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IM-Workflow の概要

IM-Workflow では、intra-mart上で申請・承認などを伴うワークフロー業務を実現するために必要な機能を用意しています。

はじめに、IM-Workflow の構成やフローの流れ、期間化などの基本概要について説明します。

ワークフロー定義(フロー定義)の構成

IM-Workflow は、ワークフローの処理内容と処理順序を示す「フロー定義」に従い、その流れに応じて処理を行う「案件」を進める機能で
す。
例えば物品購入のワークフローの場合、フロー定義は物品購入の申請画面や承認の順番を示し、案件は物品の購入申請から最終的な承
認までの処理を示します。

IM-Workflow では、業務内容に合わせて様々なワークフローを構築することができます。
１つの案件に対して、申請者や承認者が一部処理の順序や数、処理の承認者を編集することができ、案件が申請された後でも柔軟なワー
クフロー処理ができます。

ワークフローの設定は、基本的にフローを定義することで行います。
フローの定義は、コンテンツ定義とルート定義を１対１で組み合わせて構成されています。
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フローの流れ

ワークフローの処理内容、および、処理順序を示す「フロー定義」に従い、実際のワークフロー処理である「案件」を進捗させます。
「案件」は利用者が「申請」を行うことによって開始され、「フロー定義」に定義された承認者の「承認」を経て完了します。

ノード

フローには処理を行う単位としてノードがあります。
ノードに割り当てられた利用者が処理をすることでフローが進みます。

以下、各ノードについて説明します。

 開始ノード

ルートの開始を意味するノードです。

 終了ノード

ルートの終了を意味するノードです。

 申請ノード

あらかじめ指定しておいた処理対象者が、案件の申請を行うことを示すノードです。

 承認ノード

あらかじめ指定しておいた処理対象者が、案件の承認を行うことを示すノードです。

 動的承認ノード

申請者や承認者が指定した処理対象者が、案件の承認を行うことを示すノードです。
このノードより前のノード（前ノード）の処理者は、このノードに対する編集（処理対象者の変更、もしくはノード
の削除・復活）ができます。

 システムノード

IM-Workflow 外の別のプログラムで案件の処理を行うことを示すノードです。
Webサービス等の外部プログラムと連携する際に使用します。

 確認ノード

あらかじめ指定しておいた確認対象者が、案件の確認を行うことを示すノードです。
接続したノードの処理が終了した時点で、指定された確認対象者が案件の確認を行うことができます。

 同期開始ノード

同期処理の開始を示すノードです。
このノードに処理が到達した場合は、後方に接続されている全てのノードに並行して処理が進みます。

 同期終了ノード

同期処理の終了を示すノードです。
このノードの前方に接続されている全てのノードの処理が終了した時点で、次のノードに処理を進めます。
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 分岐開始ノード

分岐処理の開始を表すノードです。
下記の判定方法によって、後方に接続されているノードのうち、処理を進めるノードを決定します。
（複数のノードに並行して処理を進めることもできます）
・画面から分岐先ノードを指定する。
・分岐ルールによって判定を行う。
・ユーザプログラムによって判定を行う。
・設定しない。（同期開始ノードと同様の動作を行います）

 分岐終了ノード

分岐処理の終了を表すノードです。
下記の判定方法によって、後方に接続されているノードに処理を進めるかどうかを決定します。
・結合ルールによって判定を行う。
・ユーザプログラムによって判定を行う。
・設定しない。（同期終了ノードと同様の動作を行います）

 横配置ノード

申請者や承認者が、連続した動的承認ノードを指定した範囲内で作成することができることを示すノードです。
配置するノード数の上限と下限はフロー定義で設定することができます。
下限のノード数を0に設定すると、ノードを配置しない（削除する）ことができます。

 縦配置ノード

申請者や承認者が、並行した動的承認ノードを指定した範囲内で示すノードです。
配置するノード数の上限と下限はフロー定義で設定することができます。
下限のノード数を0に設定すると、ノードを配置しない（削除する）ことができます。

