)
    public String loadArchiveMatterDetail() {
        ResponseWriter.writeJSon(JSON.encode(getLogic().viewArchive(getForm(), getConvertor())));
        return null;
    }
    
    /** 書式変換設定を返却. */
    protected TutorialConvertor getConvertor() {
        return new TutorialConvertor(getForm());
    }
    
    /** チュートリアルガジェットの書式変換. */
    private class TutorialConvertor extends ConvertForJsonSource {
        
        /** リクエストパラメータ. */
        private final AbstractImwPageForm frm;
        
        /** NumberHelper. */
        private final NumberHelper numberHelper;
        
        /** コンストラクタ. */
        public TutorialConvertor(AbstractImwPageForm frm) {
            this.frm = frm;
            numberHelper = SingletonS2Container.getComponent(NumberHelper.class);
        }
        
        /** 入力項目用書式変換. */
        @Override
        protected Map<String, Object> formatPlainValue(Map<String, Object> map, Stack<String> fldNameStack) {
            
            Map<String, Object> result = new HashMap<String, Object>(map);
            
            // 金額の書式変換
            if (result.containsKey("tutorialAmount")) {
                BigDecimal amount = (BigDecimal) result.get("tutorialAmount");
                
                Object currencyCd = result.get("tutorialCurrencyCd");
                result.put("tutorialAmount",
                        numberHelper.formatCurrencyAmount4Input(amount, frm.searchCriteriaCompany, (String) currencyCd));
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                        numberHelper.formatCurrencyAmount4Input(amount, frm.searchCriteriaCompany, (String) currencyCd));
            }
            
            return result;
        }
        
        /** 表示項目用書式変換. */
        @Override
        protected Map<String, String> formatFormatedValue(Map<String, Object> map, Stack<String> fldNameStack) {
            Map<String, String> result = super.formatFormatedValue(map, fldNameStack);
            
            // 金額の書式変換
            if (map.containsKey("tutorialAmount")) {
                BigDecimal amount = (BigDecimal) map.get("tutorialAmount");
                Object currencyCd = map.get("tutorialCurrencyCd");
                result.put("tutorialAmount",
                        numberHelper.formatCurrencyAmount4View(amount, frm.searchCriteriaCompany, (String) currencyCd));
            }
            
            return result;
        }
        
    }
}

業務アクションクラス業務アクションクラス

ガジェットActionクラスには、ガジェットバリエーションごとに異なる処理を実装します。
クラス名は「”業務名” + “ガジェットバリエーション” + “Action”」としてください。
本チュートリアルでは、GadgetTutorialV01Actionクラスを作成します。

package jp.co.slcs.kaiden2.tutorial.feature.action.kaiden.gadget;

import javax.annotation.Resource;
import jp.co.slcs.kaiden2.extension_imw.foundation.imw_page.AbstractImwPageForm;
import jp.co.slcs.kaiden2.extension_imw.foundation.manager.PluginLogicIF;
import jp.co.slcs.kaiden2.tutorial.feature.form.kaiden.gadget.GadgetTutorialV01Form;
import jp.co.slcs.kaiden2.tutorial.feature.logic.kaiden.gadget.tutorial.GadgetTutorialV01Logic;
import org.seasar.struts.annotation.ActionForm;

/**
 * チュートリアルv01ガジェット（Action）.
 */
public class GadgetTutorialV01Action extends AbstractGadgetTutorialActionBase {
    
    /** Logic. */
    @Resource
    public GadgetTutorialV01Logic gadgetTutorialV01Logic;
    
    /** Form. */
    @ActionForm
    @Resource
    public GadgetTutorialV01Form gadgetTutorialV01Form;
    
    /** Logicを取得. */
    @Override
    public PluginLogicIF getLogic() {
        return gadgetTutorialV01Logic;
    }
    
    /** Formを取得. */
    @Override
    public AbstractImwPageForm getForm() {
        return gadgetTutorialV01Form;
    }
    
}

JSPの作成

/WEB-INF/view/kaiden2/tutorial/gadget/gadgetTutorial/gadgetTutorialV01.jsp作成
します。

<%@ page language="java" contentType="text/html; charset=UTF-8" pageEncoding="UTF-8" %>
<%@ taglib prefix="c" uri="http://java.sun.com/jstl/core" %>
<%@ taglib prefix="im" uri="http://www.intra-mart.co.jp/taglib/im-tenant" %>
<%@ taglib prefix="k" uri="http://kaiden.slcs.co.jp/taglib/ui" %>

<!-- チュートリアルガジェット -->
<c:set var="gadgetClass">tutorial</c:set> 
<c:set var="gadgetVariation">v01</c:set>
<c:set var="gadgetInstance">${param.gadget_instance}</c:set>
<c:set var="gadgetId">${gadgetClass}_${gadgetVariation}_${gadgetInstance}</c:set>
<c:set var="accessUrl">kaiden/gadget/gadgetTutorialV01</c:set>
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<c:set var="accessUrl">kaiden/gadget/gadgetTutorialV01</c:set>
<c:set var="gadgetBlockId">tutorialTable</c:set>

<c:set var="gadget" value="${appDto.gadgets[gadgetId]}" />
<c:set var="nomal" value="${gadget.blocks[gadgetBlockId]}" />

<%-- サーフェス --%>
<%-- タイトル --%>
<c:set var="surfaceChapterTitle">${gadget.surfaces["chapterTitle"]}</c:set>
<%-- テキスト --%>
<c:set var="surfaceTutorialText">${gadget.surfaces["tutorialText"]}</c:set>
<%-- 金額 --%>
<c:set var="surfaceTutorialAmount">${gadget.surfaces["tutorialAmount"]}</c:set>

<%-- 入力区分 / 必須区分 --%>
<%-- テキスト --%>
<c:set var="modeTutorialText">${nomal.fields["tutorialText"].inputType}</c:set>
<c:set var="reqTutorialText" >${nomal.fields["tutorialText"].requiredFlag}</c:set>
<%-- 金額 --%>
<c:set var="modeTutorialAmount">${nomal.fields["tutorialAmount"].inputType}</c:set>
<c:set var="reqTutorialAmount" >${nomal.fields["tutorialAmount"].requiredFlag}</c:set>

<%-- バリデーション --%>
<%-- テキスト --%>
<c:set var="validTutorialText_def">{k_maxLength:['250']}</c:set>
<c:set var="validTutorialText_apply">{${"true" == reqTutorialText ? "k_required:['']" : ""}}</c:set>
<c:set var="validTutorialText_tempsave"></c:set>
<c:set var="validTutorialText_reapply">{${"true" == reqTutorialText ? "k_required:['']" : ""}}</c:set>
<%-- 金額 --%>
<c:set var="validTutorialAmount_def">{k_currencyAmnt:['', 'searchCriteriaCompany'], k_numericMin:['0']}</c:set>
<c:set var="validTutorialAmount_apply">{${"true" == reqTutorialAmount ? "k_required:['']" : ""}}</c:set>
<c:set var="validTutorialAmount_tempsave"></c:set>
<c:set var="validTutorialAmount_reapply">{${"true" == reqTutorialAmount ? "k_required:['']" : ""}}</c:set>

<k:gadgetContainer gadgetClass="${gadgetClass}"
                   gadgetVariation="${gadgetVariation}"
                   gadgetInstance="${gadgetInstance}"
                   gadgetTitle="${surfaceChapterTitle}"
                   gadgetId="${gadgetId}"
                   style="width:850px;overflow:hidden;">  
  <k:blockContainer id="caution" style="display:block;">
  </k:blockContainer> 
  <form id="gadget_form" onsubmit="return false;">
    <k:blockContainer id="${gadgetBlockId}">
    <table class="imui-form" style="table-layout:fixed">
      <colgroup>
        <col style="width:150px;" />
        <col />
      </colgroup>
      <tr>
        <th><k:surface surfaceKey="${surfaceTutorialText}"  mode="0" requiredMark="${reqTutorialText}"/></th>
        <td>
          <k:text name="tutorialText"
                  style="width:675px;"
                  surfaceKey="${surfaceTutorialText}"
                  mode ="${modeTutorialText}"
                  validationDefault="${validTutorialText_def}"
                  validationApply="${validTutorialText_apply}"
                  validationTempsave="${validTutorialText_tempsave}"
                  validationReapply="${validTutorialText_reapply}"
                  maxlength="250"
                  />
        </td>
      </tr>
      <tr>
        <th><k:surface surfaceKey="${surfaceTutorialAmount}" mode="0" requiredMark="${reqTutorialAmount}"/></th>
        <td>
          <k:numericText name="tutorialAmount"
                  style="width:100px;"
                  class="kaiden-ui-numericText-label-nowrap"
                  surfaceKey="${surfaceTutorialAmount}"
                  mode ="${modeTutorialAmount}"
                  validationDefault="${validTutorialAmount_def}"
                  validationApply="${validTutorialAmount_apply}"
                  validationTempsave="${validTutorialAmount_tempsave}"
                  validationReapply="${validTutorialAmount_reapply}"
                  formated="view"
                  />
        </td>
      </tr>
    </table>
    </k:blockContainer>
  </form>
</k:gadgetContainer>
<script type="text/javascript">
  jQuery(function($){
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    var eventMan = KAIDEN.getGadget("${gadgetId}").eventManager
      , blockAccessor = KAIDEN.getGadget("${gadgetId}").blockAccessors["${gadgetBlockId}"];
    
    /***********************************
     * 内部イベント 
     ***********************************/
    
    /** 入力項目のクリア */
    KAIDEN.getGadget("${gadgetId}").variable.clearData = function() {
      blockAccessor("tutorialText").setValue("");
      blockAccessor("tutorialAmount").setValue("");
    };
    
    /***********************************
     * 受信イベント（push) 
     ***********************************/
    
    //loadData データ読み込み  イベントリスナの登録
    eventMan.registPushListener("loadData", function(/**Object*/arg) {
      KAIDEN.getGadget("${gadgetId}").variable.clearData();
      return KAIDEN.ImwModerator.genericLoadDataEvent("${gadgetId}", "${accessUrl}", arg);
    });
    
    //loadData4Copy 申請書コピー  イベントリスナの登録
    eventMan.registPushListener("loadData4Copy", function(/**Object*/arg) {
      blockAccessor("tutorialText").setValue("");
      blockAccessor("tutorialAmount").setValue("");
      return KAIDEN.ImwModerator.genericLoadData4CopyEvent("${gadgetId}", "${accessUrl}", arg, {"${gadgetBlockId}":{"tutorialAmount":true}});
    });
    
    //loadData4Settle 事前申請書取り込み  イベントリスナの登録
    eventMan.registPushListener("loadData4Settle", function(/**Object*/arg) {
      blockAccessor("tutorialText").setValue("");
      blockAccessor("tutorialAmount").setValue("");
      return KAIDEN.ImwModerator.genericLoadData4SettleEvent("${gadgetId}", "${accessUrl}", arg, {"${gadgetBlockId}":{"tutorialAmount":true}});
    });
  });
</script>

コラムコラム

スマートフォン画面を作成する場合、スマートフォン用にJSPを作成する
必要があります。
詳細は「スマートフォン用のスマートフォン用のJSP作成作成 」を参照ください。
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動作確認動作確認

申請書マスタメンテナンス機能にて、チュートリアルガジェットを含んだ申請書（ IM-Workflow コンテンツ定義）を作
成し、
IM-Workflow のルート定義、フロー定義の設定を行います。

設定した申請書の申請画面を表示します。

フローを進め、承認画面を表示します。

コラムコラム

申請書マスタメンテナンス画面での設定については、『 intra-mart Accel Kaiden! 経費旅費 / ユー
ザ操作ガイド』を参照ください。

コラムコラム

IM-Workflow の設定については IM-Workflow のドキュメントを参照ください。

応用（ intra-mart Accel Kaiden! の機能を使いこなす）
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ガジェットとは

項目項目

ガジェットとはガジェットとは
ガジェットの識別子ガジェットの識別子

ガジェットとはガジェットとは

ガジェットとは、特定の機能を部品化したものを指します。
intra-mart Accel Kaiden! では、その機能部品を組み合わせて、マスタメンテナンス画面、ワークフロー申請画面などを構成しています。
たとえば intra-mart Accel Kaiden! 標準の旅費精算申請では、出張(旅費)情報（概算費用なし）、経費明細等のガジェットを組み合わせて機能
を構成しています。
マスタメンテナンス機能では、メンテナンス本体、期間一覧ガジェット、操作ボタンガジェットを組み合わせて機能を構成しています。

ガジェットの識別子ガジェットの識別子

識別子識別子 説明説明

ガジェットクラス ガジェットの種別をあらわします。

ガジェットバリエー
ション

同一ガジェット種別で画面レイアウト違いを識別します。

ガジェットインスタンス ガジェットクラス、ガジェットバリエーションでひとつのガジェットを示しますが、
申請書機能ではひとつのガジェットを同時利用することを可能とするための連番です。（0からはじめます）

コラムコラム

ガジェットクラス、ガジェットバリエーション、ガジェットインスタンスの３つをアンダースコア（_）でつなげたものをガジェットＩＤとい
い、このガジェットＩＤがガジェットを一意に示す値になります。

基盤モジュール

ajax通信

ajax通信通信 プログラミングプログラミング

intra-mart Accel Kaiden! では簡単にajax通信が行るような機構を用意しています。
ここでは基本的なajax通信の方法を説明します。
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項目項目

intra-mart Accel Kaiden! 基盤モジュール基盤モジュール
ajax通信の基本通信の基本
同期通信同期通信
ajax通信を細かく制御する通信を細かく制御する

intra-mart Accel Kaiden! 基盤モジュール基盤モジュール

ajax通信の基本通信の基本

簡単なajax通信のコーディングを示します。

サーバー
Actionクラスを作成し、「jp.co.slcs.kaiden2.base.foundation.model.dto.LogicResultDto」をJSONに変換したものを返却し
てください。

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17

import jp.co.slcs.kaiden2.base.foundation.model.dto.LogicResultDto;
import jp.co.slcs.kaiden2.base.foundation.util.ResponseWriter;
import jp.co.slcs.kaiden2.base.foundation.conf.LogicResultStatus;
import net.arnx.jsonic.JSON;

@Execute(validator = false)
public String index() {

    /**〜略〜**/
    LogicResultDto result = new LogicResultDto();
    result.data  = "クライアントへの返却データ";
    result.status = LogicResultStatus.SUCCESS.getName(); //成功ステータス
    result.message = "処理が成功しました。";
    ResponseWriter.writeJSon(JSON.encode(result));

    return null;
}

クライアント

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16

var ajax = KAIDEN.Ajax(); //ajaxライブラリの呼び出し
var criteria = {};        //サーバーに送信する値

//ajax実行（POST通信）
ajax.postAuto("/*URL*/"
   , criteria
   , function(returnData) {
       //正常時の処理
     }
   , function(returnData) {
       //エラー時の処理
     }
   , function(returnData) {
       //ワーニング時の処理
     }
);

ajax通信が終了すると

1. LogicResultDto.statusの内容に応じて、自動的にメッセージを表示します。※メッセージが設定されている場合のみ

“success”の場合、imuiShowSuccessMessage()を利用して成功メッセージを表示
“fail”の場合、imuiShowErrorMessage()を利用してエラーメッセージを表示
“warn”の場合、imuiShowWarningMessage()を利用してワーニングメッセージを表示

2. LogicResultDto.statusの内容に応じて、それぞれメソッドを呼び出します。
この時、引数には LogicResultDto.dataで設定した値が渡されます。

コラムコラム

ajax.postAuto()の、正常時・エラー時・ワーニング時の処理が不要で、サーバーに値を送信する必要がなけれ
ば、
ajax.postAuto(“/*URL*/”); だけで実行できます。

コラムコラム

GET通信を行う場合には、ajax.getAuto()で同様の処理が行えます。

同期通信同期通信

同期通信を行う場合には、以下のメソッドを利用します。

intra-mart Accel Kaiden!

58



postSyncAuto();
getSyncAuto();

ajax通信を細かく制御する通信を細かく制御する

メッセージ表示、その他の挙動など細かく制御したい場合には、以下のメソッドが便利です。

post();
get();

両メソッドとも $.ajax()を返却しますので、プログラマが細かく制御することができます。
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クライアントサイド
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ガジェットの作成ガジェットの作成

ガジェットを作成するために必要な機能はtaglibとして用意してあります。
ここではtaglibを利用して簡単なガジェットを作成する方法を説明します。

項目項目

JSPの構成の構成
最低限のソースコード最低限のソースコード

解説解説
ガジェットガジェット <k:gadgetContainer>
ガジェットブロックとガジェットブロックとTMtable

ガジェットブロックガジェットブロック<k:blockContainer >
解説解説
TMtable <k:tmtable>
解説解説

form

JSPの構成の構成

ガジェットを利用したJSPは概ね以下の構成となります

コラムコラム

上図では、一つのJSP内に一つのガジェットのみを配置していますが、一つのJSP内に複数ガジェットを配置する
ことも可能です。

最低限のソースコード最低限のソースコード

以下は、テキストボックスがひとつだけあるガジェットJSPのサンプルです

<%@ page language="java" contentType="text/html; charset=UTF-8" pageEncoding="UTF-8" %>
<%@ taglib prefix="c" uri="http://java.sun.com/jstl/core" %>
<%@ taglib prefix="k" uri="http://kaiden.slcs.co.jp/taglib/ui" %>

<c:set var="gadgetClass">sampleGadget</c:set>
<c:set var="gadgetVariation">v01</c:set>
<c:set var="gadgetInstance">0</c:set>
<c:set var="gadgetId">${gadgetClass}_${gadgetVariation}_${gadgetInstance}</c:set>

<k:gadgetContainer gadgetClass="${gadgetClass}"
                   gadgetVariation="${gadgetVariation}"
                   gadgetInstance="${gadgetInstance}"
                   gadgetTitle="ガジェットタイトル"
                   gadgetId="${gadgetId}">
  <k:blockContainer id="inputArea">
    <k:text name="textbox" mode="0" />
  </k:blockContainer>
</k:gadgetContainer>

解説解説

<c:set /// >の部分は、ガジェットクラス・ガジェットバリエーション・ガジェットインスタンス・ガジェットIDをそれぞれ変数に設定して
います。
特にガジェットIDは、JavaScriptのコーディングでは重要な役割を担いますので、”${gadgetId}”のコーディングだけで済むよう変数
に設定することをお勧めします。

コラムコラム

<input>などのエレメントのname属性およびid属性は、ガジェットブロック/ガジェットブロック（明細）内にて、一意
にしてください。
ガジェットの初期化時に、すべてのガジェットの初期化時に、すべてのname属性および属性およびid属性はガジェット属性はガジェットID・ガジェットブロック・ガジェットブロックIDが装飾（変更）さが装飾（変更）さ
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れます。れます。

※変更前のname属性(id属性）でアクセスできるようJavaScriptライブラリを用意していますので、プログラミング
時に変更後のname属性（id属性）を意識する必要はありません。

ガジェットガジェット <k:gadgetContainer>

<k:gadgetContainer>で囲むことで、その内容がガジェットになります。

ガジェットブロックとガジェットブロックとTMtable

ガジェット内には最低ひとつのガジェットブロックもしくは（ガジェットブロックの一種である）TMtableを配置します。
<input> などの入力項目は、必ずこれらガジェットブロック内に配置してください

コラムコラム

<k:blockContainer>内に<k:tmtable>を配置したり、<k:tmtable>内に<k:blockContainer>を配置したりすること
はできません。

ガジェットブロックガジェットブロック<k:blockContainer >

ガジェットブロックは、いわゆる単票形式で表現する場合に利用するブロックです。
以下は一つのガジェットブロック内に、複数のテキストボックスを配置したガジェットです

<k:blockContainer id="sampleBlock">
  <table class="imui-form">
    <tr>
      <th><k:surface surfaceKey="支出目的"  mode="0" requiredMark="true"/></th>
      <td><k:text name="summary1" mode ="0" /></td>
    </tr>
    <tr>
      <th><k:surface surfaceKey="備考" mode="0" /></th>
      <td><k:text name="summary2" mode ="0" /></td>
    </tr>
  </table>
</k:blockContainer>

解説解説

<k:blockContainer>はHTML出力時には<div>に変換されますので、<div>の属性を指定できます。

コラムコラム

解説のため極力簡略化して掲載しています。実際のソースコードとは異なります。

TMtable <k:tmtable>

Tmtableは、いわゆる帳票形式で表現する場合に利用するブロックです。
以下は帳票形式で入力欄を作成し、動的に行追加/削除を行えます。
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<k:tmtable id="sampleTmtable" class="imui-form">
  <thead>
    <tr>
      <td>
        <k:tmtableOperationPanel position="header" allowAdd="true" allowDel="true" />
      </td>
      <th><k:surface surfaceKey="入力欄1" requiredMark="true"/></th>
      <th><k:surface surfaceKey="入力欄2" requiredMark="true"/></th>
    </tr>
  </thead>
  <tbody>
    <tr>
      <td>
        <k:tmtableOperationPanel position="detail" allowAdd="true" allowDel="true" />
      </td>
      <td><k:text name="inputArea1" mode="0"/></td>
      <td><k:text name="inputArea2" mode="0"/></td>
    </tr>
  </tbody>
</k:tmtable>

コラムコラム

解説のため極力簡略化して掲載しています。実際のソースコードとは異なります。

解説解説

<k:tmtable>はHTML出力時には<table>に変換されますので、<table>の属性を指定できます。
<tbody>内の内容が動的に行追加/行削除される対象となります。
<k:tmtableOperationPanel>にて、9つの操作パネルを追加でき、この操作パネルによって行追加/行削除などの操作が行えます。

タグの詳細については、ガジェットガジェット/ガジェットブロックガジェットブロック/Tmtable/ダイアログダイアログ を参照してください。

form

ガジェット内には一つだけ<form>を配置することができます。
バリデーションを行うためには、バリデーション対象のエレメントが<form>内に配置されている必要があります。

TMtableプログラミングプログラミング

ガジェットの作成ガジェットの作成 にて簡単なTMtableの作成方法を記載していますが、ここではTMtableに関して改めて詳しく解説していきます。
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項目項目

TMtableとはとは
TMtableの作成の作成
タプルとタプルタプルとタプルID
タプルに対する操作のプログラミングタプルに対する操作のプログラミング

最下行に追加最下行に追加
下に挿入下に挿入
上に挿入上に挿入
タプルをタプルを1つ削除つ削除
タプルをすべて削除タプルをすべて削除

基本的な明細操作パネル基本的な明細操作パネル

TMtableとはとは

TMtableは、いわゆる帳票形式で表現する場合に利用するブロックです。
動的に入力欄を増やすことに利用したり、一覧リストを表現するのに利用できます。

以下は実際にこのTMtableを利用して機能を実現しています。

TMtableの作成の作成

TMtableは、<k:tmtable>を用いて作成します。
<k:tmtable>は、HTML出力時点では<table>に変換されますので、基本的な考え方は<table>と同様ですが、<thead>と<tbody>
を明確に分けて作成してください。

<thead>

ヘッダ行の扱いになりますので、特に何も変化しません。

<tbody>

動的に増減する対象で、複数行（<tr>が複数）あってもそれが1セットの行として増減します。
たとえば、以下のようにJSPにてあらかじめ2行（2つの<tr>）を作成しておくと、この2行単位で動的に増減されます。

<k:tmtable id="sampleTmtable" class="imui-form">
  <thead>
    <tr>
      <th><k:surface surfaceKey="入力欄1" requiredMark="true"/></th>
    </tr>
    <tr>
      <th><k:surface surfaceKey="入力欄2" requiredMark="true"/></th>
    </tr>
  </thead>
  <tbody>
    <tr>
      <td><k:text name="inputArea1" mode="0"/></td>
    </tr>
    <tr>
      <td><k:text name="inputArea2" mode="0"/></td>
    </tr>
  </tbody>
</k:tmtable>

タプルとタプルタプルとタプルID

タプル

前述の通り、<tbody>にあらかじめ<tr>2つある場合は、この2行単位で動的に増減していきます。
TMtableでは、この2行単位をタプルという単位で管理します。

※タプルに対する<tr>の数は特に制限ありません。

タプルID

タプルIDは、タプルに対して付与される一意な連番です。
タプル削除がされると欠番となりますし、「上に挿入」などを行った場合には画面表示順とタプルIDの順序は一致し
なくなります。

TMtableの操作は原則このタプルIDを利用して操作します。

タプルに対する操作のプログラミングタプルに対する操作のプログラミング
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javascriptにてタプルを増減させるには、以下のようにコーディングします。

最下行に追加最下行に追加

// TMtableの取り出し
var tmtable = KAIDEN.getGadget("ガジェットID").tmtables["TMテーブルID"];
//最下行に1行（1タプル）追加
tmtable.append();

下に挿入下に挿入

// TMtableの取り出し
var tmtable = KAIDEN.getGadget("ガジェットID").tmtables["TMテーブルID"];
//指定したタプルIDの下にタプルを挿入
tmtable.insertUnder("タプルID");

上に挿入上に挿入

// TMtableの取り出し
var tmtable = KAIDEN.getGadget("ガジェットID").tmtables["TMテーブルID"];
//指定したタプルIDの上にタプルを挿入
tmtable.insertUpper("タプルID");

タプルをタプルを1つ削除つ削除

// TMtableの取り出し
var tmtable = KAIDEN.getGadget("ガジェットID").tmtables["TMテーブルID"];
//指定したタプルを削除
tmtable.del("タプルID");

タプルをすべて削除タプルをすべて削除

// TMtableの取り出し
var tmtable = KAIDEN.getGadget("ガジェットID").tmtables["TMテーブルID"];
//タプルをすべて削除
tmtable.deleteAll();

基本的な明細操作パネル基本的な明細操作パネル

行追加や行削除などをユーザに操作してもらう場合には、タプルに対する基本的な操作がすでにコーディングされている
<k:tmtableOperationPanel>を利用するのが便利です。

以下のようにJSPをコーディングするだけで、行追加・行削除などを操作が行えるようになります。

<k:tmtable id="sampleTmtable" class="imui-form">
  <thead>
    <tr>
      <td>
        <k:tmtableOperationPanel position="header" allowAdd="true" allowDel="true" />
      </td>
      <th><k:surface surfaceKey="入力欄1" requiredMark="true"/></th>
      <th><k:surface surfaceKey="入力欄2" requiredMark="true"/></th>
    </tr>
  </thead>
  <tbody>
    <tr>
      <td>
        <k:tmtableOperationPanel position="detail" allowAdd="true" allowDel="true" />
      </td>
      <td><k:text name="inputArea1" mode="0"/></td>
      <td><k:text name="inputArea2" mode="0"/></td>
    </tr>
  </tbody>
</k:tmtable>

タグの詳細については、ガジェットガジェット/ガジェットブロックガジェットブロック/Tmtable/ダイアログダイアログ を参照してください。

TMtableプログラミングプログラミング-APIの紹介の紹介

TMtableのタプルの操作やデータの設定・取得の方法を紹介します。
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各機能の詳細はAPIリストを参照してください。
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項目項目

タプルへのデータ設定タプルへのデータ設定
タプルのデータ取得タプルのデータ取得
タプルに対するイベント処理タプルに対するイベント処理

タプル追加（挿入）直前タプル追加（挿入）直前
タプル追加（挿入）直後（データ設定前）タプル追加（挿入）直後（データ設定前）
タプル追加（挿入）直後（データ設定後）タプル追加（挿入）直後（データ設定後）
タプル削除時タプル削除時

タプルへのデータ設定タプルへのデータ設定

タプル内にあるテキストボックスなどに値を設定する場合には以下のようなAPIを利用すると便利です。

append(data, exclude)
最下行にタプルを追加し、そのタプルに対しdataを設定

insertUpper(tupleId, data, exclude)
指定タプルの上にタプルを挿入、そのタプルに対しdataを設定

insertUnder(tupleId, data, exclude)
指定タプルの下にタプルを挿入、そのタプルに対しdataを設定

setTupleData(tupleId, data, exclude)
指定タプルに対しdataを設定

replaceAll(datas, exclude)
全行削除後、datas（配列）の分だけ行追加しデータを設定します ※タプルIDを復元する

replaceAllNewTupleId(datas, exclude)
全行削除後、datas（配列）の分だけ行追加しデータを設定します ※タプルIDを復元せずに新たなタプルIDを付与

appendAllNewTupleId(datas, exclude)
datas（配列）の分だけ行追記しデータを設定します ※タプルIDを復元せずに新たなタプルIDを付与

下記は、TMtableに行を追加し、text1に”txt1”をtext2に”txt2”を設定する例です。
excludeにtext3が指定されているため、text3は値が設定されません。

// TMtableの取り出し
var tmtable = KAIDEN.getGadget("ガジェットID").tmtables["TMテーブルID"];
//タプルを追加するとともにデータを設定
tmtable.append({text1:"txt1", text2:"txt2", text3:"txt3"}, {text3:true});

タプルのデータ取得タプルのデータ取得

getTupleData(tupleId, includeLabel)
特定のタプルのデータをjavascriptオブジェクトの形式で返却

getCount()
Tmtableの行数を返却

getAvailabilityTupleIds()
現在有効なタプルIDを配列で返却

getDataSet()
タプルデータの配列をjavascriptオブジェクトの形式で返却

getColumnValues(fldName)
タプルのうち特定のフィールドキー（もしくはフィールドキーの配列）の入力データをすべて返却.

タプルに対するイベント処理タプルに対するイベント処理

タプル追加（挿入）直前タプル追加（挿入）直前

// TMtableの取り出し
var tmtable = KAIDEN.getGadget("ガジェットID").tmtables["TMテーブルID"];
//タプル追加（挿入）直前イベント
tmtable.addEventPreNewRow(function(tupleId, tmtableAccessor) {
  //引数：tupleId        ：挿入起点となるタプルID
  //引数：tmtableAccessor：当該TMtableへのAccessor
});

タプル追加（挿入）直後（データ設定前）タプル追加（挿入）直後（データ設定前）

// TMtableの取り出し
var tmtable = KAIDEN.getGadget("ガジェットID").tmtables["TMテーブルID"];
//タプル追加（挿入）直後（データ設定前）イベント
tmtable.addEventPostNewRowBeforeSetData(function(tupleId, tmtableAccessor, data) {
  //引数：tupleId        ：新たに挿入されたタプルID
  //引数：tmtableAccessor：当該TMtableへのAccessor
  //引数：data           ：挿入されたタプルに設定しようとしている値
});
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タプル追加（挿入）直後（データ設定後）タプル追加（挿入）直後（データ設定後）

// TMtableの取り出し
var tmtable = KAIDEN.getGadget("ガジェットID").tmtables["TMテーブルID"];
//タプル追加（挿入）直後（データ設定後）イベント
tmtable.addEventPostNewRow(function(tupleId, tmtableAccessor, data) {
  //引数：tupleId        ：新たに挿入されたタプルID
  //引数：tmtableAccessor：当該TMtableへのAccessor
  //引数：data           ：挿入されたタプルに設定された値
});

タプル削除時タプル削除時

// TMtableの取り出し
var tmtable = KAIDEN.getGadget("ガジェットID").tmtables["TMテーブルID"];
//タプル削除時イベント
tmtable.addEventDecreaseRowFunc(function() {
});
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ガジェット内にあるテキストボックスなどの要素へのアクセスガジェット内にあるテキストボックスなどの要素へのアクセス

ガジェット内に配置してある、テキストボックスやドロップダウンリストなどに値を設定するなどの操作をする際にAccessorを利用します。

項目項目

Accessorとはとは
Accessorの取り出しの取り出し
Accessorを用いた各要素へのアクセスを用いた各要素へのアクセス

ガジェットブロックの場合ガジェットブロックの場合
TMtableの場合の場合

Accessorを用いた各要素への主な操作を用いた各要素への主な操作
値を設定する／取得する値を設定する／取得する
スタイルシート（スタイルシート（class)を適用する／適用を外すを適用する／適用を外す
無効にする／無効を解除する無効にする／無効を解除する

Accessorによるイベントの付与によるイベントの付与
隣接エレメントへのアクセッサ隣接エレメントへのアクセッサ

隣接エレメントへアクセス隣接エレメントへアクセス

Accessorとはとは

intra-mart Accel Kaiden! ではガジェット（ガジェットブロック・TMtable）内に配置してある
テキストボックスやドロップダウンなどのname属性・id属性を、ガジェット初期化時に変更します。
そのため、例えば”txt”というidをテキストボックスにつけたとしても、$(“#txt”)では取得できなくなっています。

Accessorでは、書き換わる前のname属性/id属性でアクセスできるようにし、さらに値取得・設定などよく使う機能を付加していま
す。

Accessorの取り出しの取り出し

ガジェットが初期化されたタイミングで、以下のようにAccessorを取得できます。

// ブロックに対するAccessor
var blockAccessor   = KAIDEN.getGadget("ガジェットID").blockAccessors["ブロックID"];
// TMtableに対するAccessor
var tmtableAccessor = KAIDEN.getGadget("ガジェットID").tmtables["TMテーブルID"].tmtableAccessor;

コラムコラム

ガジェットの初期化は、</k:gadgetContainer>の直後に行われます。
そのため、ガジェットに対する操作は、</k:gadgetContainer>の後続に<script>にて記載します。

<k:gadgetContainer gadgetClass="${gadgetClass}"
                   gadgetVariation="${gadgetVariation}"
                   gadgetInstance="${gadgetInstance}"
                   gadgetTitle="ガジェットタイトル"
                   gadgetId="${gadgetId}">
  <k:blockContainer id="inputArea">
    <k:text name="txt" mode="0" />
  </k:blockContainer>
</k:gadgetContainer>
<script type="text/javascript">
jQuery(function($) {
  //この時点ではガジェットが初期化されてますので、各種操作が可能です。
}
</script>

Accessorを用いた各要素へのアクセスを用いた各要素へのアクセス

各要素がガジェットブロック内にあるのかTMtable内にあるのかにより引数に違いがありますが、
idでアクセスする場合にはjQueryと同様に先頭に”#”を付与します。name属性の場合には”[name=’‘]”という装飾をせずにそのま
ま指定できます。

各ブロックへのAccessorを利用することで、例えばガジェットが異なるがname属性やid属性が同じものが存在した場合でも、
確実に該当ガジェットの要素へアクセスできます。

ガジェットブロックの場合ガジェットブロックの場合

// ブロックに対するAccessor
var blockAccessor   = KAIDEN.getGadget("ガジェットID").blockAccessors["ブロックID"];

var findName = blockAccessor("name属性"); //name属性でのアクセス
var findId   = blockAccessor("#id属性");  //id属性でのアクセス

TMtableの場合の場合

intra-mart Accel Kaiden!

69



// TMtableに対するAccessor
var tmtableAccessor = KAIDEN.getGadget("ガジェットID").tmtables["TMテーブルID"].tmtableAccessor;

var findName = tmtableAccessor("name属性", "タプルID"); //name属性でのアクセス
var findId   = tmtableAccessor("#id属性" , "タプルID"); //id属性でのアクセス

コラムコラム

タプルIDに関しては、 TMtableプログラミングプログラミング  を参照してください。

Accessorを用いた各要素への主な操作を用いた各要素への主な操作

Accessorを用いてよく利用する機能を以下に挙げます。

値を設定する／取得する値を設定する／取得する

//値を設定
blockAccessor("name属性").setValue("設定する値");

//値を取得
blockAccessor("name属性").getValue();

スタイルシート（スタイルシート（class)を適用する／適用を外すを適用する／適用を外す

//classを適用する
blockAccessor("name属性").addClass("適用するclass");

//classの適用を外す
blockAccessor("name属性").removeClass("適用を外すclass");

無効にする／無効を解除する無効にする／無効を解除する

//無効にする
blockAccessor("name属性").disabled();

//無効を解除する
blockAccessor("name属性").removeDisabled();

コラムコラム

Accessorの詳細に関しては、APIリストを参照してください。

Accessorによるイベントの付与によるイベントの付与

Accessorのメソッドelem()を利用するとjQueryオブジェクトそのものが返却されますので、
jQueryを通じて様々な操作が行えます。

// ブロックに対するAccessor
var blockAccessor   = KAIDEN.getGadget("ガジェットID").blockAccessors["ブロックID"];

blockAccessor("name属性").elem().on("change", function() {
  //changeイベントの処理
});

Accessorのメソッドelem()はその時点でエレメントが存在しないもしくは複数存在する場合はエラーを発生させますが、
elem(true)とすると、エラーを抑止できます。
そのためliveにてイベントを付与するときなどに便利です。

// TMtableに対するAccessor
var tmtableAccessor = KAIDEN.getGadget("ガジェットID").tmtables["TMテーブルID"].tmtableAccessor;
tmtableAccessor("name属性").elem(true).live("change", function() {
  //changeイベント
});

コラムコラム

TMtableはタプルが動的に増減するため、タプル0件の場合がありえます。
そのためelem(true)としてjQueryオブジェクトを取り出す必要があります。

コラムコラム

通常、TMtableに対するAccessorでは、タプルIDを指定して対象エレメントを特定しますが、
ここではあえてタプルIDを指定せずに「tmtableAccessor(“name属性”)」とすることで、全タプル内へのエレメント
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を対象とすることができます。

隣接エレメントへのアクセッサ隣接エレメントへのアクセッサ

同一ガジェットブロック内、もしくは同一TMtableの同一タプル内の別エレメントを隣接エレメントと呼びます。
たとえば、下記のようにTmtable内にテキストボックスが２つある場合、”text1”と”text2”が隣接エレメントです。

<k:tmtable id="sampleTmtable" class="imui-form">
  <thead>
    <tr>
      <th><k:surface surfaceKey="入力欄1" requiredMark="true"/></th>
      <th><k:surface surfaceKey="入力欄2" requiredMark="true"/></th>
    </tr>
  </thead>
  <tbody>
    <tr>
      <td><k:text name="text1" mode="0"/></td>
      <td><k:text name="text2" mode="0"/></td>
   </tr>
  </tbody>
</k:tmtable>

隣接エレメントへアクセス隣接エレメントへアクセス

たとえば、”text1”が変更されたら”text2”へ値をコピーしたい場合に隣接エレメントへのアクセッサを利用すると便利です。
隣接エレメントへのアクセッサは、「KAIDEN.gadgetMan.getNeighboringAccessor」にて取得します。

// TMtableに対するAccessor
var tmtableAccessor = KAIDEN.getGadget("ガジェットID").tmtables["sampleTmtable"].tmtableAccessor;
tmtableAccessor("text1").elem(true).live("change", function() {
      KAIDEN.gadgetMan.getNeighboringAccessor(this, "text2").setValue($(this).val());
});

コラムコラム

隣接エレメントへのアクセッサは、TMtableだけでなくガジェットブロック内でも利用できます。
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テキストボックスなどエレメントの表示モードと書式テキストボックスなどエレメントの表示モードと書式

intra-mart Accel Kaiden! のテキストボックスなどはmodeを指定することで表示モード（ラベル・disabled・非表示）に変化させる
ことができます。
具体的には、タグリブのプロパティ”mode”に”1”を指定すると表示モードで出力されます。（mode=”0”の場合はエレメントそのもの
を出力）
また、プロパティ”formated”にて書式化された値を設定/表示させることができます。

これは主に申請書機能において、入力画面（申請書を作成する画面）と処理画面（承認などを行う画面）で使われる機能で、
入力画面ではmode=”0”を、処理画面ではmode=”1”を指定することで、一つのJSPで入力画面と入力内容表示画面を実現できま
す。

項目項目

表示モードが指定可能なエレメント（タグリブ）表示モードが指定可能なエレメント（タグリブ）
書式化された値と書式化されていない値の表示切替書式化された値と書式化されていない値の表示切替

JSPのコーディング例のコーディング例
javaのコーディング例のコーディング例

表示モードが指定可能なエレメント（タグリブ）表示モードが指定可能なエレメント（タグリブ）

タグタグ mode=”1”の時の状態の時の状態

<k:a /> 非表示

<k:button /> 非表示

<k:checkbox /> disabled

<k:codeText /> ラベル

<k:date /> ラベル

<k:hidden /> ラベル

<k:numericText /> ラベル

<k:password /> ラベル

<k:radio /> disabled

<k:select /> ラベル

<k:text /> ラベル

<k:textarea /> ラベル

コラムコラム

タグリブに関して詳細は タグリブタグリブ を参照してください。

書式化された値と書式化されていない値の表示切替書式化された値と書式化されていない値の表示切替

intra-mart Accel Kaiden! では書式化された値と書式化されていない値の両方を同時にクライアント（厳密にはAccessor）へ渡す
ことで、
JSP側でどちらの形式で表示するかを決定することができます。

たとえば、日付を例にとると、
書式化前”2000/01/01”、書式化後”2000年01月01日”を配列で同時にクライアントへ渡すことで、タグリブのformatedプロパティ
の内容によって
設定/表示される値が切り替わります。

formatedプロパティの値プロパティの値 説明説明

“input” mode=”0”の場合は、書式化される前の値
mode=”1”の場合は、書式化される前の値

“view” mode=”0”の場合は、書式化される前の値
mode=”1”の場合は、書式化された値

“both” mode=”0”の場合は、書式化された値
mode=”1”の場合は、書式化された値

JSPのコーディング例のコーディング例

<k:text name="txt1" mode="0" formated="view" />
<k:text name="txt2" mode="1" formated="view" />

// ブロックに対するAccessor
var blockAccessor   = KAIDEN.getGadget("ガジェットID").blockAccessors["ブロックID"];

//値を設定する
blockAccessor("txt1").setValue(["2000/01/01","2000年01月01日"]);  //txt1には"2000/01/01"が設定される
blockAccessor("txt2").setValue(["2000/01/01","2000年01月01日"]);  //txt2には"2000年01月01日"が設定される
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javaのコーディング例のコーディング例

jp.co.slcs.kaiden2.base.foundation.util.ConvertForJsonSource
に書式変換を行う機能があり、このクラスをサブクラス化し以下のようにformatFormatedValueをオーバーライドすることで、
特定のフィールドの書式変換と配列化を行うことができます。

class Converter extends ConvertForJsonSource {

    @Override
    protected Map<String, String> formatFormatedValue(Map<String, Object> map, Stack<String> fldNameStack) {
        // 標準書式変換
        Map<String, String> result = super.formatFormatedValue(map, fldNameStack);

        // 開始日の書式変換
        Object startDate = map.get("startDate");
        if (startDate != null) {
            String formated = /*書式変換後の文字列*/"";
            result.put("startDate", formated);
        }

        // 終了日の書式変換
        Object endDate = map.get("endDate");
        if (endDate != null) {
            String formated = /*書式変換後の文字列*/"";
            result.put("endDate", formated);
        }

        return result; //書式変換した文字列のMapを返却することで、「書式化される前の値」と「書式化された」の配列が作成されます。
    }
}

/* 〜略〜 */
Converter converter = new Converter();
Map<String, Object> convertedMap = converter.mapConvert(/*書式変換対象Map*/); //書式変換・コンバート実行

convertedMap.get("startDate"); // String[] { /*書式化される前の値*/, *書式化された値*/} が返却されます。
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ダイアログダイアログ

intra-mart Accel Kaiden! ではダイアログを作成するためのタグリブを用意しています。
本項では、ダイアログの作成について解説します。

項目項目

ダイアログの作成ダイアログの作成
ダイアログの基本的な操作ダイアログの基本的な操作
ダイアログ内のみのバリデーションダイアログ内のみのバリデーション

ダイアログの作成ダイアログの作成

<k:dialog title="サンプルダイアログ" id="sampleDialog" modal="true">
  <%-- ダイアログの内容 --%>
</k:dialog>

コラムコラム

ダイアログはガジェットブロック（<k:blockContainer>）として扱われます。
そのため、<k:gadgetContainer>内に配置する必要があります。
また、ガジェットブロック・TMtable・ダイアログそれぞれ内包させることはできません。

ダイアログの基本的な操作ダイアログの基本的な操作

以下にコード例を示します。

//ダイアログオブジェクトの取得
var dialog = KAIDEN.getGadget("ガジェットID").dialogs["sampleDialog"];

//ダイアログにボタンを登録
dialog.addButton("ボタン名", function() {
  //ボタン押下時の処理
});

//ダイアログを開く
dialog.open();

//ダイアログを閉じる
dialog.close();

コラムコラム

dialog.addButton()で指定する関数について詳しくは、jQuery UIのDialogのbuttonオプションを参照してくださ
い。

ダイアログ内のみのバリデーションダイアログ内のみのバリデーション

<k:dialog>で作成されたダイアログは、その内容を自動的に<form>で囲みます。
そのため、 バリデーションバリデーション にて解説した内容とほぼ同じように処理できます。

if (dialog.validate("バリデーションキー")) {
  //エラーがなかった場合の処理
}

バリデーションバリデーション で解説した内容との違いは以下の点です。

エラーメッセージが別画面で表示されずに、自身のダイアログ内に表示されます。
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ドロップダウンリストの選択肢の作成方法と動的変更ドロップダウンリストの選択肢の作成方法と動的変更

項目項目

リストデータ（選択肢）の作成リストデータ（選択肢）の作成
ドロップダウンリスト（ドロップダウンリスト（<k:select />）との連携）との連携
選択肢の動的変更選択肢の動的変更
ajax通信を利用した選択肢の動的変更通信を利用した選択肢の動的変更
タグリブで定義済みのリストデータの利用タグリブで定義済みのリストデータの利用

リストデータ（選択肢）の作成リストデータ（選択肢）の作成

KAIDEN.base.foundation.SelectListData.storeListを利用することで、リストデータを作成します。
第一引数が、リストデータ名、第二引数はリストデータ。

// リストデータの作成
jQuert(function($) {
  KAIDEN.base.foundation.SelectListData.storeList("listName"
   , [{key:"key1", value:"value1", deleteFlag:"false"}
   ,  {key:"key2", value:"value2", deleteFlag:"false"}
   ,  {key:"key3", value:"value3", deleteFlag:"true"}]);
});

コラムコラム

第一引数のリストデータ名は、HTMLページ全体で一意な名称で扱われます。

ドロップダウンリスト（ドロップダウンリスト（<k:select />）との連携）との連携

上記で作成した、リストデータとドロップダウンリストを連携させることで、ドロップダウンリストの子要素として<option>が生成され
ます。

<%-- ドロップダウンリストの作成 --%>
<k:select name="list" mode="0" dataName="listName" />

リストデータとの連携で以下のようなHTMLが生成されます。

<select name="list">
  <option value="key1">value1</option>
  <option value="key2">value2</option>
</select>

選択肢中のdeleteFlagが”true”の場合は、<option>は生成されません。
強制的に生成させるためには、<k:select>の属性にincludeDisabled=”true”を付与します。

コラムコラム

<k:select name=”list” mode=”1” dataName=”listName” /> のように、mode=”1”としてselectをラベルで出力し
た際に、
Accessを利用してsetValue(“コード値”)すると、deleteFlagの有無を無視して、選択肢を表示します。

選択肢の動的変更選択肢の動的変更

選択肢の動的変更は、選択肢の作成と同様に、KAIDEN.base.foundation.SelectListData.storeListを利用します。

// リストデータの作成
jQuert(function($) {
  KAIDEN.base.foundation.SelectListData.storeList("listName"
   , [{key:"key1", value:"値1", deleteFlag:"false"}
   ,  {key:"key2", value:"値2", deleteFlag:"false"}
   ,  {key:"key3", value:"値3", deleteFlag:"true"}]);
});