 テンプレート置換ノード

申請開始時に、このノードで指定されたテンプレート置換ルートの内容が通常ルート内に展開されること示す
ノードです。

 テンプレート開始ノード

テンプレート置換ルートの開始を意味するノードです。

 テンプレート終了ノード

テンプレート置換ルートの終了を意味するノードです。

 コメント

ルート上にコメントを表示する際に使用します。
コメント自体は案件の処理に影響を与えません。

 スイムレーン

ルート上のノードを分類、整理する際に枠線表示として使用します。
スイムレーン自体は案件の処理に影響を与えません。

共通的な操作

コラムコラム

IM-共通マスタからのユーザ情報取得

IM-Workflow の標準設定では、ユーザ情報の取得先としてIM-共通マスタを使用します。
IM-Workflow の設定で、処理対象者やユーザを指定する際は、IM-共通マスタの検索画面から選択します。

処理対象者、ユーザ指定項目に表示される  アイコンをクリックすると、処理対象者選択画面がポップアップ表示され
ます。
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※指定できる処理対象者は、項目によって制限されている場合があります。（例：ユーザ指定のみ、ロール指定のみ等）
処理対象者の種類は以下の通りです。
・ユーザ ・組織 ・ロール ・パブリックグループ
・役職 ・役割 ・組織＋役職
・パブリックグループ＋役割 ・組織＋ロール
・パブリックグループ＋ロール

検索したい処理対象者の欄の  アイコンをクリックします。
選択した処理対象者を選択するIM-共通マスタの検索画面が、ポップアップ表示されます。

※各処理対象に対する検索操作は、 「IM-共通マスタ管理者操作ガイド」-「共通検索ポップアップ画面について」 を参照
してください。

コラムコラム

フロー参照、履歴参照

各処理画面や案件の一覧にあるアイコンから、フロー定義のフロー図や案件の処理履歴を参照することができます。

フロー図を参照する場合、  アイコンをクリックします。
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この画面では、処理日時、処理者、次ノードの処理対象者等が確認できます。
処理中ノードの処理者名をクリックすると、処理対象者状況確認画面がポップアップ表示され、処理中ノードの処理対象
ユーザを確認できます。

また、画面上部の  アイコンをクリックすると、表示中のフロー図の画像情報を生成し、ダウンロードダイアログを表示し
ます。
ただし、ワークフロー管理者がフロー画像出力機能を使用しない設定にしている場合は表示されません。

処理履歴を参照する場合、  アイコンをクリックします。

案件の処理・確認履歴を確認できます。また、処理・確認時のコメントも表示されます。
画面上部の確認者状況確認リンクをクリックすると、確認者状況確認画面がポップアップ表示され、確認ノードに指定さ
れている確認対象者と確認状況を確認できます。

コラムコラム

フロー参照、履歴参照

各画面で表示されるフロー図は、各ノードのアイコンが状態によって色付きの枠線で囲まれて表示されます。

 赤枠：処理中・処理待ちのノード

 黄枠：保留中のノード

 青枠：処理されたノード
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枠なし：処理されていないノード

※確認ノードには枠線が表示されません。

期間化

コンテンツ定義、ルート定義、フロー定義は、期間情報によって区別された「バージョン」によって管理されます。
バージョン期間情報毎に一部の設定を変えることができます。

ワークフローを作成する

ここでは IM-Workflow でワークフローを作成するための機能について説明します。

コンテンツ定義を登録・設定する

コンテンツは、ワークフローの各処理で使用する「画面」「ユーザプログラム」「メール」「IMBox」「ルール」の情報を保持します。

コンテンツ定義を利用するフロー定義において、コンテンツに定義された上記の情報を使用することができます。
また、コンテンツ定義は期間情報によって区別された「バージョン」によって管理され、バージョン期間情報によって一部の設定を変えることができます。

目次目次

コンテンツ定義を登録するコンテンツ定義を登録する
ユーザプログラム定義の設定を追加するユーザプログラム定義の設定を追加する
メール定義の設定を追加するメール定義の設定を追加する
IMBox定義の設定を追加する定義の設定を追加する
ルール定義の設定を追加するルール定義の設定を追加する
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コンテンツ定義を登録するコンテンツ定義を登録する

コンテンツ定義は、画面情報の設定が必須です。
コンテンツ定義へのユーザプログラムの設定の追加などの作業は必要に応じて実施してください。

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

2. 「新規作成」をクリックします。

コラムコラム

コンテンツ定義の検索・表示コンテンツ定義の検索・表示

コンテンツ定義の一覧画面では、条件を指定してコンテンツ定義を検索し、該当するものだけを表示さ
せることができます。

画面上部の検索条件指定項目に、検索条件を入力します。

1. 左のプルダウンから、検索対象としたいコンテンツ定義の項目を選択します。
2. 右のテキストボックスに、検索したい文字列を入力します。
3. ［検索］ボタンを押下します。

選択した検索対象に対して、入力した文字列が部分一致するコンテンツ定義のみを表示します。

コラムコラム

コンテンツ定義の編集・削除コンテンツ定義の編集・削除

すでに登録されているコンテンツの編集を行う場合は、編集したいコンテンツの行の編集欄に表示され

ている  を押下します。
＜コンテンツ定義�編集＞画面に遷移しますので、内容を編集後に［更新］ボタンを押下すると、更新が
行われます。
コンテンツの削除を行う場合も同様に操作し、遷移先の＜コンテンツ定義�編集＞画面で、［削除］ボタ
ンを押下します。

3. 基本情報を入力します。

コンテンツID（必須）

コンテンツを識別するIDです。自動採番されます。すでに使用されているものでなければ、任意で変更できます。

コンテンツ名（必須）

登録コンテンツの名称を入力します。
システムで設定されている全ロケールに対して、入力します。

備考

コンテンツの説明等を入力できます。
システムで設定されている全ロケールに対して、入力できます。

4. 「登録」をクリックします。
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5. 定義情報を登録することができました。

6. 「新規作成」をクリックします。

コラムコラム

コンテンツ定義の利用状況確認コンテンツ定義の利用状況確認

編集中のコンテンツ定義が現在どのフロー定義で利用されているかを確認することができます。

＜コンテンツ定義�編集＞画面で、  ＜利用状況確認＞を押下します。
＜コンテンツ定義�利用状況確認＞画面がポップアップ表示されます。

コンテンツの基本情報と、現在このコンテンツを利用しているフロー定義が一覧表示されます。
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7. 基本情報を入力します。

バージョン期間（必須）

コンテンツ定義のバージョンの有効期間を設定します。
バージョン期間の終了日は、必須入力ではありません。空欄の場合は無期限（システム終了日）となります。

バージョン有効/無効（必須）

コンテンツ定義のバージョンの有効状態を設定します。

備考

コンテンツ定義のバージョンの説明等を入力できます。
システムで設定されている全ロケールに対して、入力できます。

コラムコラム

バージョンは、期間が重複しなければ、1つのコンテンツ定義にいくつでも登録することができます。

バージョン期間の設定可能範囲（システム開始日〜システム終了日）は、［ワークフローパラメータ］で変更する
ことができます。
（詳細は、別紙「 IM-Workflow 仕様書仕様書 」を参照してください。）

8. 「登録」をクリックします。

9. 基本情報を登録することができました。

10. 「画面」をクリックします。

11. 「新規作成」をクリックします。

intra-mart Accel Platform

10

http://www.intra-mart.jp/document/library/iap/public/im_workflow/im_workflow_specification.pdf
_images/basic_guide_1_6.png
_images/basic_guide_1_7.png