第一引数のリストデータ名を同じ名前で再定義することで、関連づいている<select>すべての<option>値が新しく書き換わりま
す。

コラムコラム

選択肢（<option>)が動的に変更された後、すでに選択済みのコードが変更後の選択肢にもあれば復元（選択状
態）します。
もし選択済みのコードが変更後の選択肢になければ、valueが空文字の<option>が選択されるか、存在しなけれ
ばselectedIndex = -1が設定されます。
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ajax通信を利用した選択肢の動的変更通信を利用した選択肢の動的変更

KAIDEN.base.foundation.SelectListData.storeListには、ajax通信を利用した選択肢の動的変更の仕組みも用意されています。

// リストデータの作成
jQuert(function($) {
  KAIDEN.base.foundation.SelectListData.storeList("listName"
   , [{key:"key1", value:"値1", deleteFlag:"false"}
   ,  {key:"key2", value:"値2", deleteFlag:"false"}
   ,  {key:"key3", value:"値3", deleteFlag:"true"}]
   , "ajaxURL"
   , {companyCd:"comp_sample_01"});
});

// リストデータのリフレッシュ
KAIDEN.base.foundation.SelectListData.refreshList("listName", {criteriaData:"2013/01/01"});

refreshList()すると、追加条件（{criteriaData:”2013/01/01”}）を付与してajax通信を行い、その戻り値に応じて<select>の
<option>を変更します。

コラムコラム

ajax通信の戻り値は、JSON形式のリストデータを返却するようにしてください。

コラムコラム

storeList()時点でURLを指定しますが、この時点では通信は行われません。

タグリブで定義済みのリストデータの利用タグリブで定義済みのリストデータの利用

会社などのリストデータはあらかじめタグリブにて定義済みです。
以下のように利用します。

<%@ taglib prefix="k" uri="http://kaiden.slcs.co.jp/taglib/ui" %>
<%@ taglib prefix="klist_base" uri="http://kaiden.slcs.co.jp/taglib/listdata/base" %>

<klist_base:listDataCompany name="readParmitCompany" type="readParmitCompany" />
<k:select name="companyCd"
          mode="0"
          dataName="readParmitCompany"/>

リストデータタグについては詳しくは 基本的なエレメント基本的なエレメント を参照してください。
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マスタ検索部品マスタ検索部品

intra-mart Accel Kaiden! ではいくつか、以下のようなマスタ検索部品を用意しています。
本項では、組織マスタ検索部品を例にとり使い方/設定方法について解説します。

項目項目

コーディング例コーディング例
検索結果データ検索結果データ
属性の解説属性の解説

コーディング例コーディング例

<%@ taglib prefix="k" uri="http://kaiden.slcs.co.jp/taglib/ui" %>
<%@ taglib prefix="kmsb" uri="http://kaiden.slcs.co.jp/taglib/master_search/base" %>

<kmsb:department
   name                          = "departmentName"
   mode                          = "0"
   resultValue                   = "departmentName"
   resultChain                   = "{departmentSetCd:'departmentSetCd', departmentCd:'departmentCd', deleteFlag:'deleteFlag'}"
   searchCriteriaCompany         = "comp_sample_01"
   searchCriteriaDate            = ""
   searchCriteriaDepartmentSetCd = "departmentSetCd"
   searchCriteriaDepartmentCd    = "departmentCd"
   primaryTarget                 = "departmentCd,departmentSetCd"
   validationDefault             = "{k_required:['']}
/>
<k:hidden name="departmentSetCd" mode="0" />
<k:hidden name="departmentCd"    mode="0" />
<k:hidden name="deleteFlag"      mode="0" />

検索結果データ検索結果データ

検索結果は、組織コードと組織名のみしか表示していませんが、それ以外にも内部的には様々な情報を保持しています。
マスタ検索部品ごとにどんな情報を保持しているかは、 マスタ検索部品マスタ検索部品 を参照してください

たとえば、組織マスタ検索部品で保持している情報をいくつか紹介します。

companyCd
companyName
deleteFlag
departmentCd
departmentName
departmentSearchName
departmentSetCd
departmentSetName
departmentShortName
zipCode

これら情報は、後述の属性で指定することができます。

属性の解説属性の解説

name

<k:text>等と同様にそのエレメントのname属性です。

mode

<k:text>等と同様にそのエレメントの表示モードです
詳しくは テキストボックスなどエレメントの表示モードと書式テキストボックスなどエレメントの表示モードと書式  を参照してください

resultValue

検索結果から特定の組織を選んだ際に、どのフィールドを表示するかをしています。
本例では、”departmentName”（組織名）を表示しています。
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resultChain

検索結果から特定の組織を選んだ際に、特定のフィールドに特定の値を設定することができます。
本例では、以下のように設定しています。

隠しテキストボックス（name=”departmentSetCd”） = “departmentSetCd”（組織セットコード）

隠しテキストボックス（name=”departmentCd”） = “departmentCd”（組織セットコード）

隠しテキストボックス（name=”deleteFlag”） = “deleteFlag”（削除フラグ）

searchCriteriaCompany、searchCriteriaDate

検索/再検索時の検索条件です。 ※この属性は検索部品ごとに異なります。※この属性は検索部品ごとに異なります。
値そのものを指定することもできますし、隣接するテキストボックスのname属性を指定することもできます。

searchCriteriaDepartmentSetCd、searchCriteriaDepartmentCd

再検索時の検索条件です。 ※この属性は検索部品ごとに異なります。※この属性は検索部品ごとに異なります。
たとえば画面を再表示する場合に、基本的にコードだけがクライアントに返却される場合がありますが、
“resultValue”を再表示する場合に、この条件を利用して再検索が行われます。

値そのものを指定することもできますし、隣接するテキストボックスのname属性を指定することもできます。

primaryTarget

未入力状態を判定する際に利用するエレメントのname属性をカンマ区切りで指定します。
検索条件を入力しているにも関わらず、指定したすべてのエレメントに値が設定されていない場合は未確定状態という判定
になります。

バリデーションを実行した際に、”未確定です”というエラーが表示されます

validationXxxxxxx

バリデーションルールを指定します。
詳細は バリデーションバリデーション を参照してください。
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バリデーションバリデーション

intra-mart Accel Kaiden! におけるクライアントバリデーションは、”jQuery Validation Plugin”を拡張しています。
本項では、クライアントバリデーションの実装方法などを紹介します。

項目項目

バリデーションルールの指定と実行バリデーションルールの指定と実行
バリデーションキーバリデーションキー
バリデーションのエスカレーションバリデーションのエスカレーション
独自バリデーションの作成独自バリデーションの作成
バリデーションの項目名バリデーションの項目名

バリデーションルールの指定と実行バリデーションルールの指定と実行

プロジェクトコードテキストボックスに対して、必須と最大文字数（100文字）のバリデーションを指定しています。

<k:codeText name="projectCd"
            mode="0"
            surfaceKey="プロジェクトコード"
            validationSave="{k_required:[''], k_maxLength:[100]}"/>

すべてのガジェットに対して後述のバリデーションキー”save”のバリデーションを実行しています。

var result = KAIDEN.gadgetMan.validate("save");

コラムコラム

バリデーションを実行させるためには、対象エレメントが<form>内に配置されている必要があります。

バリデーションキーバリデーションキー

バリデーションキーは、バリデーションの単位を管理するもので、例えば保存と下書き保存とで異なるバリデーションを行いたい場
合に有効です
たとえば以下は、”save”というバリデーションキーと、”draft”というバリデーションキーでそれぞれ異なるバリデーションを指定して
います。

<k:codeText name="projectCd"
            mode="0"
            surfaceKey="プロジェクトコード"
            validationSave="{k_required:[''], k_maxLength:[100]}"
            validationDraft="{k_maxLength:[100]}"/>

バリデーションを実行する場合には、KAIDEN.gadgetMan.validate()の引数にバリデーションキーを渡すことでそれぞれ異なるバ
リデーションを実行できます。

// 保存ボタン押下時の処理
var resultDefaultValidate = KAIDEN.gadgetMan.validate("save");

// 〜 略 〜

// 下書き保存ボタン押下時の処理
var resultDraftValidate   = KAIDEN.gadgetMan.validate("draft");

コラムコラム

JPS（タグリブ）で指定するバリデーションキーは、validation + バリデーションキーの形式をとります。
javascriptでバリデーションを実行する場合は、バリデーションキーはすべて小文字にして指定します。

バリデーションのエスカレーションバリデーションのエスカレーション

上記では、保存・下書き保存とで異なるバリデーションを指定しましたが、k_maxLength:[100]に関してはどちらも共通して行う
チェックになっています。
こういったチェックを冗長的に記載しなくても良いような仕組みを用意しています。

以下のように”default”には、共通的なチェックを指定して、その差異だけそれぞれのバリデーションで指定します。

<k:codeText name="projectCd"
            mode="0"
            surfaceKey="項目コード"
            validationDefault="{k_maxLength:[100]}"
            validationSave="{k_required:['']}"
            validationDraft=""/>
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バリデーションを実行する際には、KAIDEN.gadgetMan.validate()の第二引数にtrueを指定します。
すると、指定したバリデーションキーのバリデーションに加え”default”のバリデーション内容も併せて実行します。

// 保存ボタン押下時の処理
var resultDefaultValidate = KAIDEN.gadgetMan.validate("save", true); //必須、最大文字（100文字）の順でバリデーションが実行されます

// 〜 略 〜

// 下書き保存ボタン押下時の処理
var resultDraftValidate   = KAIDEN.gadgetMan.validate("draft", true); //最大文字（100文字）のみバリデーションが実行されます

独自バリデーションの作成独自バリデーションの作成

独自のバリデーションを作成する場合には、バリデーション自体を登録するKAIDEN.validator.addValidateMethod()とエラーメッ
セージを登録するKAIDEN.validator.setInvalidMessage()とを利用します。

KAIDEN.validator.addValidateMethod("バリデーションrule", function(value, element, param) {
  var rv = true;
  //バリデーション内容 ※falseを返却するとエラーとなります。
  return rv;
});
KAIDEN.validator.setInvalidMessage("バリデーションrule", function(arg, element) {
  return KAIDEN.validator.formatMessage("エラーメッセージ", element);
});

コラムコラム

KAIDEN.validator.formatMessage()は、以下のようなエラーダイアログに表示されるように最適化されていま
す。

コラムコラム

KAIDEN.validator.formatMessage()の第三引数にパラメータを指定することで、メッセージの置換文字列（{0}
や{1}）を置換することができます。

バリデーションの項目名バリデーションの項目名

エラーダイアログに、下図の四角で囲んだ部分はエラーのあった項目名を表示しています。

この項目名は、テキストボックス等のsurfaceKeyプロパティが利用されます。

<k:codeText name="projectCd"
            mode="0"
            surfaceKey="項目コード"
            validationDefault="{k_maxLength:[100]}"
            validationSave="{k_required:['']}"
            validationDraft=""/>

コラムコラム

surfaceKeyは国際化対応項目のため、キーを指定するとプロパティファイルなどから名称を生成できます。
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ガジェット間通信ガジェット間通信

intra-mart Accel Kaiden! ではガジェットごとに通信を行う機構を用意してます。
本項では、このガジェット間通信に関して解説します。

項目項目

ガジェット間通信のイメージガジェット間通信のイメージ
ガジェット間通信のイベント処理ガジェット間通信のイベント処理

イベントの種類イベントの種類
イベントの発行イベントの発行
イベントの受信イベントの受信
イベントの戻り値イベントの戻り値

ガジェット間通信のイメージガジェット間通信のイメージ

ガジェット間といっても、ガジェット同士で通信を行うわけではなく、javascriptAPIのGadgetManagerを仲介させて通信を行いま
す。
こうすることで、ガジェット間の依存性をなくすことができるメリットがあります。

ガジェットAから発行されたイベントは、GadgetManagerからガジェットBやガジェットCにイベントが伝搬されます。
ただしそのイベントを処理するかどうかはそのガジェットに任されます。

たとえば、上図ではガジェットBはイベントを処理する用意があるので、そのままガジェットBでは処理を実行します。
ガジェットCはイベントを処理する用意がないため、発行されたイベントは無視されます。（エラーにもなりません）

ガジェット間通信のイベント処理ガジェット間通信のイベント処理

イベントの種類イベントの種類

ガジェット間通信では2つのイベントの種類があります。

pushイベント
他のガジェットに何かを通知したり、依頼したりするためのイベントです

pullイベント
他のガジェットに何かデータなどを要求するイベントです。
イベントを処理するガジェットは値などを返却する必要があります。

上記のようにイベントの種類が分かれていますが、内部的に厳密な違いはありません。
pushイベントでも戻り値を返却することができます。

コラムコラム

pushイベントの戻り値はtrue/falseなどイベントの成否のみを返却し、
pullイベントはデータを返却するように切り分けることを推奨します。

イベントの発行イベントの発行

他のガジェットへイベントを発行するには、KAIDEN.gadgetMan.execPush()もしくは、KAIDEN.gadgetMan.execPull()を利用し
ます。

//pushイベントを発行
KAIDEN.gadgetMan.execPush("pushイベントキー", "引数", "呼び出し元ガジェットID");

//pullイベントを発行
var ret = KAIDEN.gadgetMan.execPull("pullイベントキー", "引数", "呼び出し元ガジェットID");

イベントの受信イベントの受信

他のガジェットからのイベントを受信するためには、ガジェットからEventManagerを取り出して、registPushListener()もしくは
registPullListener()にてイベントリスナを登録します。
発行時に指定された引数がそのままイベントリスナに渡されます。
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var eventMan = KAIDEN.getGadget("ガジェットID").eventManager;

//pushイベントの受信
eventMan.registPushListener("pushイベントキー", function(arg) {
  //イベント処理
});

//pullイベントの受信
eventMan.registPullListener("pullイベントキー", function(arg) {
  //イベント処理
  return "戻り値";
});

イベントの戻り値イベントの戻り値

他のガジェットへイベントを発行した場合、複数のガジェットが処理をして値を返却する可能性があります。
そのため、発行したイベントの戻り値は必ず配列になります。
配列内には、処理自体の戻り値とは別に、担当したガジェットの情報なども返却されます。

//pushイベントを発行
KAIDEN.gadgetMan.execPush("pushイベントキー", "引数", "呼び出し元ガジェットID");

//pullイベントを発行
var ret = KAIDEN.gadgetMan.execPull("pullイベントキー", "引数", "呼び出し元ガジェットID");

上記の場合、retには以下の情報が配列で格納されています。

result ※処理自体の戻り値が格納されています。
gadgetAttr.gadgetId
gadgetAttr.gadgetClass
gadgetAttr.gadgetVariation
gadgetAttr.gadgetInstance

コラムコラム

ガジェット間通信のイベント内容は、 クライアントサイドクライアントサイド JSPの構成とガジェット間通信の構成とガジェット間通信 を参照してください。

サーバサイド

マスタメンテナンスマスタメンテナンスActionクラスプログラミングクラスプログラミング

マスタメンテナンスActionクラスのサーバサイドプログラミングについて解説します。
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マスタメンテナンス初期表示処理マスタメンテナンス初期表示処理

マスタメンテナンス機能の初期表示処理をアクションクラスのindexメソッドに実装します。

チュートリアルのプログラムを抜粋したものを以下に掲載します。（チュートリアルマスタのアクションはこちらチュートリアルマスタのアクションはこちら）

/**
 * チュートリアルマスタメンテナンス（Action）.
 */
public class MasterTutorialAction extends AbstractTermMasterMaintenanceAction {
    
    // 中略・・・
    
    /** 入力ページパスを返却します. */
    @Override
    @Execute(validator = false)
    // @Authz(uri = "service://kaiden/master/tutorial", action = "execute")
    public String index() throws KaidenSystemException {
        // プロパティファイルからマスタメンテナンス機能の設定を読み込み
        MasterMainternanceSettingsReader reader = new MasterMainternanceSettingsReader();
        // 設定読み込み処理にActionクラスを引数に渡します
        masterTutorialDto.settings = new MasterMainternanceSettingsDto(reader.read(MasterTutorialAction.class));
        
        // 入力ページパスを返却します
        return super.index();
    }
    
    // 中略・・・
}

解説

マスタメンテナンス機能設定ファイルを読み込み、MasterTutorialDto.settingsにセットします。
設定読み込み処理にチュートリアルマスタメンテナンスActionクラスを渡すことで、
intra-mart Accel Kaiden! 基底処理でチュートリアルマスタのマスタメンテナンス機能設定ファイルを特定し、読み
込んでいます。

コラムコラム

「アクションクラスの同一パッケージ」で「クラス名の先頭（Actionを除去） +
“MasterMaintenanceSettings.xml”」が
マスタメンテナンス機能設定ファイルとして認識されます。

コラムコラム

マスタメンテナンス機能設定ファイルの内容は「マスタメンテナンス機能設定ファイルマスタメンテナンス機能設定ファイル」を参照くださ
い。

return super.index();は intra-mart Accel Kaiden! 基底クラスが、intra-mart Accel Kaiden! 共通のマスタメンテナ
ンス画面JSPのパスを返却しています。
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各種処理各種処理

マスタメンテナンス機能の検索や登録に対応するメソッドに実装します。

チュートリアルのプログラムは intra-mart Accel Kaiden! 基底クラスのメソッドを呼び出しているだけなので、
ここでは基底クラスの処理を紹介します。登録処理のみをピックアップします。

    public String entry() {
        LogicResultDto result;
        try {
            result = getLogic().entryAjax(getForm());
        } catch (KaidenHaventAuthorityToCompanyException e) {
            result = LogicResultDto.makeErrorResult(e);
        } catch (KaidenDuplicationEntryException e) {
            result = LogicResultDto.makeErrorResult(e);
        }
        ResponseWriter.writeJSon(JSON.encode(result));
        return null;
    }

解説

マスタメンテナンスLogicクラスのメソッドを実行し、結果をJSON形式でレスポンスに出力しています。
ExceptionのキャッチはAction処理で行っています。
エラー結果をレスポンスに出力することで、クライアント処理はそれを解析し画面にエラーメッセージを表示します。
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マスタメンテナンスマスタメンテナンスActionクラスの構成クラスの構成

マスタメンテナンスマスタメンテナンスLogicクラスプログラミングクラスプログラミング

マスタメンテナンスLogicクラスのサーバサイドプログラミングについて解説します。
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キーワード検索対象カラム返却キーワード検索対象カラム返却

マスタメンテナンスLogicクラスにキーワード検索対象カラム返却メソッドに実装します。

チュートリアルのプログラムを抜粋したものを以下に掲載します。（チュートリアルマスタのロジックはこちらチュートリアルマスタのロジックはこちら）

    /** キーワード検索対象カラムを返却. */
    @Override
    protected String[] getKeywordSearchTargetCol() {
        // プロパティファイルからマスタメンテナンス機能の設定を読み込み
        MasterMainternanceSettingsReader reader = new MasterMainternanceSettingsReader();
        MasterMainternanceSettingsDto settings;
        try {
            settings = new MasterMainternanceSettingsDto(reader.read(MasterTutorialAction.class));
        } catch (KaidenSystemException e) {
            throw KaidenRuntimeException.makeInstance(e);
        }
        // キーワード検索対象カラムをサブクラスより返却します
        return settings.searchTargetCol.toArray(new String[] {});
    }

解説

「マスタメンテナンス機能設定ファイルの作成マスタメンテナンス機能設定ファイルの作成  」で設定したファイルを読み込み、キーワード検索対象カラムの配列
を返却しています。
設定ファイルはActionクラスの初期表示処理で読み込んだファイルと同じものです。

コラムコラム

チュートリアルマスタメンテナンスの設定ファイルでは「チュートリアルコード」、「チュートリアル名
称」が返却されます。
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国際化対応フィールド返却国際化対応フィールド返却

マスタメンテナンスLogicクラスに国際化対応フィールド返却メソッドに実装します。

チュートリアルのプログラムを抜粋したものを以下に掲載します。（チュートリアルマスタのロジックはこちらチュートリアルマスタのロジックはこちら）

    /** 国際化対応するフィールドを返却. */
    @Override
    protected List<String> getI18nTargetField() {
        // 国際化対応するフィールドをサブクラスより返却します
        return Arrays.asList("tutorialName");
    }

コラムコラム

チュートリアルマスタメンテナンスでは「チュートリアル名称」が国際化対応フィールドです。
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入力データ返却入力データ返却

マスタメンテナンスLogicクラスに入力データ返却メソッドに実装します。

チュートリアルのプログラムを抜粋したものを以下に掲載します。（チュートリアルマスタのロジックはこちらチュートリアルマスタのロジックはこちら）

    /** 登録・更新用の入力データをサブクラスより返却. */
    @Override
    protected Map<String, Object> getInputData(AbstractMasterMaintenanceForm form) {
        // 登録・更新用の入力データをサブクラスより返却します
        return JsonUtil.getMap(form.updateDataJson, Arrays.asList("inputArea"));
    }

コラムコラム

“inputArea”はJSPに記載した入力データエリアのキーです。
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サーフェス定義マップ返却サーフェス定義マップ返却

マスタメンテナンスLogicクラスにサーフェス定義マップ返却メソッドに実装します。

チュートリアルのプログラムを抜粋したものを以下に掲載します。（チュートリアルマスタのロジックはこちらチュートリアルマスタのロジックはこちら）

    /** サーフェス定義マップを返却. */
    @Override
    protected Map<String, String> getSurfaces() {
        // サーフェス定義
        // 入力チェックエラー発生時のエラーメッセージラベルに使用します。
        Map<String, String> result = new HashMap<String, String>();
        result.put("companyCd", propertyHelper.getSurface(TutorialProp.S.COMPANY));
        result.put("tutorialCd", propertyHelper.getSurface(TutorialProp.S.TUTORIAL_CD));
        result.put("startDate", propertyHelper.getSurface(TutorialProp.S.START_DATE));
        result.put("endDate", propertyHelper.getSurface(TutorialProp.S.END_DATE));
        result.put("tutorialName", propertyHelper.getSurface(TutorialProp.S.TUTORIAL_NAME));
        return result;
    }

解説

サーフェス定義のMapを生成し、返却します。
ここで生成したMapはManagerクラスのバリデートメソッドに渡され、発生したエラーメッセージのラベルに使用され
ます。
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マスタメンテナンスマスタメンテナンスLogicクラスの構成クラスの構成

マスタメンテナンスマスタメンテナンスManagerクラスプログラミングクラスプログラミング

マスタメンテナンスManagerクラスのサーバサイドプログラミングについて解説します。

各種各種API

マスタメンテナンスManagerクラスに各種APIを実装します。
intra-mart Accel Kaiden! 標準版のマスタマネージャは下記APIを提供しています。

機能一覧(非期間化マスタ、期間化マスタ共通)

機能概要機能概要 メソッドメソッド

主キー検索 select

主キー検索（認可設定無視） selectIgnoreAuthCompany

汎用検索 selectList

汎用検索（認可設定無視） selectListIgnoreAuthCompany

ロケール検索 selectLocales

ロケール検索（認可設定無視） selectLocalesIgnoreAuthCompany

参照検索 selectListWithReference

参照検索（認可設定無視） selectListWithReferenceIgnoreAuthCompany

キーワード検索 selectListKeywordFilter

キーワード検索（認可設定無視） selectListKeywordFilterIgnoreAuthCompany

有効化 toEnabled

有効化（認可設定無視） toEnabledIgnoreAuthCompany

無効化 toDisabled

無効化（認可設定無視） toDisabledIgnoreAuthCompany

登録 entry

登録（認可設定無視） entryIgnoreAuthCompany

削除 remove

削除（認可設定無視） removeIgnoreAuthCompany

更新 renew

更新（認可設定無視） renewIgnoreAuthCompany

機能一覧(期間化マスタ専用)

機能概要機能概要 メソッドメソッド

期間検索 selectTerms

期間検索（認可設定無視） selectTermsIgnoreAuthCompany

基準日指定検索 selectListIncluedsSearchDate

基準日指定検索（認可設定無視） selectListIncluedsSearchDateIgnoreAuthCompany

期間分割 divideTerm

期間分割（認可設定無視） divideTermIgnoreAuthCompany

期間変更 moveTerm

期間変更（認可設定無視） moveTermIgnoreAuthCompany

コラムコラム

intra-mart Accel Kaiden! マスタは「期間化マスタ」と「非期間化マスタ」の２種類が存在します。
開始日終了日を保持しているかどうかではありません。
・データ新規登録時、システムの開始日から終了日までの全期間のデータが、重複や間断なく
連続して登録される。
・削除フラグを保持し、有効無効の切り替えを行うことができる
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に該当すれば「期間化マスタ」、該当しなければ「非期間化マスタ」です。
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解説

各種APIの挙動については、それぞれのマスタマネージャのJavaDocを参照ください。
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重複チェックフィールド返却重複チェックフィールド返却

マスタメンテナンスManagerクラスに重複チェックフィールド返却メソッドに実装します。
チュートリアルのプログラムを抜粋したものを以下に掲載します。（チュートリアルマスタのマネージャはこちらチュートリアルマスタのマネージャはこちら）

    /** 重複チェック確認フィールドを返却. */
    @Override
    protected List<String> getDuplicationCheckField() {
        return Arrays.asList(new String[] {"companyCd", "tutorialCd"});
    }

解説

会社コードとチュートリアル名称を返却しています。
Managerクラスの新規登録処理時、ここで返却するフィールドキーの重複チェック処理を intra-mart Accel Kaiden!
内部の基底クラスにて行っています。
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バリデート処理バリデート処理

マスタメンテナンスManagerクラスにバリデート処理メソッドに実装します。
チュートリアルのプログラムを抜粋したものを以下に掲載します。（チュートリアルマスタのマネージャはこちらチュートリアルマスタのマネージャはこちら）

    /** 登録時入力チェック. */
    @Override
    public List<KaidenValidateResult> validate4Entry(List<?> dtoList, Map<String, String> surfaces) {
        if (dtoList == null) {
            throw KaidenIllegalParametersException.makeInstance();
        }
        return makeValidateExecuter(dtoList, surfaces, getValidateDefsDtoList4Entry()).executeAll(
                ErrorMode.ERROR_CONTINUE);
    }
    
    /** 更新時入力チェック. */
    @Override
    public List<KaidenValidateResult> validate4Renew(List<?> dtoList, Map<String, String> surfaces) {
        if (dtoList == null) {
            throw KaidenIllegalParametersException.makeInstance();
        }
        return makeValidateExecuter(dtoList, surfaces, getValidateDefsDtoList4Renew()).executeAll(
                ErrorMode.ERROR_CONTINUE);
    }
    
    /** 登録時入力チェック. */
    @Override
    public List<ValidateDefsDto> getValidateDefsDtoList4Entry() {
        List<ValidateDefsDto> result = new ArrayList<ValidateDefsDto>();
        result.add(new ValidateDefsDto("companyCd", VALID_REQUIRED));
        result.add(new ValidateDefsDto("companyCd", VALID_COMPANY_EXISTS, "companyCd", "", "true"));
        result.add(new ValidateDefsDto("tutorialCd", VALID_REQUIRED));
        result.add(new ValidateDefsDto("tutorialCd", VALID_MAX_LENGTH, "100"));
        result.add(new ValidateDefsDto("tutorialCd", VALID_KAIDEN_ID));
        result.add(new ValidateDefsDto("localeId", VALID_REQUIRED));
        result.add(new ValidateDefsDto("localeId", VALID_LOCALE));
        result.add(new ValidateDefsDto("tutorialName", VALID_REQUIRED));
        result.add(new ValidateDefsDto("tutorialName", VALID_MAX_LENGTH, "250"));
        result.add(new ValidateDefsDto("startDate", VALID_REQUIRED));
        result.add(new ValidateDefsDto("startDate", VALID_DATE));
        result.add(new ValidateDefsDto("endDate", VALID_REQUIRED));
        result.add(new ValidateDefsDto("endDate", VALID_DATE));
        result.add(new ValidateDefsDto("endDate", VALID_DATE_MIN, "startDate"));
        result.add(new ValidateDefsDto("deleteFlag", VALID_FLAG));
        return result;
    }
    
    /** 更新時入力チェック. */
    @Override
    public List<ValidateDefsDto> getValidateDefsDtoList4Renew() {
        List<ValidateDefsDto> result = new ArrayList<ValidateDefsDto>();
        result.add(new ValidateDefsDto("companyCd", VALID_REQUIRED));
        result.add(new ValidateDefsDto("companyCd", VALID_COMPANY_EXISTS, "companyCd", "", "true"));
        result.add(new ValidateDefsDto("tutorialCd", VALID_REQUIRED));
        result.add(new ValidateDefsDto("tutorialCd", VALID_MAX_LENGTH, "100"));
        result.add(new ValidateDefsDto("tutorialCd", VALID_KAIDEN_ID));
        result.add(new ValidateDefsDto("termCd", VALID_REQUIRED));
        result.add(new ValidateDefsDto("termCd", VALID_MAX_LENGTH, "50"));
        result.add(new ValidateDefsDto("termCd", VALID_KAIDEN_ID));
        result.add(new ValidateDefsDto("localeId", VALID_REQUIRED));
        result.add(new ValidateDefsDto("localeId", VALID_LOCALE));
        result.add(new ValidateDefsDto("tutorialName", VALID_REQUIRED));
        result.add(new ValidateDefsDto("tutorialName", VALID_MAX_LENGTH, "250"));
        result.add(new ValidateDefsDto("startDate", VALID_REQUIRED));
        result.add(new ValidateDefsDto("startDate", VALID_DATE));
        result.add(new ValidateDefsDto("endDate", VALID_REQUIRED));
        result.add(new ValidateDefsDto("endDate", VALID_DATE));
        result.add(new ValidateDefsDto("endDate", VALID_DATE_MIN, "startDate"));
        return result;
    }

解説

新規登録前にvalidate4Entryメソッド、更新前にvalidate4Renewメソッドが実行されることを想定しています。
チュートリアルでは intra-mart Accel Kaiden! 基底クラスにて新規登録時と更新時に呼び出されています。（そのた
めチュートリアルのLogicには記載がありません。）

new ValidateDefsDto(“フィールドキー”, “バリデーションID”, 引数．．．)とすることで、バリデーションの定義ができま
す。
バリデーション定義をリストにセットしていき、makeValidateExecuter(dtoList, surfaces, list)にてバリデーションが
実施されます。

コラムコラム

intra-mart Accel Kaiden!
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バリデーション定義については 標準バリデーションのリファレンス標準バリデーションのリファレンス  を参照ください。
intra-mart Accel Kaiden!
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マスタメンテナンスマスタメンテナンスManagerクラスの構成クラスの構成

構成はこちら構成はこちら

ヘルパー（ヘルパー（Helper））

intra-mart Accel Kaiden! のヘルパーは各種処理支援を行うAPIを提供しています。
本項ではヘルパーの呼び出しと作成方法について解説します。

intra-mart Accel Kaiden!
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項目項目

ヘルパーの呼び出しヘルパーの呼び出し
ヘルパーの作成ヘルパーの作成

ヘルパーの呼び出しヘルパーの呼び出し

呼び出す場所については特に制限はなく、どこからでも使用できます。
intra-mart Accel Kaiden! の通貨関連ヘルパークラスを呼び出すサンプルを以下に掲載します。

@Resourceアノテーションによるコンポーネント取得

    @Resource
    public CurrencyHelper currencyHelper;
    
    public void xxxMethod() {
        String currencyCd = currencyHelper.getCompanyCurrencyCd("会社コード");
    }

クラス名を指定してコンポーネント取得

    public CurrencyHelper currencyHelper;
    
    public void xxxMethod() {
        currencyHelper = SingletonS2Container.getComponent(CurrencyHelper.class);
        String currencyCd = currencyHelper.getCompanyCurrencyCd("会社コード");
    }

ヘルパーの作成ヘルパーの作成

業務要件に応じて作成してください。
作成する際は intra-mart Accel Kaiden! が提供しているヘルパークラスを拡張するのではなく、新規のヘルパークラスを作成して
ください。

注意注意

intra-mart Accel Kaiden! 標準ではクラス名を指定してヘルパークラスのコンポーネント取得をしており、ヘル
パークラスが拡張されることを想定していません。

intra-mart Accel Kaiden!
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バリデーションバリデーション

intra-mart Accel Kaiden! でのサーバサイドバリデーションについて、
バリデータクラスの作成、バリデータクラスの実行をそれぞれ解説します。

項目項目

バリデータ（バリデータ（validator）の作成）の作成
バリデーション実行バリデーション実行

バリデータ（バリデータ（validator）の作成）の作成

バリデータのサンプルを掲載します。

package jp.co.slcs.kaiden2.base.foundation.util.validate;

import java.util.List;
import java.util.Map;
import jp.co.slcs.kaiden2.base.foundation.conf.BaseProp;
import jp.co.slcs.kaiden2.base.foundation.util.CollectionUtil;
import jp.co.slcs.kaiden2.base.foundation.util.StringUtil;

/**
 * XXXチェックバリデータ.
 */
public class XxxValidator extends KaidenAbstractValidator implements KaidenValidatorIF {
    
    /** バリデートエラー時のデフォルトメッセージキー . */
    private static final String DEFAULT_ERROR_MESSAGE_KEY = BaseProp.M.XXXX;
    
    /**
     * コンストラクタ.
     */
    public XxxValidator() {
        super();
    }
    
    /**
     * 判定処理.
     */
    public boolean isValid(Object value) {
        // チェック処理を実装します。
        // チェックOKの場合はtrue,NGの場合はfalseを返却します。
        return true;
    }
    
    /**
     * valueMapから指定されたfieldKeyを取得し、チェックを行います。<br>
     */
    @Override
    public KaidenValidateResult executeValidate(Map<String, Object> valueMap, String fieldKey, String[] args,
            Map<String, String> surfaces) {
        
        inputCheck(valueMap);
        
        Object value = valueMap.get(fieldKey);
        
        KaidenValidateResult result = super.makeNewValidateResult(fieldKey, surfaces, StringUtil.toString(value));
        
        // 判定処理
        if (!isValid(value)) {
            setErrorDetail(result, DEFAULT_ERROR_MESSAGE_KEY);
        }
        
        return result;
    }
    
}

解説

jp.co.slcs.kaiden2.base.foundation.util.validate.KaidenValidatorIFによってexecuteValidateメソッドの実装が強制されており、
このメソッドがコールされることでバリデーションが実施されます。

結果をバリデート実行結果オブジェクトにセットし、返却します。

コラムコラム

intra-mart Accel Kaiden! 標準では、バリデータクラスはdiconファイルに設定していますが本項では割愛します。

バリデーション実行バリデーション実行

intra-mart Accel Kaiden!
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上記で作成したバリデータクラスを使用してバリデーションを行う実装方法を解説します。

        // 検証対象データMap
        Map<String, Object> dataMap = new HashMap<String, Object>();
        dataMap.put("companyCd", "");
        // エラーメッセージ用サーフェスMap
        Map<String, String> surfaceMap = new HashMap<String, String>();
        surfaceMap.put("companyCd", "会社コード");
        
        // サーバサイドバリデート実行クラス
        KaidenValidateExecutor validateExecutor = new KaidenValidateExecutor(dataMap, surfaceMap);
        // バリデート定義を追加
        validateExecutor.addValidateDef("companyCd", "xxx");
        
        // バリデート実行
        List<KaidenValidateResult> validateResult = validateExecutor.executeAll();

解説

validateExecutor.addValidateDef(“companyCd”, “xxx”); で、チェック対象のフィールドキーとバリデーションIDを指定します。

コラムコラム

バリデーションIDはdiconファイルに設定したコンポーネント名から”Validator”の文字列を除去したものになりま
す。

マネージャ（マネージャ（Manager））

intra-mart Accel Kaiden! のマネージャはデータベース操作のAPIを提供しています。
本項ではマネージャの呼び出しと作成方法について解説します。

intra-mart Accel Kaiden!
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項目項目

マネージャの構成マネージャの構成
マネージャの呼び出しマネージャの呼び出し
マネージャの作成マネージャの作成

会社認可会社認可
SQLファイル検索ファイル検索
キーワード検索キーワード検索

マネージャの構成マネージャの構成

intra-mart Accel Kaiden! のマネージャには、継承するクラスの違いにより「マスタマネージャ」「申請書ガジェットマネージャ」「そ
の他マネージャ」に分類できます。

マネージャの呼び出しマネージャの呼び出し

呼び出す場所については特に制限はなく、どこからでも使用できます。
intra-mart Accel Kaiden! の勘定科目マスタマネージャクラスを呼び出すサンプルを以下に掲載します。

@Resourceアノテーションによるコンポーネント取得

    @Resource
    public AccountManager accountManager;
    
    public void xxxMethod() {
        accountManager.xxxx();
    }

コンポーネント名を指定してコンポーネント取得

    public AccountManager accountManager;
    
    public void xxxMethod() {
        accountManager = SingletonS2Container.getComponent("accountManager");
        accountManager.xxxx();
    }

コラムコラム

intra-mart Accel Kaiden! 標準ではマネージャクラスでは、@Resourceアノテーションを使用しないコンポーネン
ト取得はコンポーネント名指定で行っています。

マネージャの作成マネージャの作成

最上位クラスのjp.co.slcs.kaiden2.base.foundation.manager.AbstractGenericManagerで提供している機能について、ポイント
のみ解説していきます。
基本的な検索・登録・更新・削除のメソッドについては言及しません。

会社認可会社認可

会社認可を参照するメソッド、しないメソッドが用意されていますので、必要に応じてマネージャに実装できます。

会社認可を参照するAPIはjp.co.slcs.kaiden2.base.foundation.manager.AuthorityCriteriaDtoを引数で受け取ります。
AuthorityCriteriaDtoには以下の内容が設定されており、認可設定で許可されているかどうかを判定します。

アクション

intra-mart Accel Kaiden!
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認可判定基準日
認可判定ユーザ （省略時はログインユーザを利用）
認可判定ロケール

SQLファイル検索ファイル検索

複雑なSQL文を実行するためにSQLファイルによる検索メソッドが用意されています。

サービスクラスとSQLファイル名(パス除く)を引数で受け取ります。
「”WEB-INF/classes/META-INF/sql” + “サービスクラスのパッケージ” + “サービスクラス名”」のSQLファイルを
intra-mart Accel Kaiden! 基底クラスが取得しています。

また、引数のlikeTargetにカラムを指定すると、部分一致検索条件に変換されます。

キーワード検索キーワード検索

キーワード検索を実行するメソッドを用意しています。
intra-mart Accel Kaiden! ではマスタメンテナンス画面の汎用検索画面で使用しており、
一つのテキストボックスに入力した値を複数カラムに対して検索を実施できます。

intra-mart Accel Kaiden!
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ログ出力ログ出力

intra-mart Accel Kaiden! でのログ出力はjp.co.slcs.kaiden2.base.foundation.util.log.KaidenLoggerクラスを使用します。
以下のログレベルで出力できます。

trace (最も軽微)
debug
info
warn
error (最も重大)

    String logMsg = "ログメッセージ";

    // traceログを出力
    KaidenLogger.trace(logMsg);

    // debugログを出力
    KaidenLogger.debug(logMsg);

    // infoログを出力
    KaidenLogger.info(logMsg);

    // warnログを出力
    KaidenLogger.warn(logMsg);
    
    // errorログを出力
    KaidenLogger.error(logMsg);

コラムコラム

KaidenLoggerクラスを使用すると、ロガー名は「KAIDEN_LOG」となり、ログ設定は「WEB-
INF/conf/log/kaiden_logger.xml」で設定されます。

コラムコラム

KaidenLoggerクラスのJavaDocを参照ください。
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国際化国際化

intra-mart Accel Kaiden! でのメッセージ、サーフェスはjp.co.slcs.kaiden2.base.foundation.helper.PropertyHelperクラスを使
用して取得できます。

    /** PropertyHelper. */
    @Resource
    public PropertyHelper propertyHelper;
    
    public void xxx() {
        // ロケールを指定してメッセージを取得
        propertyHelper.getMessage(Locale.JAPANESE, "メッセージキー", "置換文字列");
        
        // ロケールを指定しないでメッセージを取得
        propertyHelper.getMessage("メッセージキー", "置換文字列");
        
        // ロケールを指定してサーフェスを取得
        propertyHelper.getSurface(Locale.JAPANESE, "サーフェスキー", "置換文字列");
        
        // ロケールを指定しないでサーフェスを取得
        propertyHelper.getSurface("サーフェスキー", "置換文字列");
    }

コラムコラム

メッセージ設定ファイル名は「モジュールID_messages_言語ID.xml」、サーフェス設定ファイル名は「モジュール
ID_surfaces_言語ID.xml」となります。
ファイルの配置場所は「WEB-INF/classes/jp/co/slcs/kaiden2/」です。

注意注意

メッセージ設定ファイルやサーフェス設定ファイルの設定では、異なるファイルであってもキーが重複しないように
注意してください。

コラムコラム

本ドキュメント・チュートリアルの「マスタメンテナンス機能を作ろうマスタメンテナンス機能を作ろう」でサーフェスを取得していますので、参考に
してください。

コラムコラム

PropertyHelperクラスの詳細はJavaDocを参照ください。

ワークフローモジュール

intra-mart Accel Kaiden!