12. 画面定義情報を入力します。

画面名（必須）

画面定義の名称を登録します。
システムで設定されている全ロケールに対して、入力します。

画面種別（必須）

画面定義の画面種別を選択します。

申請画面

利用者が案件を申請する際に使用する画面です。

一時保存画面

利用者が案件を一時保存する際に使用する画面です。

申請(起票案件)画面

案件が申請待ち状態の際に使用する画面です。

再申請画面

利用者が案件を再申請する際に使用する画面です。

処理画面

利用者が案件の処理操作（承認、否認等）をする際に使用する画面です。

確認画面

利用者が案件を確認する際に使用する画面です。

処理詳細画面

案件の処理対象者が案件の詳細を参照する際に使用する画面です。

参照詳細画面

案件の参照者が案件の詳細を参照する際に使用する画面です。

確認詳細画面

案件の確認者が案件の詳細を確認する際に使用する画面です。

過去案件詳細画面

利用者が過去案件（アーカイブされた案件）を参照する際に使用する画面です。

パス種別（必須）

画面定義のパス種別を選択します。

スクリプト開発モデルスクリプト開発モデル

スクリプトパス（必須）

スクリプト開発モデルの画面へのパスを入力します。

コラムコラム

スクリプトパスには、スクリプト開発モデルプログラムのソースディレクトリから
の相対パス形式を指定します。
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デフォルトではWEB-INF/jssp/srcからの相対パス形式になります。

例）
WEB-INF/jssp/src/sample/im_workflow/purchase/screen/apply[.js/html] を
指定する場合、
スクリプトパスには “sample/im_workflow/purchase/screen/apply” を指定し
てください。

JavaEE開発モデル開発モデル

アプリケーションID（必須）

JavaEE開発モデルの画面のアプリケーションIDを入力します。

サービスID（必須）

JavaEE開発モデルの画面のサービスIDを入力します。

JSP or Servlet

ページパス（必須）

JSP、SAStruts+S2JDBC、TERASOLUNA Global Framework の画面の
ページパスを入力します。

コラムコラム

ページパスには、コンテキストルートからの相対パスを「先頭スラッシュなし」で
指定してください。

例）
intra-mart Accel Platform のURLが http://hostname:port/imart/login の場
合、
ページパスには “test/hello.jsp” を指定してください。
http://hostname:port/imart/test/hello.jsp として呼び出されます。

備考

画面定義の説明等を入力します。
システムで設定されている全ロケールに対して、入力できます。

初期使用

画面定義の初期使用状態を指定します。
本画面設定を初期使用としてフローに設定する場合は、チェックボックスをチェックします。

13. 「登録」をクリックします。

14. 画面定義情報を登録することができました。

15. 画面の「新規作成」から「登録」を繰り返し、必要な画面種別を登録します。
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ユーザプログラム定義の設定を追加するユーザプログラム定義の設定を追加する

ワークフローの処理時に実行するアプリケーションプログラムを「ユーザプログラム」と呼びます。
案件が開始された時に実行したり、分岐などで自動判別に使用したりできます。

登録されているユーザプログラムをコンテンツ定義に設定します。

1. 「ユーザプログラム」をクリックします。

2. 「新規作成」をクリックします。
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3. ユーザプログラム定義情報を入力します。

プログラム名（必須）

ユーザプログラム定義の名称を登録します。
システムで設定されている全ロケールに対して、入力します。

プラグイン種別（必須）

プラグインの種別を選択します。

案件開始処理

案件が開始される際に呼び出されるプログラムです。

案件終了処理

案件が終了される際に呼び出されるプログラムです。

アクション処理

申請等の処理が起動された際に呼び出されるプログラムです。

到達処理

ある処理によりノードに処理が進んだ際に呼び出されるプログラムです。

分岐処理

分岐条件に従い、分岐先を判定するプログラムです。
分岐開始ノードに設定すると、分岐開始時に呼び出されます。

結合処理

結合条件に従い、分岐終了ノードの次へ遷移してよいかを判定するプログラムです。
分岐終了ノードに設定すると、分岐終了時に呼び出されます。

対象ノード（必須）

ユーザプログラムを実行する対象ノードの種別を選択します。
プラグイン種別が「アクション処理」「到達処理」の場合のみ表示されます。

プラグイン種類（必須）

プラグインの種類を選択し、プログラムパスの指定等を行います。
プルダウンの内容は、指定したプラグイン種別、対象ノードによって変わります。

スクリプト開発モデル

スクリプト開発モデルのプログラムを利用する際に指定します。
表示されるテキストボックスに、プログラムパスを入力します。

JavaEE開発モデル

JavaEE開発モデルのプログラムを利用する際に指定します。
表示されるテキストボックスに、クラスパスを入力します。

到達処理で対象ノードが承認ノードの場合のみ

既処理者自動承認

申請ノードから自動処理対象のノードまでの間に承認を行った処理者が当該ノードの処理対象
者である場合、自動でノードの処理を行うプログラムです。

再処理者自動承認
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当該ノードの処理対象者に前回の承認者が存在する場合、自動でノードの処理を行うプログラ
ムです。

連続自動承認

直前のノードの申請者、または承認者が当該ノードの処理対象者となる場合、自動でノードの処
理を行うプログラムです。

結合処理のみ

到達数判定

分岐の結合処理において、次ノードに案件を進行させる条件を、分岐ルートの分岐ノードへの到
達率で指定するプログラムです。
表示される入力欄に、パーセンテージを入力します。

備考

ユーザプログラム定義の説明等を入力します。
システムで設定されている全ロケールに対して、入力できます。

初期使用

ユーザプログラム定義の初期使用状態を指定します。
本ユーザプログラム設定を初期使用としてフローに設定する場合は、チェックします。

実行順番（必須）

プログラムの実行順を指定します。半角数字を入力します。

4. 「登録」をクリックします。

5. ユーザプログラム定義情報を登録することができました。

6. 「新規作成」から「登録」を繰り返し、必要なユーザプログラム定義を登録します。

メール定義の設定を追加するメール定義の設定を追加する
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メールの送信箇所やメール内容の雛型を「メール定義」と呼ぶマスタ情報で管理しています。

登録されているメール定義をコンテンツ定義に設定します。
メール定義の登録については「メール定義メール定義」を参照してください。

1. 「メール」をクリックします。

2. 「新規作成」をクリックします。

3. 「選択」をクリックします。
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メール名（必須）

設定するメール定義を＜メール定義‐検索＞画面で指定します。

メール種別

「メール名」で選択したメール定義情報のメール種別が表示されます。

標準

メール定義情報がシステム標準で用意されているものか、ユーザが定義したものかを表示します。

初期使用

メール定義の初期使用状態を指定します。
本メール設定を初期使用としてフローに設定する場合は、チェックします。

4. 登録したいメール定義の「選択」アイコンをクリックします。

5. 「登録」をクリックします。
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6. メール定義情報を登録することができました。

IMBox定義の設定を追加する定義の設定を追加する

IMBoxへの送信箇所や内容の雛型を「IMBox定義」と呼ぶマスタ情報で管理しています。

登録されているIMBox定義をコンテンツ定義に設定します。
IMBox定義の登録については「IMBox定義定義」を参照してください。

1. 「IMBox」をクリックします。

2. 「新規作成」をクリックします。
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3. 「選択」をクリックします。

IMBox名（必須）

設定するIMBox定義を＜IMBox定義‐検索＞画面で指定します。

IMBox種別

「IMBox名」で選択したIMBox定義情報のメール種別が表示されます。

標準

IMBox定義情報がシステム標準で用意されているものか、ユーザが定義したものかを表示します。

初期使用

IMBox定義の初期使用状態を指定します。
本IMBox設定を初期使用としてフローに設定する場合は、チェックします。

4. 登録したいIMBox定義の「選択」アイコンをクリックします。
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5. 「登録」をクリックします。

6. IMBox定義情報を登録することができました。

7. 「新規作成」から「登録」を繰り返し、必要なIMBox定義を登録します。

ルール定義の設定を追加するルール定義の設定を追加する

「ルール定義」を使用して分岐開始ノードでの分岐の判断、及び分岐終了ノードでの分岐終了の判断を行うことができます。

登録されているルール定義をコンテンツ定義に設定します。
ルール定義の登録については「ルール定義ルール定義」を参照してください。
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1. 「ルール」をクリックします。