103

index.html#document-texts/basic/mastermaintenance/tutorial


ガジェット構成
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申請書ガジェット申請書ガジェット

申請書（ IM-Workflow ）で利用されることを目的に作られたガジェットを申請書ガジェットと呼んでいます。
申請書ガジェットでは、前述の事項に加えて以下のような特記事項があります。

バリエーション違いの互換性バリエーション違いの互換性

intra-mart Accel Kaiden! にて提供している申請書ガジェットは、
ガジェットクラスが同じであればガジェットバリエーションが異なってもデータの互換性があるようにしています。
実際にはデータベーステーブルは同一のものを利用し、バリエーションが違うものは画面レイアウト（や若干の入力項目）の差異
があるという位置づけです。

ガジェットインスタンスの採番方法ガジェットインスタンスの採番方法

前述の通り、ガジェットクラス・ガジェットバリエーションはそのガジェットの種類などを表します。
ガジェットインスタンスは、同一ガジェットの同時利用を行えるようにするための連番です。

ただし、申請書機能では、ガジェットインスタンスはガジェットクラスごとの連番で割り振られます。

ガジェットクラスガジェットクラス ガジェットバリエーションガジェットバリエーション ガジェットインスタンスガジェットインスタンス

gadgetA v01 0

gadgetA v02 1

gadgetB v02 0

gadgetB v01 1

gadgetA v02 2
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申請書ガジェットマスタデータ申請書ガジェットマスタデータ

項目項目

「申請書ガジェットマスタデータ」について「申請書ガジェットマスタデータ」について
申請書ガジェットマスタ申請書ガジェットマスタ
申請書ガジェット概要マスタ申請書ガジェット概要マスタ
申請書ガジェットタグマスタ申請書ガジェットタグマスタ
申請書ガジェットサーフェスマスタ申請書ガジェットサーフェスマスタ
申請書ガジェットブロックマスタ申請書ガジェットブロックマスタ
申請書ガジェットフィールドグループマスタ申請書ガジェットフィールドグループマスタ
申請書ガジェットフィールドマスタ申請書ガジェットフィールドマスタ

「申請書ガジェットマスタデータ」について「申請書ガジェットマスタデータ」について

申請書ガジェットの情報はデータベース上で保持します。
情報は以下のテーブルで保持し、以下すべてのテーブルデータを総称して「申請書ガジェットマスタデータ」と呼びます。

申請書ガジェットマスタ
申請書ガジェット概要マスタ
申請書ガジェットタグマスタ
申請書ガジェットサーフェスマスタ
申請書ガジェットブロックマスタ
申請書ガジェットフィールドグループマスタ
申請書ガジェットフィールドマスタ

申請書ガジェット作成時には申請書ガジェットマスタデータを検討の上、各テーブルにデータを投入する必要があります。
各テーブルデータの詳細は次項以降で解説します。

申請書ガジェットマスタ申請書ガジェットマスタ

申請書ガジェットの根幹となる情報を保持するマスタです。

ガジェットクラス ガジェットの種別をあらわします。
intra-mart Accel Kaiden! 標準では日当明細ガジェットは「allowanceDetail」、宿泊明細ガジェットは
「lodgeDetail」となります。

ガジェットバリエーショ
ン

同一ガジェット種別で画面レイアウト違いを識別します。
intra-mart Accel Kaiden! 標準では日当明細ガジェット(国内向け)は「v01」、日当明細ガジェット(海
外向け)は「v02」となります。

JSPパス JSPファイルのパスを設定します。

JAVAクラスパス JAVAクラスパスを設定します。

サーフェスキー ガジェットのタイトルとなるサーフェスキーを設定します。
後述するガジェットサーフェスマスタのサーフェスキーと紐づけます。

ソートキー ソートキーを設定します。

申請書ガジェット概要マスタ申請書ガジェット概要マスタ

申請書ガジェットの概要情報を保持するマスタです。

ガジェット名 ガジェット名を設定します。
使用するロケール分のレコードデータを定義する必要があります。

ガジェット概要 ガジェット概要を設定します。
ガジェットマスタメンテナンス画面のツールチップとなります。
使用するロケール分のレコードデータを定義する必要があります。

申請書ガジェットタグマスタ申請書ガジェットタグマスタ

ガジェットの属性を保持するマスタです。

タグ タグを設定します。

コラムコラム

下記のタグが存在し、設定することでガジェットに属性が付与され、ガジェット属性ごとの振る舞いを定義できま
す。
intra-mart Accel Kaiden! 標準のガジェットには下記以外のタグも設定されていますが、将来拡張用のタグです。
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タグ分類タグ分類 タグ名タグ名 説明説明

制約 constraintDuplicationSelf 申請書内で自身と重複を禁止します。

制約 constraintDuplicationClass 申請書内で同ガジェットクラスと重複を禁止します。

対象申請書
タイプ

appAdvance 対象申請書タイプ「事前申請」を設定します。
申請書マスタメンテナンスで申請書タイプ「事前申請書」を選
択した場合、選択できるガジェットになります。

対象申請書
タイプ

appSettle 対象申請書タイプ「精算申請」を設定します。
申請書マスタメンテナンスで申請書タイプ「精算申請書」を選
択した場合、選択できるガジェットになります。

対象申請書
タイプ

appNormal 対象申請書タイプ「一般」を設定します。
申請書マスタメンテナンスで申請書タイプ「一般」を選択した場
合、選択できるガジェットになります。

申請書ガジェットサーフェスマスタ申請書ガジェットサーフェスマスタ

ガジェットのサーフェス情報を保持するマスタです。
サーフェスキーに対して、システムで使用するロケール分のレコードデータを定義する必要があります。

申請書ガジェットブロックマスタ申請書ガジェットブロックマスタ

ガジェットのブロック情報を保持するマスタです。
ブロックIDに対して、ブロックタイプ、ソートキー、サーフェスキーを設定します。

ブロックID ブロックIDを設定します。

ブロックタイプ 「normal」「detail」のいずれかを設定します。
明細行を保持しない場合は「normal」を設定します。
明細行を保持する場合は「detail」を設定します。

ソートキー ソートキーを設定します。将来拡張用の項目です。

サーフェスキー ガジェットのタイトルとなるサーフェスのキーを設定しま
す。

コラムコラム

ブロックIDは、ガジェット入力データを保持するトランザクションテーブル１つに対応して定義します。
例えば intra-mart Accel Kaiden! 標準の「交際明細ガジェット」の場合、ブロックIDを３つ定義しています。

ブロックブロックID ブロックタイプブロックタイプ 対応するトランザクションテーブル対応するトランザクションテーブル

entInfTable normal 交際明細テーブル

entInfOthDtlTable detail 交際明細先方明細テーブル

entInfOurDtlTable detail 交際明細当社明細テーブル

申請書ガジェットフィールドグループマスタ申請書ガジェットフィールドグループマスタ

ガジェットのフィールドグループ情報を保持するマスタです。
役割としては以下になります。

「ガジェットフィールド」のグルーピング
「ガジェットブロック」との紐づけ
必須タイプの設定

ブロックID ガジェットブロックマスタのブロックIDに紐づけて設定します。

フィールドグループID フィールドグループIDを設定します。

サーフェスキー ガジェットサーフェスマスタのサーフェスキーに紐づけて設定します。
ここで紐づけたサーフェスは申請書マスタメンテナンスのガジェット項目の任意/必須切り替え
画面のラベルとなります。

必須タイプ 項目の任意/必須を設定します。
「0:変更可能(デフォルト任意)」「1:変更可能(デフォルト必須)」「a:常時任意」「b:常時必須」か
ら選択します。

ソートキー ソートキーを設定します。将来拡張用の項目です。

コラムコラム

必須タイプが「変更可能」である場合は申請書マスタメンテナンスで項目の任意/必須を切り替えることができま
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す。

注意注意

項目の任意/必須は申請書マスタメンテナンスで切り替えられるようにするため、
ガジェットの入力データを保持するトランザクションテーブルには基本的にNotNull制約を付与しないでください。

申請書ガジェットフィールドマスタ申請書ガジェットフィールドマスタ

ガジェットのフィールド情報を保持するマスタです。

ブロックID ガジェットブロックマスタのブロックIDに紐づけて設定します。

フィールドキー フィールドキーを設定します。

フィールドグループID ガジェットフィールドマスタのフィールドグループIDに紐づけて設定しま
す。

サーフェスキー ガジェットサーフェスマスタのサーフェスキーに紐づけて設定します。
ここで紐づけたサーフェスは申請書ガジェットのラベルとなります。

ソートキー ソートキーを設定します。将来拡張用の項目です。

クライアントサイド
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申請書ガジェットの設定内容取得申請書ガジェットの設定内容取得

申請書ガジェットでは、サーフェースの内容や「申請書マスタメンテナンス」で設定された内容をスクリプトレット（EL式）にて取り
出せます。

「jp.co.slcs.kaiden2.extension_imw.foundation.imw_page.AbstractImwPageDto」をappDtoという名前で取り出せます。
詳しくはAPIリストを参照してください

以下にJSPのコーディング例を示します

<!-- 設定内容の取り出し -->
<c:set var="gadget" value="${appDto.gadgets[gadgetId]}" />
<c:set var="block" value="${gadget.blocks[gadgetBlockId]}" />

<!--サーフェスの取り出し -->
<%-- タイトル --%>
<c:set var="surfaceChapterTitle">${gadget.surfaces["chapterTitle"]}</c:set>
<%-- テキスト --%>
<c:set var="surfaceTutorialText">${gadget.surfaces["tutorialText"]}</c:set>

<!-- 入力区分 / 必須区分の取り出し -->
<%-- テキスト --%>
<c:set var="modeTutorialText">${nomal.fields["tutorialText"].inputType}</c:set>
<c:set var="reqTutorialText" >${nomal.fields["tutorialText"].requiredFlag}</c:set>

スマートフォン用のスマートフォン用のJSP作成作成
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項目項目

データの取得と画面表示データの取得と画面表示

PC版のJSPではjavascript(jQuery)などを利用して、データの表示などを行っていましたが、
スマートフォン版のJSPでは、javascriptは利用せずに、JSPのみで作成しています。
※一部jQueryモバイルの機能を利用しています。

コラムコラム

データの表示がないJSPでも「ファイル名 + “_sp.jsp”」を用意しておく必要があります。

データの取得と画面表示データの取得と画面表示

以下のようにEL式(function)の「kimw:load4View」にて、通常ajaxにてデータを取得しているところを、スクリプトレット(EL式）にて
データを取得できます。

 <%@ taglib prefix="kimw" uri="http://kaiden.slcs.co.jp/taglib/imw" %>

 <c:set var="gadgetClass">ガジェットクラス</c:set>
 <c:set var="gadgetVariation">ガジェットバリエーション</c:set>
 <c:set var="gadgetInstance">${param.gadget_instance}</c:set>
 <c:set var="gadgetId">${gadgetClass}_${gadgetVariation}_${gadgetInstance}</c:set>
 <c:set var="componentName">コンポーネント名</c:set>
 <c:set var="imwSystemMatterId">${param.imwSystemMatterId}</c:set>
 <c:set var="imwUserDataId">${param.userDataId}</c:set>
 <c:set var="searchCriteriaCompany">${param.searchCriteriaCompany}</c:set>

<%-- ガジェットデータの読み込み --%>
<c:set var="gadgetResponse" value="${kimw:load4View(componentName, imwSystemMatterId, imwUserDataId, gadgetId, searchCriteriaCompany)}"></c:set>

<%-- ガジェットデータを画面に表示 --%>
<c:forEach items="${gadgetResponse.data[TMテーブルID]}" var="detailData">
  <c:out value="${detailData.item1}">
  <c:out value="${detailData.item2}">
  <c:out value="${detailData.item3}">
</c:forEach>

コラムコラム

コンポーネント名は、ajax通信するActionクラスの名前を指定します。
指定された名前でDIコンテナから取り出して処理します。

サーバサイド

申請書ガジェット申請書ガジェットActionクラスプログラミングクラスプログラミング

申請書ガジェットActionクラスのサーバサイドプログラミングについて解説します。
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ロジッククラスの呼び出しロジッククラスの呼び出し

項目項目

チュートリアルプログラムチュートリアルプログラム
画面表示データ取得メソッド画面表示データ取得メソッド(view)
申請書コピーデータ取得メソッド申請書コピーデータ取得メソッド(viewForCopy)
過去案件詳細画面表示データ取得メソッド過去案件詳細画面表示データ取得メソッド(viewArchive)

アクションクラスにてロジッククラスのメソッドを呼び出します。
３つのパターンがありますので、それぞれについて解説します。

チュートリアルプログラムチュートリアルプログラム

チュートリアルのプログラムを抜粋したものを以下に掲載します。（チュートリアルガジェットのアクションはこちらチュートリアルガジェットのアクションはこちら）

/**
 * チュートリアルガジェット基底クラス（Action）.
 */
public abstract class AbstractGadgetTutorialActionBase implements GadgetActionIF {
    
    // 中略・・・
    
    /** 画面表示用データを返却. */
    @Override
    public LogicResultDto getViewData() {
        return getLogic().view(getForm(), new ConvertForJsonSource());
    }
    
    // 中略・・・
    
    /** 申請書コピーのデータロード. */
    @Override
    @Execute(validator = false)
    public String loadCopy() {
        ResponseWriter.writeJSon(JSON.encode(getLogic().viewForCopy(getForm(), getConvertor())));
        return null;
    }
    
    // 中略・・・
    
    /** 過去案件詳細画面のデータロード. */
    @Override
    @Execute(validator = false)
    public String loadArchiveMatterDetail() {
        ResponseWriter.writeJSon(JSON.encode(getLogic().viewArchive(getForm(), getConvertor())));
        return null;
    }
    
    // 中略・・・
}

コラムコラム

後述する申請書ガジェットマネージャクラスでview,viewForCopy,viewArchiveに対応するメソッド
があります。
下記の違いを意識した取得方法を実装してください。

画面表示データ取得メソッド画面表示データ取得メソッド(view)

対象の申請書自身の情報を取得する際に使用します。

申請書コピーデータ取得メソッド申請書コピーデータ取得メソッド(viewForCopy)

申請書コピー機能使用時に使用します。
画面表示データ取得メソッド(view)とはマスタ参照時の基準日を切り替える必要がある点で異なるため、viewとは
別メソッドとなっています。

view・・・対象の申請書自身の基準日
viewForCopy・・・コピー先申請書の基準日

過去案件詳細画面表示データ取得メソッド過去案件詳細画面表示データ取得メソッド(viewArchive)

intra-martのアーカイブ機能によって過去案件となった申請書情報を取得する際に使用します。
画面表示データ取得メソッド(view)とは取得対象テーブルが異なるため、viewとは別メソッドとなっています。
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表示値の書式変換処理表示値の書式変換処理

ガジェットに表示する値の書式変換処理は、Actionクラスに書式変換クラスを実装し、Logic呼び出し時の引数に指
定しています。
チュートリアルで作成したチュートリアルガジェットでは、「金額」項目に対して書式変換しています。
チュートリアルのプログラムを抜粋したものを以下に掲載します。（チュートリアルガジェットのアクションはこちらチュートリアルガジェットのアクションはこちら）

/**
 * チュートリアルガジェット基底クラス（Action）.
 */
public abstract class AbstractGadgetTutorialActionBase implements GadgetActionIF {
    
    /** 処理画面のデータロード. */
    @Override
    @Execute(validator = false)
    public String loadProcess() {
        ResponseWriter.writeJSon(JSON.encode(getViewData()));
        return null;
    }
    
    /** 画面表示用データを返却. */
    @Override
    public LogicResultDto getViewData() {
        return getLogic().view(getForm(), getConvertor());
    }
    
    /** 書式変換設定を返却. */
    protected TutorialConvertor getConvertor() {
        return new TutorialConvertor(getForm());
    }
    
    /** チュートリアルガジェットの書式変換. */
    private class TutorialConvertor extends ConvertForJsonSource {
        
        /** リクエストパラメータ. */
        private final AbstractImwPageForm frm;
        
        /** NumberHelper. */
        private final NumberHelper numberHelper;
        
        /** コンストラクタ. */
        public TutorialConvertor(AbstractImwPageForm frm) {
            this.frm = frm;
            numberHelper = SingletonS2Container.getComponent(NumberHelper.class);
        }
        
        /** 入力項目用書式変換. */
        @Override
        protected Map<String, Object> formatPlainValue(Map<String, Object> map, Stack<String> fldNameStack) {
            
            Map<String, Object> result = new HashMap<String, Object>(map);
            
            // 金額の書式変換
            if (result.containsKey(TUTORIAL_AMOUNT)) {
                BigDecimal amount = (BigDecimal) result.get(TUTORIAL_AMOUNT);
                
                Object currencyCd = result.get(TUTORIAL_CURRENCY_CD);
                result.put(TUTORIAL_AMOUNT,
                        numberHelper.formatCurrencyAmount4Input(amount, frm.searchCriteriaCompany, (String) currencyCd));
            }
            
            return result;
        }
        
        /** 表示項目用書式変換. */
        @Override
        protected Map<String, String> formatFormatedValue(Map<String, Object> map, Stack<String> fldNameStack) {
            Map<String, String> result = super.formatFormatedValue(map, fldNameStack);
            
            // 金額の書式変換
            if (map.containsKey(TUTORIAL_AMOUNT)) {
                BigDecimal amount = (BigDecimal) map.get(TUTORIAL_AMOUNT);
                Object currencyCd = map.get(TUTORIAL_CURRENCY_CD);
                result.put(TUTORIAL_AMOUNT,
                        numberHelper.formatCurrencyAmount4View(amount, frm.searchCriteriaCompany, (String) currencyCd));
            }
            
            return result;
        }
        
    }
}

解説
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チュートリアルではTutorialConvertorという書式変換クラスをインナークラスで作成しています。
書式変換クラスには、入力項目用書式変換を行うformatPlainValueメソッドと、表示項目用書式変換を行う
formatFormatedValueメソッドを実装します。
このインナークラスは、Logic呼び出し時に引数に渡し、Logicで書式変換処理を実行します。

コラムコラム

業務固有の書式変換処理が不要である場合は、
jp.co.slcs.kaiden2.base.foundation.util.ConvertForJsonSourceクラスを渡してください。

コラムコラム

申請書ガジェットActionクラスは画面表示処理の際に呼ばれますが、申請、承認などワークフローアクション処理
時には呼ばれません。

コラムコラム

ガジェットバリエーション違いで異なる実装をすべきかどうかを検討し、「業務基底アクションクラス」「業務アク
ションクラス」の実装を行ってください。
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申請書ガジェット申請書ガジェットActionクラスの構成クラスの構成

申請書ガジェット申請書ガジェットLogicクラスプログラミングクラスプログラミング

申請書ガジェットLogicクラスのサーバサイドプログラミングについて解説します。
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画面表示処理画面表示処理

申請書ガジェットLogicクラスの画面表示処理について解説します。
基底クラスで実行される処理の流れに沿って、業務ロジックで実装する処理を呼び出される順番で解説していきま
す。
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データの取得

データ取得処理メソッドを実装します。
業務ロジックにて実装することが強制されています。
メソッド名は、画面表示データの取得は「selectBlockDatasForView」、申請書コピーデータの取得は
「selectBlockDatasForCopy」、
過去案件詳細画面表示データの取得は「selectBlockDatasForArchive」であり、それぞれ実装する必
要があります。
チュートリアルのプログラムを抜粋したものを以下に掲載します。（チュートリアルガジェットのロジックチュートリアルガジェットのロジック
はこちらはこちら）

    /** 初期表示用検索詳細処理. */
    @Override
    protected Map<String, Object> selectBlockDatasForView(CriteriaForSqlDto criteria) {
        Map<String, Object> result = new HashMap<String, Object>();
        
        if (StringUtil.isEmpty(criteria.systemMatterId)
                || (StringUtil.isEmpty(criteria.userDataId) && !criteria.searchFromArchiveFlag)) {
            // 新規申請の場合
            result.put(BLOCK_KEY_TUTORIAL_TABLE, new ArrayList<GadgetTutorialManagerDto>());
        } else {
            // 新規申請でない場合
            result.put(BLOCK_KEY_TUTORIAL_TABLE, gadgetTutorialManager.selectView(criteria));
        }
        return result;
    }
    
    /** 申請書コピー用検索詳細処理. */
    @Override
    protected Map<String, Object> selectBlockDatasForCopy(CriteriaForSqlDto criteria) {
        Map<String, Object> result = new HashMap<String, Object>();
        result.put(BLOCK_KEY_TUTORIAL_TABLE, gadgetTutorialManager.selectViewForCopy(criteria));
        return result;
    }
    
    /** 過去案件用検索詳細処理. */
    @Override
    protected Map<String, Object> selectBlockDatasForArchive(CriteriaForSqlDto criteria) {
        // アーカイブは考慮しない
        return new HashMap<String, Object>();
    }

解説

selectBlockDatasForView

画面表示データの検索処理を実装します。
システム案件IDとユーザデータIDの有無で新規申請かどうかを判定しています。
新規申請でない場合は登録済みのトランザクションデータを取得し、ガジェットブロックIDをマップ
キーにして返却します。

注意注意

新規申請の場合はnullを返さないように注意してください。

selectBlockDatasForCopy

申請書コピーデータの検索処理を実装します。
検索結果をガジェットブロックIDをマップキーにして返却します。
selectBlockDatasForViewとは異なるマネージャAPIを使用している点に注意してください。

selectBlockDatasForArchive

過去案件詳細画面表示データの検索処理を実装します。
検索結果をガジェットブロックIDをマップキーにして返却します。
アーカイブアーカイブ については別途解説しますのでここでは割愛します。
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検索データのマスタ整合性チェック

取得したデータのマスタ存在チェック処理を実装します。
業務ロジックにて実装することが強制されています。
メソッド名は、「checkSelectedData」とします。
チュートリアルのプログラムを抜粋したものを以下に掲載します。（チュートリアルガジェットのロジックチュートリアルガジェットのロジック
はこちらはこちら）

    /** 検索結果のマスタ整合性チェック. */
    @Override
    protected List<ErrorDetailDto> checkSelectedData(Map<String, Object> dataMap, ProcessType processType) {
        List<ErrorDetailDto> result = new ArrayList<ErrorDetailDto>();
        for (Entry<String, Object> dataEs : dataMap.entrySet()) {
            if (BLOCK_KEY_TUTORIAL_TABLE.equals(dataEs.getKey())) {
                @SuppressWarnings("unchecked")
                List<GadgetTutorialManagerDto> sqlResultList = CollectionUtil.castListContent(
                        (List<? extends KaidenDto>) dataEs.getValue(), GadgetTutorialManagerDto.class);
                for (GadgetTutorialManagerDto sqlResult : sqlResultList) {
                    if (isNotEmpty(sqlResult.tutorialCurrencyCd) && isEmpty(sqlResult.tutorialCurrencyName)) {
                        String[] fieldId = getArgs("tutorialCurrencyCd", "tutorialCurrencyName");
                        String masterName = propertyHelper.getSurface(contextHelper.getLoginUserLocale(),
                                BaseProp.S.CURRENCY);
                        String[] values = getArgs(sqlResult.tutorialCurrencyCd, sqlResult.tutorialCurrencyName);
                        String message = propertyHelper.getMessage(ProductWorkflowProp.M.W0005, masterName);
                        result.add(new ErrorDetailDto(BLOCK_KEY_TUTORIAL_TABLE, fieldId, null, masterName, values,
                                message));
                    }
                }
            }
        }
        return result;
    }

解説

検索結果のマスタ整合性チェック処理を実装します。
この処理は「画面表示データ検索」「申請書コピーデータ検索」「過去案件詳細画面表示データ検索」
で取得したデータに対して実施されます。
チュートリアルでは、トランザクションテーブルの通貨コードに紐づく|common_imm_name| 通貨マス
タの整合性をチェックしています。

マスタ不整合が発生していると判定した場合、「フィールドキー」「マスタ名」「フィールド値」「エラー
メッセージ」を、
エラー情報保持用のオブジェクトにセットして、返却します。

コラムコラム

マスタ不整合情報として「フィールドキー」「マスタ名」「フィールド値」「エラーメッセー
ジ」をセットして返却していますが、
intra-mart Accel Kaiden! 標準では画面に表示していません。（マスタ不整合が発生
しているかどうかのみ）
詳細な不整合情報を画面に表示するための拡張向けの情報となります。
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書式変換処理

取得データの書式変換処理を実装します。
アクションクラスから渡された書式変換クラスを使用します。

また、業務ロジックでの実装は必須ではありませんが、ガジェットブロックタイプが「normal」の場合、こ
こでList形式からMap形式に変換する必要があります。
メソッド名は「mapConvert」とします。

    /** JSON出力用の形式に変換し同時に書式も設定. */
    @Override
    protected Map<String, Object> mapConvert(Map<String, Object> dataMap, ConvertForJsonSource converter,
            ProcessType processType) {
        
        // チュートリアルガジェットはガジェットブロックタイプが「normal」ですので、ListからMapに変換しています
        @SuppressWarnings("unchecked")
        List<GadgetTutorialManagerDto> listDto = (List<GadgetTutorialManagerDto>) dataMap.get(BLOCK_KEY_TUTORIAL_TABLE);
        if (CollectionUtil.isNotEmpty(listDto)) {
            dataMap.put(BLOCK_KEY_TUTORIAL_TABLE, BeanUtil.toMap(listDto.get(0), true));
        } else {
            dataMap.put(BLOCK_KEY_TUTORIAL_TABLE, new HashMap<String, Object>());
        }
        
        // コンバータクラスを使用して書式変換処理を行っています
        return converter.mapConvert(dataMap);
    }

解説

書式変換処理に使用するコンバータクラスはActionからLogic呼び出し時に渡した書式変換クラスに
なります。
もしmapConvertを業務ロジックで実装しない場合、intra-mart Accel Kaiden! 内部の基底ロジックで
return converter.mapConvert(dataMap);が実行されます。
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ワークフローアクション処理ワークフローアクション処理

申請書ガジェットLogicクラスのワークフローアクション処理について解説します。
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処理の流れ・ガジェットメディエータについて

項目項目

処理の流れ処理の流れ
前処理前処理
ガジェット内バリデート処理ガジェット内バリデート処理
ガジェット間バリデート処理ガジェット間バリデート処理
処理処理

処理の流れ処理の流れ

intra-mart Accel Kaiden! のワークフローアクション処理は
jp.co.slcs.kaiden2.base.foundation.event.GadgetMediatorがつかさどります。
以降、これをガジェットメディエータと呼びます。
ガジェットメディエータは以下の処理を行っています。

前処理
ガジェット内バリデート処理
ガジェット間バリデート処理
処理

複数ガジェットが存在する場合、全ガジェットに対して上記の処理を実行します。
処理順は、例えばAガジェットとBガジェットが存在する場合、以下の順序となります。

1. 「Aガジェット前処理」
2. 「Bガジェット前処理」
3. 「Aガジェット内バリデート処理」
4. 「Bガジェット内バリデート処理」
5. 「Aガジェット間バリデート処理」
6. 「Bガジェット間バリデート処理」
7. 「Aガジェット処理」
8. 「Bガジェット処理」

各工程でどのような処理を行っているかを、以下に簡単に記載します。詳細は個別のページを参照く
ださい。
業務ロジックで実装不要のものは個別ページはありません。

前処理前処理

ブロックごとのサーフェスマップ生成
バリデート定義バリデート定義
ガジェットデータ取得ガジェットデータ取得
ガジェットデータ補完ガジェットデータ補完

ガジェット内バリデート処理ガジェット内バリデート処理

バリデート定義による入力チェック
バリデート定義以外の入力チェックバリデート定義以外の入力チェック

ガジェット間バリデート処理ガジェット間バリデート処理

ガジェット間バリデート処理ガジェット間バリデート処理

処理処理

メイン処理メイン処理
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バリデート定義

入力値チェックを業務ロジックにて定義します。
このタイミングでは入力チェックは実施されず、ガジェット内バリデート処理にて実施されます。

チュートリアルのプログラムを抜粋したものを以下に掲載します。（チュートリアルガジェットのロジックチュートリアルガジェットのロジック
はこちらはこちら）

AbstractGadgetTutorialLogicBase.java

    /** 申請アクション時バリデート定義処理. */
    @Override
    protected void defineValidateForApply(GadgetMediatorParams params) throws KaidenSystemException,
            KaidenApplicationException {
        defineValidateForNormal(params, false);
    }
    
    /** 一時保存案件の申請アクション時バリデート定義処理. */
    @Override
    protected void defineValidateForApplyFromTempSave(GadgetMediatorParams params) throws KaidenSystemException,
            KaidenApplicationException {
        defineValidateForNormal(params, false);
    }
    
    /** 未申請案件の申請アクション時バリデート定義処理. */
    @Override
    protected void defineValidateForApplyFromUnapply(GadgetMediatorParams params) throws KaidenSystemException,
            KaidenApplicationException {
        defineValidateForNormal(params, false);
    }
    
    /** 承認アクション時バリデート定義処理. */
    @Override
    protected void defineValidateForApprove(GadgetMediatorParams params) throws KaidenSystemException,
            KaidenApplicationException {
        defineValidateForNormal(params, false);
    }
    
    /** 承認終了アクション時バリデート定義処理. */
    @Override
    protected void defineValidateForApproveEnd(GadgetMediatorParams params) throws KaidenSystemException,
            KaidenApplicationException {
        defineValidateForNormal(params, false);
    }
    
    /** 再申請アクション時バリデート定義処理. */
    @Override
    protected void defineValidateForReapply(GadgetMediatorParams params) throws KaidenSystemException,
            KaidenApplicationException {
        defineValidateForNormal(params, false);
    }
    
    /** 一時保存(新規登録)アクション時バリデート定義処理. */
    @Override
    protected void defineValidateForTempSaveCreate(GadgetMediatorParams params) throws KaidenSystemException,
            KaidenApplicationException {
        defineValidateForNormal(params, true);
    }
    
    /** 一時保存(更新)アクション時バリデート定義処理. */
    @Override
    protected void defineValidateForTempSaveUpdate(GadgetMediatorParams params) throws KaidenSystemException,
            KaidenApplicationException {
        defineValidateForNormal(params, true);
    }
    
    /** フィールドバリデート定義. */
    protected void defineValidateForNormal(GadgetMediatorParams params, boolean tmpFlg) throws KaidenSystemException,
            KaidenApplicationException {
        // 本機能ではサブクラスで実装します
    }

GadgetTutorialV01Logic.java
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    /** フィールドバリデート定義. */
    @Override
    protected void defineValidateForNormal(GadgetMediatorParams params, boolean tmpFlg) throws KaidenSystemException,
            KaidenApplicationException {
        
        if (fieldDefsMap.containsKey(BLOCK_KEY_TUTORIAL_TABLE)) {
            addValidateDefsRequired(BLOCK_KEY_TUTORIAL_TABLE, tmpFlg);
            addValidateDefsMapOnlyInput(BLOCK_KEY_TUTORIAL_TABLE, "tutorialText", "maxLength",
                    StringUtil.toString(TUTORIAL_TEXT_LEN));
            addValidateDefsMap(BLOCK_KEY_TUTORIAL_TABLE, "tutorialCurrencyCd", "immCurrencyExists",
                    "tutorialCurrencyCd", "searchCriteriaCompany");
            addValidateDefsMapOnlyInput(BLOCK_KEY_TUTORIAL_TABLE, "tutorialAmount", "currencyAmnt",
                    "tutorialCurrencyCd", "searchCriteriaCompany");
            addValidateDefsMapOnlyInput(BLOCK_KEY_TUTORIAL_TABLE, "tutorialAmount", "numericMin",
                    StringUtil.toString(TUTORIAL_AMOUNT_NUMERIC_MIN));
        }
    }

解説

GadgetTutorialV01Logicでチュートリアルガジェットの入力値チェックを定義しています。

addValidateDefsRequired(BLOCK_KEY_TUTORIAL_TABLE, tmpFlg);にて、申請書ガジェットマ
スタデータを元に必須チェックを定義しています。
第一引数にガジェットブロックID、第二引数に一時保存フラグを指定することで、一時保存でない場合
に必須チェックを実施させることができます。

その他の行で各項目に対して必須チェック以外の入力チェックを定義しています。
addValidateDefsMapOnlyInputは画面項目の表示モードが”0”の場合のみチェックを実施し、
addValidateDefsMapは画面項目の表示モードに関わりなくチェックを実施します。

コラムコラム

表示モードについては「テキストボックスなどエレメントの表示モードと書式テキストボックスなどエレメントの表示モードと書式」も参照く
ださい。
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ガジェットデータ取得

ガジェットデータを取得します。
処理の大部分は基底ロジックで行っています。

ガジェット情報は、表示モードが”0”の場合はリクエストデータから取得できますが、表示モードが”1”の
場合はリクエストデータから取得することができません。
そのためトランザクションテーブルからガジェットデータを取得し、これをリクエストデータとマージして
アクション処理で扱う「ガジェットデータ」としています。

上記のうち、トランザクションテーブルからガジェットデータを取得する処理は業務ロジックで実装する
必要があります。

チュートリアルのプログラムを抜粋したものを以下に掲載します。（チュートリアルガジェットのロジックチュートリアルガジェットのロジック
はこちらはこちら）

    /** データ取得メソッド. */
    @Override
    protected LinkedHashMap<String, Object> viewMap(PluginGadgetDTO conditionDto) throws KaidenSystemException {
        GadgetTutorialManagerDto dto = Beans.createAndCopy(GadgetTutorialManagerDto.class, conditionDto).execute();
        List<GadgetTutorialManagerDto> listSelect = gadgetTutorialManager.selectList(dto);
        LinkedHashMap<String, Object> rv = new LinkedHashMap<String, Object>();
        Map<String, Object> dtoMap = new HashMap<String, Object>();
        if (!listSelect.isEmpty()) {
            dtoMap = BeanUtil.toMap(listSelect.get(0), true);
        }
        rv.put(BLOCK_KEY_TUTORIAL_TABLE, dtoMap);
        return rv;
    }

解説

ManagerのAPIを使用して、チュートリアルガジェットテーブルから該当の申請書のデータを取得、結
果をMapにセットして返却しています。
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ガジェットデータ補完

ガジェットデータを補完します。
補完処理は基底ロジックで行っている処理と、業務ロジックで実装することができる処理があります。

基底ロジックでは、ガジェットデータに対して「検索基準日」「検索基準会社」をガジェットデータに補完
しています。

業務ロジックには、要件に合わせた補完処理を実装することになります。
例えば、画面に入力項目は用意しないが、ガジェットデータとして登録したい値がある場合などでは、こ
の補完処理にて実装することができます。

チュートリアルガジェットでは、金額に対する通貨コードを補完しています。（画面に入力項目はありま
せん。）
チュートリアルのプログラムを抜粋したものを以下に掲載します。（チュートリアルガジェットのロジックチュートリアルガジェットのロジック
はこちらはこちら）

AbstractGadgetTutorialLogicBase.java

    /** データ補完処理. */
    @Override
    protected void complementJsonData(GadgetMediatorParams params) {
        // サブクラスで実装するため基底では何も行わない
        return;
    }

GadgetTutorialV01Logic.java

    /** データ補完処理. */
    @Override
    protected void complementJsonData(GadgetMediatorParams params) {
        Map<String, Object> blockDat = getJsonDataNormalBlock(BLOCK_KEY_TUTORIAL_TABLE);
        String currencyCd1 = StringUtil.toString(blockDat.get("tutorialCurrencyCd"));
        
        if (isEmpty(currencyCd1)) {
            blockDat.put("tutorialCurrencyCd",
                    currencyHelper.getCompanyCurrencyCd((String) blockDat.get("searchCriteriaCompany")));
        }
    }

解説

チュートリアルガジェットテーブルに、会社通貨コードを登録するために補完しています。

コラムコラム

currencyHelper.getCompanyCurrencyCd(“会社コード”));で、会社通貨の通貨コー
ドを取得できます。
会社通貨は「WEB-INF/conf/kaiden2/BaseSettings.xml」で設定されています。

コラムコラム

ガジェットブロックタイプが「normal」の場合、getJsonDataNormalBlock(“ガジェット
ブロックID”);でガジェットデータを取得できます。
対して「detail」の場合はgetJsonDataDetailBlock(“ガジェットブロックID”);で取得で
きます。
ガジェットデータはすべてString型で格納されています。

intra-mart Accel Kaiden!

124

index.html#document-texts/basic/gadget/tutorial/logic


バリデート定義以外の入力チェック

ガジェット内バリデート処理には「バリデート定義による入力チェック」「バリデート定義以外の入力
チェック」があります。
「バリデート定義による入力チェック」は バリデート定義バリデート定義 で定義した通りに基底クラスが入力チェック
を実施しますので特に解説しません。

「バリデート定義以外の入力チェック」は必要であれば業務ロジックで実装します。
例えば、バリデータクラスでは対応しきれないような、明細行を跨いだ入力チェックなどは、ここで実装
します。

チュートリアルガジェットではバリデート定義以外の入力チェックは実装していません。
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ガジェット間バリデート処理

ガジェット間バリデート処理は、必要であれば業務ロジックで実装します。

ガジェット間バリデートは、ガジェットメディエータによって全ガジェットのガジェット内バリデートを終え
た後に実施されます。
必須チェックや型チェックのような、単項目チェックレベルのバリデートは完了している前提でガジェッ
ト間バリデートを実装できます。

ガジェット通信ガジェット通信 によって他のガジェットの値を取得し、自身のガジェットの値と比較する、といったチェッ
クを実装します。

チュートリアルガジェットではガジェット間バリデート処理の入力チェックは実装していません。
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メイン処理

ワークフローアクションのメイン処理を実装します。
業務ロジックにて実装することを強制されています。

チュートリアルでは、申請や一時保存のタイミングでトランザクションテーブルにデータを登録していま
す。

チュートリアルのプログラムを抜粋したものを以下に掲載します。（チュートリアルガジェットのロジックチュートリアルガジェットのロジック
はこちらはこちら）

    /** 申請処理時に実行されるメソッド. */
    @Override
    public int apply(KaidenDto dto) throws KaidenSystemException, KaidenApplicationException {
        return insertTable();
    }
    
    /** 一時保存案件の申請処理時に実行されるメソッド. */
    @Override
    public int applyFromTempSave(KaidenDto dto) throws KaidenSystemException, KaidenApplicationException {
        deleteTable(true);
        return insertTable();
    }
    
    /** 未申請案件の申請処理時に実行されるメソッド. */
    @Override
    public int applyFromUnapply(KaidenDto dto) throws KaidenSystemException, KaidenApplicationException {
        return insertTable();
    }
    
    /** 承認処理時に実行されるメソッド. */
    @Override
    public int approve(KaidenDto dto) throws KaidenSystemException, KaidenApplicationException {
        int rv = 0;
        if (isNotEmpty(super.getGadgetDto().beforeUserDataId)) {
            rv = insertTable();
        }
        return rv;
    }
    
    /** 承認終了処理時に実行されるメソッド. */
    @Override
    public int approveEnd(KaidenDto dto) throws KaidenSystemException, KaidenApplicationException {
        int rv = 0;
        if (isNotEmpty(super.getGadgetDto().beforeUserDataId)) {
            rv = insertTable();
            
        }
        return rv;
    }
    
    /** 否認処理時に実行されるメソッド. */
    @Override
    public int deny(KaidenDto dto) throws KaidenSystemException, KaidenApplicationException {
        return 0;
    }
    
    /** 取止め処理時に実行されるメソッド. */
    @Override
    public int discontinue(KaidenDto dto) throws KaidenSystemException, KaidenApplicationException {
        return 0;
    }
    
    /** 案件操作処理時に実行されるメソッド. */
    @Override
    public int matterHandle(KaidenDto dto) {
        return 0;
    }
    
    /** 引戻し処理時に実行されるメソッド. */
    @Override
    public int pullBack(KaidenDto dto) throws KaidenSystemException, KaidenApplicationException {
        return 0;
    }
    
    /** 再申請処理時に実行されるメソッド. */
    @Override
    public int reapply(KaidenDto dto) throws KaidenSystemException, KaidenApplicationException {
        return insertTable();
    }
    
    /** 保留処理時に実行されるメソッド. */
    @Override
    public int reserve(KaidenDto dto) throws KaidenSystemException, KaidenApplicationException {
        return 0;
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    }
    
    /** 保留解除処理時に実行されるメソッド. */
    @Override
    public int reserveCancel(KaidenDto dto) throws KaidenSystemException, KaidenApplicationException {
        return 0;
    }
    
    /** 差戻し処理時に実行されるメソッド. */
    @Override
    public int sendBack(KaidenDto dto) throws KaidenSystemException, KaidenApplicationException {
        return 0;
    }
    
    /** 差戻し後の引戻し処理時に実行されるメソッド. */
    @Override
    public int sendBackToPullBack(KaidenDto dto) throws KaidenSystemException, KaidenApplicationException {
        return 0;
    }
    
    /** 一時保存(新規登録)処理時に実行されるメソッド. */
    @Override
    public int tempSaveCreate(KaidenDto dto) throws KaidenSystemException, KaidenApplicationException {
        return insertTable();
    }
    
    /** 一時保存(削除)処理時に実行されるメソッド. */
    @Override
    public int tempSaveDelete(KaidenDto dto) throws KaidenSystemException, KaidenApplicationException {
        return deleteTable(true);
    }
    
    /** 一時保存(更新)処理時に実行されるメソッド. */
    @Override
    public int tempSaveUpdate(KaidenDto dto) throws KaidenSystemException, KaidenApplicationException {
        deleteTable(true);
        return insertTable();
    }
    
    /** 案件開始処理時に実行されるメソッド. */
    @Override
    public int matterStart(KaidenDto dto) throws KaidenSystemException, KaidenApplicationException {
        return 0;
    }
    
    /** 案件終了処理時に実行されるメソッド. */
    @Override
    public int matterEnd(KaidenDto dto) throws KaidenSystemException, KaidenApplicationException {
        return 0;
    }
    
    /** 到達処理時に実行されるメソッド. */
    @Override
    public int arrive(KaidenDto dto) throws KaidenSystemException, KaidenApplicationException {
        return 0;
    }
    
    /** 未完了案件削除処理時に実行されるメソッド. */
    @Override
    public int actvMatterDelete(KaidenDto dto) throws KaidenSystemException, KaidenApplicationException {
        return deleteTableIncludeBackground();
    }
    
    /** 過去案件削除処理時に実行されるメソッド. */
    @Override
    public int arcMatterDelete(KaidenDto dto) throws KaidenSystemException, KaidenApplicationException {
        // アーカイブは考慮しない
        return 0;
    }
    
    /** 完了案件削除処理時に実行されるメソッド. */
    @Override
    public int cplMatterDelete(KaidenDto dto) throws KaidenSystemException, KaidenApplicationException {
        return deleteTableIncludeBackground();
    }
    
    /** データ登録処理. */
    protected int insertTable() throws KaidenSystemException {
        GadgetTutorialManagerDto mngDto = JsonUtil.getDto(GadgetTutorialManagerDto.class,
                super.getJsonDataNormalBlock(BLOCK_KEY_TUTORIAL_TABLE));
        return gadgetTutorialManager.entry(makeSingleInsertList(mngDto));
    }
    
    /** データ削除処理. */
    protected int deleteTable(boolean tempFlg) throws KaidenSystemException {
        GadgetTutorialManagerDto mngDto = new GadgetTutorialManagerDto();
        mngDto.systemMatterId = super.getGadgetDto().systemMatterId;
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        mngDto.systemMatterId = super.getGadgetDto().systemMatterId;
        mngDto.userDataId = super.getGadgetDto().userDataId;
        mngDto.gadgetClass = super.getGadgetDto().gadgetClass;
        mngDto.gadgetInstance = super.getGadgetDto().gadgetInstance;
        if (tempFlg) {
            mngDto.systemMatterId = "temporary";
        }
        return gadgetTutorialManager.remove(mngDto);
    }
    
    /** データ削除処理(履歴を含む). */
    protected int deleteTableIncludeBackground() throws KaidenSystemException {
        GadgetTutorialManagerDto mngDto = new GadgetTutorialManagerDto();
        mngDto.systemMatterId = super.getGadgetDto().systemMatterId;
        mngDto.userDataId = null;
        mngDto.gadgetClass = super.getGadgetDto().gadgetClass;
        mngDto.gadgetInstance = super.getGadgetDto().gadgetInstance;
        return gadgetTutorialManager.removeAll(mngDto);
    }

解説

各ワークフローアクション処理に対応するメソッド名は、上記サンプルプログラムを参照ください。

ワークフローアクション処理の引数について

KaidenDtoクラスのオブジェクトが渡されますが、実態は
jp.co.slcs.kaiden2.extension_imw.foundation.model.dto.PluginGadgetDTOクラスになりま
す。
詳細はJavaDocを参照ください。

approve、approveEndメソッド ユーザデータIDの切り替わりについて

ユーザデータIDは一時保存のときには「”temporary”」が振られ、申請時や再申請時に新たに一
意になるIDが振られます。
このように新たにユーザデータIDが振られている場合、直前のユーザデータIDは
super.getGadgetDto().beforeUserDataIdで取得することができます。

insertTableメソッド ガジェットデータの取得について

super.getJsonDataNormalBlock(“ガジェットブロックID”)で、ガジェットブロックタイプが
「normal」のデータを取得することができます。
対して、ガジェットブロックタイプが「detail」のガジェットデータは
super.getJsonDataDetailBlock(“ガジェットブロックID”)で取得できます。
詳細はJavaDocを参照ください。
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その他・ガジェット間通信の実装方法その他・ガジェット間通信の実装方法

項目項目

ガジェット間通信保持保証用インタフェースガジェット間通信保持保証用インタフェース
イベント受信側イベント受信側Logic
イベント要求側イベント要求側Logic

ガジェット間通信の実装方法について解説します。

同一申請書内に異なるガジェットの値を参照したい場合、ガジェット間通信を実装する必要があります。
本項では、Bガジェットの保持するXXX金額を、Aガジェットが取得するケースのサンプルプログラムを下記に掲載します。

ガジェット間通信保持保証用インタフェースガジェット間通信保持保証用インタフェース

ガジェット間通信イベントを受信し返却するためには、ガジェット間通信用インターフェースを作成します。

package jp.co.slcs.kaiden2.product_workflow.feature.logic.kaiden.gadget.common;

import java.util.Map;
import jp.co.slcs.kaiden2.base.foundation.gadget.GadgetCouplingIF;

/**
 * ガジェット間通信 XXX金額取得メソッド保持保証用インタフェス.
 */
public interface ClaimXxxAmountIF extends GadgetCouplingIF {
    
    /**
     * メソッド名：XXX金額取得 .
     */
    public static final String METHOD_NM_GET_CLAIM_XXX_AMOUNT = "getClaimXxxAmount";
    /** 戻り値キー：XXX金額. */
    public static final String RTN_KEY_CLAIM_XXX_AMOUNT = "claimXxxAmount";
    
    /**
     * XXX金額を返却.
     * 
     * 戻り値に格納する値の型は、BigDecimal型にする必要があります。
     */
    public Map<String, Object> getClaimXxxAmount(Map<String, Object> params);
    
}

解説

jp.co.slcs.kaiden2.base.foundation.gadget.GadgetCouplingIFを継承します。
ガジェット間通信の受信イベントを持たせるガジェットに当インターフェースを実装させ、getClaimXxxAmountメソッ
ドを保持することを保証します。

intra-mart Accel Kaiden! 内部のガジェット間通信基底クラスではメソッドの戻り値をObject型でしか扱えないた
め、実態の型をJavaDocに記載するようにしてください。

イベント受信側イベント受信側Logic

ガジェット間通信イベントを受信する側のLogicには以下のように実装します。
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/**
 * Bガジェット用ロジッククラス.
 */
public class BGadgetV01Logic extends AbstractBGadgetLogicBase implements ClaimXxxAmountIF {
    
    // 中略・・・
    
    /**
     * XXX金額の合計を返却.
     */
    public Map<String, Object> getClaimXxxAmount(Map<String, Object> params) {
        List<Map<String, Object>> blocjData = getJsonDataDetailBlock("bGadgetTable");
        Map<String, Object> retMap = new HashMap<String, Object>();
        BigDecimal sum = BigDecimal.ZERO;
        
        for (Map<String, Object> j : blocjData) {
            String strAmnt = StringUtil.toString(j.get("companyAmount"));
            if (StringUtil.isNotEmpty(strAmnt)) {
                sum = sum.add(new BigDecimal(strAmnt));
            }
        }
        
        retMap.put(ClaimXxxAmountIF.RTN_KEY_CLAIM_XXX_AMOUNT, sum);
        
        return retMap;
    }
    
    // 中略・・・
    
}
    

解説

Bガジェットが保持するXXX金額の合計を算出し、値をインターフェースで定義したキーに紐づけてマップにセットし
ます。
戻り値の型はインターフェースのJavaDocで指定された型にするように注意してください。

イベント要求側イベント要求側Logic

ガジェット間通信イベントを要求する側のLogicには以下のように実装します。
取得値の型はインターフェースのJavaDocで指定された型にするように注意してください。

戻り値が一つの場合

        BigDecimal appCost = super.getSingleValue(BigDecimal.class, args, ClaimXxxAmountIF.class,
                ClaimXxxAmountIF.METHOD_NM_GET_CLAIM_XXX_AMOUNT,
                ClaimXxxAmountIF.RTN_KEY_CLAIM_XXX_AMOUNT);

戻り値が複数の場合

        List<BigDecimal> appCost = super.getMultiValue(BigDecimal.class, args, ClaimXxxAmountIF.class,
                ClaimXxxAmountIF.METHOD_NM_GET_CLAIM_XXX_AMOUNT,
                ClaimXxxAmountIF.RTN_KEY_CLAIM_XXX_AMOUNT);
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その他・アーカイブ処理の実装方法その他・アーカイブ処理の実装方法

項目項目

アーカイブ用のテーブルを用意アーカイブ用のテーブルを用意
S2JDBC-Gen自動生成ソース自動生成ソース
Logicクラスの実装クラスの実装
Managerクラスの実装クラスの実装

アーカイブ処理の実装方法について解説します。
IM-Workflow のアーカイブ処理で、案件の情報が過去案件として退避されますが、intra-mart Accel Kaiden! 側で合わせて退避
する必要があれば実装することになります。
サンプルとして、チュートリアルで作成したチュートリアルガジェットにアーカイブ処理を追加していきます。

コラムコラム

IM-Workflow のアーカイブ処理では「テーブル名 + “yyyyMM”」のテーブルに退避しており年月ごとのテーブル
が作成されますが、
intra-mart Accel Kaiden! 標準では退避テーブルは一つで、年月のカラムを保持します。

アーカイブ用のテーブルを用意アーカイブ用のテーブルを用意

(過去案件)チュートリアルガジェットテーブル「ka99t_tutorial」のレイアウトは下記の通りです。

No. 論理名論理名 物理名物理名 型型 長さ長さ 必須必須 PK

1 システム案
件ID

system_matter_id varchar2 20 Y 1

2 ユーザデー
タID

user_data_id varchar2 20 Y 2

3 ガジェットク
ラス

gadget_class varchar2 100 Y 3

4 ガジェットイ
ンスタンス

gadget_instance number 18,0 Y 4

5 ロケールid locale_id varchar2 50 Y 4

6 アーカイブ
年月

archive_month varchar2 6 Y 4

7 ガジェットID gadget_id varchar2 220 Y  

8 ガジェットバ
リエーション

gadget_variation varchar2 100 Y  

9 テキスト tutorial_text varchar2 1000   

10 通貨コード tutorial_currency_cd varchar2 100   

11 通貨名 tutorial_currency_name varchar2 1000   

12 金額 tutorial_amount number 28,10   

13 予備項目A extension_a varchar2 1000   

14 予備項目B extension_b varchar2 1000   

15 予備項目C extension_c varchar2 1000   

16 予備項目D extension_d varchar2 1000   

17 予備項目E extension_e varchar2 1000   

18 予備項目F extension_f varchar2 1000   

19 予備項目G extension_g varchar2 1000   

20 予備項目H extension_h varchar2 1000   

21 予備項目I extension_i varchar2 1000   

22 予備項目J extension_j varchar2 1000   

23 登録日時 entry_ts timestamp  Y  

24 登録者コー
ド

entry_user_cd varchar2 100 Y  

25 更新カウン
タ

renew_cnt number 18,0 Y  

26 更新日時 renew_ts timestamp  Y  

27 更新者コー
ド

renew_user_cd varchar2 100 Y  

解説

チュートリアルガジェットテーブルチュートリアルガジェットテーブル と比較すると、「ロケールID」「アーカイブ年月」「通貨名」が追加されています。

ロケールID

アーカイブ処理時にシステムロケール分のレコードを作成します。

アーカイブ年月
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アーカイブ処理を実施した年月を「YYYYMM」形式で格納します。