2. 「新規作成」をクリックします。

3. 「選択」をクリックします。

ルール名（必須）

設定するルール定義を＜ルール定義‐検索＞画面で指定します。
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ルール内容

「ルール名」で選択したルール定義情報のルールの内容が表示されます。

4. 登録したいルール定義の「選択」アイコンをクリックします。

5. 「登録」をクリックします。

6. ルール定義情報を登録することができました。

7. 「新規作成」から「登録」を繰り返し、必要なルール定義を登録します。

以上でコンテンツ定義の登録が完了しました。
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コラムコラム

コンテンツ定義のコピーコンテンツ定義のコピー

コンテンツ定義をコピーすることで、コピー元のバージョン情報を保持した、新たなコンテンツ定義を作成することができます。

1. ＜コンテンツ定義バージョン編集＞画面で、画面上部に表示される  ＜コンテンツコピー＞を押下すると、＜コン
テンツ定義�コピー＞画面に遷移します。

2. 新規に作成するコピー先のコンテンツ定義の基本情報、および、バージョンの期間情報を入力します。

3. ［登録］ボタンを押下します。

コピー元のコンテンツ定義のバージョンの、「画面」「ユーザプログラム」「メール」「IMBox」「ルール」の情報が同一のバージョンを１つ
保持したコンテンツ定義が、指定したバージョン期間で新たに作成されます。

※作成したコンテンツ定義に登録されるバージョンは1つです。
コピー元のコンテンツ定義に登録されている、その他のバージョンはコピーされません。

コラムコラム

コンテンツ定義のバージョンのコピーコンテンツ定義のバージョンのコピー

バージョンをコピーすることで、コピー元のバージョンの情報を保持した新たなバージョンを、同一コンテンツ定義内に作成することがで
きます。

1. ＜コンテンツ定義バージョン編集＞画面で、画面上部に表示される  ＜バージョンコピー＞を押下すると、＜コン
テンツ定義�バージョン�コピー＞画面に遷移します。

2. 新規に作成するコピー先のバージョンの期間情報を入力します。

3. 画面の中ほどに、バージョン期間表が表示されます。

同じコンテンツ定義に登録されている全てのバージョンの期間が示された表です。
システム期間の範囲が表示され、以下の色分けで表示されます。

  
赤 コピー元のバージョンの期間です。
青 同じコンテンツ定義に登録されているバージョンの期間で、バージョン有効/無効設定が「有

効」である期間です。
灰色 同じコンテンツ定義に登録されているバージョンの期間で、バージョン有効/無効設定が「無

効」である期間です。
白 同じコンテンツ定義でバージョンが定義されていない期間です。

コピー元以外の期間に表示される  ＜この期間にコピー＞を押下すると、その期間がコピー先のバージョンの
バージョン期間として入力されます。
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4. ［登録］ボタンを押下します。

コピー元バージョンの、「画面」「ユーザプログラム」「メール」「IMBox」「ルール」の情報が同一のバージョンが、指定したバージョン期
間で新たに作成されます。
※指定した期間に、既存のバージョンの期間の全て、または一部が含まれている場合、コピー先バージョンの期間が最優先で上書きさ
れ、既存バージョンは消去、または期間が変更されます。

ルート定義を登録・設定する

ルートは、申請から最終承認までの処理の流れを保持します。

ルート定義を利用するフロー定義において、ルートに定義された各ノードの設定を使用することができます。
また、ルート定義は期間情報によって区別された「バージョン」によって管理され、バージョン期間情報によって一部の設定を変えることができます。