通貨名

アーカイブ時点のマスタ情報を格納します。
マスタ情報変更の過去案件情報に影響及ぼさないようにします。

S2JDBC-Gen自動生成ソース自動生成ソース

(過去案件)チュートリアルマスタテーブルを作成後、S2JDBC-Gen にて以下のソースファイルを自動生成します。

jp.co.slcs.kaiden2.tutorial.foundation.model.entity.Ka99tTutorial
jp.co.slcs.kaiden2.tutorial.foundation.model.entity.Ka99tTutorialNames
jp.co.slcs.kaiden2.tutorial.foundation.model.service.Ka99tTutorialCondition
jp.co.slcs.kaiden2.tutorial.foundation.model.service.Ka99tTutorialService

Logicクラスの実装クラスの実装

チュートリアルガジェットのLogicクラスを修正します。
変更個所のみを記載しています。（チュートリアルガジェットのロジックはこちらチュートリアルガジェットのロジックはこちら）

/**
 * チュートリアルガジェット基底クラス（Logic）.
 */
public abstract class AbstractGadgetTutorialLogicBase extends AbstractExpensePluginGadgetLogic {
    
    // 中略・・・
    
    /** 過去案件削除処理時に実行されるメソッド. */
    @Override
    public int arcMatterDelete(KaidenDto dto) throws KaidenSystemException, KaidenApplicationException {
        int rv = gadgetTutorialManager
                .removeAllArchive(super.convCriteriaForSqlDtoForArchive(super.getGadgetDto().imwPluginParameterDto));
        return rv;
    }
    
    // 中略・・・
    
    /** 初期表示用検索詳細処理. */
    @Override
    protected Map<String, Object> selectBlockDatasForView(CriteriaForSqlDto criteria) {
        Map<String, Object> result = new HashMap<String, Object>();
        
        if (StringUtil.isEmpty(criteria.systemMatterId)
                || (StringUtil.isEmpty(criteria.userDataId) && !criteria.searchFromArchiveFlag)) {
            // 新規申請の場合
            result.put(BLOCK_KEY_TUTORIAL_TABLE, new ArrayList<GadgetTutorialManagerDto>());
        } else {
            // 新規申請でない場合
            result.put(BLOCK_KEY_TUTORIAL_TABLE, gadgetTutorialManager.selectView(criteria));
        }
        return result;
    }
    
    // 中略・・・
    
    /** 過去案件用検索詳細処理. */
    @Override
    protected Map<String, Object> selectBlockDatasForArchive(CriteriaForSqlDto criteria) {
        Map<String, Object> result = new HashMap<String, Object>();
        result.put(BLOCK_KEY_TUTORIAL_TABLE, gadgetTutorialManager.selectViewArchive(criteria));
        return result;
    }
    
    // 中略・・・
    
    /** 案件退避処理時の登録処理. */
    @Override
    protected int matterArchiveRegister(KaidenDto dto, CriteriaForSqlDto criteria, Map<String, Object> dataMap) {
        @SuppressWarnings("unchecked")
        List<GadgetTutorialManagerDto> list = (List<GadgetTutorialManagerDto>) dataMap.get(BLOCK_KEY_TUTORIAL_TABLE);
        int rv = gadgetTutorialManager.matterArchiveRegister(criteria, list);
        return rv;
    }
    
    /** 退避済完了案件削除対象マネージャリストを返却. */
    @Override
    protected List<PluginGadgetManager<? extends KaidenDto>> getDeleteTargetsForArchiveManagers() {
        List<PluginGadgetManager<? extends KaidenDto>> list = new ArrayList<PluginGadgetManager<? extends KaidenDto>>();
        list.add(gadgetTutorialManager);
        return list;
    }
    
    // 中略・・・
}
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解説

アーカイブに関連するメソッドを実装します。

selectBlockDatasForArchive

過去案件詳細画面表示時に実行されます。
intra-mart Accel Kaiden! 基底クラスからcriteriaが渡されており、これがそのままManagerの検索条件となり
ます。
criteriaにセットされている情報は下記の通りです。

システム案件ID
ユーザデータID
検索基準会社
ログインユーザのロケールID
ガジェットクラス
ガジェットインスタンス
検索基準日

matterArchiveRegister

アーカイブ処理時に実行されます。
intra-mart Accel Kaiden! システムロケール数分繰り返し実行されます。
intra-mart Accel Kaiden! 基底クラスから渡されているcriteriaの情報は下記の通りです。

システム案件ID
ユーザデータID
ガジェットクラス
ガジェットインスタンス
ロケールID
アーカイブ年月

dataMapには、過去案件用テーブルに登録するデータがセットされています。
intra-mart Accel Kaiden! 基底クラスにて「システム案件ID」「ユーザデータID」を検索条件としてデー
タを取得した結果をセットしています。
取得のメソッドはselectBlockDatasForViewを使用しています。

コラムコラム

「WEB-INF/classes/jp/co/slcs/kaiden2/extension_imw_constants.xml」にて、アーカイブ処理時
に履歴データ(ユーザデータID違いのデータ)を退避するかどうかの設定ができます。
履歴データも退避するよう設定されている場合は、上記の過去案件用テーブル登録データの取得
条件からユーザデータIDがクリアされます。
デフォルトは「履歴データは退避しない」に設定されています。

getDeleteTargetsForArchiveManagers

アーカイブ処理時に実行されます。
過去案件用テーブルにデータ登録後、チュートリアルガジェットテーブルのデータを削除するためのマネージャ
を返却しています。

Managerクラスの実装クラスの実装

チュートリアルガジェットのManagerクラスを修正します。
変更個所のみを記載しています。（チュートリアルガジェットのマネージャはこちらチュートリアルガジェットのマネージャはこちら）
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package jp.co.slcs.kaiden2.tutorial.foundation.manager.tutorial.impl;

import java.util.List;
import javax.annotation.Resource;
import jp.co.slcs.kaiden2.base.foundation.util.CollectionUtil;
import jp.co.slcs.kaiden2.extension_imw.foundation.manager.AbstractWfManager;
import jp.co.slcs.kaiden2.extension_imw.foundation.manager.CriteriaForSqlDto;
import jp.co.slcs.kaiden2.tutorial.foundation.manager.tutorial.GadgetTutorialManager;
import jp.co.slcs.kaiden2.tutorial.foundation.manager.tutorial.GadgetTutorialManagerDto;
import jp.co.slcs.kaiden2.tutorial.foundation.model.service.K99tTutorialService;

/**
 * チュートリアルガジェットテーブルへの各種操作を提供するAPI.
 */

public class GadgetTutorialManagerImpl extends AbstractWfManager<GadgetTutorialManagerDto> implements
        GadgetTutorialManager {

    // 中略
    
    /** サービスクラス. */
    @Resource
    protected Ka99tTutorialService ka99tTutorialService;

    // 中略・・・
    
    /** 過去案件検索. */
    @Override
    public List<GadgetTutorialManagerDto> selectViewArchive(CriteriaForSqlDto criteria) {
        return super.selectListForViewForArchive(ka99tTutorialService, criteria);
    }
    
    // 中略・・・
    
    /** 過去案件登録. */
    @Override
    public int matterArchiveRegister(CriteriaForSqlDto criteria, List<GadgetTutorialManagerDto> dataList) {
        return super.entryArchive(ka99tTutorialService, criteria, dataList);
    }
    
    /** 過去案件処理時削除. */
    @Override
    public int matterArchivePostDelete(CriteriaForSqlDto criteria) {
        return super.deleteNoUsedUserDataId(k99tTutorialService, criteria);
    }
    
    /** 過去案件一括削除. */
    @Override
    public int removeAllArchive(CriteriaForSqlDto criteria) {
        return super.deleteNoUsedUserDataIdForArchive(ka99tTutorialService, criteria);
    }
}

解説

アーカイブに関連するメソッドを実装します。
intra-mart Accel Kaiden! 内部の基底クラスの呼び出しで実装は完了します。
基底マネージャの処理を簡単に解説します。

selectViewArchive

(過去案件)チュートリアルガジェットテーブルから全アーカイブ年月分のデータを取得し返却します。
検索条件にはLogicクラスから渡されるcriteriaを使用しています。
ただし、検索条件のうちアーカイブ年月は明示的にクリアしています。

matterArchiveRegister

(過去案件)チュートリアルガジェットテーブルにデータを登録します。
登録の際、dataListの各登録データに対して、criteriaの「ロケールID」「アーカイブ年月」を補完しています。

matterArchivePostDelete

チュートリアルガジェットテーブルのデータを削除します。

removeAllArchive

(過去案件)チュートリアルガジェットテーブルのデータを削除します。

コラムコラム

ガジェットバリエーション違いで異なる実装をすべきかどうかを検討し、「業務基底ロジッククラス」「業務ロジック
クラス」の実装を行ってください。
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申請書ガジェット申請書ガジェットLogicクラスの構成クラスの構成

申請書ガジェット申請書ガジェットManagerクラスプログラミングクラスプログラミング

申請書ガジェットManagerクラスを作成する際には、
jp.co.slcs.kaiden2.extension_imw.foundation.manager.PluginGadgetManagerクラスを継承することを推奨します。
申請書ガジェットマネージャに必要な一通りの機能が揃っており、実装が容易になります。

チュートリアルのプログラムを抜粋したものを以下に掲載します。（チュートリアルガジェットのマネージャはこちらチュートリアルガジェットのマネージャはこちら）

/**
 * チュートリアルガジェットテーブルマネージャクラスのinterface.
 */
public interface GadgetTutorialManager extends PluginGadgetManager<GadgetTutorialManagerDto> {

    // 中略・・・
    
}
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解説解説

マネージャの各メソッドの仕様についてはJavaDocを参照ください。

申請書ガジェット申請書ガジェットManagerクラスの構成クラスの構成

構成はこちら構成はこちら

IM-Workflow 案件番号採番機能の作成案件番号採番機能の作成

intra-mart Accel Kaiden! では、IM-Workflow の案件番号を採番している処理を新規で作成し、申請書マスタメンテナンス機能で
申請書に紐づけることができます。
実装方法を以下に解説していきます。
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案件番号採番処理案件番号採番処理

案件採番処理を作成します。
jp.co.slcs.kaiden2.extension_imw.foundation.util.imw.ImwNumberingインターフェースを実装し、String型の案件番号を返却
してください。

下記のサンプルでは、IM-Workflow の標準で採番される案件番号の先頭”p”を付与して返却しています。

package jp.co.slcs.kaiden2.tutorial.foundation.util.imw;

import java.util.Map;
import jp.co.intra_mart.foundation.workflow.exception.WorkflowException;
import jp.co.intra_mart.foundation.workflow.util.WorkflowNumberingManager;
import jp.co.slcs.kaiden2.base.foundation.exception.KaidenRuntimeException;
import jp.co.slcs.kaiden2.extension_imw.foundation.model.dto.ActionProcessParameterDto;
import jp.co.slcs.kaiden2.extension_imw.foundation.util.imw.ImwNumbering;

/**
 * 案件番号採番拡張クラス サンプル.
 */
public class ImwNumberingExtensionSample implements ImwNumbering {
    
    /**
     * 案件番号を採番処理を行い、結果を返却.
     */
    @Override
    public String getNewMatterNumber(ActionProcessParameterDto _parameter, Map<String, Object> _userParameter) {
        // IM-Workflow標準で採番される案件番号にプリフィックスを付与する
        String matterNumber = null;
        String prefix = "p";
        try {
            matterNumber = prefix + WorkflowNumberingManager.getNumber();
        } catch (WorkflowException e) {
            throw KaidenRuntimeException.makeInstance(e);
        }
        return matterNumber;
    }
    
}

案件番号採番処理の設定ファイル案件番号採番処理の設定ファイル

案件番号採番処理設定ファイルに設定を追加します。
設定ファイルは「WEB-INF/classes/jp/co/slcs/kaiden2/product_workflow/ImwNumberingSettings.xml」です。

idタグにDIコンテナへの登録名、messageIdには申請書マスタメンテナンス画面の案件番号採番クラスドロップダウンに表示され
るメッセージIDを指定してください。

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<imwNumberingSettings xmlns="http://kaiden.slcs.co.jp/xmlschema/imwNumberingSettings">
  <!-- 案件番号採番号クラス -->
  <wofkflowMatterNumberingClasses>
    <wofkflowMatterNumberingClass>
      <!-- 案件番号採番号クラス （DIコンテナへの登録名） -->
      <id>imwNumbering</id>
      <!-- 説明（product_workflow_message.xmlのエントリー-->
      <messageId>PWKF.defultNumberingClass</messageId>
    </wofkflowMatterNumberingClass>
    <wofkflowMatterNumberingClass>
      <!-- 案件番号採番号クラス （DIコンテナへの登録名） -->
      <id>imwNumberingExt</id>
      <messageId>TTRL.extensionNumberingClass</messageId>
    </wofkflowMatterNumberingClass>
  </wofkflowMatterNumberingClasses>
</imwNumberingSettings>

コラムコラム

ここではdiconファイルの編集に関する記述は省略しています。
「imwNumbering」と紐づけて、作成した案件番号採番処理のクラスをdiconに設定してください。

コラムコラム

ここではメッセージファイルの編集に関する記述は省略しています。

勤務管理モジュール
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ガジェット構成
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勤務表機能関連ガジェット勤務表機能関連ガジェット

勤務表画面はガジェット化されており、構成は以下のようになっています。

勤務表画面勤務表画面

勤務情報入力画面勤務情報入力画面

PDF
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機能拡張

勤務管理モジュール勤務管理モジュール の機能拡張の機能拡張

本項では、勤務管理モジュール の機能拡張について解説します。
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勤務表機能関連の拡張勤務表機能関連の拡張

勤務体系カテゴリ共通集計値表示ガジェット

勤務体系カテゴリ共通集計値表示ガジェットは、intra-mart Accel Kaiden! 勤務管理 の設定でテナント全体または
会社ごとに設定されています。
<workReportCommmonSummaryPattern>にガジェットクラス＋”_”＋ガジェットバリエーションの形式となっており、
ガジェットマスタ(k10m_gadget)から処理を取得するキーとなります。

拡張したプログラムを、ガジェットバリエーションを変更して紐づけてください。

コラムコラム

intra-mart Accel Kaiden! 勤務管理 設定ファイル(BaseSetting.xml)については、セットアップガイ
ドを参照ください。

その他ガジェット(勤務体系カテゴリ共通集計値表示ガジェット以外)

勤務体系カテゴリ共通集計値表示ガジェット以外のガジェットは、勤務管理ガジェットテーブル
(k31m_lbr_app_gadget)で勤務体系カテゴリごとに設定されており、ガジェットマスタ(k10m_gadget)に紐づいてい
ます。

以下に固定労働時間制のもののみを記載します。

ガジェット名ガジェット名 区分区分 ガジェットクラスガジェットクラス ガジェットバリエーションガジェットバリエーション

勤務表リスト部ガジェット
(入力時)

workReportInput workReportList v01

勤務表リスト部ガジェット
(承認時)

workReportDrApprove workReportList v01

勤務表リスト部ガジェット
(点検時)

workReportDrInspect workReportList v01

勤務体系カテゴリ別集計
値表示ガジェット

wrSummary wrSummaryNormal v01

勤務情報入力ガジェット dailyRecord lbrDailyRecord v01

日次集計値表示ガジェット dailySummary dailySummaryNormal v01

PDF集計値表示ガジェット wrSummaryPdf wrSummaryPdfNormal v01

拡張したプログラムを、ガジェットバリエーションを変更して紐づけてください。
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集計項目を新たに追加する集計項目を新たに追加する

集計項目を新たに追加する手順を解説します。
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はじめに - 集計項目とは

intra-mart Accel Kaiden! 勤務管理 では 従業員が入力する勤務情報をインプットとして、何らかの計従業員が入力する勤務情報をインプットとして、何らかの計
算を行った結果の値算を行った結果の値(集計値集計値)を保持する項目を保持する項目 のことを集計項目と呼びます。

例えば、休憩開始時刻が12:00、休憩終了時刻が13:00、と従業員が登録したとします。
集計処理は上記時刻をインプットとして計算を行い、「休憩時間」という集計項目に１時間という結果を
登録します。

また、集計する対象期間によって集計単位という属性があります。
集計単位は「日次」「週次」「締め期間」「月次」が存在します。

日次集計項目

１日単位で集計した結果を保持します。
上記で例として挙げた休憩時間は、１日単位で集計した結果なので集計単位は「日次」
となります。
日次集計項目は、「週次」「締め期間」「月次」の元となります。

週次集計項目

１週間単位で集計した結果を保持します。
１週間が何曜日から始まるかは、従業員が所属する勤務体系によって決まります。

締め期間集計項目

締め期間単位で集計した結果を保持します。
締め期間とは、勤怠を締める期間の単位を指します。
給与システムに連携する給与計算基礎データは、締め期間集計項目を出力して生成す
る想定になっています。

コラムコラム

締め期間は、標準版では１ヶ月のみ対応しています。

月次集計項目

１ヶ月単位で集計した結果を保持します。

次項以降、集計項目を新たに追加する場合の手順をサンプルプログラムをもとに解説していきます。
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要件

以下の要件があるとします。

遅刻時間と早退時間を合算した、遅刻早退時間の集計項目を新たに作成したい
合算値は日次単位、締め期間単位でそれぞれ保持したい
締め期間単位で合算した遅刻早退時間は、30分を超えた場合のみ集計し、30分未満の場合は0
分として扱いたい

これに対応した集計項目を、作成していきます。
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定義
集計単位を定める

集計単位を定めます。
集計項目の単位には以下があります。

日次集計項目
週次集計項目
締め期間集計項目
月次集計項目

今回は「日次集計項目」と「締め期間集計項目」を作成します。

集計キーを定める

集計キーを定めます。
今回は日次集計項目の集計キーを「DA_late_early_time_M」、締め期間集計項目を
「PA_late_early_time_M」とします。

コラムコラム

集計キーの採番ルールは以下のようになっています。
[集計キー接頭辞(集計単位)] + [集計キー接頭辞(由来)] + “_” + [“集計キー語
幹”]　+　”_”　+　[集計キー接尾辞(メジャー)]

集計キー接頭辞(集計単位)

D：日次集計
W：週次集計
P：締め期間集計
M：月次集計

集計キー接頭辞(由来)

A：集計API内で固定文字列
S：勤務状況マスタ由来
T：集計タグマスタ由来
D：休憩・控除・時間年休大分類マスタ由来
M：休憩・控除・時間年休中分類マスタ由来
L：休憩・控除・時間年休マスタ由来

集計キー語幹

集計API固有文字列
勤務状況コード
集計タグコード
休憩・控除・時間年休大分類コード
休憩・控除・時間年休中分類コード
休憩・控除・時間年休コード

集計キー接尾辞(メジャー)

M：時間(分)
D：日数
C：回数

コラムコラム

集計の定義を行わなくても、マスタにデータが登録されているだけで勤務情報が入力
されると自動的に集計されるものがあります。

勤務状況マスタ
集計タグマスタ(メンテナンス画面なし)
休憩・控除・時間年休大分類マスタ(メンテナンス画面なし)
休憩・控除・時間年休中分類マスタ(メンテナンス画面なし)
休憩・控除・時間年休マスタ

集計定義を登録する

集計定義の登録を行います。

集計定義マスタ

No. 論理名論理名 物理名物理名 型型 長さ長さ
必必
須須 PK 備考備考

1 勤務体系
カテゴリ
コード

ws_category_cd varchar2 20 Y PK  
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2 会社コー
ド

company_cd varchar2 100 Y PK ※未使
用、拡張
用

3 勤務体系
コード

ws_agreement_cd varchar2 100 Y PK ※未使
用、拡張
用

4 集計キー
ID

sum_key_id varchar2 100 Y PK  

5 期間コー
ド

term_cd varchar2 50 Y PK  

6 開始日 start_date timestamp  Y   

7 終了日 end_date timestamp  Y   

8 集計処理 sum_api_id varchar2 100 Y   

9 処理順序 execute_order number 15,0    

10 集計区分 sum_div varchar2 100 Y   

11 パラメー
タID

parameter_data_id varchar2 100    

No. 論理名論理名 物理名物理名 型型 長さ長さ
必必
須須 PK 備考備考

日次集計処理と締め期間集計処理の定義を登録します。

コラムコラム

DB上は「勤務体系カテゴリ」「会社」「勤務体系」ごとに定義できること
を想定した構造になっていますが、
intra-mart Accel Kaiden! 勤務管理 標準版は「勤務体系カテゴリ」の
みを使用しています。
「会社」「勤務体系」については、拡張用の項目になっています。

コラムコラム

「集計処理＋”Calc”」がコンポーネントIDとなります。

集計定義パラメータマスタ

No. 論理名論理名 物理名物理名 型型 長さ長さ
必必
須須 PK 備考備考

1 パラメタ
ID

parameter_data_id varchar2 100 Y PK  

2 パラメタ
SEQ

parameter_seq number 15,0 Y PK  

3 枝番号 parameter_seq number 18,0 Y PK  

4 パラメタ
値

parameter_value varchar2 4000    

集計処理に渡すパラメータの定義を登録します。
今回の要件の一つである「30分」をここで渡すこととします。

-- 集計定義マスタ
insert into k31m_ws_use_sum_api values ('normal', '#default#', 'default', 'daily_late_early_time_sum_keys', 'default', '1900-01-01 00:00:00', '3000-01-01 00:00:00'
insert into k31m_ws_use_sum_api values ('normal', '#default#', 'default', 'period_late_early_time_sum_keys', 'default', '1900-01-01 00:00:00', '3000-01-01 00:00:00'

-- 集計定義パラメータマスタ
insert into k31m_ws_sum_api_prm_val values ('periodLateEarlyTimeParam', 1, 1, 30, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, '2014-04-01 00:00:00'

コラムコラム

固定労働時間制の定義のみを追加する例となっています。
必要に応じて他の勤務体系カテゴリの定義を登録します。
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実装

集計処理を作成します。

日次集計クラス作成

締め期間集計を行う集計クラス名をDailyLateEarlyTimeCalcとします。
標準で集計される日次遅刻時間と日次早退時間を足して、日次遅刻早退時間の値として保持します。

package jp.co.slcs.kaiden2.tutorial2.foundation.sum.util.calc.daily;

import static jp.co.slcs.kaiden2.product_labormgr.foundation.sum.util.SummaryUtil.nullToZero;
import java.math.BigDecimal;
import java.util.HashMap;
import java.util.Map;
import jp.co.slcs.kaiden2.product_labormgr.foundation.sum.conf.KlsKey.D;
import jp.co.slcs.kaiden2.product_labormgr.foundation.sum.process.model.dto.SumDto;
import jp.co.slcs.kaiden2.product_labormgr.foundation.sum.process.model.dto.SumDto.DailySumDto;
import jp.co.slcs.kaiden2.product_labormgr.foundation.sum.util.calc.SumCalcIF;
import jp.co.slcs.kaiden2.product_labormgr.foundation.sum.util.calc.model.dto.GenericSumCalcDto;
import jp.co.slcs.kaiden2.product_labormgr.foundation.sum.util.calc.model.dto.SumCalcDefDto;
import jp.co.slcs.kaiden2.tutorial2.foundation.sum.util.calc.daily.DailyLateEarlyTimeCalc.DailyLateEarlyTimeCalcDto;

/**
 * 遅刻早退合計時間算出クラス.
 */
public class DailyLateEarlyTimeCalc implements SumCalcIF<DailySumDto, DailyLateEarlyTimeCalcDto> {
    
    /* **************************************************************************************
     * 集計するのに必要な値をDTOクラスで宣言します。
     * ************************************************************************************** */
    public static class DailyLateEarlyTimeCalcDto extends GenericSumCalcDto {
        
        /** 遅刻時間(分). */
        public BigDecimal lateMin;
        /** 早退時間(分). */
        public BigDecimal earlyMin;
    }
    
    /* **************************************************************************************
     * 集計処理基盤が、集計定義を元に対象の集計クラスのcalcForSumメソッドを呼び出します。
     * calcForSumメソッドでは、引数から集計に必要な値を取り出してDtoにセットし、
     * 実処理を行うcalcメソッドを呼び出します。
     * 結果を集計基盤に返却します。
     * ************************************************************************************** */
    @Override
    public Map<String, BigDecimal> calcForSum(SumDto sumDto, Map<String, BigDecimal> dailySumData, SumCalcDefDto def,
            DailySumDto dailySumDto) {
        
        DailyLateEarlyTimeCalcDto calcDto = new DailyLateEarlyTimeCalcDto();
        // 遅刻時間を算出済み日次集計データより取得
        calcDto.lateMin = nullToZero(dailySumData.get(D.M_1001_M));
        // 早退時間を算出済み日次集計データより取得
        calcDto.earlyMin = nullToZero(dailySumData.get(D.M_1002_M));
        
        return calc(calcDto);
    }
    
    /* **************************************************************************************
     * 集計処理をcalcメソッドに実装します。
     * 集計結果を集計キーに紐づけてセットし、返却します。
     * ************************************************************************************** */
    @Override
    public Map<String, BigDecimal> calc(DailyLateEarlyTimeCalcDto calcDto, String... sumKeys) {
        
        Map<String, BigDecimal> resultMap = new HashMap<String, BigDecimal>();
        
        // 算出結果をセット
        resultMap.put("DA_late_early_time_M", calcDto.lateMin.add(calcDto.earlyMin));
        
        return resultMap;
    }
    
}

締め期間集計クラス作成

締め期間集計を行う集計クラス名をPeriodLateEarlyTimeCalcとします。
標準で集計される締め期間遅刻時間と締め期間早退時間を足して、締め期間遅刻早退時間の値とし
て保持します。
しきい値となる「30分」は、集計定義のパラメータとして登録し、当集計クラスはそこから受け取ることと
します。
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コラムコラム

集計定義パラメータについては後述します。

package jp.co.slcs.kaiden2.tutorial2.foundation.sum.util.calc.multiperiod.period;

import static jp.co.slcs.kaiden2.product_labormgr.foundation.sum.util.SummaryUtil.nullToZero;
import static jp.co.slcs.kaiden2.product_labormgr.foundation.sum.util.SummaryUtil.toBigDecimal;
import java.math.BigDecimal;
import java.util.HashMap;
import java.util.Map;
import javax.annotation.Resource;
import jp.co.slcs.kaiden2.product_labormgr.foundation.manager.sum.SummaryManager;
import jp.co.slcs.kaiden2.product_labormgr.foundation.sum.process.model.dto.SumDto;
import jp.co.slcs.kaiden2.product_labormgr.foundation.sum.process.model.dto.SumDto.MultiPeriodSumDto;
import jp.co.slcs.kaiden2.product_labormgr.foundation.sum.util.calc.SumCalcIF;
import jp.co.slcs.kaiden2.product_labormgr.foundation.sum.util.calc.model.dto.GenericSumCalcDto;
import jp.co.slcs.kaiden2.product_labormgr.foundation.sum.util.calc.model.dto.SumCalcDefDto;
import jp.co.slcs.kaiden2.tutorial2.foundation.sum.util.calc.multiperiod.period.PeriodLateEarlyTimeCalc.PeriodLateEarlyTimeCalcDto;

/**
 * 締め期間遅刻早退時間算出クラス.
 */
public class PeriodLateEarlyTimeCalc implements SumCalcIF<MultiPeriodSumDto, PeriodLateEarlyTimeCalcDto> {
    
    /* **************************************************************************************
     * 集計定義パラメータを取得するためのパラメータシーケンスを宣言しています。
     * ************************************************************************************** */
    private static final long PARAM_SEQ_1 = 1;
    
    public static class PeriodLateEarlyTimeCalcDto extends GenericSumCalcDto {
        
        /** 遅刻早退時間(分). */
        public BigDecimal lateEaryMin;
        /** 下限時間. */
        public BigDecimal lowerLimitMin;
    }
    
    /** SummaryManager. */
    @Resource
    protected SummaryManager summaryManager;
    
    @Override
    public Map<String, BigDecimal> calcForSum(SumDto sumDto, Map<String, BigDecimal> sumData, SumCalcDefDto def,
            MultiPeriodSumDto multiPeriodSumDto) {
        
        PeriodLateEarlyTimeCalcDto calcDto = new PeriodLateEarlyTimeCalcDto();
        
        /* **************************************************************************************
         * 締め期間中の日次遅刻早退時間の合計を取得します。
         * ************************************************************************************** */
        // 日次遅刻早退時間の合計を取得
        calcDto.lateEaryMin = nullToZero(summaryManager.getWrecSumDailyByPeriod(sumDto.spInfo.getUserCd(),
                sumDto.spInfo.getPeriodStartDate(), sumDto.spInfo.getPeriodStartDate(), "DA_late_early_time_M").get(
                "DA_late_early_time_M"));
        
        /* **************************************************************************************
         * 集計定義パラメータとして定義されている30分を取得します。
         * ************************************************************************************** */
        // 集計定義パラメータより、下限時間を取得
        calcDto.lowerLimitMin = toBigDecimal(def.param.getSingleParam(PARAM_SEQ_1));
        
        return calc(calcDto);
    }
    
    @Override
    public Map<String, BigDecimal> calc(PeriodLateEarlyTimeCalcDto calcDto, String... sumKeys) {
        
        Map<String, BigDecimal> resultMap = new HashMap<String, BigDecimal>();
        
        // 算出結果をセット
        if (calcDto.lateEaryMin.compareTo(calcDto.lowerLimitMin) < 0) {
            // 下限時間より少ない
            resultMap.put("PA_late_early_time_M", BigDecimal.ZERO);
        } else {
            // 下限時間以上
            resultMap.put("PA_late_early_time_M", calcDto.lateEaryMin);
        }
        
        return resultMap;
    }
}
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デフォルト締め期間集計のスキップ処理を追加

標準の処理で、日次集計値を締め期間内で合計した値を締め期間集計値として自動的に登録してい
ます。
（これは締め期間でのみです。週次、月次では行っていません。）
今回のように単純な日次集計値の合計でなく、独自に締め期間集計クラスを作成する場合、自動登
録処理をスキップする必要があります。
MultiPeriodSumクラスを以下のように拡張します。

package jp.co.slcs.kaiden2.tutorial2.foundation.sum.process;

import java.util.ArrayList;
import java.util.Arrays;
import java.util.List;
import jp.co.slcs.kaiden2.product_labormgr.foundation.sum.process.MultiPeriodSum;
import jp.co.slcs.kaiden2.product_labormgr.foundation.sum.process.model.dto.SumDto;

public class MultiPeriodSumExt extends MultiPeriodSum {
    
    /* **************************************************************************************
     * 締め期間集計処理の基盤クラスのgetExcludeTargetSumKey(SumDto)メソッドで、
     * 日次集計データの単純な合算をしない項目を定義しています。
     * ************************************************************************************** */
    @Override
    protected String[] getExcludeTargetSumKey(SumDto _sumDto) {
        List<String> list = new ArrayList<String>(Arrays.asList(super.getExcludeTargetSumKey(_sumDto)));
        /* **************************************************************************************
         * 日次集計項目の"DA_late_early_time_M"を追加します。
         * 締め期間集計値の自動計算が行われなくなります。
         * ************************************************************************************** */
        list.add("DA_late_early_time_M");
        return list.toArray(new String[list.size()]);
    }
}

コラムコラム

日次集計値の単純な合計を締め期間集計値としてよい場合は、締め期間集計クラス
を独自に作成する必要はありません。

diconファイル作成

diconファイルを作成します。
ファイル名をkaiden_tutorial2.diconとします。
“lateEarlyPeriodTimeChecker”は、次項のチェック処理のものになりますので、ここでは読み飛ばして
ください。

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE components PUBLIC "-//SEASAR//DTD S2Container 2.4//EN"
  "http://www.seasar.org/dtd/components24.dtd">
<components>
    <component name="dailyLateEarlyTimeCalc" class="jp.co.slcs.kaiden2.tutorial2.foundation.sum.util.calc.daily.DailyLateEarlyTimeCalc" instance="prototype"
    <component name="periodLateEarlyTimeCalc" class="jp.co.slcs.kaiden2.tutorial2.foundation.sum.util.calc.multiperiod.period.PeriodLateEarlyTimeCalc"
    <component name="multiPeriodSum" class="jp.co.slcs.kaiden2.tutorial2.foundation.sum.process.MultiPeriodSumExt" instance="prototype"></component>
    <component name="lateEarlyPeriodTimeChecker" class="jp.co.slcs.kaiden2.tutorial2.foundation.sum.util.check.multiperiod.period.LateEarlyPeriodTimeChecker"
</components>

コラムコラム

kaiden_tutorial2.diconをインクルードしてください。

コラムコラム

コンポーネントIDを「集計定義テーブル.集計処理＋”Calc”」とすることで、集計基盤
に集計処理クラスとして認識されます。

コラムコラム

kaiden_product_labormgr.diconの”multiPeriodSum”の定義を無効にしてください。
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確認

勤務表で入力を行い、想定した結果が日次集計テーブル(k31t_wrec_sum_daily)、締め期間集計
テーブル(k31t_wrec_sum_period)に登録されていることを確認してください。

コラムコラム

intra-mart Accel Kaiden! 勤務管理 標準版は、時間数の値を分単位で登録していま
す。
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集計チェックを新たに追加する集計チェックを新たに追加する

集計チェックを新たに追加する手順を解説します。
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はじめに - 集計チェックとは

intra-mart Accel Kaiden! 勤務管理 では 集計項目の値に対して何らかのチェックを行い、チェックに集計項目の値に対して何らかのチェックを行い、チェックに
引っかかった場合にアラートを上げる処理引っかかった場合にアラートを上げる処理 のことを集計チェックと呼びます。
単純な入力値に対する必須チェック等は業務ロジックで行うべきもので、集計チェックには含みませ
ん。

次項以降、集計項目を新たに追加する場合の手順をサンプルプログラムをもとに解説していきます。
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要件

以下の要件があるとします。

前項で作成した「遅刻早退時間」に対して、チェックを行いたい。
警告レベル１〜４ごとにしきい値を設定したい。

これに対応した集計チェックを、作成していきます。

コラムコラム

標準版では警告レベル１〜４までをサポートしており、それぞれの位置づけとして以下
を想定しています。

レベル１:軽度警告
レベル２:重度警告
レベル３:会社規定違反
レベル４:法令違反

ただし、上記を強制するものではなく、自由にレベルの位置づけをして頂いて構いませ
ん。
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定義

集計チェック定義の登録を行います。
対象テーブルと登録すべきデータを解説します。

ガジェットマスタ

No. 論理名論理名 物理名物理名 型型 長さ長さ 必須必須 PK

1 ガジェットクラス gadget_class varchar2 100 Y PK

2 ガジェットバリ
エーション

gadget_variation varchar2 100 Y PK

3 JSPパス jsp_path varchar2 1000   

4 JAVAクラスパ
ス

java_path varchar2 1000   

5 ソートキー sort_key number 15,0 Y  

6 サーフェスキー surface_key varchar2 100 Y  

集計チェック処理のガジェットクラス・ガジェットバリエーションに対して、
集計チェック処理設定ガジェットJSPパスと集計処理実行クラスを定義します。
ここでは、以下のように設定することとします。

ガ
ジェッ
トクラ
ス

klsLateEarlyTime

ガ
ジェッ
トバ
リ
エー
ショ
ン

v01

JSP
パス

/WEB-
INF/view/kaiden2/tutorial2/gadget/klsLateEarlyPeriodTime/klsLateEarlyPeriodTimeV01.jsp

Java
パス

lateEarlyPeriodTime

コラムコラム

「Javaパス＋”Checker”」がコンポーネントIDとなります。

ガジェットタグマスタ

No. 論理名論理名 物理名物理名 型型 長さ長さ 必須必須 PK

1 ガジェットクラス gadget_class varchar2 100 Y PK

2 ガジェットバリ
エーション

gadget_variation varchar2 100 Y PK

3 タグ gadget_tag varchar2 100 Y PK

ガジェットのタグとして「sumCheck」(チェック処理であることを示す)と「period」(締め期
間集計値に対するチェックであることを示す)を設定します。

コラムコラム

集計チェック処理に対するタグは以下を付与します。

集計期間集計期間 タグタグ

日次 sumCheck,daily

週次 sumCheck,weekly

締め期間 sumCheck,period

月次 sumCheck,monthly

その他 sumCheck,other

ガジェットサーフェスマスタ

No. 論理名論理名 物理名物理名 型型 長さ長さ 必須必須 PK

1 ガジェットクラス gadget_class varchar2 100 Y PK

2 ガジェットバリ
エーション

gadget_variation varchar2 100 Y PK

intra-mart Accel Kaiden!

155



3 サーフェスキー surface_key varchar2 100 Y PK

4 ロケールID locale_id varchar2 50 Y PK

5 サーフェス surface varchar2 4000 Y  

No. 論理名論理名 物理名物理名 型型 長さ長さ 必須必須 PK

集計チェック処理設定ガジェットのタイトルとして表示されます。
「遅刻早退時間チェック」を設定します。

集計チェックAPIパラメータマスタ

No. 論理名論理名 物理名物理名 型型 長さ長さ
必必
須須 PK 備考備考

1 ガ
ジェット
クラス

gadget_class varchar2 100 Y PK  

2 ガ
ジェット
バリ
エー
ション

gadget_variation varchar2 100 Y PK  

3 パラ
メータ
キー

parameter_key varchar2 100 Y PK  

4 ロケー
ルID

locale_id varchar2 50 Y PK  

5 パラ
メータ
種別

parameter_def_pattern_cd varchar2 100 Y   

6 パラ
メータ
名称

parameter_name varchar2 1000 Y  ※未
使用、
拡張
用

7 備考 note varchar2 4000    

集計チェック処理が受け取るパラメータの顔ぶれを設定します。
ここでは、「criteriaValue」というパラメータキーに対して、レベル１〜４までのチェックしき
い値を指定します。

コラムコラム

パラメータ種別には、パラメータの指定方法を指定しています。

1 単一値指定

2 重大度別指定

3 複数値指定

4 その他

集計チェックAPIパラメータ内訳マスタ

No. 論理名論理名 物理名物理名 型型 長さ長さ
必必
須須 PK 備考備考

1 ガジェット
クラス

gadget_class varchar2 100 Y PK  

2 ガジェット
バリエー
ション

gadget_variation varchar2 100 Y PK  

3 パラメー
タキー

parameter_key varchar2 100 Y PK  

4 パラメー
タSEQ

parameter_seq number 15,0 Y PK  

5 パラメー
タデータ
タイプ

parameter_data_type varchar2 100 Y  ※未使
用、拡張
用

6 サーフェ
スキー

surface_key varchar2 100   ※未使
用、拡張
用

7 重大度 severe_level varchar2 100    
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8 増減区分 increase_type varchar2 100   ※未使
用、拡張
用

9 変更可否 allow_upd_flag varchar2 1 Y  ※未使
用、拡張
用

10 削除可否 allow_del_flag varchar2 1 Y  ※未使
用、拡張
用

No. 論理名論理名 物理名物理名 型型 長さ長さ
必必
須須 PK 備考備考

集計チェックAPIパラメータの詳細情報を登録します。

コラムコラム

パラメータデータタイプには、パラメータとして渡される型を指定します。

1 数値

2 文字列

3 真偽値

4 日付

5 時間

6 不等号

コラムコラム

重大度には、集計チェックAPIパラメータマスタ.パラメータ種別が「重
大度指定」の場合のレベルを指定します。
標準では１〜４のみをサポートしています。
重大度指定でないパラメータの場合はnullを指定してください。

集計チェックマスタ

No. 論理名論理名 物理名物理名 型型 長さ長さ
必必
須須 PK 備考備考

1 勤務体系
カテゴリ
コード

ws_category_cd varchar2 20 Y PK  

2 会社コー
ド

company_cd varchar2 100 Y PK  

3 勤務体系
コード

ws_agreement_cd varchar2 100 Y PK  

4 ガジェット
クラス

gadget_class varchar2 100 Y PK  

5 ガジェット
バリエー
ション

gadget_variation varchar2 100 Y PK  

6 ガジェット
インスタン
ス

gadget_instance number 18,0 Y PK  

7 期間コー
ド

term_cd varchar2 50 Y PK  

8 パラメー
タID

parameter_data_id varchar2 100 Y   

9 処理順序 execute_order number 15,0    

10 チェック要
否

check_required_flag varchar2 1 Y   

勤務体系ごとの集計チェック処理の定義を設定します。
集計チェック処理作成時のデータは「勤務体系カテゴリ：normal」「会社：#default#」
「勤務体系：default」として、
勤務体系カテゴリごとの共通設定として登録します。
ここでの登録値が、勤務体系マスタで最初に集計チェック定義のメンテナンスを行う画
面のパラメータ初期値となります。

コラムコラム

チェック要否には「”0”:チェックを行わない」「”1”:チェックを行う」を設定
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します。
運用中に集計チェック処理を追加する場合は”0”を登録してください。

コラムコラム

処理順序には処理を行う順番を設定します。
nullを登録すると、処理順序は保証されません。

集計チェックパラメータマスタ

No. 論理名論理名 物理名物理名 型型 長さ長さ
必必
須須 PK 備考備考

1 パラメタ
ID

parameter_data_id varchar2 100 Y PK  

2 パラメタ
キー

parameter_key varchar2 100 Y PK  

3 パラメタ
SEQ

parameter_seq number 15,0 Y PK  

4 パラメタ
値

parameter_value varchar2 4000    

集計チェック処理のパラメータに渡すパラメータを登録します。
ここでの登録値が、勤務体系マスタで最初に集計チェック定義のメンテナンスを行う画
面のパラメータ初期値となります。

INSERT文は以下になります。

-- ガジェットマスタ
insert into k10m_gadget values ('klsLateEarlyTime', 'v01', '/WEB-INF/view/kaiden2/tutorial2/gadget/klsLateEarlyPeriodTime/klsLateEarlyPeriodTimeV01.jsp'

-- ガジェットタグマスタ
insert into k10m_gadget_tags values ('klsLateEarlyTime', 'v01', 'period', null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, '2014-04-01 00:00:00', 'tutorial2'
insert into k10m_gadget_tags values ('klsLateEarlyTime', 'v01', 'sumCheck', null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, '2014-04-01 00:00:00', 'tutorial2'

-- ガジェットサーフェスマスタ
insert into k10m_gadget_surface values ('klsLateEarlyTime', 'v01', 'chapterTitle', 'ja', '遅刻早退時間チェック', null, null, null, null, null, null, null, null, null, 
insert into k10m_gadget_surface values ('klsLateEarlyTime', 'v01', 'chapterTitle', 'en', '遅刻早退時間チェック', null, null, null, null, null, null, null, null, null,
insert into k10m_gadget_surface values ('klsLateEarlyTime', 'v01', 'chapterTitle', 'zh_CN', '遅刻早退時間チェック', null, null, null, null, null, null, null, null, 

-- 集計チェックAPIパラメータマスタ
insert into k31m_check_prm_def values ('klsLateEarlyTime', 'v01', 'criteriaValue', 'ja', '2', '遅刻早退時間', null, null, null, null, null, null, null, null, null, null
insert into k31m_check_prm_def values ('klsLateEarlyTime', 'v01', 'criteriaValue', 'en', '2', '遅刻早退時間', null, null, null, null, null, null, null, null, null, null
insert into k31m_check_prm_def values ('klsLateEarlyTime', 'v01', 'criteriaValue', 'zh_CN', '2', '遅刻早退時間', null, null, null, null, null, null, null, null, null

-- 集計チェックAPIパラメータ内訳マスタ
insert into k31m_check_prm_def_dtl values ('klsLateEarlyTime', 'v01', 'criteriaValue', 1, '5', null, '1', null, '1', '1', null, null, null, null, null, null, null, null, null
insert into k31m_check_prm_def_dtl values ('klsLateEarlyTime', 'v01', 'criteriaValue', 2, '5', null, '2', null, '1', '1', null, null, null, null, null, null, null, null, null
insert into k31m_check_prm_def_dtl values ('klsLateEarlyTime', 'v01', 'criteriaValue', 3, '5', null, '3', null, '1', '1', null, null, null, null, null, null, null, null, null
insert into k31m_check_prm_def_dtl values ('klsLateEarlyTime', 'v01', 'criteriaValue', 4, '5', null, '4', null, '1', '1', null, null, null, null, null, null, null, null, null

-- 集計チェックマスタ
insert into k31m_ws_use_check values ('normal', '#default#', 'default', 'klsLateEarlyTime', 'v01', 1, 'default', 'lateEarlyTime_param_001', null, '0', null, null, 

-- 集計チェックパラメータマスタ
insert into k31m_check_prm_value values ('lateEarlyTime_param_001', 'criteriaValue', 1, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, '2014-04-01 00:00:00'
insert into k31m_check_prm_value values ('lateEarlyTime_param_001', 'criteriaValue', 2, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, '2014-04-01 00:00:00'
insert into k31m_check_prm_value values ('lateEarlyTime_param_001', 'criteriaValue', 3, '60', null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, '2014-04-01 00:00:00'
insert into k31m_check_prm_value values ('lateEarlyTime_param_001', 'criteriaValue', 4, '120', null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, '2014-04-01 00:00:00'

注意注意

集計チェックマスタ.ガジェットバリエーションは、DB定義上100byteとなっています
が、50byteを超えて登録しないでください。
SQLServerの主キー最大長の900byteを超える可能性があります。
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実装
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集計チェック処理
集計チェッククラス作成

クラス名をLateEarlyPeriodTimeCheckerとします。

package jp.co.slcs.kaiden2.tutorial2.foundation.sum.util.check.multiperiod.period;

import static jp.co.slcs.kaiden2.product_labormgr.foundation.sum.util.SummaryUtil.nullToZero;
import static jp.co.slcs.kaiden2.product_labormgr.foundation.sum.util.SummaryUtil.toMsgHHMM;
import java.math.BigDecimal;
import java.util.ArrayList;
import java.util.List;
import java.util.Map;
import jp.co.slcs.kaiden2.base.foundation.util.BeanUtil;
import jp.co.slcs.kaiden2.base.foundation.util.StringUtil;
import jp.co.slcs.kaiden2.product_labormgr.foundation.conf.SevereLevel;
import jp.co.slcs.kaiden2.product_labormgr.foundation.sum.process.model.dto.SumDto.MultiPeriodSumDto;
import jp.co.slcs.kaiden2.product_labormgr.foundation.sum.util.SummaryUtil;
import jp.co.slcs.kaiden2.product_labormgr.foundation.sum.util.check.AbstractSummaryChecker;
import jp.co.slcs.kaiden2.product_labormgr.foundation.sum.util.check.model.dto.GenericBorderCheckDto;
import jp.co.slcs.kaiden2.product_labormgr.foundation.sum.util.check.model.dto.SumCheckDefDto;
import jp.co.slcs.kaiden2.product_labormgr.foundation.sum.util.check.model.dto.SumCheckDto;
import jp.co.slcs.kaiden2.product_labormgr.foundation.sum.util.check.model.dto.SumCheckResult;
import jp.co.slcs.kaiden2.product_labormgr.foundation.sum.util.check.model.dto.SumCheckerGenericDto;

public class LateEarlyPeriodTimeChecker extends AbstractSummaryChecker<MultiPeriodSumDto, GenericBorderCheckDto> {
    