目次目次

ルート定義を登録するルート定義を登録する
ルート詳細を設定するルート詳細を設定する

さまざまなルートの作成方法さまざまなルートの作成方法

ルート定義を登録するルート定義を登録する

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

2. 「新規作成」をクリックします。

コラムコラム

ルート定義の検索・表示ルート定義の検索・表示

ルート定義の一覧画面では、条件を指定してルート定義を検索し、該当するものだけを表示させること
ができます。

画面上部の検索条件指定項目に、検索条件を入力します。

1. 左のプルダウンから、検索対象としたいルート定義の項目を選択します。
2. 右のテキストボックスに、検索したい文字列を入力します。
3. ［検索］ボタンを押下します。

選択した検索対象に対して、入力した文字列が部分一致するルート定義のみを表示します。

コラムコラム

ルート定義の編集・削除ルート定義の編集・削除

すでに登録されているルートの編集を行う場合は、編集したいルートの行の編集欄に表示されている 

 を押下します。
＜ルート定義�編集＞画面に遷移しますので、内容を編集後に［更新］ボタンを押下すると、更新が行わ
れます。
ルートの削除を行う場合も同様に操作し、遷移先の＜ルート定義�編集＞画面で、［削除］ボタンを押下
します。
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3. 基本情報を入力します。

ルートID（必須）

ルートを識別するIDです。自動採番されます。すでに使用されているものでなければ、任意で変更できます。

ルート名（必須）

登録ルートの名称を入力します。
システムで設定されている全ロケールに対して、入力します。

ルート種類（必須）

登録ルートの種類を選択します。

通常用

通常のルートを作成します。

テンプレート置換用

テンプレート置換用ノードに設定するためのルートを作成します。

備考

ルートの説明等を入力できます。
システムで設定されている全ロケールに対して、入力できます。

4. 「登録」をクリックします。

5. ルート定義情報を登録することができました。

6. 「新規作成」をクリックします。

コラムコラム

ルート定義の利用状況確認ルート定義の利用状況確認
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編集中のルート定義が現在どのフロー定義で利用されているかを確認することができます。

＜ルート定義�編集＞画面で、  ＜利用状況確認＞を押下します。
＜ルート定義�利用状況確認＞画面がポップアップ表示されます。

ルートの基本情報と、現在このルートを利用しているフロー定義が一覧表示されます。

7. 基本情報を入力します。

バージョン期間（必須）

ルート定義のバージョンの有効期間を設定します。
バージョン期間の終了日は、必須入力ではありません。空欄の場合は無期限（システム終了日）となります。

バージョン有効/無効（必須）

ルート定義のバージョンの有効状態を設定します。

備考

ルート定義のバージョンの説明等を入力できます。
システムで設定されている全ロケールに対して、入力できます。

コラムコラム

ルート定義の種類が「テンプレート置換用」の場合、バージョンの「基本情報」は入力しません。「ルート詳細」の
み入力します。

バージョンは、期間が重複しなければ、1つのコンテンツ定義にいくつでも登録することができます。

バージョン期間の設定可能範囲（システム開始日〜システム終了日）は、［ワークフローパラメータ］で変更する
ことができます。
（詳細は、別紙「 IM-Workflow 仕様書仕様書 」を参照してください。）

8. 続けて「ルート詳細を設定する」に進んでください。

コラムコラム

ルート定義のコピールート定義のコピー

ルート定義をコピーすることで、コピー元のバージョン情報を保持した、新たなルート定義を作成することができます。

1. ＜ルート定義バージョン編集＞画面で、画面上部に表示される  ＜ルートコピー＞を押下すると、＜ルート定
義�コピー＞画面に遷移します。
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2. 新規に作成するコピー先のルート定義の基本情報、および、バージョンの期間情報を入力します。