    /* **************************************************************************************
     * パラメータキーを宣言しています。
     * ************************************************************************************** */
    protected static final String CRITERIA_VALUE = "criteriaValue";
    
    @Override
    public List<SumCheckResult> checkForSum(Map<String, BigDecimal> sumData, SumCheckDefDto sumCheckDef,
            MultiPeriodSumDto multiPeriodSumDto) {
        
        GenericBorderCheckDto gbcDto = new GenericBorderCheckDto(sumData, sumCheckDef);
        
        /* **************************************************************************************
         * チェック対象期間の開始日と終了日を取得しています。
         * エラーメッセージに出力します。
         * ************************************************************************************** */
        gbcDto.checkTargetStartDate = BeanUtil.toCast(MultiPeriodSumDto.class, multiPeriodSumDto).getAssignStartDate();
        gbcDto.checkTargetEndDate = BeanUtil.toCast(MultiPeriodSumDto.class, multiPeriodSumDto).getAssignStartDate();
        
        return check(gbcDto);
    }
    
    @Override
    public List<SumCheckResult> check(GenericBorderCheckDto btcDto) {
        
        SumCheckDefDto scDef = btcDto.sumCheckDef;
        
        List<SumCheckResult> resultList = new ArrayList<SumCheckResult>();
        
        /* **************************************************************************************
         * 締め期間集計データから、遅刻早退時間の値を取得します。
         * ************************************************************************************** */
        BigDecimal targetValue = nullToZero(btcDto.sumData.get("PA_late_early_time_M"));
        
        SumCheckResult scResult = null;
        
        /* **************************************************************************************
         * レベルごとのしきい値と比較します。
         * レベル１から順に比較し、結果を上書きしています。
         * ************************************************************************************** */
        for (SevereLevel level : SevereLevel.values()) {
            
            SumCheckDto def = scDef.param.getBorderDefs(level).get(CRITERIA_VALUE);
            
            if (null == def || StringUtil.isEmpty(def.paramValue)) {
                continue;
            }
            
            BigDecimal criteriaValue = toAnyType(BigDecimal.class, def.paramValue);
            
            if (null == criteriaValue) {
                continue;
            }
            
            // 基準値 [%演算子%] 対象値 の場合
            if (targetValue.compareTo(criteriaValue) > 0) {
                /* **************************************************************************************
                 * チェック結果メッセージIDの引数を設定しています。
                 * ************************************************************************************** */
                scResult = makeSumCheckResult(scDef);
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                scResult.judgeStatus = true;
                scResult.severeLevel = level.getCode();
                scResult.addMsgArg(btcDto.checkTargetStartDate);
                scResult.addMsgArg(btcDto.checkTargetEndDate);
                scResult.addMsgArg("TTRL.summaryItem.V.PA_late_early_time_M");
                scResult.addMsgArg(toMsgHHMM(targetValue));
                scResult.addMsgArg(toMsgHHMM(criteriaValue));
            }
        }
        
        if (null != scResult) {
            resultList.add(scResult);
        }
        
        return resultList;
    }
    
    @Override
    protected String getMessageId() {
        /* **************************************************************************************
         * チェック結果メッセージIDを返します。
         * ************************************************************************************** */
        return "I.TTRL.summaryCheck.0001";
    }
    
    @Override
    protected Object[] getMsgArgs(SumCheckerGenericDto scgDto, Object... args) {
        return SummaryUtil.makeArgs(scgDto, args);
    }
    
}

メッセージ定義ファイル作成

ファイル名をtutorial2_messages.xmlとします。

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<!DOCTYPE properties SYSTEM "http://java.sun.com/dtd/properties.dtd">
<properties>
 <comment/>
 <entry key="I.TTRL.summaryCheck.0001">[{0}]〜[{1}]の期間で{2}({3})が{4}を超過しています</entry>
</properties>

サーフェス定義ファイル作成

ファイル名をtutorial2_messages.xmlとします。

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<!DOCTYPE properties SYSTEM "http://java.sun.com/dtd/properties.dtd">
<properties>
  <entry key="TTRL.summaryItem.V.PA_late_early_time_M">遅刻早退時間</entry>
</properties>

diconファイル作成

diconファイルを作成します。
ファイル名をkaiden_tutorial2.diconとします。

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE components PUBLIC "-//SEASAR//DTD S2Container 2.4//EN"
  "http://www.seasar.org/dtd/components24.dtd">
<components>
    <component name="dailyLateEarlyTimeCalc" class="jp.co.slcs.kaiden2.tutorial2.foundation.sum.util.calc.daily.DailyLateEarlyTimeCalc" instance=
    <component name="periodLateEarlyTimeCalc" class="jp.co.slcs.kaiden2.tutorial2.foundation.sum.util.calc.multiperiod.period.PeriodLateEarlyTimeCalc"
    <component name="multiPeriodSum" class="jp.co.slcs.kaiden2.tutorial2.foundation.sum.process.MultiPeriodSumExt" instance="prototype"></component>
    <component name="lateEarlyPeriodTimeChecker" class="jp.co.slcs.kaiden2.tutorial2.foundation.sum.util.check.multiperiod.period.LateEarlyPeriodTimeChecker"
</components>

コラムコラム

コンポーネントIDを「ガジェットマスタ.Javaパス＋”Checker”」とするこ
とで、集計チェック基盤に集計チェッククラスとして認識されます。
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集計チェック定義登録ガジェット
Actionクラス作成

アクションクラスを作成します。

package jp.co.slcs.kaiden2.tutorial2.feature.action.kaiden.gadget;

import javax.annotation.Resource;
import jp.co.slcs.kaiden2.product_labormgr.feature.action.kaiden.gadget.AbstractKlsSettingActionBase;
import jp.co.slcs.kaiden2.product_labormgr.feature.form.kaiden.gadget.AbstractKlsSettingForm;
import jp.co.slcs.kaiden2.product_labormgr.feature.logic.kaiden.gadget.AbstractKlsSettingLogic;
import jp.co.slcs.kaiden2.tutorial2.feature.form.kaiden.gadget.KlsLateEarlyPeriodTimeV01Form;
import jp.co.slcs.kaiden2.tutorial2.feature.logic.kaiden.gadget.KlsLateEarlyPeriodTimeV01Logic;
import org.seasar.struts.annotation.ActionForm;

public class KlsLateEarlyPeriodTimeV01Action extends AbstractKlsSettingActionBase {
    
    @ActionForm
    @Resource
    public KlsLateEarlyPeriodTimeV01Form klsLateEarlyPeriodTimeV01Form;
    
    @Resource
    public KlsLateEarlyPeriodTimeV01Logic klsLateEarlyPeriodTimeV01Logic;
    
    @Override
    protected AbstractKlsSettingForm getForm() {
        return klsLateEarlyPeriodTimeV01Form;
    }
    
    @Override
    protected AbstractKlsSettingLogic getLogic() {
        return klsLateEarlyPeriodTimeV01Logic;
    }
}

Formクラス作成

アクションクラスを作成します。

package jp.co.slcs.kaiden2.tutorial2.feature.form.kaiden.gadget;

import jp.co.slcs.kaiden2.product_labormgr.feature.form.kaiden.gadget.AbstractKlsSettingForm;

public class KlsLateEarlyPeriodTimeV01Form extends AbstractKlsSettingForm {
}

Logicクラス作成

アクションクラスを作成します。

package jp.co.slcs.kaiden2.tutorial2.feature.logic.kaiden.gadget;

import jp.co.slcs.kaiden2.product_labormgr.feature.logic.kaiden.gadget.AbstractKlsSettingLogic;

public class KlsLateEarlyPeriodTimeV01Logic extends AbstractKlsSettingLogic {
}

JSP作成

JSPファイル名をklsLateEarlyPeriodTimeV01.jspとします。
「/WEB-INF/view/kaiden2/tutorial2/gadget/klsLateEarlyPeriodTime」に配置します。

<%@ page language="java" contentType="text/html; charset=UTF-8" pageEncoding="UTF-8" %>
<%@ taglib prefix="c" uri="http://java.sun.com/jstl/core" %>
<%@ taglib prefix="im" uri="http://www.intra-mart.co.jp/taglib/im-tenant" %>
<%@ taglib prefix="k" uri="http://kaiden.slcs.co.jp/taglib/ui" %>
<%@ taglib prefix="imui" uri="http://www.intra-mart.co.jp/taglib/imui" %>
<%@ page import="jp.co.slcs.kaiden2.base.foundation.util.PropertyJspUtil"%>
<%@ page import="jp.co.slcs.kaiden2.base.foundation.conf.BaseProp" %>
<%@ page import="jp.co.slcs.kaiden2.product_labormgr.foundation.conf.ProductLabormgrProp" %>
<%@ page import="jp.co.slcs.kaiden2.base.foundation.conf.ViewMode" %>

<%-- 遅刻早退時間チェックガジェット --%>
<c:set var="gadgetClass">${param.gadgetClass}</c:set>
<c:set var="gadgetVariation">${param.gadgetVariation}</c:set>
<c:set var="gadgetInstance">${param.gadgetInstance}</c:set>
<c:set var="gadgetId">${gadgetClass}_${gadgetVariation}_${gadgetInstance}</c:set>
<c:set var="gadgetTitle">${param.gadgetName}</c:set>
<c:set var="accessUrl">kaiden/gadget/klsLateEarlyPeriodTimeV01</c:set>
<c:set var="sumCheckBlockId">sumCheckList</c:set>
<c:set var="sumCheckDialogId">sumCheckContent</c:set>
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<%-- 設定等 --%>
<c:set var="wsCategoryCd">${param.wsCategoryCd}</c:set>
<c:set var="companyCd">${param.companyCd}</c:set>
<c:set var="wsAgreementCd">${param.wsAgreementCd}</c:set>
<c:set var="openApplyDate">${param.openApplyDate}</c:set>
<c:set var="termCd">${param.termCd}</c:set>
<c:set var="inputMode">${param.inputMode}</c:set>
<c:set var="sumDiv">${param.sumDiv}</c:set>
<c:set var="checkRequiredFlag">${param.checkRequiredFlag}</c:set>

<c:set var="debug">${param.debug}</c:set>

<%-- 画面固有バリデーションID --%>
<c:set var="validTimeMax4Caution1">k_${gadgetId}TimeMax4Caution1</c:set>
<c:set var="validTimeMax4Caution2">k_${gadgetId}TimeMax4Caution2</c:set>

<%-- 画面表示モード --%>
<c:set var="input"><%= ViewMode.INPUT.getCode() %></c:set>
<c:set var="view"><%= ViewMode.VIEW.getCode() %></c:set>

<%-- サーフェス --%>
<c:set var="surfaceCheckRequiredFlag"><%= ProductLabormgrProp.S.WsAgreement.SUM_CHECK_REQUIRED %></c:set>

<c:set var="surfaceCriteriaValue"><%= ProductLabormgrProp.S.WsAgreement.OVER_TIME_LIMIT %></c:set>

<c:set var="surfaceCaution1"><%= ProductLabormgrProp.S.CAUTION_1 %></c:set>
<c:set var="surfaceLevel1"><%= ProductLabormgrProp.S.LEVEL_1 %></c:set>
<c:set var="surfaceCaution2"><%= ProductLabormgrProp.S.CAUTION_2 %></c:set>
<c:set var="surfaceLevel2"><%= ProductLabormgrProp.S.LEVEL_2 %></c:set>
<c:set var="surfaceCaution3"><%= ProductLabormgrProp.S.CAUTION_3 %></c:set>
<c:set var="surfaceLevel3"><%= ProductLabormgrProp.S.LEVEL_3 %></c:set>
<c:set var="surfaceCaution4"><%= ProductLabormgrProp.S.CAUTION_4 %></c:set>
<c:set var="surfaceLevel4"><%= ProductLabormgrProp.S.LEVEL_4%></c:set>

<%-- 集計チェック設定 --%>
<%-- 保存 --%>
<c:set var="surfaceRefreshSumCheck"><%= BaseProp.S.SAVE %></c:set>
<%-- チェックを有効にします。 （文字列化済み） --%>
<c:set var="surfaceCheckRequiredFlagOn_text"><%= PropertyJspUtil.getSurface(ProductLabormgrProp.S.WsAgreement.CHECK_REQUIRED_FLAG_ON) %></c:set>
<%-- チェックを無効にします。（文字列化済み） --%>
<c:set var="surfaceCheckRequiredFlagOff_text"><%= PropertyJspUtil.getSurface(ProductLabormgrProp.S.WsAgreement.CHECK_REQUIRED_FLAG_OFF) %></c:set>
<%-- 集計チェックの内容を表示します。 （文字列化済み） --%>
<c:set var="surfaceSumCheckContentInfo_text"><%= PropertyJspUtil.getSurface(ProductLabormgrProp.S.WsAgreement.SUM_CHECK_CONTENT_INFO) %></c:set>
<%-- 有効（文字列化済み） --%>
<c:set var="surfaceEnabled_text"><%= PropertyJspUtil.getSurface(BaseProp.S.ENABLED) %></c:set>
<%-- 無効 （文字列化済み） --%>
<c:set var="surfaceDisabled_text"><%= PropertyJspUtil.getSurface(BaseProp.S.DISABLED) %></c:set>

<%-- ダイアログボタン --%>
<%-- 閉じる （文字列化済み） --%>
<c:set var="surfaceReturnlist_text"><%=PropertyJspUtil.getSurface(BaseProp.S.CLOSE)%></c:set>

<%-- メッセージ --%>
<%-- 保存します。 --%>
<c:set var="messageSaveConfirm"><%=PropertyJspUtil.getMessage(BaseProp.M.W0012)%></c:set>
<%-- "{0}"以下で入力してください。 --%>
<c:set var="validMsg_timeMax"><%= PropertyJspUtil.getMessage(BaseProp.M.W0226) %></c:set>

<%-- バリデーション --%>
<c:set var="validCriteriaValue_1_setings">{k_time:[''], k_${gadgetId}TimeMax4Caution1:['criteriaValue|2', 'criteriaValue|3', 'criteriaValue|4'], k_timeMax2:['1000:00']}</c:set>
<c:set var="validCriteriaValue_2_setings">{k_time:[''], k_${gadgetId}TimeMax4Caution2:['criteriaValue|3', 'criteriaValue|4'], k_timeMax2:['1000:00']}</c:set>
<c:set var="validCriteriaValue_3_setings">{k_time:[''], k_timeMax:['criteriaValue|4'], k_timeMax2:['1000:00']}</c:set>
<c:set var="validCriteriaValue_4_setings">{k_time:[''], k_timeMax2:['1000:00']}</c:set>

<k:gadgetContainer gadgetId="${gadgetId}"
                   gadgetClass="${gadgetClass}"
                   gadgetVariation="${gadgetVariation}"
                   gadgetInstance="${gadgetInstance}"
                   gadgetTitle="${gadgetTitle}"
                   hideGadgetTitle="true">

  <form id="gadget_form" onsubmit="return false;">
    <k:blockContainer id="${sumCheckBlockId}" style="padding:0px 20px;">
      <table class="imui-table-mixed" style="table-layout:fixed;margin-bottom:0.5em;">
        <colgroup>
          <col style="width:100%;"/>
        </colgroup>
        <tr>
          <th>
            <k:surface name="checkRequiredFlagOn" surfaceKey="" class="kaiden-ui-wsA_sumCheck kaiden-ui-icon-enable16 mr-5 hidden kaiden-ui-wsA_sumCheck-label" title="${surfaceCheckRequiredFlagOff_text}"/>
            <k:surface name="checkRequiredFlagOff" surfaceKey="" class="kaiden-ui-wsA_sumCheck kaiden-ui-icon-disable16 mr-5 hidden kaiden-ui-wsA_sumCheck-label" title="${surfaceCheckRequiredFlagOn_text}"/>
            <k:hidden name="checkRequiredFlag" mode="${inputMode}"/>
            <k:surface surfaceKey="${gadgetTitle}"/>
            <k:a name="checkContentLink" class="im-ui-icon-common-16-question mr-5 float-R" mode="0" title="${surfaceSumCheckContentInfo_text}"/>
            <k:hidden name="parameterDataId" mode="${inputMode}"/>
          </th>
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          </th>
        </tr>
        <tr class="sumCheckParams" style="display:none;">
          <td>
            <div style="margin-left:50px">
              <table style="width:100%">
                <colgroup>
                  <col />
                  <col style="width:150px;"/>
                </colgroup>
                <tr>
                  <td>
                    <table class="imui-table" style="margin-bottom:0.5em;">
                      <colgroup>
                        <col style="width:200px"/>
                        <col style=""/>
                      </colgroup>
                      <thead>
                        <tr>
                          <th></th>
                          <th><span class="kaiden-ui-icon-warn-I16 mr-5 valign-M"></span><k:surface surfaceKey="${surfaceLevel1}" class="valign-M"/></th>
                          <th><span class="kaiden-ui-icon-warn-II16 mr-5 valign-M"></span><k:surface surfaceKey="${surfaceLevel2}" class="valign-M"/></th>
                          <th><span class="kaiden-ui-icon-warn-III16 mr-5 valign-M"></span><k:surface surfaceKey="${surfaceLevel3}" class="valign-M"/></th>
                          <th><span class="kaiden-ui-icon-warn-IV16 mr-5 valign-M"></span><k:surface surfaceKey="${surfaceLevel4}" class="valign-M"/></th>
                        </tr>
                      </thead>
                      <tbody>
                        <tr>
                          <th><k:surface surfaceKey="${surfaceCriteriaValue}"/></th>
                          <td>
                            <k:time name="criteriaValue|1"
                                    mode="${inputMode}"
                                    surfaceKey="${surfaceCaution1}"
                                    validationSettingsKlsDaily36LimitV01="${validCriteriaValue_1_setings}"
                                    />
                          </td>
                          <td>
                            <k:time name="criteriaValue|2"
                                    mode="${inputMode}"
                                    surfaceKey="${surfaceCaution2}"
                                    validationSettingsKlsDaily36LimitV01="${validCriteriaValue_2_setings}"
                                    />
                          </td>
                          <td>
                            <k:time name="criteriaValue|3"
                                    mode="${inputMode}"
                                    surfaceKey="${surfaceCaution3}"
                                    validationSettingsKlsDaily36LimitV01="${validCriteriaValue_3_setings}"
                                    />
                          </td>
                          <td>
                            <k:time name="criteriaValue|4"
                                    mode="${inputMode}"
                                    surfaceKey="${surfaceCaution4}"
                                    validationSettingsKlsDaily36LimitV01="${validCriteriaValue_4_setings}"
                                    />
                          </td>
                        </tr>
                      </tbody>
                    </table>
                  </td>
                  <td class="align-C valign-M">
                    <k:button mode="${inputMode}" class="imui-small-button" value="${surfaceRefreshSumCheck}" name="settings"/>
                  </td>
                </tr>
               </table>
            </div>
          </td>
        </tr>
      </table>
    </k:blockContainer>
  </form>
  <k:dialog title="${gadgetTitle}" id="${sumCheckDialogId}">
    <div class="imui-box-supplementation">
      <span class="im-ui-icon-common-24-question mr-5" ></span>
      <k:surface name="checkContent" surfaceKey="" style="display:inline-block;vertical-align:top;"/>
    </div>
  </k:dialog>
</k:gadgetContainer>
<script type="text/javascript">
  jQuery(function($) {
    var eventMan = KAIDEN.getGadget("${gadgetId}").eventManager;
    var blockA = KAIDEN.getGadget("${gadgetId}").blockAccessors["${sumCheckBlockId}"]
      , dialog = KAIDEN.getGadget("${gadgetId}").dialogs["${sumCheckDialogId}"]
      , dialogA = KAIDEN.getGadget("${gadgetId}").blockAccessors["${sumCheckDialogId}"];

    //ガジェット初期設定
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    KAIDEN.getGadget("${gadgetId}").variable.loadSumCheckSetting = function() {
      var ajax = KAIDEN.Ajax()
        , criteria = {}
      criteria.wsCategoryCd = "${wsCategoryCd}";
      criteria.companyCd = "${companyCd}";
      criteria.wsAgreementCd = "${wsAgreementCd}";
      criteria.openApplyDate = "${openApplyDate}";
      criteria.termCd = "${termCd}";
      criteria.gadgetClass = "${gadgetClass}";
      criteria.gadgetVariation = "${gadgetVariation}";
      criteria.gadgetInstance = "${gadgetInstance}";

      ajax.postSyncAuto("${accessUrl}/loadSumCheck", criteria, function(returnData) {

        var sumCheckData = returnData.${sumDiv}[0];

        //チェック利用の設定
        blockA("checkRequiredFlag").setValue(sumCheckData.checkRequiredFlag);
        if ("1" === sumCheckData.checkRequiredFlag) {
          blockA().elem().find("tr.sumCheckParams").show("fast");
          blockA("checkRequiredFlagOn").removeClass("hidden");
          blockA("checkRequiredFlagOff").addClass("hidden");
        } else {
          blockA().elem().find("tr.sumCheckParams").hide("fast");
          blockA("checkRequiredFlagOn").addClass("hidden");
          blockA("checkRequiredFlagOff").removeClass("hidden");
        }
        blockA("parameterDataId").setValue(sumCheckData.paramDataId);
        dialogA("checkContent").setValue(KAIDEN.Util.escapeHTML(sumCheckData.checkContent));

        //重要度ごとのパラメータ値
        var mildParam = sumCheckData.param.borders.MILD
          , severeParam = sumCheckData.param.borders.SEVERE
          , wsParam = sumCheckData.param.borders.WS
          , violationParam = sumCheckData.param.borders.VIOLATION

        //Lv.1
        for (var key in mildParam) {
          switch(blockA(key + "|1").getType()) {
          case "time":
            blockA(key + "|1").setMinutes(mildParam[key].paramValue);
            break;
          case "timelabel":
            blockA(key + "|1").setMinutes(mildParam[key].paramValue);
            break;
          default:
            blockA(key + "|1").setValueIgnore(mildParam[key].paramValue);
            break;
          }
        }
        //Lv.2
        for (var key in severeParam) {
          switch(blockA(key + "|2").getType()) {
          case "time":
            blockA(key + "|2").setMinutes(severeParam[key].paramValue);
            break;
          case "timelabel":
            blockA(key + "|2").setMinutes(severeParam[key].paramValue);
            break;
          default:
            blockA(key + "|2").setValueIgnore(severeParam[key].paramValue);
            break;
          }
        }
        //Lv.3
        for (var key in wsParam) {
          switch(blockA(key + "|3").getType()) {
          case "time":
            blockA(key + "|3").setMinutes(wsParam[key].paramValue);
            break;
          case "timelabel":
            blockA(key + "|3").setMinutes(wsParam[key].paramValue);
            break;
          default:
            blockA(key + "|3").setValueIgnore(wsParam[key].paramValue);
            break;
          }
        }
        //Lv.4
        for (var key in violationParam) {
          switch(blockA(key + "|4").getType()) {
          case "time":
            blockA(key + "|4").setMinutes(violationParam[key].paramValue);
            break;
          case "timelabel":
            blockA(key + "|4").setMinutes(violationParam[key].paramValue);
            break;
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            break;
          default:
            blockA(key + "|4").setValueIgnore(violationParam[key].paramValue);
            break;
          }
        }
      });
    };

    // ............................................................................................................
    // 内部イベント
    // ............................................................................................................

    if ("${input}" === "${inputMode}") {
      //チェックボックスON/OFFイベント
      blockA().elem(true).find(".kaiden-ui-wsA_sumCheck").on("click", function(e) {
        if ("1" === blockA("checkRequiredFlag").getValue()) {
          blockA("checkRequiredFlag").setValue("0");
        } else {
          blockA("checkRequiredFlag").setValue("1");
        }
        var ajax = KAIDEN.Ajax()
          , data = {}
          , wsUseSumCheck = {}
          , updateData = {};
        wsUseSumCheck.wsCategoryCd = "${wsCategoryCd}";
        wsUseSumCheck.companyCd = "${companyCd}";
        wsUseSumCheck.wsAgreementCd = "${wsAgreementCd}";
        wsUseSumCheck.searchCriteriaDate = "${openApplyDate}";
        wsUseSumCheck.gadgetClass = "${gadgetClass}";
        wsUseSumCheck.gadgetVariation = "${gadgetVariation}";
        wsUseSumCheck.gadgetInstance = "${gadgetInstance}";
        wsUseSumCheck.checkRequiredFlag = blockA("checkRequiredFlag").getValue();
        wsUseSumCheck.parameterDataId = blockA("parameterDataId").getValue();

        updateData = KAIDEN.gadgetMan.getDataSet("${gadgetId}");
        updateData.wsUseSumCheck = wsUseSumCheck

        data.updateDataJson = KAIDEN.Util.stringifyJSON(updateData);
        ajax.postSyncAuto("${accessUrl}/renewCheckFlag", data, function(returnData) {
          KAIDEN.getGadget("${gadgetId}").variable.loadSumCheckSetting(); //設定内容を検索
        });

        e.stopPropagation(); //hrefの動作を抑止
      });
    } else {
      blockA("checkRequiredFlagOn").elem(true).attr("title", "${surfaceEnabled_text}");
      blockA("checkRequiredFlagOff").elem(true).attr("title", "${surfaceDisabled_text}");
    }

    //チェック内容リンク押下イベント
    blockA("checkContentLink").elem(true).on("click", function(e) {
      //閉じるボタン
      dialog.addButton("${surfaceReturnlist_text}", function() {
        dialog.close();
      });
      dialog.open();
      e.stopPropagation(); //hrefの動作を抑止
    });

    //チェック設定リンク押下イベント
    blockA("settings").elem(true).on("click", function(e) {
      kaidenErrorDisplay("hide");
      var ajax = KAIDEN.Ajax()
        , data = {}
        , wsUseSumCheck = {}
        , updateData = {};

      if (!KAIDEN.gadgetMan.preSingleValidate()) {return}; //単項目チェック前
      if ("${debug}" || KAIDEN.gadgetMan.validate("settingsklsdaily36limitv01", false)) { //バリデーション
        imuiConfirm("${messageSaveConfirm}", "", function() {
          wsUseSumCheck.wsCategoryCd = "${wsCategoryCd}";
          wsUseSumCheck.companyCd = "${companyCd}";
          wsUseSumCheck.wsAgreementCd = "${wsAgreementCd}";
          wsUseSumCheck.searchCriteriaDate = "${openApplyDate}";
          wsUseSumCheck.gadgetClass = "${gadgetClass}";
          wsUseSumCheck.gadgetVariation = "${gadgetVariation}";
          wsUseSumCheck.gadgetInstance = "${gadgetInstance}";
          wsUseSumCheck.checkRequiredFlag = blockA("checkRequiredFlag").getValue();

          updateData = KAIDEN.gadgetMan.getDataSet("${gadgetId}");
          updateData.wsUseSumCheck = wsUseSumCheck

          data.updateDataJson = KAIDEN.Util.stringifyJSON(updateData);
          ajax.postSyncAuto("${accessUrl}/renewParamValues", data, function(returnData) {
            KAIDEN.getGadget("${gadgetId}").variable.loadSumCheckSetting(); //設定内容を検索
          });
        });
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        });
      } else {
        kaidenErrorDisplay("show");
      }
    });

    KAIDEN.getGadget("${gadgetId}").variable.loadSumCheckSetting(); //設定内容を検索

    // ............................................................................................................
    // その他チェック
    // ............................................................................................................
    /**
     * 注意レベル1最大時刻チェック.
     * <p>値 < 注意レベル２ < 注意レベル３ < 注意レベル4 を許容</p>
     * @param value 値
     * @param element 対象エレメント
     * @param param パラメータ（配列）
     */
    KAIDEN.validator.addValidateMethod("${validTimeMax4Caution1}", function(/**String*/value, /**HtmlElement*/element, /**array*/param) {
      var level2 = KAIDEN.gadgetMan.getNeighboringAccessor(element, param[0]).getValue();
      var level3 = KAIDEN.gadgetMan.getNeighboringAccessor(element, param[1]).getValue();
      var level4 = KAIDEN.gadgetMan.getNeighboringAccessor(element, param[2]).getValue();

      if (level2) {
        if (level2 <= value) {
          var arg = [level2];
          return KAIDEN.validator.validateFunction("k_timeMax")(value, element, arg);
        }
      }

      if (level3) {
        if (level3 <= value) {
          var arg = [level3];
          return KAIDEN.validator.validateFunction("k_timeMax")(value, element, arg);
        }
      }

      if (level4) {
        if (level4 <= value) {
          var arg = [level4];
          return KAIDEN.validator.validateFunction("k_timeMax")(value, element, arg);
        }
      }
      return true;
    });
    KAIDEN.validator.setInvalidMessage("${validTimeMax4Caution1}",function(arg, element) {
      var msgParam = []
      $.each(arg, function(index, value) {
        if (msgParam [0]) {
          msgParam [0] = msgParam [0] + " " + KAIDEN.gadgetMan.getNeighboringAccessor(element, arg[index]).elem().attr("data-kaiden-surface")
        } else {
          msgParam [0] = KAIDEN.gadgetMan.getNeighboringAccessor(element, arg[index]).elem().attr("data-kaiden-surface")
        }
      });
      return KAIDEN.validator.formatMessage("${validMsg_timeMax}", element, msgParam);
    });

    /**
     * 注意レベル2最大時刻チェック.
     * <p>値 < 注意レベル３ < 注意レベル4 を許容</p>
     * @param value 値
     * @param element 対象エレメント
     * @param param パラメータ（配列）
     */
    KAIDEN.validator.addValidateMethod("${validTimeMax4Caution2}", function(/**String*/value, /**HtmlElement*/element, /**array*/param) {
      var level3 = KAIDEN.gadgetMan.getNeighboringAccessor(element, param[0]).getValue();
      var level4 = KAIDEN.gadgetMan.getNeighboringAccessor(element, param[1]).getValue();

      if (level3) {
        if (level3 <= value) {
          var arg = [level3];
          return KAIDEN.validator.validateFunction("k_timeMax")(value, element, arg);
        }
      }

      if (level4) {
        if (level4 <= value) {
          var arg = [level4];
          return KAIDEN.validator.validateFunction("k_timeMax")(value, element, arg);
        }
      }
      return true;
    });
    KAIDEN.validator.setInvalidMessage("${validTimeMax4Caution2}",function(arg, element) {
      var msgParam = []
      $.each(arg, function(index, value) {
        if (msgParam [0]) {
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        if (msgParam [0]) {
          msgParam [0] = msgParam [0] + " " + KAIDEN.gadgetMan.getNeighboringAccessor(element, arg[index]).elem().attr("data-kaiden-surface")
        } else {
          msgParam [0] = KAIDEN.gadgetMan.getNeighboringAccessor(element, arg[index]).elem().attr("data-kaiden-surface")
        }
      });
      return KAIDEN.validator.formatMessage("${validMsg_timeMax}", element, msgParam);
    });
  });
</script>
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確認

勤務体系マスタで、警告レベルごとのしきい値を設定してください。
(設定方法は 勤務管理 管理者操作ガイドを参照ください)

遅刻早退時間が上記で設定したしきい値を超えた場合、レベルに応じたチェック結果が違反管理テー
ブル(k31t_violation)に登録されていることを確認してください。

コラムコラム

k31t_violation.message_idにはメッセージ定義ファイルのメッセージIDが登録され
ており、
k31t_violation.message_argsにはメッセージの引数がカンマ区切りで登録されてい
ます。

管理者機能プログラミング

勤務管理モジュール勤務管理モジュール の管理者の管理者
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「管理者」とは「管理者」とは

intra-mart Accel Kaiden! 勤務管理 には「管理者」という概念があります。
組織管理者マスタメンテナンス機能で、組織に対して管理者を設定されることで「管理者」となります。

コラムコラム

組織管理者マスタメンテナンス機能にて、IM-共通マスタ で設定した組織に対して、管理者となる
ユーザを設定します。
詳細は 「勤務管理 の管理者操作ガイド」を参照ください。

コラムコラム

本書では以下のように呼称します。

組織の管理者に設定されたユーザ・・・『管理者』
管理者として使用することができる機能・・・『管理者機能』
管理者から見て管理する対象の組織・・・『管理組織』
管理者の管理組織に所属するユーザ・・・『管理ユーザ』

管理者は管理者機能を使用することで、管理組織に対して処理を行ったり、管理ユーザの情報を閲覧、訂正、及び設
定変更を行うことができます。

intra-mart Accel Kaiden! 勤務管理 標準版での管理者機能は以下になります。

機能機能 備考備考

勤務表照会機能 管理ユーザの勤務表を照会できます。また、勤務表の訂正を行うことができます。

代理設定機能 管理ユーザの代理設定を行うことができます。

承認者設定機能 管理ユーザの承認者設定を行うことができます。

日次承認機能 管理ユーザの申請に対して日次承認を行うことができます。

締め処理機能 管理組織の組織締めを行うことができます。管理組織が会社である場合、会社締め
を行うことができます。

コラムコラム

管理者の設定をする際、権限の範囲としての権限セットを指定します。
権限セットとは、個別権限をカテゴライズしたものです。
権限セットは「権限セットマスタ(k31m_authorityset)」個別権限は「権限セット明細マスタ
(k31m_authorityset_dtl)」で定義されており、intra-mart Accel Kaiden! 勤務管理 標準版ではメン
テナンス機能はありません。
標準版での組織管理者の設定仕様は以下の通りです。

権限セットは「人事権限」「管理者権限」のいずれかを選択可能

人事権限は会社締め後であっても勤務表の訂正を行うことができるのに対して、
管理者権限は組織締めされるまでに限って勤務表の訂正を行うことができます。

設定した組織とその配下組織すべての管理者に設定されたことになる
会社に対して管理者を設定することで、会社全体の管理者となる

締め処理機能で会社締めを行うためには、会社全体の管理者である必要がありま
す。

intra-mart Accel Kaiden!

170



管理者機能作成時のポイント管理者機能作成時のポイント

管理者機能は、管理ユーザを特定しそのユーザに紐づくデータを表示または処理できる必要があります。
管理ユーザと判定される条件は以下の通りです。

組織管理者マスタメンテナンスで、組織に対して対象の機能の権限が付与されていること(管理組織が設定さ
れていること)
管理組織が属する会社に対して、認可が設定されていること(参照権または編集権)
管理組織に IM-共通マスタ 上で所属しているユーザであること

コラムコラム

「所属する」について、主所属か副所属かを intra-mart Accel Kaiden! 勤務管理 設定ファイルで設
定することができます。
intra-mart Accel Kaiden! 勤務管理 設定ファイルについては、『セットアップガイド』を参照ください。

管理者機能を作成する際のポイントは、ログインユーザ（管理者）からみた管理ユーザを取得するログインユーザ（管理者）からみた管理ユーザを取得する  ところです。
intra-mart Accel Kaiden! 勤務管理 の基盤処理にて、管理ユーザを取得する仕組みを提供しています。

１つめとして、アクセス権フィルタアクセス権フィルタ を使用する方法を、マスタメンテナンス機能の作成を例にして解説します。
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アクセス権フィルタ

intra-mart Accel Kaiden! 勤務管理 では、アクセスできる相手を制御するためのフィル
タークラスを提供しています。

アクセス可能なユーザを判定し、ユーザリストを生成するフィルタ

管理者向けアクセス可能ユーザフィルタ

jp.co.slcs.kaiden2.product_labormgr.foundation.manager.access_data_filter.LaborEmpAuthorizedAccessUserFilter

管理組織に設定されていて且つ管理組織が属する会社に認可(参照権 or
編集権、パラメータで指定)があるかを判定し、その組織に所属するユーザ
のリストを生成します。

フィルタを生成するサンプルコードを以下に記載します。

// 認可条件
AuthorityCriteriaDto authCriteria = new AuthorityCriteriaDto();
authCriteria.action = CompanyAuthzActionType.READER;
authCriteria.locale = contextHelper.getLoginUserLocale();
authCriteria.searchCriteriaDate = dateHelper.getNowTimestamp();
authCriteria.userCd = contextHelper.getLoginUserCd();

// 会社コード（省略可）
String companyCd = "xxx";

// 管理組織に所属するユーザを検索する基準日
Timestamp a2CriteriaDate = dateHelper.getNowTimestamp();

// 権限コード
String authorityCd = "xxx";

// ログインユーザ除外フラグ(true:除外する)
boolean isExcludePerson = false;

// フィルタ生成
LaborSupAuthorizedAccessUserFilter filter = new LaborSupAuthorizedAccessUserFilter(authCriteria,
        companyCd, a2CriteriaDate, authorityCd, isExcludePerson);

本人向けアクセス可能ユーザフィルタ

jp.co.slcs.kaiden2.product_labormgr.foundation.manager.access_data_filter.LaborSupAuthorizedAccessUserFilter

本人が所属する会社に認可(参照権 or 編集権、パラメータで指定)がある
かを判定し、認可ありの場合は本人のユーザコードをリストにセットしま
す。

フィルタを生成するサンプルコードを以下に記載します。

// 認可条件
AuthorityCriteriaDto authCriteria = new AuthorityCriteriaDto();
authCriteria.action = CompanyAuthzActionType.READER;
authCriteria.locale = contextHelper.getLoginUserLocale();
authCriteria.searchCriteriaDate = dateHelper.getNowTimestamp();
authCriteria.userCd = contextHelper.getLoginUserCd();

// フィルタ生成
LaborEmpAuthorizedAccessUserFilter filter = new LaborEmpAuthorizedAccessUserFilter(authCriteria);

コラムコラム

上記は intra-mart Accel Kaiden! 勤務管理 で提供しているフィルタク
ラスですが、
intra-mart Accel Kaiden! 基盤モジュール でもアクセス権フィルタクラ
スを提供しています。

ユーザフィルタ

jp.co.slcs.kaiden2.base.foundation.manager.access_data_filter.StandardAuthorizedAccessUserFilter
認可がある会社に所属しているユーザを取得し、ユーザ
コードリストを生成します。

会社フィルタ

jp.co.slcs.kaiden2.base.foundation.manager.access_data_filter.StandardAuthorizedAccessCompanyFilter
認可がある会社の会社コードリストを生成します。
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組織フィルタ

jp.co.slcs.kaiden2.base.foundation.manager.access_data_filter.StandardAuthorizedAccessDepartmentFilter
認可がある会社に所属している組織を取得し、会社コー
ド・組織セットコード・組織コードオブジェクトのリストを生
成します。

マスタメンテナンス機能 Action

Actionクラスでのポイントは以下の通りです。

継承するクラス

期間化マスタの場合は
jp.co.slcs.kaiden2.base.foundation.master.AbstractTermMasterA2MaintenanceLogic
クラスを継承し、
非期間化マスタの場合は
jp.co.slcs.kaiden2.base.foundation.master.AbstractMasterA2MaintenanceLogic
クラスを継承します。

権限コードの宣言

対象の機能の権限コードを宣言します。
ここで宣言するコードは項目マスタに登録されていることが前提となりま
す。

実装するフィルタメソッド

READERアクセス権フィルタ取得メソッドとWRITERアクセス権フィルタ取
得メソッドをそれぞれ記述します。

Logic取得メソッド

Logicにフィルタ情報をセットして返却します。

/* **************************************************************************************
 * ここでは期間化マスタの例として
 * jp.co.slcs.kaiden2.base.foundation.master.AbstractTermMasterA2MaintenanceActionクラスを継承します。
 * 非期間化マスタの場合はjp.co.slcs.kaiden2.base.foundation.master.AbstractMasterA2MaintenanceActionクラスを継承します。
 * ************************************************************************************** */
public class DeptAdminFuncAction extends AbstractTermMasterA2MaintenanceAction {
    
    @Resource
    public DeptAdminFuncLogic deptAdminFuncLogic;
    
    /* **************************************************************************************
     * 管理組織に所属するユーザ、を判定する基準日。
     * ************************************************************************************** */
    protected Timestamp a2CriteriaDate;
    
    /* **************************************************************************************
     * 権限コードを宣言します。
     * 権限コードは項目マスタに登録します。
     * ************************************************************************************** */
    protected static final String TARGET_AUTHORITY_ID_CD = "310004-XXX";
    
    /* **************************************************************************************
     * データ読み取り時(READER)のアクセス権フィルタ取得メソッドを記述します。
     * ************************************************************************************** */
    @Override
    protected AuthorizedAccessUserFilterIF[] getReadAuthorizedAccessUserFilter() {
        
        AuthorityCriteriaDto authCriteria = new AuthorityCriteriaDto();
        authCriteria.action = CompanyAuthzActionType.READER;
        authCriteria.locale = contextHelper.getLoginUserLocale();
        /* **************************************************************************************
         * 管理組織を取得する際の基準日を設定します。
         * ************************************************************************************** */
        authCriteria.searchCriteriaDate = dateHelper.getNowTimestamp();
        authCriteria.userCd = contextHelper.getLoginUserCd();
        LaborSupAuthorizedAccessUserFilter filter = new LaborSupAuthorizedAccessUserFilter(authCriteria,
                "%会社コード%", a2CriteriaDate, TARGET_AUTHORITY_ID_CD, false);
        
        return new AuthorizedAccessUserFilterIF[] {filter};
    }
    
    /* **************************************************************************************
     * データ書き込み時(WRITER)のアクセス権フィルタ取得メソッドを記述します。
     * ************************************************************************************** */
    @Override
    protected AuthorizedAccessUserFilterIF[] getWriteAuthorizedAccessUserFilter() {
        AuthorityCriteriaDto authCriteria = new AuthorityCriteriaDto();
        authCriteria.action = CompanyAuthzActionType.WRITER;
        authCriteria.locale = contextHelper.getLoginUserLocale();
        authCriteria.searchCriteriaDate = dateHelper.getNowTimestamp();

intra-mart Accel Kaiden!

173



        authCriteria.searchCriteriaDate = dateHelper.getNowTimestamp();
        authCriteria.userCd = contextHelper.getLoginUserCd();
        LaborSupAuthorizedAccessUserFilter filter = new LaborSupAuthorizedAccessUserFilter(authCriteria,
                "%会社コード%", a2CriteriaDate, TARGET_AUTHORITY_ID_CD, false);
        
        return new AuthorizedAccessUserFilterIF[] {filter};
    }
    
    /* **************************************************************************************
     * Logic取得メソッド。AbstractTermMasterA2MaintenanceActionが利用します。
     * Logicにフィルタ情報をセットして返却します。
     * ************************************************************************************** */
    @Override
    protected AbstractMasterA2MaintenanceLogic getLogic() {
        deptAdminFuncLogic.setReadA2Filter(getReadAuthorizedAccessUserFilter());
        deptAdminFuncLogic.setWriteA2Filter(getWriteAuthorizedAccessUserFilter());
        deptAdminFuncLogic.setCallerAction(this.getClass());
        return deptAdminFuncLogic;
    }
    
    /* **************************************************************************************
     * 検索画面で検索ボタンを押下したときのアクション。
     * ************************************************************************************** */
    @Override
    public String search() {
        /* **************************************************************************************
         * 管理組織に所属するユーザ、を判定する基準日をセットします。
         * ************************************************************************************** */
        a2CriteriaDate = dateHelper.toTimestamp("%基準日%");
        return super.search();
    }
    // ・
    // ・
    // ・
    // ・
    // 以降、イベントに対応するメソッドを記述
}

コラムコラム

マスタメンテナンスマスタメンテナンスActionクラスプログラミングクラスプログラミング  と重複する個所は記
載を省略しています。

マスタメンテナンス機能 Logic

Logicクラスでのポイントは以下の通りです。

継承するクラス

期間化マスタの場合は
jp.co.slcs.kaiden2.base.foundation.master.AbstractTermMasterA2MaintenanceLogic
クラスを継承し、
非期間化マスタの場合は
jp.co.slcs.kaiden2.base.foundation.master.AbstractMasterA2MaintenanceLogic
クラスを継承します。

/* **************************************************************************************
 * ここでは期間化マスタの例として
 * jp.co.slcs.kaiden2.base.foundation.master.AbstractTermMasterA2MaintenanceLogicクラスを継承します。
 * 非期間化マスタの場合はjp.co.slcs.kaiden2.base.foundation.master.AbstractMasterA2MaintenanceLogicクラスを継承します。
 * ************************************************************************************** */
public class DeptAdminFuncLogic extends AbstractTermMasterA2MaintenanceLogic {

    // ・
    // ・
    // 記載を省略します。
    // ・
    // ・

}

コラムコラム

マスタメンテナンスマスタメンテナンスLogicクラスプログラミングクラスプログラミング  と重複する個所は記載
を省略しています。

コラムコラム
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Managerを個別に呼び出す必要がある場合、パラメータでアクセス権
フィルタクラスを渡します。
読み取り権の場合はreadA2Filter、書き込み権の場合はwriteA2Filter
になります。
詳細は
jp.co.slcs.kaiden2.base.foundation.master.AbstractMasterA2MaintenanceLogic
クラスのAPIリストを参照ください。

マスタメンテナンス機能 Manager

Managerクラスでのポイントは以下の通りです。

継承するクラス

期間化マスタの場合は
jp.co.slcs.kaiden2.base.foundation.manager.AbstractTermMasterA2Manager<DTO,
F>クラスを継承し、
非期間化マスタの場合は
jp.co.slcs.kaiden2.base.foundation.manager.AbstractMasterA2Manager<DTO,
F>クラスを継承します。

権限を考慮するメソッド、権限を考慮しないメソッドを実装

権限を考慮するメソッドと権限を考慮しないメソッドを実装します。
権限を考慮するメソッドにアクセス権フィルタを渡すことで、管理対象ユー
ザかどうかの判定を行い、結果をフィルタリングして返却します。

public interface DeptAdminFuncManager extends
        TermMasterA2Manager<DeptAdminFuncManagerDto, AuthorizedAccessUserFilterIF> {
    
    // ・
    // ・
    // 記載を省略します。
    // ・
    // ・
    
}

/* **************************************************************************************
 * ここでは期間化マスタの例として
 * jp.co.slcs.kaiden2.base.foundation.manager.AbstractTermMasterA2Manager<DTO, F>クラスを継承します。
 * 非期間化マスタの場合はjp.co.slcs.kaiden2.base.foundation.manager.AbstractMasterA2Manager<DTO, F>クラスを継承します。
 * ************************************************************************************** */
public class DeptAdminFuncManagerImpl extends
        AbstractTermMasterA2Manager<DeptAdminFuncManagerDto, AuthorizedAccessUserFilterIF> implements
        DeptAdminFuncManager {
    
    // ・
    // ・
    // 記載を省略します。
    // ・
    // ・
    
    /* **************************************************************************************
     * 権限を考慮した主キー検索メソッド。
     * Actionで定義したFilterクラスをパラメータで渡します。
     * ************************************************************************************** */
    @Override
    public DeptAdminFuncManagerDto select(DeptAdminFuncManagerDto criteria,
            AuthorizedAccessUserFilterIF[] a2Filter) {
        return super.select(k31mXxxService, criteria, a2Filter);
    }
    
    /* **************************************************************************************
     * 権限を考慮しない主キー検索メソッド。
     * 会社認可、及びアクセス権による絞り込みを行わないで結果を返却します。
     * ************************************************************************************** */
    @Override
    public DeptAdminFuncManagerDto selectIgnoreAuth(DeptAdminFuncManagerDto criteria) {
        return super.selectIgnoreAuth(k31mXxxService, criteria);
    }
    
    // ・
    // ・
    // 記載を省略します。
    // ・
    // ・
    
}
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コラムコラム

マスタメンテナンスマスタメンテナンスManagerクラスプログラミングクラスプログラミング  と重複する個所は
記載を省略しています。

２つめとして、アクセス権フィルタを使用せずに DBファンクションファンクション を直接使用するケースを解説します。

DBファンクション

intra-mart Accel Kaiden! 勤務管理 では、管理組織及び管理ユーザを取得する手段と
して、DBファンクションを提供しています。
前項で紹介したマスタメンテナンス機能のアクセス権フィルタクラスの実態も、以下の
DBファンクションを使用しています。

管理組織取得DBファンクション - kimm_has_authority_dept

引数引数

No. 論理名論理名 型型

1 ユーザコード(管理者) varchar2

2 管理ユーザ所属判定基準
日

timestamp

3 管理者権限判定基準日 timestamp

4 会社コード varchar2

5 組織セットコード varchar2

6 権限コード varchar2

7 組織コード varchar2

戻り値戻り値

No. 論理名論理名 型型

1 会社コード varchar2

2 組織セットコード varchar2

3 組織コード varchar2

管理ユーザ取得DBファンクション - klbr_has_authority_user

引数引数

No. 論理名論理名 型型

1 ユーザコード(管理者) varchar2

2 管理ユーザ所属判定基準
日

timestamp

3 管理者権限判定基準日 timestamp

4 会社コード varchar2

5 組織セットコード varchar2

6 権限コード varchar2

7 組織コード varchar2

8 主所属フラグ varchar2

戻り値戻り値

No. 論理名論理名 型型

1 ユーザコード(管理ユーザ) varchar2
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標準バリデーション

項目項目

intra-mart Accel Kaiden! 基盤モジュール基盤モジュール
必須必須
いずれか必須いずれか必須
半角英字半角英字
半角英数字半角英数字
IMコードコード
数字数字
整数整数
小数小数
数値範囲数値範囲
最小数値最小数値
最大数値最大数値
日付日付
日付範囲日付範囲
最小日付最小日付
最大日付最大日付
最小文字数最小文字数
最大文字数最大文字数
固定長文字数固定長文字数
FB文字文字
正規表現正規表現
フラグフラグ
ロケールロケールID
コードコード
マスタチェックマスタチェック 会社会社
マスタチェックマスタチェック 組織組織
マスタチェックマスタチェック ユーザユーザ
マスタチェックマスタチェック 金融機関金融機関
マスタチェックマスタチェック 通貨通貨
通貨額通貨額
マスタチェックマスタチェック 項目項目
マスタチェックマスタチェック ロールロール
マスタチェックマスタチェック 会社口座会社口座
マスタチェックマスタチェック 項目区分項目区分 追加可否追加可否
マスタチェックマスタチェック 項目区分項目区分
時刻時刻
時刻範囲時刻範囲
最小時刻最小時刻
最大時刻最大時刻
いずれか必須チェック（チェックボックス用）いずれか必須チェック（チェックボックス用）
不一致チェック不一致チェック
時刻単位時刻単位
数値範囲２数値範囲２(境界値包含選択可境界値包含選択可)
最小数値２最小数値２(境界値包含選択可境界値包含選択可)
最大数値２最大数値２(境界値包含選択可境界値包含選択可)
日付範囲２日付範囲２(境界値包含選択可境界値包含選択可)
最小日付２最小日付２(境界値包含選択可境界値包含選択可)
最大日付２最大日付２(境界値包含選択可境界値包含選択可)
時刻範囲２時刻範囲２(境界値包含選択可境界値包含選択可)
最小時刻２最小時刻２(境界値包含選択可境界値包含選択可)
最大時刻２最大時刻２(境界値包含選択可境界値包含選択可)
列挙型存在チェック列挙型存在チェック

intra-mart Accel Kaiden! IM-Workflow連携モジュール連携モジュール
ワークフロー日付ワークフロー日付

intra-mart Accel Kaiden! ワークフローモジュールワークフローモジュール
マスタチェックマスタチェック プロジェクトプロジェクト
マスタチェックマスタチェック 勘定科目勘定科目
マスタチェックマスタチェック 会計期間会計期間
マスタチェックマスタチェック 税区分税区分
マスタチェックマスタチェック 経費区分経費区分
マスタチェックマスタチェック 支払分類支払分類
マスタチェックマスタチェック 支払方法支払方法
マスタチェックマスタチェック 役職（日当関連）役職（日当関連）
マスタチェックマスタチェック 日当日当
マスタチェックマスタチェック 日当金額日当金額
事前申請書妥当性チェック事前申請書妥当性チェック 精算ステータス精算ステータス
事前申請書妥当性チェック事前申請書妥当性チェック 精算金額精算金額

intra-mart Accel Kaiden! 勤務管理モジュール勤務管理モジュール
マスタチェックマスタチェック 勤務体系カテゴリ勤務体系カテゴリ
マスタチェックマスタチェック 勤務状況カテゴリ勤務状況カテゴリ
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マスタチェックマスタチェック 勤務体系勤務体系
マスタチェックマスタチェック 休憩・控除・時間年休中分類休憩・控除・時間年休中分類
マスタチェックマスタチェック 勤務日付区分勤務日付区分
マスタチェックマスタチェック 権限セット権限セット
マスタチェックマスタチェック 勤務状況勤務状況
マスタチェックマスタチェック 休憩・控除・時間年休休憩・控除・時間年休
マスタチェックマスタチェック 勤務カレンダー勤務カレンダー

intra-mart Accel Kaiden! 基盤モジュール基盤モジュール

必須必須

バリデート内容バリデート内容 入力されている場合のみ許容

javascript バリデートルールバリデートルール k_required

java バリデータクラスバリデータクラス RequiredValidator

java バリデーションバリデーションID required

引数引数 -

メッセージ内容メッセージ内容 必須です。

いずれか必須いずれか必須

バリデート内容バリデート内容 いずれかの項目のうち一つ以上入力されている場合のみ許容

javascript バリデートルールバリデートルール k_requiredAny

java バリデータクラスバリデータクラス RequiredAnyValidator

java バリデーションバリデーションID requiredAny

引数引数 対象フィールド(name属性)の配列

メッセージ内容メッセージ内容 いずれか必須です。[{0}]

半角英字半角英字

バリデート内容バリデート内容 半角英字(A-Za-z)のみ許容

javascript バリデートルールバリデートルール k_alpha

java バリデータクラスバリデータクラス AlphaValidator

java バリデーションバリデーションID alpha

引数引数 -

メッセージ内容メッセージ内容 半角英字で入力してください。

半角英数字半角英数字

バリデート内容バリデート内容 半角英数字(A-Za-z0-9)のみ許容

javascript バリデートルールバリデートルール k_alphaNumeric

java バリデータクラスバリデータクラス AlphaNumericValidator

java バリデーションバリデーションID alphaNumeric

引数引数 -

メッセージ内容メッセージ内容 半角英数字で入力してください。

IMコードコード

バリデート内容バリデート内容 intra-martのコード体系のみ許容

javascript バリデートルールバリデートルール k_imId

java バリデータクラスバリデータクラス ImIdValidator

java バリデーションバリデーションID imId
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引数引数 -

メッセージ内容メッセージ内容 半角英数字、「_」、「-」、「@」、「.」、「+」、「!」で入力してください。

数字数字

バリデート内容バリデート内容 半角数字(0-9)のみ許容

javascript バリデートルールバリデートルール k_numeric

java バリデータクラスバリデータクラス NumericValidator

java バリデーションバリデーションID numeric

引数引数 -

メッセージ内容メッセージ内容 半角数字で入力してください。

整数整数

バリデート内容バリデート内容 数値変換可能で、半角数字とマイナス(0-9-)のみ許容

javascript バリデートルールバリデートルール k_integer

java バリデータクラスバリデータクラス IntegerValidator

java バリデーションバリデーションID integer

引数引数 桁数（マイナス記号は除く）

メッセージ内容メッセージ内容 {0}桁までの数値を入力してください。

小数小数

バリデート内容バリデート内容 半角数字とドット・マイナス(0-9.-)のみ許容
※ 整数部桁数が0の場合は整数部は”“0”“のみ許容する

javascript バリデートルールバリデートルール k_digits

java バリデータクラスバリデータクラス DigitsValidator

java バリデーションバリデーションID digits

引数引数 整数部桁数
小数部桁数

メッセージ内容メッセージ内容 整数部{0}桁、小数部{1}桁を入力してください。

数値範囲数値範囲

バリデート内容バリデート内容 最小 <= 入力値 <= 最大 のみ許容
※3値すべてが数値変換できない場合、チェックしない（形式チェック含まれません）
※原則、数字・整数・小数のいずれかとセットで設定してください

javascript バリデートルールバリデートルール k_numericRange

java バリデータクラスバリデータクラス NumericRangeValidator

java バリデーションバリデーションID numericRange

引数引数 最小値 ※対象データが入っているフィールド(name属性)でも可
最大値 ※対象データが入っているフィールド(name属性)でも可

メッセージ内容メッセージ内容 “”{0}”” - “”{1}”“の範囲で入力してください。

最小数値最小数値

バリデート内容バリデート内容 最小 <= 入力値 のみ許容
※2値すべてが数値変換できない場合、チェックしない（形式チェック含まれません）
※原則、数字・整数・小数のいずれかとセットで設定してください

javascript バリデートルールバリデートルール k_numericMin

java バリデータクラスバリデータクラス NumericMinValidator

java バリデーションバリデーションID numericMin
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引数引数 最小値 ※対象データが入っているフィールド(name属性)でも可

メッセージ内容メッセージ内容 “”{0}”“以上で入力してください。

最大数値最大数値

バリデート内容バリデート内容 入力値 <= 最大 のみ許容
※2値すべてが数値変換できない場合、チェックしない（形式チェック含まれません）
※原則、数字・整数・小数のいずれかとセットで設定してください

javascript バリデートルールバリデートルール k_numericMax

java バリデータクラスバリデータクラス NumericMaxValidator

java バリデーションバリデーションID numericMax

引数引数 最大値 ※対象データが入っているフィールド(name属性)でも可

メッセージ内容メッセージ内容 “”{0}”“以下で入力してください。

日付日付

バリデート内容バリデート内容 日付形式(YYYY/MM/DD)で
システム期間内（初期値 1900/01/01 〜 2999/12/31）の場合のみ許容

javascript バリデートルールバリデートルール k_date

java バリデータクラスバリデータクラス DateValidator

java バリデーションバリデーションID date

引数引数 -

メッセージ内容メッセージ内容 “”{0}”” - “”{1}”“の範囲で入力してください。

日付範囲日付範囲

バリデート内容バリデート内容 最小日 <= 入力値 <= 最大日 のみ許容
※3値すべてが日付変換できない場合、チェックしない（形式チェック含まれません）
※原則日付チェックとセットで設定してください

javascript バリデートルールバリデートルール k_dateRange

java バリデータクラスバリデータクラス DateRangeValidator

java バリデーションバリデーションID dateRange

引数引数 最小日 ※対象データが入っているフィールド(name属性)でも可
最大日 ※対象データが入っているフィールド(name属性)でも可

メッセージ内容メッセージ内容 “”{0}”” - “”{1}”“の範囲で入力してください。

最小日付最小日付

バリデート内容バリデート内容 最小日 <= 入力値 のみ許容
※2値すべてが日付変換できない場合、チェックしない（形式チェック含まれません）
※原則日付チェックとセットで設定してください

javascript バリデートルールバリデートルール k_dateMin

java バリデータクラスバリデータクラス DateMinValidator

java バリデーションバリデーションID dateMin

引数引数 最小日 ※対象データが入っているフィールド(name属性)でも可

メッセージ内容メッセージ内容 “”{0}”“以上で入力してください。

最大日付最大日付

バリデート内容バリデート内容 入力値 <= 最大日 のみ許容
※2値がすべて日付変換できない場合、trueを返却（日付形式はチェックしない）
※原則日付チェックとセットで設定してください
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javascript バリデートルールバリデートルール k_dateMax

java バリデータクラスバリデータクラス DateMaxValidator

java バリデーションバリデーションID dateMax

引数引数 最大日 ※対象データが入っているフィールド(name属性)でも可

メッセージ内容メッセージ内容 “”{0}”“以下で入力してください。

最小文字数最小文字数

バリデート内容バリデート内容 最小値 <= 入力文字数 のみ許容

javascript バリデートルールバリデートルール k_minLength

java バリデータクラスバリデータクラス MinLengthValidator

java バリデーションバリデーションID minLength

引数引数 最小値

メッセージ内容メッセージ内容 {0}文字以上で入力してください。

最大文字数最大文字数

バリデート内容バリデート内容 入力文字数 <= 最大値 のみ許容

javascript バリデートルールバリデートルール k_maxLength

java バリデータクラスバリデータクラス MaxLengthValidator

java バリデーションバリデーションID maxLength

引数引数 最大値

メッセージ内容メッセージ内容 {0}文字以下で入力してください。

固定長文字数固定長文字数

バリデート内容バリデート内容 固定長値 == 入力文字数 のみ許容

javascript バリデートルールバリデートルール k_fixedLength

java バリデータクラスバリデータクラス FixedLengthValidator

java バリデーションバリデーションID fixedLength

引数引数 固定長値

メッセージ内容メッセージ内容 {0}文字で入力してください。

FB文字文字

バリデート内容バリデート内容 以下の文字のみで入力されている場合のみ許容
カナ ： ｱからﾝ（半角）※小文字含まない
英字 ： AからZ（半角）
数字 ： 0から9（半角）
濁点･半濁点 ： ﾞ 　ﾟ（半角）
記号 ： ( ) ｢ 」 - / . スペース （半角）

javascript バリデートルールバリデートルール k_fbChar

java バリデータクラスバリデータクラス FbCharValidator

java バリデーションバリデーションID fbChar

引数引数 -

メッセージ内容メッセージ内容 入力できない文字が含まれています。

正規表現正規表現

バリデート内容バリデート内容 正規表現でマッチする文字のみ許容
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javascript バリデートルールバリデートルール ｋ_regularExpression

java バリデータクラスバリデータクラス RegularExpressionValidator

java バリデーションバリデーションID regularExpression

引数引数 正規表現
メッセージID ※エラー時にこのメッセージが出力されます

メッセージ内容メッセージ内容 -

フラグフラグ

バリデート内容バリデート内容 “0”もしくは”1”のみ許容

javascript バリデートルールバリデートルール k_flag

java バリデータクラスバリデータクラス FlagValidator

java バリデーションバリデーションID flag

引数引数 -

メッセージ内容メッセージ内容 フラグとして認識できない文字です。

ロケールロケールID

バリデート内容バリデート内容 iAPシステムロケールに含まれる場合のみ許容

javascript バリデートルールバリデートルール クライアントサイドは実装なし

java バリデータクラスバリデータクラス LocaleValidator

java バリデーションバリデーションID locale

引数引数 -

メッセージ内容メッセージ内容 指定されたロケールは存在しません。

コードコード

バリデート内容バリデート内容 半角英数「_」「-」のみ許容

javascript バリデートルールバリデートルール k_kaidenId

java バリデータクラスバリデータクラス KaidenIdValidator

java バリデーションバリデーションID kaidenId

引数引数 -

メッセージ内容メッセージ内容 半角英数字、「_」、「-」で入力してください。

マスタチェックマスタチェック 会社会社

バリデート内容バリデート内容 IM-共通マスタ の会社（組織）が存在している場合のみ許容

javascript バリデートルールバリデートルール k_companyExists

java バリデータクラスバリデータクラス CompanyExistsValidator

java バリデーションバリデーションID companyExists

引数引数 会社コードフィールド
検索基準日 （省略可：本日日付） [2]
ステータス （省略可：省略時有効のみ）

メッセージ内容メッセージ内容 指定された会社は存在しません。

マスタチェックマスタチェック 組織組織

バリデート内容バリデート内容 IM-共通マスタ の組織が存在している場合のみ許容

javascript バリデートルールバリデートルール k_departmentExists

java バリデータクラスバリデータクラス DepartmentExistsValidator
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java バリデーションバリデーションID departmenExists

引数引数 会社コードフィールド [1]
組織セットコードフィールド
組織コードフィールド
検索基準日 （省略可：省略時本日日付） [2]
ステータス （省略可：省略時有効のみ）

メッセージ内容メッセージ内容 指定された組織は存在しません。

マスタチェックマスタチェック ユーザユーザ

バリデート内容バリデート内容 IM-共通マスタ のユーザが存在している場合のみ許容

javascript バリデートルールバリデートルール k_userExists

java バリデータクラスバリデータクラス UserExistsValidator

java バリデーションバリデーションID userExists

引数引数 ユーザコードフィールド
検索基準日（省略可：本日日付） [2]
ステータス（省略可：省略時有効のみ）

メッセージ内容メッセージ内容 指定されたユーザは存在しません。

マスタチェックマスタチェック 金融機関金融機関

バリデート内容バリデート内容 金融機関マスタに存在している場合のみ許容

javascript バリデートルールバリデートルール k_bankFacilExists

java バリデータクラスバリデータクラス BankFacilExistsValidator

java バリデーションバリデーションID bankFacilExists

引数引数 金融機関コードフィールド
金融機関支店番号コードフィールド
金融機関並びコードフィールド（省略可）

メッセージ内容メッセージ内容 指定された金融機関は存在しません。

マスタチェックマスタチェック 通貨通貨

バリデート内容バリデート内容 通貨マスタに存在している場合のみ許容

javascript バリデートルールバリデートルール k_immCurrencyExists

java バリデータクラスバリデータクラス ImmCurrencyExistsValidator

java バリデーションバリデーションID immCurreｎcyExists

引数引数 通貨コードフィールド
会社コードフィールド [1]
ステータス（省略可：省略時有効のみ）

メッセージ内容メッセージ内容 指定された通貨は存在しません。

通貨額通貨額

バリデート内容バリデート内容 通貨コードの精度・スケールである場合のみ許容

通貨コードの精度・スケールは
IM-共通マスタ の通貨精度区分が「KAIDEN」である該当通貨精度を利用
ただし通貨精度が見つからなかった場合、
constansts.xml に定義 した値(テナント単位に全通貨共通で設定、整数部9、小数部4)を利
用

javascript バリデートルールバリデートルール k_currencyAmnt

java バリデータクラスバリデータクラス CurrencyAmntValidator

java バリデーションバリデーションID currencyAmnt

引数引数 通貨コードフィールド
会社コードフィールド [1]
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メッセージ内容メッセージ内容 整数部{0}桁、小数部{1}桁を入力してください。

マスタチェックマスタチェック 項目項目

バリデート内容バリデート内容 項目マスタに存在している場合のみ許容
尚、会社コードフィールドから導出した検索基準会社が空(Null)の場合、
対象項目区分が追加・削除とも不可の場合はビルトインのみを対象に存在チェックを行いま
す。
対象項目区分がそれ以外の場合は判定偽とします。

javascript バリデートルールバリデートルール k_itemExists

java バリデータクラスバリデータクラス ItemExistsValidator

java バリデーションバリデーションID itemExists

引数引数 項目IDフィールド
会社コードフィールド [1]
ステータス（省略可：省略時有効のみ）

メッセージ内容メッセージ内容 指定された項目は存在しません。

マスタチェックマスタチェック ロールロール

バリデート内容バリデート内容 ロール（ IM-共通マスタ ）に存在している場合のみ許容
※カテゴリが「KAIDEN」であるもののみで判定

javascript バリデートルールバリデートルール k_roleExists

java バリデータクラスバリデータクラス RoleExistsValidator

java バリデーションバリデーションID roleExists

引数引数 ロールIDフィールド

メッセージ内容メッセージ内容 指定されたロールは存在しません。

マスタチェックマスタチェック 会社口座会社口座

バリデート内容バリデート内容 会社口座マスタに存在している場合のみ許容

javascript バリデートルールバリデートルール k_companyBankExists

java バリデータクラスバリデータクラス CompanyBankExistsValidator

java バリデーションバリデーションID companyBankExists

引数引数 会社口座コードフィールド
会社コードフィールド [1]
検索基準日（省略可：本日日付） [2]※※※
ステータス（省略可：省略時有効のみ）

メッセージ内容メッセージ内容 指定された会社口座は存在しません。

マスタチェックマスタチェック 項目区分項目区分 追加可否追加可否

バリデート内容バリデート内容 対象の項目区分マスタが項目の追加を許可している場合のみ許容

javascript バリデートルールバリデートルール k_itemTypeAllowAddItem

java バリデータクラスバリデータクラス ItemTypeAllowAddItemValidator

java バリデーションバリデーションID itemTypeExists

引数引数 項目区分コードフィールド

メッセージ内容メッセージ内容 指定された項目区分には項目を追加できません。

マスタチェックマスタチェック 項目区分項目区分

バリデート内容バリデート内容 項目区分マスタに存在している場合のみ許容

javascript バリデートルールバリデートルール k_itemTypeExists

java バリデータクラスバリデータクラス ItemTypeExistsValidator
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java バリデーションバリデーションID itemTypeExists

引数引数 項目区分コードフィールド

メッセージ内容メッセージ内容 指定された項目区分は存在しません。

時刻時刻

バリデート内容バリデート内容 時刻形式(H:mm)のみ許容（24時以降も可）

javascript バリデートルールバリデートルール k_time

java バリデータクラスバリデータクラス TimeValidator

java バリデーションバリデーションID time

引数引数 -

メッセージ内容メッセージ内容 時刻の形式で入力してください。

時刻範囲時刻範囲

バリデート内容バリデート内容 最小時刻 <= 入力値 <= 最大時刻 のみ許容
※3値すべてが時刻変換できない場合、チェックしない（形式チェック含まれません）
※原則時刻チェックとセットで設定してください

javascript バリデートルールバリデートルール k_timeRange

java バリデータクラスバリデータクラス TimeRangeValidator

java バリデーションバリデーションID timeRange

引数引数 最小時刻
最大時刻

メッセージ内容メッセージ内容 “{0}” - “{1}”の範囲で入力してください。

最小時刻最小時刻

バリデート内容バリデート内容 最小時刻 <= 入力値 のみ許容
※2値すべてが時刻変換できない場合、チェックしない（形式チェック含まれません）
※原則時刻チェックとセットで設定してください

javascript バリデートルールバリデートルール k_timeMin

java バリデータクラスバリデータクラス TimeMinValidator

java バリデーションバリデーションID timeMin

引数引数 最小時刻

メッセージ内容メッセージ内容 “{0}”以上で入力してください。

最大時刻最大時刻

バリデート内容バリデート内容 入力値 <= 最大時刻 のみ許容
※2値すべてが時刻変換できない場合、チェックしない（形式チェック含まれません）
※原則時刻チェックとセットで設定してください

javascript バリデートルールバリデートルール k_timeMax

java バリデータクラスバリデータクラス TimeMaxValidator

java バリデーションバリデーションID timeMax

引数引数 最大時刻

メッセージ内容メッセージ内容 “{0}”以下で入力してください。

いずれか必須チェック（チェックボックス用）いずれか必須チェック（チェックボックス用）

バリデート内容バリデート内容 指定したチェックボックスのいずれかがONの場合、許容

javascript バリデートルールバリデートルール k_anyOnForCheck

java バリデータクラスバリデータクラス AnyOnForCheckValidator
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java バリデーションバリデーションID anyOnForCheck

引数引数 対象フィールドの配列

メッセージ内容メッセージ内容 いずれか必須です。

不一致チェック不一致チェック

バリデート内容バリデート内容 比較対象値が異なっている場合に許容する

javascript バリデートルールバリデートルール k_notEqual

java バリデータクラスバリデータクラス NotEqualValidator

java バリデーションバリデーションID notEqual

引数引数 比較対象1
比較対象2

メッセージ内容メッセージ内容 “{0}”と”{1}”は同一の設定はできません。

時刻単位時刻単位

バリデート内容バリデート内容 入力値が指定された時刻入力単位に合致している場合に許容する。
(分(mm)相当部分をintに変換後、時刻入力単位で除算した余りが0の場合に判定：真とします。
)
※ 入力値が時刻変換できない場合、チェックしない（形式チェック含まれません）
※ 原則時刻チェックとセットで設定してください

javascript バリデートルールバリデートルール k_timeUnit

java バリデータクラスバリデータクラス TimeUnitValidator

java バリデーションバリデーションID timeUnit

引数引数 時刻単位（分）

メッセージ内容メッセージ内容 時刻は{0}単位で入力してください。

数値範囲２数値範囲２(境界値包含選択可境界値包含選択可)

バリデート内容バリデート内容 最小値 <=(または<) 入力値 <=(または<) 最大値 を許容
※3値が数値変換できない場合、チェックしない（形式チェック含まれません）
※原則、数字・整数・小数のいずれかとセットで設定してください

javascript バリデートルールバリデートルール k_numericRange2

java バリデータクラスバリデータクラス NumericRange2Validator

java バリデーションバリデーションID numericRange2

引数引数 最小値
最大値
最小値イコールフラグ ※true(<=)、false(<)、省略時はfalse(<)
最大値イコールフラグ ※true(<=)、false(<)、省略時はfalse(<)

メッセージ内容メッセージ内容 最小値イコールフラグ=”true” 且つ 最大値イコールフラグ=”true” の場合
{0}以上、{1}以下の範囲で入力してください。

最小値イコールフラグ=”true” 且つ 最大値イコールフラグ=”false” の場合
{0}以上、{1}未満の範囲で入力してください。

最小値イコールフラグ=”false” 且つ 最大値イコールフラグ=”true” の場合
{0}超、{1}以下の範囲で入力してください。

最小値イコールフラグ=”false” 且つ 最大値イコールフラグ=”false” の場合
{0}超、{1}未満の範囲で入力してください。

最小数値２最小数値２(境界値包含選択可境界値包含選択可)

バリデート内容バリデート内容 最小 <=(または<) 入力値 を許容
※2値が数値変換できない場合、チェックしない（形式チェック含まれません）
※原則、数字・整数・小数のいずれかとセットで設定してください

javascript バリデートルールバリデートルール k_numericMin2

java バリデータクラスバリデータクラス NumericMin2Validator
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java バリデーションバリデーションID numericMin2

引数引数 最小値
最小値イコールフラグ ※true(<=)、false(<)、省略時はfalse(<)

メッセージ内容メッセージ内容 最小値イコールフラグ=”true” の場合
“{0}”以上で入力してください。

最小値イコールフラグ=”true” の場合
“{0}”より大きい値で入力してください。

最大数値２最大数値２(境界値包含選択可境界値包含選択可)

バリデート内容バリデート内容 入力値 <=(または<) 最大 のみ許容
※2値が数値変換できない場合、チェックしない（形式チェック含まれません）
※原則、数字・整数・小数のいずれかとセットで設定してください

javascript バリデートルールバリデートルール k_numericMax2

java バリデータクラスバリデータクラス NumericMax2Validator

java バリデーションバリデーションID numericMax2

引数引数 最大値
最大値イコールフラグ ※true(<=)、false(<)、省略時はfalse(<)

メッセージ内容メッセージ内容 最大値イコールフラグ=”true” の場合
“{0}”以下で入力してください。

最大値イコールフラグ=”true” の場合
“{0}”未満で入力してください。

日付範囲２日付範囲２(境界値包含選択可境界値包含選択可)

バリデート内容バリデート内容 最小日 <=(または<) 入力値 <=(または<) 最大日 を許容
※3値が日付変換できない場合、チェックしない（形式チェック含まれません）
※原則日付チェックとセットで設定してください

javascript バリデートルールバリデートルール k_dateRange2

java バリデータクラスバリデータクラス DateRange2Validator

java バリデーションバリデーションID dateRange2

引数引数 最小日付
最大日付
最小日付イコールフラグ ※true(<=)、false(<)、省略時はfalse(<)
最大日付イコールフラグ ※true(<=)、false(<)、省略時はfalse(<)

メッセージ内容メッセージ内容 最小値イコールフラグ=”true” 且つ 最大値イコールフラグ=”true” の場合
{0}以上、{1}以下の範囲で入力してください。

最小値イコールフラグ=”true” 且つ 最大値イコールフラグ=”false” の場合
{0}以上、{1}未満の範囲で入力してください。

最小値イコールフラグ=”false” 且つ 最大値イコールフラグ=”true” の場合
{0}超、{1}以下の範囲で入力してください。

最小値イコールフラグ=”false” 且つ 最大値イコールフラグ=”false” の場合
{0}超、{1}未満の範囲で入力してください。

最小日付２最小日付２(境界値包含選択可境界値包含選択可)

バリデート内容バリデート内容 最小日 <=(または<) 入力値 を許容
※2値が日付変換できない場合、チェックしない（形式チェック含まれません）
※原則日付チェックとセットで設定してください

javascript バリデートルールバリデートルール k_dateMin2

java バリデータクラスバリデータクラス DateMin2Validator

java バリデーションバリデーションID dateMin2

引数引数 最小日付
最小日付イコールフラグ ※true(<=)、false(<)、省略時はfalse(<)

メッセージ内容メッセージ内容 最小値イコールフラグ=”true” の場合
“{0}”以上で入力してください。

最小値イコールフラグ=”true” の場合
“{0}”より大きい値で入力してください。
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最大日付２最大日付２(境界値包含選択可境界値包含選択可)

バリデート内容バリデート内容 入力値 <=(または<) 最大日 を許容
※2値が日付変換できない場合、trueを返却（日付形式はチェックしない）
※原則日付チェックとセットで設定してください

javascript バリデートルールバリデートルール k_dateMax2

java バリデータクラスバリデータクラス DateMax2Validator

java バリデーションバリデーションID dateMax2

引数引数 最大日付
最大日付イコールフラグ ※true(<=)、false(<)、省略時はfalse(<)

メッセージ内容メッセージ内容 最大値イコールフラグ=”true” の場合
“{0}”以下で入力してください。

最大値イコールフラグ=”true” の場合
“{0}”未満で入力してください。

時刻範囲２時刻範囲２(境界値包含選択可境界値包含選択可)

バリデート内容バリデート内容 最小時刻 <=(または<) 入力値 <=(または<) 最大時間 を許容
※3値が時刻変換できない場合、チェックしない（形式チェック含まれません）
※原則時刻チェックとセットで設定してください

javascript バリデートルールバリデートルール k_timeRange2

java バリデータクラスバリデータクラス TimeRange2Validator

java バリデーションバリデーションID timeRange2

引数引数 最小時刻
最大時刻
最小時刻イコールフラグ ※true(<=)、false(<)、省略時はfalse(<)
最大時刻イコールフラグ ※true(<=)、false(<)、省略時はfalse(<)

メッセージ内容メッセージ内容 最小値イコールフラグ=”true” 且つ 最大値イコールフラグ=”true” の場合
{0}以上、{1}以下の範囲で入力してください。

最小値イコールフラグ=”true” 且つ 最大値イコールフラグ=”false” の場合
{0}以上、{1}未満の範囲で入力してください。

最小値イコールフラグ=”false” 且つ 最大値イコールフラグ=”true” の場合
{0}超、{1}以下の範囲で入力してください。

最小値イコールフラグ=”false” 且つ 最大値イコールフラグ=”false” の場合
{0}超、{1}未満の範囲で入力してください。

最小時刻２最小時刻２(境界値包含選択可境界値包含選択可)

バリデート内容バリデート内容 最小時刻 <=(または<) 入力値 を許容
※2値が時刻変換できない場合、チェックしない（形式チェック含まれません）
※原則時刻チェックとセットで設定してください

javascript バリデートルールバリデートルール k_timeMin2

java バリデータクラスバリデータクラス TimeMin2Validator

java バリデーションバリデーションID timeMin2

引数引数 最小時刻
最小時刻イコールフラグ ※true(<=)、false(<)、省略時はfalse(<)

メッセージ内容メッセージ内容 最小値イコールフラグ=”true” の場合
“{0}”以上で入力してください。

最小値イコールフラグ=”true” の場合
“{0}”より大きい値で入力してください。

最大時刻２最大時刻２(境界値包含選択可境界値包含選択可)

バリデート内容バリデート内容 入力値 <=(または<) 最大時刻 を許容
※2値が時刻変換できない場合、チェックしない（形式チェック含まれません）
※原則時刻チェックとセットで設定してください

javascript バリデートルールバリデートルール k_timeMax2

java バリデータクラスバリデータクラス TimeMax2Validator
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java バリデーションバリデーションID timeMax2

引数引数 最大時刻
最大時刻イコールフラグ ※true(<=)、false(<)、省略時はfalse(<)

メッセージ内容メッセージ内容 最大値イコールフラグ=”true” の場合
“{0}”以下で入力してください。

最大値イコールフラグ=”true” の場合
“{0}”未満で入力してください。

列挙型存在チェック列挙型存在チェック

バリデート内容バリデート内容 列挙型に存在するコード値のみを許容
※クライアントサイドはチェックを行わない

javascript バリデートルールバリデートルール -

java バリデータクラスバリデータクラス EnumExistsValidator

java バリデーションバリデーションID enumExists

引数引数 コード
列挙型クラス名

メッセージ内容メッセージ内容 指定された{0}は存在しません。

intra-mart Accel Kaiden! IM-Workflow連携モジュール連携モジュール

ワークフロー日付ワークフロー日付

バリデート内容バリデート内容 日付形式(YYYY/MM/DD)で
期間内（初期値 2000/01/01 〜 2999/12/31）の場合のみ許容
※ワークフローパラメータの日付範囲

javascript バリデートルールバリデートルール k_imwDate

java バリデータクラスバリデータクラス ImwDateValidator

java バリデーションバリデーションID imwDate

引数引数 -

メッセージ内容メッセージ内容 “”{0}”” - “”{1}”“の範囲で入力してください。

intra-mart Accel Kaiden! ワークフローモジュールワークフローモジュール

クライアントサイドで以降のバリデーションを利用するためには、以下のように共通JSPのインクルードが必要です。

<%-- product_workflow 共通インクルード --%>
<c:if test="${empty pwkfCommonIncluded}" scope="request">
  <jsp:include page="/WEB-INF/view/kaiden2/product_workflow/foundation/commonInclude.jsp"></jsp:include>
  <c:set var="pwkfCommonIncluded"  scope="request">true</c:set>
</c:if>

コラムコラム

原則、<jsp:include page=”/WEB-INF/view/kaiden2/product_workflow/foundation/commonInclude.jsp”></jsp:include> だ
けでも問題ないですが
一つの画面で同一ガジェットが同時にincludeされることも考慮して、一つの画面で一度だけ読み込まれるような処理を入れて
います。

マスタチェックマスタチェック プロジェクトプロジェクト

バリデート内容バリデート内容 プロジェクトマスタに存在している場合のみ許容

javascript バリデートルールバリデートルール k_projectExists

java バリデータクラスバリデータクラス ProjectExistsValidator

java バリデーションバリデーションID projectExists
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引数引数 プロジェクトコードフィールド
会社コードフィールド [1]
検索基準日（省略可：本日日付） [2]
ステータス（省略可：省略時有効のみ）

メッセージ内容メッセージ内容 指定されたプロジェクトは存在しません。

マスタチェックマスタチェック 勘定科目勘定科目

バリデート内容バリデート内容 勘定科目マスタに存在している場合のみ許容

javascript バリデートルールバリデートルール k_accountExists

java バリデータクラスバリデータクラス AccountExistsValidator

java バリデーションバリデーションID accountExists

引数引数 勘定科目コードフィールド
会社コードフィールド [1]
検索基準日（省略可：本日日付） [2]
ステータス（省略可：省略時有効のみ）

メッセージ内容メッセージ内容 指定された勘定科目は存在しません。

マスタチェックマスタチェック 会計期間会計期間

バリデート内容バリデート内容 会計期間に存在している場合のみ許容

引数に指定する処理種別による処理の仕様は、以下の通りです。

【処理種別=”“0”“[申請]の場合】
■検索時の条件に以下が追加されます。
・会計期間オープン日 <= ＡＰサーバのシステム日付
・会計期間申請締日 > ＡＰサーバのシステム日付

【処理種別=”“1”“[承認]の場合】
■検索時の条件に以下が追加されます。
・会計期間オープン日 <= ＡＰサーバのシステム日付
・会計期間承認締日 > ＡＰサーバのシステム日付

javascript バリデートルールバリデートルール k_accountingPeriodExists

java バリデータクラスバリデータクラス AccountingPeriodExistsValidator

java バリデーションバリデーションID accountingPeriodExists

引数引数 会社コードフィールド [1]
処理種別 ※”0”:申請、”1”:承認
検索基準日（省略可：本日日付） [2]

メッセージ内容メッセージ内容 指定された会計期間は存在しません。

マスタチェックマスタチェック 税区分税区分

バリデート内容バリデート内容 税区分マスタに存在している場合のみ許容

javascript バリデートルールバリデートルール k_taxTypeExists

java バリデータクラスバリデータクラス TaxTypeExistsValidator

java バリデーションバリデーションID taxTypeExists

引数引数 税区分コードフィールド
会社コードフィールド [1]
検索基準日（省略可：本日日付） [2]
ステータス（省略可：省略時有効のみ）

メッセージ内容メッセージ内容 指定された税区分は存在しません。

マスタチェックマスタチェック 経費区分経費区分

バリデート内容バリデート内容 経費区分マスタに存在している場合のみ許容

javascript バリデートルールバリデートルール k_expTypeExists

intra-mart Accel Kaiden!

191



java バリデータクラスバリデータクラス ExpTypeExistsValidator

java バリデーションバリデーションID expTypeExists

引数引数 経費区分コードフィールド
会社コードフィールド [1]
検索基準日（省略可：本日日付） [2]
ステータス（省略可：省略時有効のみ）

メッセージ内容メッセージ内容 指定された経費区分は存在しません。

マスタチェックマスタチェック 支払分類支払分類

バリデート内容バリデート内容 支払分類マスタに存在している場合のみ許容

javascript バリデートルールバリデートルール k_payTypeExists

java バリデータクラスバリデータクラス payTypeExistsValidator

java バリデーションバリデーションID payTypeExists

引数引数 支払分類コードフィールド
会社コードフィールド [1]
検索基準日（省略可：本日日付） [2]
ステータス（省略可：省略時有効のみ）

メッセージ内容メッセージ内容 指定された支払分類は存在しません。

マスタチェックマスタチェック 支払方法支払方法

バリデート内容バリデート内容 支払方法マスタに存在している場合のみ許容

javascript バリデートルールバリデートルール k_payMethodExists

java バリデータクラスバリデータクラス payMethodExistsValidator

java バリデーションバリデーションID payMethodExists

引数引数 支払方法コードフィールド
会社コードフィールド [1]
検索基準日（省略可：本日日付） [2]
ステータス（省略可：省略時有効のみ）

メッセージ内容メッセージ内容 指定された支払方法は存在しません。

マスタチェックマスタチェック 役職（日当関連）役職（日当関連）

バリデート内容バリデート内容 会社設定（productWorkflow）にて指定した日当判定組織セットコードに
役職が存在している場合のみ許容

javascript バリデートルールバリデートルール k_allowancePostExists

java バリデータクラスバリデータクラス AllowancePostExistsValidator

java バリデーションバリデーションID allowancePostExists

引数引数 役職IDフィールド
会社コードフィールド [1]
検索基準日（省略可：本日日付） [2]
ステータス（省略可：省略時有効のみ）

メッセージ内容メッセージ内容 指定された役職は存在しません。

マスタチェックマスタチェック 日当日当

バリデート内容バリデート内容 日当マスタに存在している場合のみ許容

javascript バリデートルールバリデートルール k_allowanceExists

java バリデータクラスバリデータクラス AllowanceExistsValidator

java バリデーションバリデーションID allowanceExists
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引数引数 日当コードフィールド
会社コードフィールド [1]
検索基準日（省略可：本日日付） [2]
ステータス（省略可：省略時有効のみ）

メッセージ内容メッセージ内容 指定された日当は存在しません。

マスタチェックマスタチェック 日当金額日当金額

バリデート内容バリデート内容 資格種別（役職/ロール）ごとに、日当と日当金額組み合わせが妥当な場合のみ許
容

javascript バリデートルールバリデートルール k_allowanceAmount

java バリデータクラスバリデータクラス AllowanceAmountValidator

java バリデーションバリデーションID allowanceAmount

引数引数 日当コードフィールド
会社コードフィールド [1]
ユーザコードフィールド
通貨コードフィールド
日当金額フィールド
検索基準日（省略可：本日日付） [2]
ステータス（省略可：省略時有効のみ）

メッセージ内容メッセージ内容 日当額が正しくありません。

事前申請書妥当性チェック事前申請書妥当性チェック 精算ステータス精算ステータス

バリデート内容バリデート内容 精算ステータスが０
または
精算ステータスが１ かつ 紐づいている精算申請書が自身
である場合に許容

javascript バリデートルールバリデートルール k_advanceAdjustmentStatus

java バリデータクラスバリデータクラス AdvanceAdjustmentStatusValidator

java バリデーションバリデーションID advanceAdjustmentStatus

引数引数 システム案件ID(精算)フィールド（空欄は新規申請と判定）
ユーザデータID(精算)フィールド
ガジェットクラス(精算)フィールド
ガジェットインスタンス(精算)フィールド
システム案件ID(仮払)フィールド
ユーザデータID(仮払)フィールド
ガジェットクラス(仮払)フィールド

メッセージ内容メッセージ内容 精算中もしくは精算が完了している申請書のため、処理できません。

事前申請書妥当性チェック事前申請書妥当性チェック 精算金額精算金額

バリデート内容バリデート内容 精算予定額 <= 仮払残高である場合に許容

javascript バリデートルールバリデートルール クライアントサイドは実装なし

java バリデータクラスバリデータクラス AdvanceBalanceValidator

java バリデーションバリデーションID advanceBalance

引数引数 精算予定額（省略可）
システム案件ID(仮払)
ユーザデータID(仮払)
ガジェットクラス(仮払)
ガジェットインスタンス(仮払)

メッセージ内容メッセージ内容 精算予定額は、仮払残高以下で入力してください。

intra-mart Accel Kaiden! 勤務管理モジュール勤務管理モジュール

マスタチェックマスタチェック 勤務体系カテゴリ勤務体系カテゴリ

バリデート内容バリデート内容 勤務体系カテゴリマスタに存在している場合のみ許容
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javascript バリデートルールバリデートルール k_wsCategoryExists

java バリデータクラスバリデータクラス WsCategoryExistsValidator

java バリデーションバリデーションID wsCategoryExists

引数引数 勤務体系カテゴリコードフィールド

メッセージ内容メッセージ内容 指定された勤務体系カテゴリは存在しません。

マスタチェックマスタチェック 勤務状況カテゴリ勤務状況カテゴリ

バリデート内容バリデート内容 勤務状況カテゴリマスタに存在している場合のみ許容

javascript バリデートルールバリデートルール k_workStatusCatExists

java バリデータクラスバリデータクラス WorkStatusCatValidator

java バリデーションバリデーションID workStatusCatExists

引数引数 勤務状況カテゴリコードフィールド

メッセージ内容メッセージ内容 指定された勤務状況カテゴリは存在しません。

マスタチェックマスタチェック 勤務体系勤務体系

バリデート内容バリデート内容 勤務体系マスタに存在している場合のみ許容

javascript バリデートルールバリデートルール k_wsAgreementExists

java バリデータクラスバリデータクラス WsAgreementExistsValidator

java バリデーションバリデーションID wsAgreementExists

引数引数 勤務体系コードフィールド
会社コードフィールド

メッセージ内容メッセージ内容 指定された勤務体系は存在しません。

マスタチェックマスタチェック 休憩・控除・時間年休中分類休憩・控除・時間年休中分類

バリデート内容バリデート内容 休憩・控除・時間年休中分類マスタに存在している場合のみ許容

javascript バリデートルールバリデートルール k_deduMcateExists

java バリデータクラスバリデータクラス DeduMcateExistsValidator

java バリデーションバリデーションID deduMcateExists

引数引数 休憩・控除・時間年休中分類コードフィールド

メッセージ内容メッセージ内容 指定された休憩・控除・時間年休中分類は存在しません。

マスタチェックマスタチェック 勤務日付区分勤務日付区分

バリデート内容バリデート内容 勤務日付区分マスタに存在している場合のみ許容

javascript バリデートルールバリデートルール k_lbrDayTypeExists

java バリデータクラスバリデータクラス LbrDayTypeExistsValidator

java バリデーションバリデーションID lbrDayTypeExists

引数引数 勤務日付区分コードフィールド
会社コードフィールド
日付区分カテゴリフィールド ※任意

メッセージ内容メッセージ内容 指定された勤務日付区分は存在しません。

マスタチェックマスタチェック 権限セット権限セット

バリデート内容バリデート内容 権限セットマスタに存在している場合のみ許容

javascript バリデートルールバリデートルール k_authoritySetExists
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java バリデータクラスバリデータクラス AuthoritySetExistsValidator

java バリデーションバリデーションID authoritySetExists

引数引数 権限セットIDフィールド

メッセージ内容メッセージ内容 指定された権限セットは存在しません。

マスタチェックマスタチェック 勤務状況勤務状況

バリデート内容バリデート内容 勤務状況マスタに存在している場合のみ許容

javascript バリデートルールバリデートルール k_workStatusExists

java バリデータクラスバリデータクラス WorkStatusExistsValidator

java バリデーションバリデーションID workStatusExists

引数引数 勤務状況コードフィールド
会社コードフィールド
検索基準日 ※任意 省略時、本日日付
ステータス ※任意 省略時、有効のみ（”false”)

メッセージ内容メッセージ内容 指定された勤務状況は存在しません。

マスタチェックマスタチェック 休憩・控除・時間年休休憩・控除・時間年休

バリデート内容バリデート内容 休憩・控除・時間年休マスタに存在している場合のみ許容

javascript バリデートルールバリデートルール k_deductionExists

java バリデータクラスバリデータクラス DeductionExistsValidator

java バリデーションバリデーションID deductionExists

引数引数 休憩・控除・時間年休コードフィールド
会社コードフィールド
検索基準日 ※任意 省略時、本日日付

メッセージ内容メッセージ内容 指定された休憩・控除・時間年休は存在しません。

マスタチェックマスタチェック 勤務カレンダー勤務カレンダー

バリデート内容バリデート内容 勤務カレンダーマスタに存在している場合のみ許容

javascript バリデートルールバリデートルール k_lbrCalendarExists

java バリデータクラスバリデータクラス LbrCalendarExistsValidator

java バリデーションバリデーションID lbrCalendarExists

引数引数 勤務カレンダーIDフィールド
会社コードフィールド
ステータス ※任意 省略時、有効のみ（”false”)

メッセージ内容メッセージ内容 指定された勤務カレンダーは存在しません。

脚注脚注

[1] (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15)

以下のルールで検索基準会社が決まります。

“searchCriteriaCompany”の場合、ガジェット間通信にて検索基準会社を取得
同一ブロック/タプル内の指定されたフィールドの値
引数そのまま

[2] (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14)

“searchCriteriaDate”の場合、ガジェット間通信にて検索基準日を取得
日付として変換できる場合は、引数そのまま
同一ブロック/タプル内の指定されたフィールドの値
システム日付
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基本的なエレメント

項目項目

アンカーアンカー <k:a />
ボタンボタン <k:button />
チェックボックスチェックボックス <k:checkbox />
コードボックスコードボックス <k:codeText />
日付テキストボックス日付テキストボックス <k:date />
隠しテキストボックス隠しテキストボックス <k:hidden />
数値テキストボックス数値テキストボックス <k:numericText />
パスワードテキストボックスパスワードテキストボックス <k:password />
ラジオボタンラジオボタン <k:radio />
ドロップダウンリストドロップダウンリスト <k:select />
テキストボックステキストボックス <k:text />
国際化対応テキストボックス国際化対応テキストボックス <k:text-locales />
テキストエリアテキストエリア <k:textarea />
国際化対応テキストエリア国際化対応テキストエリア <k:textarea-locales />
フローティングボックスフローティングボックス <k:floatingBox />
シンプルドロップダウンシンプルドロップダウン <k:simpleDropdownMenu />
時間テキストボックス時間テキストボックス <k:time />
２段ヘッダリスト２段ヘッダリスト <k:fs2List />

タグリブを使用するJSPのページで、以下のような taglib ディレクティブを指定する必要があります。

<%@ taglib prefix=”k” uri=”http://kaiden.slcs.co.jp/taglib/ui” %>

アンカーアンカー <k:a />

属性名属性名 説明説明
必必
須須

mode 表示モードです。
“0”は、<a>を出力
“1”は、非表示（何も出力しません）

○

text 国際化対応のリンクテキストのサーフェスキー
サーフェスキーを設定することで、プロパティファイルから文字列を取得します。
サーフェス定義に存在しないキーの場合は、設定された内容がそのまま出力されます。

 

上記以外でも、通常の<a>に対する属性を指定できます。

ボタンボタン <k:button />

属性名属性名 説明説明
必必
須須

name 通常のhtmlにおけるname属性と同様です。 ○

mode 表示モードです。
“0”は、<input type=”button”>を出力
“1”は、非表示（何も出力しません）

○

value 国際化対応のボタンラベルのサーフェスキー
サーフェスキーを設定することで、プロパティファイルから文字列を取得します。
サーフェス定義に存在しないキーの場合は、設定された内容がそのまま出力されます。

 

上記以外でも、通常の<input type=”button”>に対する属性を指定できます。

チェックボックスチェックボックス <k:checkbox />

属性名属性名 説明説明
必必
須須

name 通常のhtmlにおけるname属性と同様です。 ○

mode 表示モードです。
“0”は、<input type=”text”>を出力
“1”は、<label><label>を出力

○

label この属性を指定すると以下のように出力されます。
<label><input type=”checkbox” />label属性値</label>
※指定しない場合でも<label>で囲みます。

サーフェスキーを設定することでプロパティファイルから文字列を取得します。
サーフェス定義に存在しないキーの場合は、設定された内容がそのまま出力されます。
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surfaceKey 国際化対応の項目名のサーフェスキー
サーフェスキーを設定することで、プロパティファイルから文字列を取得します。
サーフェス定義に存在しないキーの場合は、設定された内容がそのまま出力されます。

 

value 通常のhtmlにおけるvalue属性と同様です。  

属性名属性名 説明説明
必必
須須

上記以外でも、通常の<input type=”checkbox”>に対する属性を指定できます。

コードボックスコードボックス <k:codeText />

属性名属性名 説明説明
必必
須須

name 通常のhtmlにおけるname属性と同様です。 ○

mode 表示モードです。
“0”は、<input type=”text”>を出力
“1”は、<label><label>を出力

○

surfaceKey 国際化対応の項目名のサーフェスキー
サーフェスキーを設定することで、プロパティファイルから文字列を取得します。
サーフェス定義に存在しないキーの場合は、設定された内容がそのまま出力されます。

 

value 通常のhtmlにおけるvalue属性と同様です。  

上記以外でも、通常の<input type=”text”>に対する属性を指定できます。

class属性に”kaiden-ui-singlebyteOnlyText”が付与され、対応ブラウザではIMEが無効になります。
そのため テキストボックステキストボックス <k:text /> と比べてimeModeが省略されています。

日付テキストボックス日付テキストボックス <k:date />

属性名属性名 説明説明
必必
須須

name 通常のhtmlにおけるname属性と同様です。 ○

mode 表示モードです。
“0”は、<input type=”text”>を出力
“1”は、<label><label>を出力

○

formated 書式化された値の表示設定
“input”, “view”, “both”のいずれかを受け取り、mode属性の内容により決定されます。
“input” mode=”0”のときに書式化されたテキストを設定します。
“view” mode=”1”のときに書式化されたテキストを設定します。
“both” modeにかかわらず書式化されたテキストを設定します。

 

surfaceKey 国際化対応の項目名のサーフェスキー
サーフェスキーを設定することで、プロパティファイルから文字列を取得します。
サーフェス定義に存在しないキーの場合は、設定された内容がそのまま出力されます。

 

value 通常のhtmlにおけるvalue属性と同様です。  

上記以外でも、通常の<input type=”text”>に対する属性を指定できます。

テキストボックスの横にカレンダーアイコンが表示され、カレンダーと連動したテキストボックスです。
class属性に”kaiden-ui-dateText”が付与され、対応ブラウザではIMEが無効になります。
そのため テキストボックステキストボックス <k:text /> と比べてimeModeが省略されています。

隠しテキストボックス隠しテキストボックス <k:hidden />

属性名属性名 説明説明
必必
須須

name 通常のhtmlにおけるname属性と同様です。 ○

mode 表示モードです。
“0”は、<input type=”hidden”>を出力
“1”は、<label><label>を出力

○

surfaceKey 国際化対応の項目名のサーフェスキー
サーフェスキーを設定することで、プロパティファイルから文字列を取得します。
サーフェス定義に存在しないキーの場合は、設定された内容がそのまま出力されます。

 

value 通常のhtmlにおけるvalue属性と同様です。  

上記以外でも、通常の<input type=”hidden”>に対する属性を指定できます。

数値テキストボックス数値テキストボックス <k:numericText />
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属性名属性名 説明説明
必必
須須

name 通常のhtmlにおけるname属性と同様です。 ○

mode 表示モードです。
“0”は、<input type=”text”>を出力
“1”は、<label><label>を出力

○

formated 書式化された値の表示設定
“input”, “view”, “both”のいずれかを受け取り、mode属性の内容により決定されます。
“input” mode=”0”のときに書式化されたテキストを設定します。
“view” mode=”1”のときに書式化されたテキストを設定します。
“both” modeにかかわらず書式化されたテキストを設定します。

 

surfaceKey 国際化対応の項目名のサーフェスキー
サーフェスキーを設定することで、プロパティファイルから文字列を取得します。
サーフェス定義に存在しないキーの場合は、設定された内容がそのまま出力されます。

 

value 通常のhtmlにおけるvalue属性と同様です。  

上記以外でも、通常の<input type=”text”>に対する属性を指定できます。

class属性に”kaiden-ui-numericText”が付与され、対応ブラウザではIMEが無効になり、文字配置が右寄せになります。
そのため テキストボックステキストボックス <k:text /> と比べてimeModeが省略されています。

パスワードテキストボックスパスワードテキストボックス <k:password />

属性名属性名 説明説明
必必
須須

name 通常のhtmlにおけるname属性と同様です。 ○

mode 表示モードです。
“0”は、<input type=”password”>を出力
“1”は、<label><label>を出力

○

surfaceKey 国際化対応の項目名のサーフェスキー
サーフェスキーを設定することで、プロパティファイルから文字列を取得します。
サーフェス定義に存在しないキーの場合は、設定された内容がそのまま出力されます。

 

value 通常のhtmlにおけるvalue属性と同様です。  

上記以外でも、通常の<input type=”password”>に対する属性を指定できます。

ラジオボタンラジオボタン <k:radio />

属性名属性名 説明説明
必必
須須

name 通常のhtmlにおけるname属性と同様です。 ○

mode 表示モードです。
“0”は、<input type=”radio”>を出力
“1”は、<label><label>を出力

○

label この属性を指定すると以下のように出力されます。
<label><input type=”radio” />label属性値</label>
※指定しない場合でも<label>で囲みます。

サーフェスキーを設定することでプロパティファイルから文字列を取得します。
サーフェス定義に存在しないキーの場合は、設定された内容がそのまま出力されます。

 

surfaceKey 国際化対応の項目名のサーフェスキー
サーフェスキーを設定することで、プロパティファイルから文字列を取得します。
サーフェス定義に存在しないキーの場合は、設定された内容がそのまま出力されます。

 

value 通常のhtmlにおけるvalue属性と同様です。  

上記以外でも、通常の<input type=”radio”>に対する属性を指定できます。

ドロップダウンリストドロップダウンリスト <k:select />

属性名属性名 説明説明
必必
須須

name 通常のhtmlにおけるname属性と同様です。 ○

mode 表示モードです。
“0”は、<select>を出力
“1”は、<label><label>を出力

○
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surfaceKey 国際化対応の項目名のサーフェスキー
サーフェスキーを設定することで、プロパティファイルから文字列を取得します。
サーフェス定義に存在しないキーの場合は、設定された内容がそのまま出力されます。

 

viewModeName mode=”1”の場合のname属性  

dataName <option>を生成するためのデータ名  

includeDisabled 指定すると<option>を生成する際、データ中の”deleteFlag”が”1”のデータは<option>を
生成しません。

 

selectChain 変更時のイベントで、連動項目を設定します。
{selectedCode:”key”}を指定すると、変更時にname属性にselectedCodeを持つエレメン
トに”key属性”(<option>のvalue属性)を設定します

 

属性名属性名 説明説明
必必
須須

上記以外でも、通常の<select>に対する属性を指定できます。

テキストボックステキストボックス <k:text />

属性名属性名 説明説明
必必
須須

name 通常のhtmlにおけるname属性と同様です。 ○

mode 表示モードです。
“0”は、<input type=”text”>を出力
“1”は、<label><label>を出力

○

formated 書式化された値の表示設定
“input”, “view”, “both”のいずれかを受け取り、mode属性の内容により決定されます。
“input” mode=”0”のときに書式化される前のテキストを設定します。
“view” mode=”1”のときに書式化されたテキストを設定します。
“both” modeにかかわらず書式化されたテキストを設定します。

 

imeMode IMEを制御します。（対応ブラウザのみ）
“on” フォーカス時にIMEをONにします。
“off” フォーカス時にIMEをOFFにします。
“disabled” フォーカス時にIMEをOFF（固定)にします。

 

surfaceKey 国際化対応の項目名のサーフェスキー
サーフェスキーを設定することで、プロパティファイルから文字列を取得します。
サーフェス定義に存在しないキーの場合は、設定された内容がそのまま出力されます。

 

value 通常のhtmlにおけるvalue属性と同様です。  

上記以外でも、通常の<input type=”text”>に対する属性を指定できます。

国際化対応テキストボックス国際化対応テキストボックス <k:text-locales />

属性は テキストボックステキストボックス <k:text /> と同様です。

この一つのタグで、テキストボックスをintra-martのシステムロケール数分出力します。
たとえば、システムロケールが、日本語・英語・中国語3つの場合、ロケール名のラベルを付与したテキストボックスを3つ出力しま
す。

システムロケールが一つの場合は、テキストボックステキストボックス <k:text /> とまったく同じになります。

テキストボックスは、ログインユーザのロケールを先頭に出力し、それ以外はロケールIDでソートして出力します。

テキストエリアテキストエリア <k:textarea />

属性名属性名 説明説明
必必
須須

name 通常のhtmlにおけるname属性と同様です。 ○

mode 表示モードです。
“0”は、<textarea>を出力
“1”は、<label><label>を出力

○

imeMode IMEを制御します。（対応ブラウザのみ）
“on” フォーカス時にIMEをONにします。
“off” フォーカス時にIMEをOFFにします。
“disabled” フォーカス時にIMEをOFF（固定)にします。
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surfaceKey 国際化対応の項目名のサーフェスキー
サーフェスキーを設定することで、プロパティファイルから文字列を取得します。
サーフェス定義に存在しないキーの場合は、設定された内容がそのまま出力されます。

 

value 通常のhtmlにおけるvalue属性と同様です。  

属性名属性名 説明説明
必必
須須

上記以外でも、通常の<textarea>に対する属性を指定できます。

国際化対応テキストエリア国際化対応テキストエリア <k:textarea-locales />

属性は テキストエリアテキストエリア <k:textarea /> と同様です。

この一つのタグで、テキストエリアをintra-martのシステムロケール数分出力します。
たとえば、システムロケールが、日本語・英語・中国語3つの場合、ロケール名のラベルを付与したテキストエリアを3つ出力します。

システムロケールが一つの場合は、テキストエリアテキストエリア <k:textarea /> とまったく同じになります。

テキストエリアは、ログインユーザのロケールを先頭に出力し、それ以外はロケールIDでソートして出力します。

フローティングボックスフローティングボックス <k:floatingBox />

属性名属性名 説明説明
必必
須須

id フローティング表示する際の内包要素として出力される<div>のid属性です。 ○

style フローティング表示する際の内包要素として出力される<div>のstyle属性です。  

posVerticalMiddle 上下中央表示モードです。
“true”は、上下中央に表示します。ただし、posYが指定されている場合は無視されます。
“false”は、上下配置位置を指定しません。ただし、posYが指定されている場合は無視され
ます。

 

posHorizonCenter 左右中央表示モードです。
“true”は、左右中央に表示します。ただし、posXが指定されている場合は無視されます。
“false”は、左右配置位置を指定しません。ただし、posXが指定されている場合は無視され
ます。

 

modal モーダル表示モードです。
“true”は、モーダル表示になります。
“false”は、モーダル表示になりません。

 

draggable 移動可否です。
“true”は、フローティング表示した要素がドラッグ可能になります。ただし、modalに”true”が
設定されている場合は無視されます。
“false”は、フローティング表示した要素がドラッグ不可になります。

 

posX 表示座標(X)です。  

posY 表示座標(Y)です。  

closeButton 閉じるボタン有無です。
“true”は、閉じるボタンを表示します。
“false”は、閉じるボタンを表示しません。

 

dragHandle jQuery.Draggableのオプション”handle”を指定します。  

使用例

<k:floatingBox id=”dailyInputWindow” modal=”true” posHorizonCenter=”true” posY=”5%”>
<%– フローティング表示するための内包要素 –%>

</k:floatingBox>

フローティングボックスを表示する

$(“#id”).KaidenFloatingBox(“open”);
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フローティングボックスを閉じる

$(“#id”).KaidenFloatingBox(“close”);

フローティングボックスの表示時のイベントを指定する

$(“#id”).on(“open”, function(){...});

フローティングボックスの閉じる時のイベントを指定する

$(“#id”).on(“close”, function(){...});

フローティングボックスの開くときにポジション（top/left)を指定

$(“#id”).KaidenFloatingBox({top:”10px”, left:”10px”}););

シンプルドロップダウンシンプルドロップダウン <k:simpleDropdownMenu />

属性名属性名 説明説明
必必
須須

dropWidth 横幅を指定します。 ○

<ul>、<li>の組み合わせにより、一階層のみのシンプルなドロップダウンメニューを生成します。

使用例

<k:simpleDropdownMenu>
<li><k:a href=”javascript:void(0)” mode=”0” text=”メニュー”/>

<ul>
<li><k:a href=”javascript:void(0)” mode=”0” text=”メニュー1” /></li>
<li><k:a href=”javascript:void(0)” mode=”0” text=”メニュー1” /></li>
<li><k:a href=”javascript:void(0)” mode=”0” text=”メニュー1” /></li>
<li><k:a href=”javascript:void(0)” mode=”0” text=”メニュー1” /></li>

</ul>
</li>

</k:simpleDropdownMenu>

メニュークリック時のイベントなどは自動生成しませんので、$(“#id”).on(“click”, function(){...});などでイベントを付与してください。

時間テキストボックス時間テキストボックス <k:time />

属性名属性名 説明説明
必必
須須

name 通常のhtmlにおけるname属性と同様です。 ○

surfaceKey 国際化対応の項目名のサーフェスキー
サーフェスキーを設定することで、プロパティファイルから文字列を取得します。
サーフェス定義に存在しないキーの場合は、設定された内容がそのまま出力されます。

 

mode 表示モードです。
“0”は、<input type=”text”>を出力
“1”は、<label><label>を出力

○

value 通常のhtmlにおけるvalue属性と同様です。  

maxHour “H:mm”の時間部分の最大値を指定します。  

timeFormat 時刻表現を指定します。
“H24”は、24時までを表現します。
“H99”は、24時以降も表現します。

 

minutesUnit 時刻の最小入力単位(分)を指定します。  

時間入力用のテキストボックスを生成します。

1桁または2桁の数値が入力された場合、入力値をHに変換、mmには00をセットして「H:mm」形式にします。
例）入力値「9」→「9:00」

3桁〜5桁の数値が入力された場合、最後の2文字以外をHに変換、最後の2文字をmmに変換して「H:mm」形式にします。
例）入力値「911」→「9:11」

↑キー、↓キーで、時間を最小入力単位だけ増減できます。

注意注意

時刻テキストボックスは、入力した値によって”0”および”:”を自動補完するイベントをliveで発行しています。
時刻テキストボックスにイベントを記述する場合は必ず liveイベント を使用してください。
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２段ヘッダリスト２段ヘッダリスト <k:fs2List />

属性名属性名 説明説明
必必
須須

ajaxAccessUrl 一覧検索を行うajaxAccessUrlを指定します。 ○

id 通常のhtmlにおけるid属性と同様です。 ○

２段ヘッダのリストを生成します。
また、横スクロール対象とならない固定列と、横スクロール対象となる可変列を定義できます。
設定は画面設定のXMLファイルで行います。

イメージイメージ

コラムコラム

上記イメージの設定XMLファイルは以下になります。

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<fs2ListSettings xmlns="http://kaiden.slcs.co.jp/xmlschema/fs2ListSettings">
  <defaultSetting>
    <!-- 検索画面に表示する最大件数 -->
    <limit>20</limit>
    <!-- 検索画面の行番号サーフェスキー -->
    <rownumberSurfaceKey></rownumberSurfaceKey><!-- 未指定時、デフォルトの「No」を表示 -->
    <!-- 検索一覧画面 選択マークカラム 使用/不使用 -->
    <useSelectedMark>true</useSelectedMark>
    <!-- 検索一覧画面 行番号カラム 使用/不使用 -->
    <useRownumber>true</useRownumber>
    <!-- 検索一覧画面の各カラムの表示縦幅 -->
    <colsHeight>32px</colsHeight>
    
    <!-- 
      固定列を表示する場合はfixedCols,可変列を表示する場合はvariableColsのタグで要素を作成してください。
        
        fieldKey：フィールドキー
        
        width：表示幅
             横幅を指定します。
             0pxを指定すると隠し項目になります。
             省略時はwidth指定なしになります。
             
        align：表示位置(left / center / right)
             left:左寄せ
             center:中寄せ
             right:右寄せ
             省略時はleftが適用されます。
             
        headerSurfaceKey：ヘッダサーフェスキー
             省略時は項目名が空欄になります。
             
        colPosition：表示カラムの位置(1 / 2)
             1:上段
             2:下段
             省略時は1が適用されます。
             ２段階にしない項目は指定不要です。
        
        colspan：水平方向の結合
             colspan="xx"のxxを指定します。
             ０を指定すると結合しません。
             省略時は結合しません。 
        
        rowspan：垂直方向の結合
             colspan="xx"のxxを指定します。
             ０の場合は結合しません。
             省略時は結合しません。 
             ２まで指定可能で、３以上指定すると２が適用されます。
        
        sortable：ソート可否
             true:ソート可
             false:ソート不可
             ２段ある場合の上段項目はtrueを指定しても無効になります。
             省略できません。
    -->
    
    <!-- 検索画面の固定列カラム設定 -->
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    <!-- 検索画面の固定列カラム設定 -->
    <fixedCols>
      <fixedCol>
        <fieldKey>A</fieldKey>
        <width>100px</width>
        <align></align>
        <headerSurfaceKey></headerSurfaceKey>
        <colPosition></colPosition>
        <colspan></colspan>
        <rowspan>2</rowspan>
        <sortable>false</sortable>
      </fixedCol>
      <fixedCol>
        <fieldKey>B</fieldKey>
        <width>100px</width>
        <align></align>
        <headerSurfaceKey></headerSurfaceKey>
        <colPosition>1</colPosition>
        <colspan>2</colspan>
        <rowspan></rowspan>
        <sortable>false</sortable>
      </fixedCol>
      <fixedCol>
        <fieldKey>C</fieldKey>
        <width>50px</width>
        <align></align>
        <headerSurfaceKey></headerSurfaceKey>
        <colPosition>2</colPosition>
        <colspan></colspan>
        <rowspan></rowspan>
        <sortable>true</sortable>
      </fixedCol>
      <fixedCol>
        <fieldKey>D</fieldKey>
        <width>50px</width>
        <align></align>
        <headerSurfaceKey></headerSurfaceKey>
        <colPosition>2</colPosition>
        <colspan></colspan>
        <rowspan></rowspan>
        <sortable>true</sortable>
      </fixedCol>
    </fixedCols>
    
    <!-- 検索画面の可変列カラム設定 -->
    <variableCols>
      <variableCol>
        <fieldKey>E</fieldKey>
        <width>100px</width>
        <align></align>
        <headerSurfaceKey></headerSurfaceKey>
        <colPosition></colPosition>
        <colspan></colspan>
        <rowspan>2</rowspan>
        <sortable>false</sortable>
      </variableCol>
      <variableCol>
        <fieldKey>F</fieldKey>
        <width>100px</width>
        <align></align>
        <headerSurfaceKey></headerSurfaceKey>
        <colPosition>1</colPosition>
        <colspan>2</colspan>
        <rowspan></rowspan>
        <sortable>false</sortable>
      </variableCol>
      <variableCol>
        <fieldKey>G</fieldKey>
        <width>50px</width>
        <align></align>
        <headerSurfaceKey></headerSurfaceKey>
        <colPosition>2</colPosition>
        <colspan></colspan>
        <rowspan></rowspan>
        <sortable>true</sortable>
      </variableCol>
      <variableCol>
        <fieldKey>H</fieldKey>
        <width>50px</width>
        <align></align>
        <headerSurfaceKey></headerSurfaceKey>
        <colPosition>2</colPosition>
        <colspan></colspan>
        <rowspan></rowspan>
        <sortable>true</sortable>
      </variableCol>
    </variableCols>
    <!-- 検索画面のソート順：２つまで指定可 -->
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    <!-- 検索画面のソート順：２つまで指定可 -->
    <orders>
      <order>
        <fieldKey>A</fieldKey>
        <type>asc</type>
      </order>
      <order>
        <fieldKey>E</fieldKey>
        <type>asc</type>
      </order>
    </orders>
  </defaultSetting>
</fs2ListSettings>
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リストデータ

項目項目

intra-mart Accel Kaiden! 基盤モジュール基盤モジュール
会社（認可参照）会社（認可参照） <klist_base:listDataCompany />
システムロケールシステムロケール <klist_base:listDataSystemLocale />
項目マスタ項目マスタ <klist_base:listDataItem />
項目区分マスタ項目区分マスタ <klist_base:listDataItemType />
通貨マスタ通貨マスタ <klist_base:listDataCurrency />
ロールロール <klist_base:listDataRole />
会社口座会社口座 <klist_base:listDataCompanyBank />
月ドロップダウン月ドロップダウン <klist_base:listDataMonth />
日ドロップダウン日ドロップダウン <klist_base:listDataDayOfMonth />
曜日ドロップダウン曜日ドロップダウン <klist_base:listDataWeekday />
曜日曜日(略略)ドロップダウンドロップダウン <klist_base:listDataWeekdayShort />

intra-mart Accel Kaiden! ワークフローモジュールワークフローモジュール
税区分税区分 <klist_workflow:listDataTaxType />
支払方法支払方法 <klist_workflow:listDataPayMethod />
支払分類支払分類 <klist_workflow:listDataPayType />
役職（日当関連）役職（日当関連） <klist_workflow:listDataAllowancePost />
事前申請書事前申請書 <klist_workflow:listDataAdvApp />
精算申請書精算申請書 <klist_workflow:listDataStlApp />

intra-mart Accel Kaiden! 勤務管理モジュール勤務管理モジュール
勤務体系カテゴリドロップダウン勤務体系カテゴリドロップダウン <klist_labor:listDataWsCategory />
勤務状況ドロップダウン勤務状況ドロップダウン <klist_labor:listDataWorkStatus />
勤務状況カテゴリドロップダウン勤務状況カテゴリドロップダウン <klist_labor:listDataWorkStatusCat />
勤務日付区分ドロップダウン勤務日付区分ドロップダウン <klist_labor:listDataLbrDayType />
代理処理対象ドロップダウン代理処理対象ドロップダウン <klist_labor:listDataLbrAgentAuthAct />
勤務カレンダールール指定パターンドロップダウン勤務カレンダールール指定パターンドロップダウン <klist_labor:listDataSettingPattern />
休憩・控除・時間年休ドロップダウン休憩・控除・時間年休ドロップダウン <klist_labor:listDataDeduction />
休憩・控除・時間年休中分類ドロップダウン休憩・控除・時間年休中分類ドロップダウン <klist_labor:listDataDeduMcategory />
代理元ユーザドロップダウン代理元ユーザドロップダウン <klist_labor:listDataSubstituteAgency />
締め期間ドロップダウン締め期間ドロップダウン <klist_labor:listDataLaborPeriodList />
権限セットドロップダウン権限セットドロップダウン <klist_labor:listDataAuthoritySet />
管理組織ドロップダウン管理組織ドロップダウン <klist_labor:listDataDepartmentAdmin />
下位組織ドロップダウン下位組織ドロップダウン <klist_labor:listDataDepartmentTree />
未消化法定休日振替出勤ドロップダウン未消化法定休日振替出勤ドロップダウン <klist_labor:listDataUnProcessSubWorkInLeagalHoliday />
未消化所定休日振替出勤ドロップダウン未消化所定休日振替出勤ドロップダウン <klist_labor:listDataUnProcessSubWorkOutLeagalHoliday />
未消化法定休日振替休日ドロップダウン未消化法定休日振替休日ドロップダウン <klist_labor:listDataUnProcessSubHolidayInLeagalHoliday />
未消化所定休日振替休日ドロップダウン未消化所定休日振替休日ドロップダウン <klist_labor:listDataUnProcessSubHolidayOutLeagalHoliday />
日日(28日未満日未満) ドロップダウンドロップダウン <klist_labor:listDataDayOfMonthU28 />

intra-mart Accel Kaiden! 基盤モジュール基盤モジュール

タグリブを使用するJSPのページで、以下のような taglib ディレクティブを指定する必要があります。

<%@ taglib prefix=”klist_base” uri=”http://kaiden.slcs.co.jp/taglib/listdata/base” %>

会社（認可参照）会社（認可参照） <klist_base:listDataCompany />

属性名属性名 説明説明
必必
須須

authCriteriaUserCd 認可を判定する際のユーザコード
※省略時はログインユーザが利用されます

 

blank リストデータの先頭に空白行データを生成するかを指定
“true” 生成する
“false” 生成しない

○

name リストデータの名前です。HTMLページ全体で一意な名前として扱われます。 ○

searchCriteriaDate 会社を検索する際の基準日
※省略時はシステム日付が利用されます

 

type 生成するリストの内容
“readParmitCompany” 参照権のある会社のリストを生成
“writeParmitCompany” 更新権のある会社のリストを生成

○

現在選択中の会社は常に先頭とし、会社のソートキー順に出力します。

システムロケールシステムロケール <klist_base:listDataSystemLocale />
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属性名属性名 説明説明
必必
須須

blank リストデータの先頭に空白行データを生成するかを指定
“true” 生成する
“false” 生成しない

○

name リストデータの名前です。HTMLページ全体で一意な名前として扱われます。 ○

<locale-config/im-locale-default.xml> に設定されているロケールを一覧します。
ログインユーザのロケールを先頭に、ロケールID順に出力します。

項目マスタ項目マスタ <klist_base:listDataItem />

属性名属性名 説明説明
必必
須須

blank リストデータの先頭に空白行データを生成するかを指定
“true” 生成する
“false” 生成しない

○

companyCd 会社コード
省略時はビルトインの項目を一覧します。

 

itemTypeCd 項目区分コード ○

name リストデータの名前です。HTMLページ全体で一意な名前として扱われます。 ○

指定された項目区分に属する項目を一覧します。
項目のソートキー順に出力します。

項目区分マスタ項目区分マスタ <klist_base:listDataItemType />

属性名属性名 説明説明
必必
須須

blank リストデータの先頭に空白行データを生成するかを指定
“true” 生成する
“false” 生成しない

○

name リストデータの名前です。HTMLページ全体で一意な名前として扱われます。 ○

項目区分コード順に出力します。

通貨マスタ通貨マスタ <klist_base:listDataCurrency />

属性名属性名 説明説明
必必
須須

blank リストデータの先頭に空白行データを生成するかを指定
“true” 生成する
“false” 生成しない

○

companyCd 会社コード ○

name リストデータの名前です。HTMLページ全体で一意な名前として扱われます。 ○

指定された会社の通貨を一覧します。
ソートキー順に出力します。

出力データには、key,value,deleteFlagに加えて、整数部桁数:intLen、小数部桁数:decLenが付与されます。

ロールロール <klist_base:listDataRole />

属性名属性名 説明説明
必必
須須

blank リストデータの先頭に空白行データを生成するかを指定
“true” 生成する
“false” 生成しない

○

name リストデータの名前です。HTMLページ全体で一意な名前として扱われます。 ○

ロールのうち、カテゴリ”KAIDEN”に属するロールを一覧します。
ロールID順に出力します。

会社口座会社口座 <klist_base:listDataCompanyBank />

属性名属性名 説明説明
必必
須須
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blank リストデータの先頭に空白行データを生成するかを指定
“true” 生成する
“false” 生成しない

○

companyCd 会社コード ○

name リストデータの名前です。HTMLページ全体で一意な名前として扱われます。 ○

searchCriteriaDate 会社を検索する際の基準日
※省略時はシステム日付が利用されます

 

属性名属性名 説明説明
必必
須須

会社口座を一覧します。
ソートキー順に出力します。

月ドロップダウン月ドロップダウン <klist_base:listDataMonth />

属性名属性名 説明説明
必必
須須

name リストデータの名前です。HTMLページ全体で一意な名前として扱われます。 ○

blank リストデータの先頭に空白行データを生成するかを指定
“true” 生成する
“false” 生成しない

○

１月から１２月までを順に一覧します。

日ドロップダウン日ドロップダウン <klist_base:listDataDayOfMonth />

属性名属性名 説明説明
必必
須須

name リストデータの名前です。HTMLページ全体で一意な名前として扱われます。 ○

blank リストデータの先頭に空白行データを生成するかを指定
“true” 生成する
“false” 生成しない

○

１日から３１日までを順に一覧します。

曜日ドロップダウン曜日ドロップダウン <klist_base:listDataWeekday />

属性名属性名 説明説明
必必
須須

name リストデータの名前です。HTMLページ全体で一意な名前として扱われます。 ○

blank リストデータの先頭に空白行データを生成するかを指定
“true” 生成する
“false” 生成しない

○

日曜日から土曜日までを順に一覧します。

曜日曜日(略略)ドロップダウンドロップダウン <klist_base:listDataWeekdayShort />

属性名属性名 説明説明
必必
須須

name リストデータの名前です。HTMLページ全体で一意な名前として扱われます。 ○

blank リストデータの先頭に空白行データを生成するかを指定
“true” 生成する
“false” 生成しない

○

(日)から(土)までを順に一覧します。

intra-mart Accel Kaiden! ワークフローモジュールワークフローモジュール

タグリブを使用するJSPのページで、以下のような taglib ディレクティブを指定する必要があります。

<%@ taglib prefix=”klist_workflow” uri=”http://kaiden.slcs.co.jp/taglib/listdata/workflow” %>

税区分税区分 <klist_workflow:listDataTaxType />

属性名属性名 説明説明
必必
須須

blank リストデータの先頭に空白行データを生成するかを指定
“true” 生成する
“false” 生成しない

○
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companyCd 会社コード ○

name リストデータの名前です。HTMLページ全体で一意な名前として扱われます。 ○

searchCriteriaDate 会社を検索する際の基準日
※省略時はシステム日付が利用されます

 

属性名属性名 説明説明
必必
須須

税区分を一覧します。
税区分コード順に出力します。

支払方法支払方法 <klist_workflow:listDataPayMethod />

属性名属性名 説明説明
必必
須須

blank リストデータの先頭に空白行データを生成するかを指定
“true” 生成する
“false” 生成しない

○

companyCd 会社コード ○

name リストデータの名前です。HTMLページ全体で一意な名前として扱われます。 ○

searchCriteriaDate 会社を検索する際の基準日
※省略時はシステム日付が利用されます

 

支払方法を一覧します。
ソートキー順に出力します。

支払分類支払分類 <klist_workflow:listDataPayType />

属性名属性名 説明説明
必必
須須

blank リストデータの先頭に空白行データを生成するかを指定
“true” 生成する
“false” 生成しない

○

companyCd 会社コード ○

name リストデータの名前です。HTMLページ全体で一意な名前として扱われます。 ○

searchCriteriaDate 会社を検索する際の基準日
※省略時はシステム日付が利用されます

 

支払分類を一覧します。
ソートキー順に出力します。

出力データには、key,value,deleteFlagに加えて、立替フラグ:paymentFlagが付与されます。

役職（日当関連）役職（日当関連） <klist_workflow:listDataAllowancePost />

属性名属性名 説明説明
必必
須須

blank リストデータの先頭に空白行データを生成するかを指定
“true” 生成する
“false” 生成しない

○

companyCd 会社コード ○

name リストデータの名前です。HTMLページ全体で一意な名前として扱われます。 ○

searchCriteriaDate 会社を検索する際の基準日
※省略時はシステム日付が利用されます

 

役職（日当関連）を一覧します。
※<ProductWorkflowSettings.xml>にて指定された組織セットコードに対する役職を一覧します。
ソートキー順に出力します。

事前申請書事前申請書 <klist_workflow:listDataAdvApp />
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属性名属性名 説明説明
必必
須須

blank リストデータの先頭に空白行データを生成するかを指定
“true” 生成する
“false” 生成しない

○

name リストデータの名前です。HTMLページ全体で一意な名前として扱われます。 ○

事前申請書（コンテンツ定義）を一覧します
コンテンツID順に出力します。

精算申請書精算申請書 <klist_workflow:listDataStlApp />

属性名属性名 説明説明
必必
須須

blank リストデータの先頭に空白行データを生成するかを指定
“true” 生成する
“false” 生成しない

○

name リストデータの名前です。HTMLページ全体で一意な名前として扱われます。 ○

精算申請書（コンテンツ定義）を一覧します
コンテンツID順に出力します。

intra-mart Accel Kaiden! 勤務管理モジュール勤務管理モジュール

タグリブを使用するJSPのページで、以下のような taglib ディレクティブを指定する必要があります。

<%@ taglib prefix=”klist_labor” uri=”http://kaiden.slcs.co.jp/taglib/listdata/labormgr“%>

勤務体系カテゴリドロップダウン勤務体系カテゴリドロップダウン <klist_labor:listDataWsCategory />

属性名属性名 説明説明
必必
須須

name リストデータの名前です。HTMLページ全体で一意な名前として扱われます。 ○

blank リストデータの先頭に空白行データを生成するかを指定
“true” 生成する
“false” 生成しない

○

勤務体系カテゴリを一覧します。
ソートキー順に出力します。

勤務状況ドロップダウン勤務状況ドロップダウン <klist_labor:listDataWorkStatus />

属性名属性名 説明説明
必必
須須

name リストデータの名前です。HTMLページ全体で一意な名前として扱われます。 ○

companyCd 会社コード ○

searchCriteriaDate 検索基準日
※省略時はシステム日付が利用されます

 

wsAgreementCd 勤務体系コード  

blank リストデータの先頭に空白行データを生成するかを指定
“true” 生成する
“false” 生成しない

○

勤務状況を一覧します。
ソートキー順に出力します。

勤務状況カテゴリドロップダウン勤務状況カテゴリドロップダウン <klist_labor:listDataWorkStatusCat />

属性名属性名 説明説明
必必
須須

name リストデータの名前です。HTMLページ全体で一意な名前として扱われます。 ○

blank リストデータの先頭に空白行データを生成するかを指定
“true” 生成する
“false” 生成しない

○

勤務状況カテゴリを一覧します。
ソートキー順に出力します。

勤務日付区分ドロップダウン勤務日付区分ドロップダウン <klist_labor:listDataLbrDayType />
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属性名属性名 説明説明
必必
須須

name リストデータの名前です。HTMLページ全体で一意な名前として扱われます。 ○

companyCd 会社コード ○

lbrDayTypeCatCd 日付区分カテゴリ  

blank リストデータの先頭に空白行データを生成するかを指定
“true” 生成する
“false” 生成しない

○

勤務日付区分を一覧します。
ソートキー順に出力します。

代理処理対象ドロップダウン代理処理対象ドロップダウン <klist_labor:listDataLbrAgentAuthAct />

属性名属性名 説明説明
必必
須須

name リストデータの名前です。HTMLページ全体で一意な名前として扱われます。 ○

blank リストデータの先頭に空白行データを生成するかを指定
“true” 生成する
“false” 生成しない

○

代理処理種別を一覧します。
「日次申請」「日次承認」「日次点検」「勤務表提出」「勤務表点検」の順に出力します。

勤務カレンダールール指定パターンドロップダウン勤務カレンダールール指定パターンドロップダウン <klist_labor:listDataSettingPattern />

属性名属性名 説明説明
必必
須須

name リストデータの名前です。HTMLページ全体で一意な名前として扱われます。 ○

blank リストデータの先頭に空白行データを生成するかを指定
“true” 生成する
“false” 生成しない

○

勤務カレンダールール指定パターンを一覧します。
「週次曜日指定」「月次曜日指定」「年次日付指定」「年次曜日指定」「個別日付指定」の順に出力します。

休憩・控除・時間年休ドロップダウン休憩・控除・時間年休ドロップダウン <klist_labor:listDataDeduction />

属性名属性名 説明説明
必必
須須

name リストデータの名前です。HTMLページ全体で一意な名前として扱われます。 ○

companyCd 会社コード ○

deductionMcategoryCds 休憩・控除・時間年休中分類コード  

blank リストデータの先頭に空白行データを生成するかを指定
“true” 生成する
“false” 生成しない

○

休憩・控除・時間年休を一覧します。
ソートキー順に出力します。

休憩・控除・時間年休中分類ドロップダウン休憩・控除・時間年休中分類ドロップダウン <klist_labor:listDataDeduMcategory />

属性名属性名 説明説明
必必
須須

name リストデータの名前です。HTMLページ全体で一意な名前として扱われます。 ○

blank リストデータの先頭に空白行データを生成するかを指定
“true” 生成する
“false” 生成しない

○

休憩・控除・時間年休中分類を一覧します。
ソートキー順に出力します。

代理元ユーザドロップダウン代理元ユーザドロップダウン <klist_labor:listDataSubstituteAgency />

属性名属性名 説明説明
必必
須須

name リストデータの名前です。HTMLページ全体で一意な名前として扱われます。 ○
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companyCd 会社コード ○

lbrProcessType 代理処理対象 ○

substitutePlaceUserCd 代理先ユーザコード
※省略時はログインユーザコードが利用されます

 

availableCriteriaDate 代理有効期間検索基準日
※省略時はシステム日付が利用されます

 

targetCriteriaDate1 代理対象期間検索基準日1
※代理対象期間検索基準日1、代理対象期間検索基準日2がともに未指定の場合、代理
対象期間を検索条件に含めません。
代理対象期間検索基準日1、代理対象期間検索基準日2がともに指定された場合、基準
日１から基準日２の期間と代理対象期間との重複があるかどうかの検索条件となります。
代理対象期間検索基準日1のみ指定された場合、代理対象期間開始日<=代理対象期間
検索基準日1<代理対象期間終了日の検索条件となります。
代理対象期間検索基準日2のみ指定された場合、代理対象期間を検索条件に含めませ
ん。

 

targetCriteriaDate2 代理対象期間検索基準日2
※代理対象期間検索基準日1を参照してください

 

blank リストデータの先頭に空白行データを生成するかを指定
“true” 生成する
“false” 生成しない

○

属性名属性名 説明説明
必必
須須

代理元ユーザを一覧します。
ユーザコード順に出力します。

締め期間ドロップダウン締め期間ドロップダウン <klist_labor:listDataLaborPeriodList />

属性名属性名 説明説明
必必
須須

name リストデータの名前です。HTMLページ全体で一意な名前として扱われます。 ○

companyCd 会社コード ○

wsAgreementCd 勤務体系コード  

openedFlag オープンフラグ  

suspendFlag 一時中断フラグ  

companyClosedFlag 会社締め済フラグ  

archivedFlag アーカイブフラグ  

searchCriteriaDate 検索基準日
※省略時はシステム日付が利用されます

 

fromDate 検索期間開始日  

toDate 検索期間終了日  

blank リストデータの先頭に空白行データを生成するかを指定
“true” 生成する
“false” 生成しない

○

締め期間(yyyy/MM/dd - yyyy/MM/dd)を一覧します。
締め期間開始日の順に出力します。

権限セットドロップダウン権限セットドロップダウン <klist_labor:listDataAuthoritySet />

属性名属性名 説明説明
必必
須須

name リストデータの名前です。HTMLページ全体で一意な名前として扱われます。 ○

blank リストデータの先頭に空白行データを生成するかを指定
“true” 生成する
“false” 生成しない

○

権限セットを一覧します。
ソートキー順に出力します。
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管理組織ドロップダウン管理組織ドロップダウン <klist_labor:listDataDepartmentAdmin />

属性名属性名 説明説明
必必
須須

name リストデータの名前です。HTMLページ全体で一意な名前として扱われます。 ○

searchCriteriaDate 検索基準日
※省略時はシステム日付が利用されます

 

blank リストデータの先頭に空白行データを生成するかを指定
“true” 生成する
“false” 生成しない

○

ログインユーザが管理組織者マスタで管理者に設定されている組織を一覧します。
IMマスタの会社ソートキー、組織ソートキーの順に出力します。

下位組織ドロップダウン下位組織ドロップダウン <klist_labor:listDataDepartmentTree />

属性名属性名 説明説明
必必
須須

name リストデータの名前です。HTMLページ全体で一意な名前として扱われます。 ○

companyCd 会社コード ○

departmentSetCd 組織セットコード ○

departmentCd 組織コード ○

searchCriteriaDate 検索基準日
※省略時はシステム日付が利用されます

 

includeDisabled 無効組織を含むかのフラグ
※省略時はfalse(含まない)が利用されます

 

blank リストデータの先頭に空白行データを生成するかを指定
“true” 生成する
“false” 生成しない

○

指定された組織とその配下組織を一覧します。
出力順はIMの組織部分ツリー取得APIに準じます。

未消化法定休日振替出勤ドロップダウン未消化法定休日振替出勤ドロップダウン <klist_labor:listDataUnProcessSubWorkInLeagalHoliday />

属性名属性名 説明説明
必必
須須

name リストデータの名前です。HTMLページ全体で一意な名前として扱われます。 ○

companyCd 会社コード ○

userCd ユーザコード ○

searchCriteriaDate 検索基準日
※省略時はシステム日付が利用されます

 

blank リストデータの先頭に空白行データを生成するかを指定
“true” 生成する
“false” 生成しない

○

振替休日と紐づけられていない法定休日振替出勤日を一覧します。
振替出勤日順に出力します。

未消化所定休日振替出勤ドロップダウン未消化所定休日振替出勤ドロップダウン <klist_labor:listDataUnProcessSubWorkOutLeagalHoliday />

属性名属性名 説明説明
必必
須須

name リストデータの名前です。HTMLページ全体で一意な名前として扱われます。 ○

companyCd 会社コード ○

userCd ユーザコード ○

searchCriteriaDate 検索基準日
※省略時はシステム日付が利用されます

 

blank リストデータの先頭に空白行データを生成するかを指定
“true” 生成する
“false” 生成しない

○
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振替休日と紐づけられていない所定休日振替出勤日を一覧します。
振替出勤日順に出力します。

未消化法定休日振替休日ドロップダウン未消化法定休日振替休日ドロップダウン <klist_labor:listDataUnProcessSubHolidayInLeagalHoliday />

属性名属性名 説明説明
必必
須須

name リストデータの名前です。HTMLページ全体で一意な名前として扱われます。 ○

companyCd 会社コード ○

userCd ユーザコード ○

searchCriteriaDate 検索基準日
※省略時はシステム日付が利用されます

 

blank リストデータの先頭に空白行データを生成するかを指定
“true” 生成する
“false” 生成しない

○

振替休日と紐づけられていない法定休日振替休日を一覧します。
振替休日順に出力します。

未消化所定休日振替休日ドロップダウン未消化所定休日振替休日ドロップダウン <klist_labor:listDataUnProcessSubHolidayOutLeagalHoliday />

属性名属性名 説明説明
必必
須須

name リストデータの名前です。HTMLページ全体で一意な名前として扱われます。 ○

companyCd 会社コード ○

userCd ユーザコード ○

searchCriteriaDate 検索基準日
※省略時はシステム日付が利用されます

 

blank リストデータの先頭に空白行データを生成するかを指定
“true” 生成する
“false” 生成しない

○

振替休日と紐づけられていない所定休日振替休日を一覧します。
振替休日順に出力します。

日日(28日未満日未満) ドロップダウンドロップダウン <klist_labor:listDataDayOfMonthU28 />

属性名属性名 説明説明
必必
須須

name リストデータの名前です。HTMLページ全体で一意な名前として扱われます。 ○

blank リストデータの先頭に空白行データを生成するかを指定
“true” 生成する
“false” 生成しない

○

1日から27日までと99日を順に一覧します。
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マスタ検索部品

項目項目

intra-mart Accel Kaiden! 基盤モジュール基盤モジュール
組織組織 <kmsb:department />
ユーザユーザ <kmsb:user />
金融機関金融機関 <kmsb:bankFacilJp />

intra-mart Accel Kaiden! ワークフローモジュールワークフローモジュール
プロジェクトプロジェクト <kmsw:project />
経費区分経費区分 <kmsw:expType />
日当日当 <kmsw:allowance />
勘定科目勘定科目 <kmsw:account />

intra-mart Accel Kaiden! 勤務管理モジュール勤務管理モジュール
組織組織 <kmsl:department />
勤務体系勤務体系 <kmsl:wsAgreement />

intra-mart Accel Kaiden! 基盤モジュール基盤モジュール

タグリブを使用するJSPのページで、以下のような taglib ディレクティブを指定する必要があります。

<%@ taglib prefix=”kmsb” uri=”http://kaiden.slcs.co.jp/taglib/master_search/base” %>

組織組織 <kmsb:department />

属性名属性名 説明説明
必必
須須

name 通常のhtmlにおけるname属性と同様です。 ○

mode 表示モードです。
“0”は、<input type=”text”>を出力
“1”は、<label><label>を出力

○

imeMode IMEを制御します。（対応ブラウザのみ）
“on” フォーカス時にIMEをONにします。
“off” フォーカス時にIMEをOFFにします。
“disabled” フォーカス時にIMEをOFF（固定)にします。

 

formated 書式化された値の表示設定
“input”, “view”, “both”のいずれかを受け取り、mode属性の内容により決定されま
す。
“input” mode=”0”のときに書式化されたテキストを設定します。
“view” mode=”1”のときに書式化されたテキストを設定します。
“both” modeにかかわらず書式化されたテキストを設定します。

 

surfaceKey 国際化対応の項目名のサーフェスキー
サーフェスキーを設定することで、プロパティファイルから文字列を取得します。
サーフェス定義に存在しないキーの場合は、設定された内容がそのまま出力されま
す。

 

value 通常のhtmlにおけるvalue属性と同様です。  

resultValue 検索結果から特定のデータを選択した際に、検索部品に表示する情報名を指定し
ます

○

resultChain 検索結果から特定のデータを選択した際に、検索部品以外に表示・設定する情報
名を指定します

○

primaryTarget 未確定状態を判定する隣接フィールドキーをカンマ区切りで指定します。 ○

includeDisabled 検索結果に論理削除（deleteFlag=”1”）データを含めるかどうかを指定します。
“true”:含める、”false”：含めない
※省略時は”false”です。

 

effectiveAuthCompanyCondition ログインユーザの認可設定に応じて検索結果を制限するかどうかを指定します。 ※※
参照権で判定します。参照権で判定します。
“true”:制限する、”false”：制限しない
※省略時は”false”です。

 

searchCriteriaDate 検索/再検索条件の検索基準日
※省略時はシステム日付が利用されます。

 

searchCriteriaCompany 検索/再検索条件の会社コード ○

searchCriteriaDepartmentCd 再検索条件の組織コード ○

searchCriteriaDepartmentSetCd 再検索条件の組織セットコード
※省略時、BaseSettings.xmlから取得した組織セットコードが利用されます。

○

検索結果に含まれる情報

intra-mart Accel Kaiden!

215



address1
address2
address3
companyCd
companyName
countryCd
deleteFlag
departmentCd
departmentName
departmentSearchName
departmentSetCd
departmentSetName
departmentShortName
emailAddress1
emailAddress2
endDate
extensionFaxNumber
extensionNumber
faxNumber
localeId
notes
sortKey
startDate
telephoneNumber
termCd
url
zipCode

ユーザユーザ <kmsb:user />

属性名属性名 説明説明
必必
須須

name 通常のhtmlにおけるname属性と同様です。 ○

mode 表示モードです。
“0”は、<input type=”text”>を出力
“1”は、<label><label>を出力

○

imeMode IMEを制御します。（対応ブラウザのみ）
“on” フォーカス時にIMEをONにします。
“off” フォーカス時にIMEをOFFにします。
“disabled” フォーカス時にIMEをOFF（固定)にします。

 

formated 書式化された値の表示設定
“input”, “view”, “both”のいずれかを受け取り、mode属性の内容により決定されま
す。
“input” mode=”0”のときに書式化されたテキストを設定します。
“view” mode=”1”のときに書式化されたテキストを設定します。
“both” modeにかかわらず書式化されたテキストを設定します。

 

surfaceKey 国際化対応の項目名のサーフェスキー
サーフェスキーを設定することで、プロパティファイルから文字列を取得します。
サーフェス定義に存在しないキーの場合は、設定された内容がそのまま出力されま
す。

 

value 通常のhtmlにおけるvalue属性と同様です。  

resultValue 検索結果から特定のデータを選択した際に、検索部品に表示する情報名を指定し
ます

○

resultChain 検索結果から特定のデータを選択した際に、検索部品以外に表示・設定する情報
名を指定します

○

primaryTarget 未確定状態を判定する隣接フィールドキーをカンマ区切りで指定します。 ○

includeDisabled 検索結果に論理削除（deleteFlag=”1”）データを含めるかどうかを指定します。
“true”:含める、”false”：含めない
※省略時は”false”です。

 

effectiveAuthCompanyCondition ログインユーザの認可設定に応じて検索結果を制限するかどうかを指定します。 ※※
参照権で判定します。参照権で判定します。
“true”:制限する、”false”：制限しない
※省略時は”false”です。

 

searchCriteriaDate 検索/再検索条件の検索基準日
※省略時はシステム日付が利用されます。

 

searchCriteriaCompany 検索/再検索条件の会社コード ○
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searchCriteriaUserCd 再検索条件のユーザコード ○

属性名属性名 説明説明
必必
須須

検索結果に含まれる情報

address1
address2
address3
contryCd
deleteFlag
emailAddress1
emailAddress2
endDate
extensionFaxNumber
extensionNumber
faxNumber
localeId
mobileEmailAddress
mobileNumber
notes
sex
sortKey
startDate
telephoneNumber
termCd
url
userCd
userName
userSearchName
zipCode

金融機関金融機関 <kmsb:bankFacilJp />

属性名属性名 説明説明
必必
須須

name 通常のhtmlにおけるname属性と同様です。 ○

mode 表示モードです。
“0”は、<input type=”text”>を出力
“1”は、<label><label>を出力

○

imeMode IMEを制御します。（対応ブラウザのみ）
“on” フォーカス時にIMEをONにします。
“off” フォーカス時にIMEをOFFにします。
“disabled” フォーカス時にIMEをOFF（固定)にします。

 

formated 書式化された値の表示設定
“input”, “view”, “both”のいずれかを受け取り、mode属性の内容により決定されます。
“input” mode=”0”のときに書式化されたテキストを設定します。
“view” mode=”1”のときに書式化されたテキストを設定します。
“both” modeにかかわらず書式化されたテキストを設定します。

 

surfaceKey 国際化対応の項目名のサーフェスキー
サーフェスキーを設定することで、プロパティファイルから文字列を取得します。
サーフェス定義に存在しないキーの場合は、設定された内容がそのまま出力されます。

 

value 通常のhtmlにおけるvalue属性と同様です。  

resultValue 検索結果から特定のデータを選択した際に、検索部品に表示する情報名を指定します ○

resultChain 検索結果から特定のデータを選択した際に、検索部品以外に表示・設定する情報名を指
定します

○

primaryTarget 未確定状態を判定する隣接フィールドキーをカンマ区切りで指定します。 ○

searchCriteriaBankFacilCd 再検索条件の金融機関コード ○

searchCriteriaBranchNo 再検索条件の支店番号 ○

検索結果に含まれる情報

bankFacilCd
bankFacilNameKj
bankFacilNameKn
branchAddressKj
branchAddressKn
branchNameKj
branchNameKn
branchNo
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clearingHouseNo
entryTs
entryUserCd
extensionA
extensionB
extensionC
extensionD
extensionE
extensionF
extensionG
extensionH
extensionI
extensionJ
lineCd
renewCnt
renewTs
renewUserCd
telephoneNumber
zipCd

intra-mart Accel Kaiden! ワークフローモジュールワークフローモジュール

タグリブを使用するJSPのページで、以下のような taglib ディレクティブを指定する必要があります。

<%@ taglib prefix=”kmsw” uri=”http://kaiden.slcs.co.jp/taglib/master_search/workflow” %>

プロジェクトプロジェクト <kmsw:project />

属性名属性名 説明説明
必必
須須

name 通常のhtmlにおけるname属性と同様です。 ○

mode 表示モードです。
“0”は、<input type=”text”>を出力
“1”は、<label><label>を出力

○

imeMode IMEを制御します。（対応ブラウザのみ）
“on” フォーカス時にIMEをONにします。
“off” フォーカス時にIMEをOFFにします。
“disabled” フォーカス時にIMEをOFF（固定)にします。

 

formated 書式化された値の表示設定
“input”, “view”, “both”のいずれかを受け取り、mode属性の内容により決定されます。
“input” mode=”0”のときに書式化されたテキストを設定します。
“view” mode=”1”のときに書式化されたテキストを設定します。
“both” modeにかかわらず書式化されたテキストを設定します。

 

surfaceKey 国際化対応の項目名のサーフェスキー
サーフェスキーを設定することで、プロパティファイルから文字列を取得します。
サーフェス定義に存在しないキーの場合は、設定された内容がそのまま出力されます。

 

value 通常のhtmlにおけるvalue属性と同様です。  

resultValue 検索結果から特定のデータを選択した際に、検索部品に表示する情報名を指定します ○

resultChain 検索結果から特定のデータを選択した際に、検索部品以外に表示・設定する情報名を指
定します

○

primaryTarget 未確定状態を判定する隣接フィールドキーをカンマ区切りで指定します。 ○

includeDisabled 検索結果に論理削除（deleteFlag=”1”）データを含めるかどうかを指定します。
“true”:含める、”false”：含めない
※省略時は”false”です。

 

searchCriteriaDate 検索/再検索条件の検索基準日
※省略時はシステム日付が利用されます。

 

searchCriteriaCompany 検索/再検索条件の会社コード ○

searchCriteriaProjectCd 再検索条件のプロジェクトコード ○

検索結果に含まれる情報

companyCd
companyName
deleteFlag
endDate
entryTs
entryUserCd
extensionA
extensionB
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extensionC
extensionD
extensionE
extensionF
extensionG
extensionH
extensionI
extensionJ
localeId
parentCompanyCd
parentProjectCd
parentProjectName
projectCd
projectName
renewCnt
renewTs
renewUserCd
startDate
termCd

経費区分経費区分 <kmsw:expType />

属性名属性名 説明説明
必必
須須

name 通常のhtmlにおけるname属性と同様です。 ○

mode 表示モードです。
“0”は、<input type=”text”>を出力
“1”は、<label><label>を出力

○

imeMode IMEを制御します。（対応ブラウザのみ）
“on” フォーカス時にIMEをONにします。
“off” フォーカス時にIMEをOFFにします。
“disabled” フォーカス時にIMEをOFF（固定)にします。

 

formated 書式化された値の表示設定
“input”, “view”, “both”のいずれかを受け取り、mode属性の内容により決定されます。
“input” mode=”0”のときに書式化されたテキストを設定します。
“view” mode=”1”のときに書式化されたテキストを設定します。
“both” modeにかかわらず書式化されたテキストを設定します。

 

surfaceKey 国際化対応の項目名のサーフェスキー
サーフェスキーを設定することで、プロパティファイルから文字列を取得します。
サーフェス定義に存在しないキーの場合は、設定された内容がそのまま出力されます。

 

value 通常のhtmlにおけるvalue属性と同様です。  

resultValue 検索結果から特定のデータを選択した際に、検索部品に表示する情報名を指定します ○

resultChain 検索結果から特定のデータを選択した際に、検索部品以外に表示・設定する情報名を指
定します

○

primaryTarget 未確定状態を判定する隣接フィールドキーをカンマ区切りで指定します。 ○

includeDisabled 検索結果に論理削除（deleteFlag=”1”）データを含めるかどうかを指定します。
“true”:含める、”false”：含めない
※省略時は”false”です。

 

searchCriteriaDate 検索/再検索条件の検索基準日
※省略時はシステム日付が利用されます。

 

searchCriteriaCompany 検索/再検索条件の会社コード ○

searchCriteriaExpTypeCd 再検索条件の経費区分コード ○

検索結果に含まれる情報

accountCd
accountName
companyCd
companyName
deleteFlag
endDate
entryTs
entryUserCd
expTypeCategory
expTypeCd
expTypeName
extensionA
extensionB
extensionC
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extensionD
extensionE
extensionF
extensionG
extensionH
extensionI
extensionJ
localeId
renewCnt
renewTs
renewUserCd
sortKey
startDate
taxTypeCd
taxTypeName
termCd

日当日当 <kmsw:allowance />

属性名属性名 説明説明
必必
須須

name 通常のhtmlにおけるname属性と同様です。 ○

mode 表示モードです。
“0”は、<input type=”text”>を出力
“1”は、<label><label>を出力

○

imeMode IMEを制御します。（対応ブラウザのみ）
“on” フォーカス時にIMEをONにします。
“off” フォーカス時にIMEをOFFにします。
“disabled” フォーカス時にIMEをOFF（固定)にします。

 

formated 書式化された値の表示設定
“input”, “view”, “both”のいずれかを受け取り、mode属性の内容により決定されます。
“input” mode=”0”のときに書式化されたテキストを設定します。
“view” mode=”1”のときに書式化されたテキストを設定します。
“both” modeにかかわらず書式化されたテキストを設定します。

 

surfaceKey 国際化対応の項目名のサーフェスキー
サーフェスキーを設定することで、プロパティファイルから文字列を取得します。
サーフェス定義に存在しないキーの場合は、設定された内容がそのまま出力されます。

 

value 通常のhtmlにおけるvalue属性と同様です。  

resultValue 検索結果から特定のデータを選択した際に、検索部品に表示する情報名を指定します ○

resultChain 検索結果から特定のデータを選択した際に、検索部品以外に表示・設定する情報名を指
定します

○

primaryTarget 未確定状態を判定する隣接フィールドキーをカンマ区切りで指定します。 ○

includeDisabled 検索結果に論理削除（deleteFlag=”1”）データを含めるかどうかを指定します。
“true”:含める、”false”：含めない
※省略時は”false”です。

 

currencyCd 検索条件の通貨コード  

allowanceCriteriaUserCd 検索条件の日当対象ユーザコード ○

searchCriteriaDate 検索/再検索条件の検索基準日
※省略時はシステム日付が利用されます。

 

searchCriteriaCompany 検索/再検索条件の会社コード ○

searchCriteriaAllowanceCd 再検索条件の日当コード ○

検索結果に含まれる情報

allowanceCd
allowanceName
amount
amountFormated
companyCd
companyName
currencyCd
currencyName
deleteFlag
endDate
entryTs
entryUserCd
localeId
renewCnt
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renewTs
renewUserCd
startDate
termCd

勘定科目勘定科目 <kmsw:account />

属性名属性名 説明説明
必必
須須

name 通常のhtmlにおけるname属性と同様です。 ○

mode 表示モードです。
“0”は、<input type=”text”>を出力
“1”は、<label><label>を出力

○

imeMode IMEを制御します。（対応ブラウザのみ）
“on” フォーカス時にIMEをONにします。
“off” フォーカス時にIMEをOFFにします。
“disabled” フォーカス時にIMEをOFF（固定)にします。

 

formated 書式化された値の表示設定
“input”, “view”, “both”のいずれかを受け取り、mode属性の内容により決定されます。
“input” mode=”0”のときに書式化されたテキストを設定します。
“view” mode=”1”のときに書式化されたテキストを設定します。
“both” modeにかかわらず書式化されたテキストを設定します。

 

surfaceKey 国際化対応の項目名のサーフェスキー
サーフェスキーを設定することで、プロパティファイルから文字列を取得します。
サーフェス定義に存在しないキーの場合は、設定された内容がそのまま出力されます。

 

value 通常のhtmlにおけるvalue属性と同様です。  

resultValue 検索結果から特定のデータを選択した際に、検索部品に表示する情報名を指定します ○

resultChain 検索結果から特定のデータを選択した際に、検索部品以外に表示・設定する情報名を指
定します

○

primaryTarget 未確定状態を判定する隣接フィールドキーをカンマ区切りで指定します。 ○

includeDisabled 検索結果に論理削除（deleteFlag=”1”）データを含めるかどうかを指定します。
“true”:含める、”false”：含めない
※省略時は”false”です。

 

searchCriteriaDate 検索/再検索条件の検索基準日
※省略時はシステム日付が利用されます。

 

searchCriteriaCompany 検索/再検索条件の会社コード ○

searchCriteriaAccountCd 再検索条件の勘定科目コード ○

検索結果に含まれる情報

accountCd
accountName
companyCd
companyName
deleteFlag
endDate
entryTs
entryUserCd
extensionA
extensionB
extensionC
extensionD
extensionE
extensionF
extensionG
extensionH
extensionI
extensionJ
localeId
renewCnt
renewTs
renewUserCd
startDate
termCd

intra-mart Accel Kaiden! 勤務管理モジュール勤務管理モジュール

タグリブを使用するJSPのページで、以下のような taglib ディレクティブを指定する必要があります。

<%@ taglib prefix=”kmsl” uri=”http://kaiden.slcs.co.jp/taglib/master_search/labormgr” %>
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組織組織 <kmsl:department />

属性名属性名 説明説明
必必
須須

name 通常のhtmlにおけるname属性と同様です。 ○

mode 表示モードです。
“0”は、<input type=”text”>を出力
“1”は、<label><label>を出力

○

imeMode IMEを制御します。（対応ブラウザのみ）
“on” フォーカス時にIMEをONにします。
“off” フォーカス時にIMEをOFFにします。
“disabled” フォーカス時にIMEをOFF（固定)にします。

 

formated 書式化された値の表示設定
“input”, “view”, “both”のいずれかを受け取り、mode属性の内容により決定されま
す。
“input” mode=”0”のときに書式化されたテキストを設定します。
“view” mode=”1”のときに書式化されたテキストを設定します。
“both” modeにかかわらず書式化されたテキストを設定します。

 

surfaceKey 国際化対応の項目名のサーフェスキー
サーフェスキーを設定することで、プロパティファイルから文字列を取得します。
サーフェス定義に存在しないキーの場合は、設定された内容がそのまま出力されま
す。

 

value 通常のhtmlにおけるvalue属性と同様です。  

resultValue 検索結果から特定のデータを選択した際に、検索部品に表示する情報名を指定し
ます

○

resultChain 検索結果から特定のデータを選択した際に、検索部品以外に表示・設定する情報
名を指定します

○

primaryTarget 未確定状態を判定する隣接フィールドキーをカンマ区切りで指定します。 ○

includeDisabled 検索結果に論理削除（deleteFlag=”1”）データを含めるかどうかを指定します。
“true”:含める、”false”：含めない
※省略時は”false”です。

 

effectiveAuthCompanyCondition ログインユーザの認可設定に応じて検索結果を制限するかどうかを指定します。 ※※
参照権で判定します。参照権で判定します。
“true”:制限する、”false”：制限しない
※省略時は”false”です。

 

searchCriteriaDate 検索/再検索条件の検索基準日
※省略時はシステム日付が利用されます。

 

searchCriteriaCompany 検索/再検索条件の会社コード ○

searchCriteriaDepartmentCd 再検索条件の組織コード ○

searchCriteriaDepartmentSetCd 再検索条件の組織セットコード
※省略時、デフォルト組織セットコードが利用されます。

○

検索結果に含まれる情報

address1
address2
address3
companyCd
companyName
countryCd
deleteFlag
departmentCd
departmentName
departmentSearchName
departmentSetCd
departmentSetName
departmentShortName
emailAddress1
emailAddress2
endDate
extensionFaxNumber
extensionNumber
faxNumber
localeId
notes
sortKey
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startDate
telephoneNumber
termCd
url
zipCode

勤務体系勤務体系 <kmsl:wsAgreement />

属性名属性名 説明説明
必必
須須

name 通常のhtmlにおけるname属性と同様です。 ○

mode 表示モードです。
“0”は、<input type=”text”>を出力
“1”は、<label><label>を出力

○

imeMode IMEを制御します。（対応ブラウザのみ）
“on” フォーカス時にIMEをONにします。
“off” フォーカス時にIMEをOFFにします。
“disabled” フォーカス時にIMEをOFF（固定)にします。

 

formated 書式化された値の表示設定
“input”, “view”, “both”のいずれかを受け取り、mode属性の内容により決定されま
す。
“input” mode=”0”のときに書式化されたテキストを設定します。
“view” mode=”1”のときに書式化されたテキストを設定します。
“both” modeにかかわらず書式化されたテキストを設定します。

 

surfaceKey 国際化対応の項目名のサーフェスキー
サーフェスキーを設定することで、プロパティファイルから文字列を取得します。
サーフェス定義に存在しないキーの場合は、設定された内容がそのまま出力されま
す。

 

value 通常のhtmlにおけるvalue属性と同様です。  

resultValue 検索結果から特定のデータを選択した際に、検索部品に表示する情報名を指定しま
す

○

resultChain 検索結果から特定のデータを選択した際に、検索部品以外に表示・設定する情報名
を指定します

○

primaryTarget 未確定状態を判定する隣接フィールドキーをカンマ区切りで指定します。 ○

includeDisabled 検索結果に論理削除（deleteFlag=”1”）データを含めるかどうかを指定します。
“true”:含める、”false”：含めない
※省略時は”false”です。

 

searchCriteriaDate 検索/再検索条件の検索基準日
※省略時はシステム日付が利用されます。

 

searchCriteriaCompany 検索/再検索条件の会社コード ○

searchCriteriaWsAgreementCd 再検索条件の勤務体系コード ○

検索結果に含まれる情報

company_cd
ws_agreement_cd
locale_id
ws_category_cd
ws_agreement_name
lbr_year_start_m
lbr_year_start_d
lbr_week_start_cd
lbr_close_cycle_cd
weekly_working_hours_cd
note
objective_time_type
manager_flag
lbr_close_d_1
lbr_close_d_2
lbr_close_d_3
lbr_close_cycle_weeks
extension_a
extension_b
extension_c
extension_d
extension_e
extension_f
extension_g
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extension_h
extension_i
extension_j
entry_ts
entry_user_cd
renew_cnt
renew_ts
renew_user_cd
company_name
ws_category_name
variable_work_type_cd
variable_period_start_date
variable_period_type_cd
variable_period_num
shortage_carry_fwd_cd
opened_max_start_date

ガジェット/ガジェットブロック/Tmtable/ダイアログ
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項目項目

ガジェットガジェット <k:gadgetContainer />
ガジェットブロックガジェットブロック <k:blockContainer />
ダイアログダイアログ <k:dialog />
Tmtable <k:tmtable />
Tmtable操作パネル操作パネル <k:tmtableOperationPanel />

タグリブを使用するJSPのページで、以下のような taglib ディレクティブを指定する必要があります。

<%@ taglib prefix=”k” uri=”http://kaiden.slcs.co.jp/taglib/ui” %>

ガジェットガジェット <k:gadgetContainer />

属性名属性名 説明説明
必必
須須

gadgetClass ガジェットクラス ○

gadgetVariation ガジェットバリデーション ○

gadgetInstance ガジェットインスタンス ○

gadgetId ガジェットID ○

gadgetTitle ガジェットタイトル
下図で囲んだ部分になります

 

hideGadgetTitle “true”を設定するとガジェットタイトルを表示しません。
ただしエラーダイアログ内のタイトルは消えません。

 

noScriptForDebug “true”を設定するとガジェットを初期化するjavascriptを生成しません。  

ガジェットブロックガジェットブロック <k:blockContainer />

属性名属性名 説明説明
必必
須須

id 通常のhtmlにおけるid属性と同様です。 ○

ダイアログダイアログ <k:dialog />

属性名属性名 説明説明
必必
須須

id 通常のhtmlにおけるid属性と同様です。 ○

title ダイアログのタイトルです。 ○

modal “true”を設定するとモーダルになります  

Tmtable <k:tmtable />

属性名属性名 説明説明
必必
須須

id 通常のhtmlにおけるid属性と同様です。 ○

rowNumberTarget 行番号を表示するためのフィールド（name属性）を指定します  

Tmtable操作パネル操作パネル <k:tmtableOperationPanel />

属性名属性名 説明説明
必必
須須

position “header”もしくは”detail”を指定します。
“header”の場合は上に挿入や行削除がグレーアウトされます。

○

allowAdd “true”を設定すると行追加を許可します。
“false”を設定すると行追加ができなくなります。

○

allowDel “true”を設定すると行削除を許可します。
“false”を設定すると行削除ができなくなります。

○

name 通常のhtmlのname属性と同様です。  
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コラムコラム

以下のようにTmtableのrowNumberTargetに
このname属性を指定すると行番号が操作パネル内に表示できます。

<k:tmtable rowNumberTarget="rowNumber">
  〜省略〜
  <tbody>
    <tr>
      <td>
        <k:tmtableOperationPanel position="detail" allowAdd="true" allowDel="true" name="rowNumber" />
      </td>
    </tr>
  </tbody>
</k:tmtable>

クライアントサイド JSPの構成とガジェット間通信

ここでは intra-mart Accel Kaiden! における一般的な構成で作成する場合のJSPの構成と処理すべきガジェット間通信を示します。
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項目項目

マスタメンテナンス機能マスタメンテナンス機能
JSPの構造の構造
マスタメンテナンス本体で受信可能なガジェット間通信マスタメンテナンス本体で受信可能なガジェット間通信

初期化初期化
新規登録画面新規登録画面 表示指示表示指示
更新画面更新画面 表示指示表示指示
データロード指示データロード指示
表示中データの主キーを要求表示中データの主キーを要求
バリデーションチェック前処理バリデーションチェック前処理

申請書機能申請書機能
JSPの構造の構造
ガジェット（ガジェット（JSP）で受信可能なガジェット間通信）で受信可能なガジェット間通信

画面ロード時画面ロード時
初期化初期化
事前ワーニング表示事前ワーニング表示
データ読み込み前処理データ読み込み前処理
データ読み込みデータ読み込み
データ読み込み後処理データ読み込み後処理

申請書コピー時申請書コピー時
申請書コピー申請書コピー
申請書コピー後処理申請書コピー後処理

マスタメンテナンス機能マスタメンテナンス機能

JSPの構造の構造

マスタメンテナンス機能は、以下のようにいくつかのガジェット機能で構成されています。

コラムコラム

上図は、 intra-mart Accel Kaiden! にて標準としているマスタメンテナンスの構成を表しています。
必ずしもこの構成でなくてはならないというわけではありません。

コラムコラム

期間化されないマスタの場合には、「汎用マスタ期間一覧（genericMasterTermList.jsp）」は不要です。

コラムコラム

上記はすべてガジェット化されており、 ガジェット間通信で情報を受け渡しています。

マスタメンテナンス本体で受信可能なガジェット間通信マスタメンテナンス本体で受信可能なガジェット間通信

初期化初期化

イベントキーイベントキー initialize

イベント発生タイミンイベント発生タイミン
ググ

画面ロード時
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イベント種類イベント種類 push

パラメータパラメータ

イベント発行元イベント発行元 マスタメンテナンス（masterMaintenance.jsp）

処理すべき内容など処理すべき内容など 各ガジェットで必要な処理

新規登録画面新規登録画面 表示指示表示指示

イベントキーイベントキー trunsNewEntry

イベント発生タイミンイベント発生タイミン
ググ

新規登録ボタンをクリック

イベント種類イベント種類 push

パラメータパラメータ 対象データの主キー（JSON形式）

イベント発行元イベント発行元 マスタメンテナンス（masterMaintenance.jsp）

処理すべき内容など処理すべき内容など 新規登録画面を表示するため、入力項目の初期化や初期値の設定

更新画面更新画面 表示指示表示指示

イベントキーイベントキー trunsRenewEntry

イベント発生タイミンイベント発生タイミン
ググ

検索一覧の行をクリック

イベント種類イベント種類 push

パラメータパラメータ 対象データの主キー（JSON形式）

イベント発行元イベント発行元 汎用マスタ一覧（genericMasterList.jsp）

処理すべき内容など処理すべき内容など 更新画面を表示するため、入力項目の初期化

コラムコラム

データロード指示、更新画面 表示指示の順でイベントが届きます。

データロード指示データロード指示

イベントキーイベントキー loadData

イベント発生タイミンイベント発生タイミン
ググ

検索一覧の行をクリック
※更新画面 表示指示

イベント種類イベント種類 push

パラメータパラメータ 対象データの主キー（JSON形式）

イベント発行元イベント発行元 マスタメンテナンス（masterMaintenance.jsp）

処理すべき内容など処理すべき内容など 更新画面を表示するためのデータロード

コラムコラム

データロード指示、更新画面 表示指示の順でイベントが届きます。

表示中データの主キーを要求表示中データの主キーを要求

イベントキーイベントキー claimCurrentDataPk

イベント発生タイミンイベント発生タイミン
ググ

有効化アイコン押下時
無効化アイコン押下時
削除ボタン押下時

イベント種類イベント種類 pull

パラメータパラメータ

イベント発行元イベント発行元 汎用マスタ期間一覧（genericMasterTermList.jsp）
汎用操作ボタン（genericMasterOperationButton.jsp）

処理すべき内容など処理すべき内容など 現在表示しているデータの主キーをJSON形式で返却

バリデーションチェック前処理バリデーションチェック前処理

イベントキーイベントキー preSingleValidate

イベント内容イベント内容 登録ボタン/更新ボタン押下時のバリデーションチェック前に発行される汎用イベント

イベント種類イベント種類 push

パラメータパラメータ

イベント発行元イベント発行元 汎用操作ボタン（genericMasterOperationButton.jsp）

処理すべき内容など処理すべき内容など 各ガジェットで必要な処理
falseを返却すると処理が中止されます。
処理を続行しても良ければ必ずtrueを返却してください。
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申請書機能申請書機能

JSPの構造の構造

申請書機能は、「申請書マスタメンテナンス」の設定内容に応じて、各種ガジェットのJSPがインクルードされます。

ガジェット（ガジェット（JSP）で受信可能なガジェット間通信）で受信可能なガジェット間通信

画面ロード時画面ロード時

画面ロード時に以下の順序でガジェット間通信が行われます。

初期化初期化

イベントキーイベントキー initialize

イベント種類イベント種類 push

パラメータパラメータ imwSystemMatterId
imwUserDataId
searchCriteriaCompany
searchCriteriaDate
imwAuthUserCode
pageType

イベント発行元イベント発行元 申請書 [1]

処理すべき内容など処理すべき内容など 各ガジェットで必要な処理

事前ワーニング表示事前ワーニング表示

イベントキーイベントキー showPreWarning

イベント種類イベント種類 push

パラメータパラメータ imwSystemMatterId
imwUserDataId
searchCriteriaCompany
searchCriteriaDate
imwAuthUserCode
pageType

イベント発行元イベント発行元 申請書 [1]

処理すべき内容など処理すべき内容など 画面表示時にワーニング表示処理
※この時点ではデータは読み込まれていません

データ読み込み前処理データ読み込み前処理

イベントキーイベントキー preLoadData

イベント種類イベント種類 push

パラメータパラメータ imwSystemMatterId
imwUserDataId
searchCriteriaCompany
searchCriteriaDate
imwAuthUserCode
pageType

イベント発行元イベント発行元 申請書 [1]

処理すべき内容など処理すべき内容など データ読み込み前に必要な処理

データ読み込みデータ読み込み

イベントキーイベントキー loadData

イベント種類イベント種類 push
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パラメータパラメータ imwSystemMatterId
imwUserDataId
searchCriteriaCompany
searchCriteriaDate
imwAuthUserCode
pageType

イベント発行元イベント発行元 申請書 [1]

処理すべき内容など処理すべき内容など データ読み込みと画面項目への設定など

データ読み込み後処理データ読み込み後処理

イベントキーイベントキー postLoadData

イベント種類イベント種類 push

パラメータパラメータ imwSystemMatterId
imwUserDataId
searchCriteriaCompany
searchCriteriaDate
imwAuthUserCode
pageType

イベント発行元イベント発行元 申請書 [1]

処理すべき内容など処理すべき内容など データ読み込み後に必要な処理

コラムコラム

ガジェット間通信は、「初期化」を全ガジェットに指示したのち、「事前ワーニング表示」を全ガジェットに指示するなど、
全ガジェットの処理が終了してから、次のガジェット間通信が処理されます。

申請書コピー時申請書コピー時

申請書コピーボタンが押下され、コピー元の申請書をユーザが選んだら、以下のガジェット間通信が処理されます。

申請書コピー申請書コピー

イベントキーイベントキー loadData4Copy

イベント種類イベント種類 push

パラメータパラメータ imwSystemMatterId
imwUserDataId
searchCriteriaCompany
searchCriteriaDate

イベント発行元イベント発行元 申請書 [1]

処理すべき内容など処理すべき内容など コピー元申請書データを読み込み、画面項目にコピー

申請書コピー後処理申請書コピー後処理

イベントキーイベントキー postLoadData4Copy

イベント種類イベント種類 push

パラメータパラメータ imwSystemMatterId
imwUserDataId
searchCriteriaCompany
searchCriteriaDate

イベント発行元イベント発行元 申請書 [1]

処理すべき内容など処理すべき内容など 申請書コピー後に必要な処理

脚注脚注

[1] (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7)

ガジェットJSPをインクルードしている親JSPを指します。
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設定ファイル

propertiesファイルの設定
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項目項目

kaiden.properties

kaiden.properties

キャッシュ、ミニファイの設定を行います。
運用時、開発時の推奨設定の切り替えに関する設定になります。
配置場所は「WEB-INF/classes/jp/co/slcs/kaiden2/」です。

XMLファイルの設定

intra-mart Accel Kaiden!

232



項目項目

定数設定定数設定
メッセージ設定メッセージ設定
サーフェス設定サーフェス設定
マスタメンテナンス機能設定マスタメンテナンス機能設定
マスタ検索部品設定マスタ検索部品設定
モジュール固有画面設定モジュール固有画面設定
インポートジョブ設定インポートジョブ設定
エクスポートジョブ設定エクスポートジョブ設定
その他ジョブ設定その他ジョブ設定
案件番号採番処理の設定案件番号採番処理の設定
intra-mart Accel Kaiden! システム共通設定システム共通設定
intra-mart Accel Kaiden! ログ設定ログ設定
駅すぱあと連携設定駅すぱあと連携設定

定数設定定数設定

定数を設定します。
配置場所は「WEB-INF/classes/jp/co/slcs/kaiden2/」です。

base_constants.xml intra-mart Accel Kaiden! 基盤モジュール の定数設定

extension_imw_constants.xml intra-mart Accel Kaiden! IM-Workflow連携モジュール の定
数設定

product_workflow_constants.xml intra-mart Accel Kaiden! ワークフローモジュール の定数設
定

product_labormgr_constants.xml intra-mart Accel Kaiden! 勤務管理モジュール の定数設定

メッセージ設定メッセージ設定

メッセージを設定します。
配置場所は「WEB-INF/classes/jp/co/slcs/kaiden2/」です。

base_messages.xml intra-mart Accel Kaiden! 基盤モジュール のメッセージ設定

extension_imw_messages.xml intra-mart Accel Kaiden! IM-Workflow連携モジュール のメッ
セージ設定

product_workflow_messages.xml intra-mart Accel Kaiden! ワークフローモジュール のメッセー
ジ設定

product_labormgr_messages.xml intra-mart Accel Kaiden! 勤務管理モジュール のメッセージ
設定

サーフェス設定サーフェス設定

サーフェスを設定します。
配置場所は「WEB-INF/classes/jp/co/slcs/kaiden2/」です。

base_surfaces.xml intra-mart Accel Kaiden! 基盤モジュール のメッセージ設定

extension_imw_surfaces.xml intra-mart Accel Kaiden! IM-Workflow連携モジュール のメッ
セージ設定

product_workflow_surfaces.xml intra-mart Accel Kaiden! ワークフローモジュール のメッセー
ジ設定

product_labormgr_surfaces.xml intra-mart Accel Kaiden! 勤務管理モジュール のメッセージ
設定

マスタメンテナンス機能設定マスタメンテナンス機能設定

マスタメンテナンス機能の設定を行います。

コラムコラム

「アクションクラスの同一パッケージ」で「クラス名の先頭（Actionを除去） +
“MasterMaintenanceSettings.xml”」が設定ファイルとして認識されます。

intra-mart Accel Kaiden! 基盤モジュール基盤モジュール のマスタメンテナンス機能設定のマスタメンテナンス機能設定

配置場所は「WEB-INF/classes/jp/co/slcs/kaiden2/base/feature/action/kaiden/master/」です。

BankFacilJpMasterMaintenanceSettings.xml 金融機関マスタメンテナンス機能設定

CommRouteMasterMaintenanceSettings.xml 従業員通勤経路マスタメンテナンス機能設定

CompanyBankMasterMaintenanceSettings.xml 会社口座マスタメンテナンス機能設定

EmpBankMasterMaintenanceSettings.xml 従業員口座マスタメンテナンス機能設定

ItemMasterMaintenanceSettings.xml 項目マスタメンテナンス機能設定
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intra-mart Accel Kaiden! ワークフローモジュールワークフローモジュール のマスタメンテナンス機能設定のマスタメンテナンス機能設定

配置場所は「WEB-INF/classes/jp/co/slcs/kaiden2/product_workflow/feature/action/kaiden/master/」です。

AccountingPeriodMasterMaintenanceSettings.xml 会計期間マスタメンテナンス機能設定

AccountMasterMaintenanceSettings.xml 勘定科目マスタメンテナンス機能設定

AllowanceMasterMaintenanceSettings.xml 日当マスタメンテナンス機能設定

AppMasterMaintenanceSettings.xml 申請書マスタメンテナンス機能設定

ExpTypeMasterMaintenanceSettings.xml 経費区分マスタメンテナンス機能設定

JournalPrmMasterMaintenanceSettings.xml 仕訳パラメータマスタメンテナンス機能設定

PayMethodMasterMaintenanceSettings.xml 支払方法マスタメンテナンス機能設定

PayTypeMasterMaintenanceSettings.xml 支払分類マスタメンテナンス機能設定

ProjectMasterMaintenanceSettings.xml 会計期間マスタメンテナンス機能設定

TaxTypeMasterMaintenanceSettings.xml 税区分マスタメンテナンス機能設定

intra-mart Accel Kaiden! 勤務管理モジュール勤務管理モジュール のマスタメンテナンス機能設定のマスタメンテナンス機能設定

配置場所は「WEB-INF/classes/jp/co/slcs/kaiden2/product_labormgr/feature/action/kaiden/master/」です。

DeductionMasterMaintenanceSettings.xml 休憩・控除・時間年休マスタメンテナンス機能設定

DepartmentAdminMasterMaintenanceSettings.xml 組織管理者マスタメンテナンス機能設定

EmpWsAgreementMasterMaintenanceSettings.xml 勤務体系所属マスタメンテナンス機能設定

LaborCalendarMasterMaintenanceSettings.xml 勤務カレンダーマスタメンテナンス機能設定

LaborCalendarRuleMasterMaintenanceSettings.xml 勤務カレンダールールマスタメンテナンス機能設定

LbrDayTypeMasterMaintenanceSettings.xml 勤務日付区分マスタメンテナンス機能設定

WorkStatusMasterMaintenanceSettings.xml 勤務状況マスタメンテナンス機能設定

WsAgreementMasterMaintenanceSettings.xml 勤務体系マスタメンテナンス機能設定

マスタ検索部品設定マスタ検索部品設定

マスタ検索部品の設定を行います。

intra-mart Accel Kaiden! 基盤モジュール基盤モジュール のマスタ検索部品設定のマスタ検索部品設定

配置場所は「WEB-INF/classes/jp/co/slcs/kaiden2/base/feature/action/kaiden/master/」です。

BankFacilJpSearchSettings.xml 金融機関マスタ検索部品設定

DepartmentSearchSettings.xml IM組織マスタ検索部品設定

UserSearchSettings.xml IMユーザマスタ検索部品設定

intra-mart Accel Kaiden! ワークフローモジュールワークフローモジュール のマスタ検索部品設定のマスタ検索部品設定

配置場所は「WEB-INF/classes/jp/co/slcs/kaiden2/product_workflow/feature/action/kaiden/master/」です。

AccountSearchSettings.xml 勘定科目マスタ検索部品設定

AllowanceSearchSettings.xml 日当マスタ検索部品設定

ExpTypeSearchSettings.xml 経費区分マスタ検索部品設定

ProjectSearchSettings.xml プロジェクトマスタ検索部品設定

intra-mart Accel Kaiden! 勤務管理モジュール勤務管理モジュール のマスタ検索部品設定のマスタ検索部品設定

配置場所は「WEB-INF/classes/jp/co/slcs/kaiden2/product_labormgr/feature/action/kaiden/master/」です。

WsAgreementSearchSettings.xml 勤務体系マスタ検索部品設定

モジュール固有画面設定モジュール固有画面設定

その他一覧画面の設定を行います。

intra-mart Accel Kaiden! IM-Workflow連携モジュール連携モジュール のモジュール固有画面設定のモジュール固有画面設定

配置場所は「WEB-INF/classes/jp/co/slcs/kaiden2/extension_imw/feature/action/kaiden/workflow/」です。

MatterSearchSettings.xml 申請書検索画面設定

intra-mart Accel Kaiden! ワークフローモジュールワークフローモジュール のモジュール固有画面設定のモジュール固有画面設定

以下のファイルの配置場所は「WEB-INF/classes/jp/co/slcs/kaiden2/product_workflow/feature/action/kaiden/expense/」で
す。

FbdataOutboundSettings.xml FBデータ出力画面設定

FbdataSettings.xml FBデータメンテナンス画面設定
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UnresolvedStlPortletSettings.xml 未精算ポートレット設定

UnresolvedStlSettings.xml 仮払データメンテナンス画面設定

以下のファイルの配置場所は「WEB-INF/classes/jp/co/slcs/kaiden2/product_workflow/feature/action/kaiden/workflow/」で
す。

AdvSearchSettings.xml 事前申請書検索画面設定

intra-mart Accel Kaiden! 勤務管理モジュール勤務管理モジュール のモジュール固有画面設定のモジュール固有画面設定

以下のファイルの配置場所は「WEB-INF/classes/jp/co/slcs/kaiden2/product_labormgr/feature/action/kaiden/labor/」です。

DailyApproveSettings.xml 日次承認画面設定

DailyApproveSupSettings.xml 日次承認(管理者)画面設定

DailyInspectSettings.xml 日次点検画面設定

EmpInfoReferSettings.xml 従業員情報参照画面画面設定 ※締め画面から遷移

LaborAgentEmpMasterMaintenanceSettings.xml 代理設定画面設定

LaborAgentSupMasterMaintenanceSettings.xml 代理設定(管理者)画面設定

LaborSimpleAppRouteEmpMasterMaintenanceSettings.xml 承認者設定画面設定

LaborSimpleAppRouteSupMasterMaintenanceSettings.xml 承認者設定(管理者)画面設定

LeaveManagementMasterMaintenanceSettings.xml 休暇管理画面設定

WorkReportInspectSettings.xml 勤務表点検画面設定

WorkReportSearchEmpSettings.xml 勤務表照会画面設定

WorkReportSearchSupSettings.xml 勤務表照会(管理者)画面設定

コラムコラム

日次承認画面設定、日次承認(管理者)画面設定、日次点検画面設定では、可変列に日次集計項目キーを記述
することができます。
勤務表点検画面設定、勤務表照会画面設定、勤務表照会(管理者)画面設定では、可変列に締め期間集計項目
キーを記述することができます。

インポートジョブ設定インポートジョブ設定

インポート機能の設定を行います。

intra-mart Accel Kaiden! 基盤モジュール基盤モジュール のインポートジョブ設定のインポートジョブ設定

配置場所は「WEB-INF/classes/jp/co/slcs/kaiden2/base/foundation/model/xml_schema/」です。

bankfaciljp_import_settings/BankFacilJpImportSettings.xml 金融機関マスタインポート設定

intra-mart Accel Kaiden! ワークフローモジュールワークフローモジュール のインポートジョブ設定のインポートジョブ設定

配置場所は「WEB-INF/classes/jp/co/slcs/kaiden2/product_workflow/foundation/model/xml_schema/」です。

account_import_settings/AccountImportSettings.xml 勘定科目マスタインポート設定

allowance_import_settings/AllowanceImportSettings.xml 日当マスタインポート設定

exptype_import_settings/ExpTypeImportSettings.xml 経費区分マスタインポート設定

project_import_settings/ProjectImportSettings.xml プロジェクトマスタインポート設定

intra-mart Accel Kaiden! 勤務管理モジュール勤務管理モジュール のインポートジョブ設定のインポートジョブ設定

配置場所は「WEB-INF/classes/jp/co/slcs/kaiden2/base/foundation/model/xml_schema/」です。

daily_record_import_settings/DailyRecordImportSettings.xml 勤務実績・予定データインポートインポート
設定

emp_ws_agreement_import_settings/EmpWsAgreementImportSettings.xml 勤務体系所属マスタインポート設定

laborsimpleroute_settings/LaborSimpleAppRouteImportSettings.xml 承認者設定マスタインポート設定

lbr_delete_old_data_settings/LbrDeleteOldDataSettings.xml 過去実績データ削除設定

leave_grant_import_settings/LeaveGrantImportSettings.xml 休暇データインポート設定

objective_time_import_settings/ObjectiveTimeImportSettings.xml 客観時間データインポート設定

エクスポートジョブ設定エクスポートジョブ設定

エクスポート機能の設定を行います。

intra-mart Accel Kaiden! ワークフローモジュールワークフローモジュール のエクスポートジョブ設定のエクスポートジョブ設定

配置場所は「WEB-INF/classes/jp/co/slcs/kaiden2/product_workflow/foundation/model/xml_schema/」です。

fb_export_settings/FbExportSettings.xml FBデータエクスポート設定

journal_export_settings/JournalExportSettings.xml 仕訳データエクスポート設定

intra-mart Accel Kaiden!

235



intra-mart Accel Kaiden! 勤務管理モジュール勤務管理モジュール のエクスポートジョブ設定のエクスポートジョブ設定

配置場所は「WEB-INF/classes/jp/co/slcs/kaiden2/base/foundation/model/xml_schema/」です。

salary_data_export/SalaryDataExportSettings.xml 給与計算基礎データ出力設定

コラムコラム

給与計算基礎データ出力設定では、出力項目に締め期間集計項目キーを記述することができます。

その他ジョブ設定その他ジョブ設定

intra-mart Accel Kaiden! 勤務管理モジュール勤務管理モジュール のエクスポートジョブ設定のエクスポートジョブ設定

配置場所は「WEB-INF/classes/jp/co/slcs/kaiden2/base/foundation/model/xml_schema/」です。

ws_agreement_open_settings/WsAgreementOpenSettings.xml 勤務体系オープン設定

案件番号採番処理の設定案件番号採番処理の設定

案件番号採番処理の設定を行います。
配置場所は「WEB-INF/classes/jp/co/slcs/kaiden2/product_workflow/」です。

ImwNumberingSettings.xml 案件番号採番処理の設定

intra-mart Accel Kaiden! システム共通設定システム共通設定

intra-mart Accel Kaiden! システム共通設定を行います。
配置ファイルの配置場所は「WEB-INF/conf/kaiden2/」です。

BaseSettings.xml intra-mart Accel Kaiden! 基盤モジュール のシステム共通設
定

ProductWorkflowSettings.xml intra-mart Accel Kaiden! ワークフローモジュール のシステム
共通設定

ProductLabormgrSettings.xml intra-mart Accel Kaiden! 勤務管理モジュール のシステム共
通設定

intra-mart Accel Kaiden! ログ設定ログ設定

intra-mart Accel Kaiden! ログ設定を行います。
配置ファイルの配置場所は「WEB-INF/conf/log/」です。

kaiden_logger.xml intra-mart Accel Kaiden! 基盤モジュール のログ設定

駅すぱあと連携設定駅すぱあと連携設定

intra-mart Accel Kaiden! システム共通設定を行います。
配置ファイルの配置場所は「WEB-INF/conf/kaiden2/」です。

EkispertWebSettings.xml 駅すぱあと連携に関する設定

RouteSearchSettings.xml 駅すぱあと連携に関する設定
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