3. ［登録］ボタンを押下します。

コピー元のコンテンツ定義のバージョンの、「ルート詳細」の情報が同一のバージョンを１つ保持したルート定義が、指定したバージョン
期間で新たに作成されます。

※作成したルート定義に登録されるバージョンは1つです。
コピー元のルート定義に登録されている、その他のバージョンはコピーされません。

コラムコラム

ルート定義のバージョンのコピールート定義のバージョンのコピー

バージョンをコピーすることで、コピー元のバージョンの情報を保持した新たなバージョンを、同一ルート定義内に作成することができま
す。

1. ＜ルート定義バージョン編集＞画面で、画面上部に表示される  ＜バージョンコピー＞を押下すると、＜ルート定
義�バージョン�コピー＞画面に遷移します。

2. 新規に作成するコピー先のバージョンの期間情報を入力します。

3. 画面の中ほどに、バージョン期間表が表示されます。

同じルート定義に登録されている全てのバージョンの期間が示された表です。
システム期間の範囲が表示され、以下の色分けで表示されます。

  
赤 コピー元のバージョンの期間です。
青 同じルート定義に登録されているバージョンの期間で、バージョン有効/無効設定が「有効」

である期間です。
灰色 同じルート定義に登録されているバージョンの期間で、バージョン有効/無効設定が「無効」

である期間です。
白 同じルート定義でバージョンが定義されていない期間です。
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コピー元以外の期間に表示される ＜この期間にコピー＞を押下すると、その期間がコピー先のバージョンのバージョ
ン期間として入力されます。

4. ［登録］ボタンを押下します。

コピー元バージョンの、「ルート詳細」の情報が同一のバージョンが、指定したバージョン期間で新たに作成されます。
※指定した期間に、既存のバージョンの期間の全て、または一部が含まれている場合、コピー先バージョンの期間が最優先で上書きさ
れ、既存バージョンは消去、または期間が変更されます。

ルート詳細を設定するルート詳細を設定する

［ワークフロー］-［ワークフローシステム管理者］-［マスタ定義］-［ルート定義］、＜ルート定義�バージョン�編集＞画面の「ルート詳細」で
行う、ルートの作成について説明します。

ルートは、ルートデザイナ上で簡単に作成・編集することができます。ワークフローの処理の１単位である「ノード」を組み合わせて構成しま
す。
ノードの種類については、「 ノードノード  」を参照してください。

1. 「ルート詳細」をクリックします。

2. 申請ノードを設定します。（開始ノード、申請ノード、終了ノードがあらかじめ配置されています。）

グリッド上にある申請の  アイコンをダブルクリックします。

3. 処理対象者の「検索」をクリックします。
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コラムコラム

 ＜基準日＞を押下すると、カレンダー画面が表示されます。

日付を変更すると、変更した日付の時点で有効な対象者は名称が表示されます。
無効な対象者の場合は 【基準日時点で無効な対象者】 と表示されます。

基準日は、IM-共通マスタ検索画面の＜検索基準日＞となります。

4. 検索したい処理対象者欄の  アイコンをクリックします。

5. IM-共通マスタの検索画面から、処理対象者を設定します。

6. 承認ノードを追加します。（［開始］-［申請］-［承認］-［終了］という単純なルートを作成する場合を例にします。）

上部に並んでいるアイコンから、  アイコンをグリッド上へドラッグします。
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7. 承認ノードの内容を設定します。

申請ノードと同様に、配置した  アイコンをダブルクリックし、処理対象者を設定します。

8. ［申請ノード］と［承認ノード］、［承認ノード］と［終了ノード］を矢印で結びます。

各ノードにマウスを重ねると、アイコンの右上に  が表示されるので、ドラッグ＆ドロップで次のノードへ接続します。

コラムコラム
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接続できないノード同士を接続した場合は矢印が太い赤色で表示され、そのままの状態ではルー
トを登録できません。矢印をクリックすると緑色の■が表示されますので、どちらか片方をドラッグ＆
ドロップすると、接続元・先を変更できます。緑色の■が表示されている状態でDeleteキーを押下
すると、矢印を削除することができます。

ノードの配置と接続の組み合わせにはルールがあります。詳しくは、別紙「 IM-Workflow 仕様書仕様書
」を参照してください。

9. 「登録」をクリックします。

10. 基本情報、ルート詳細情報を登録することができました。

以上でルート定義の登録が完了しました。

コラムコラム

グリッド上での便利な操作グリッド上での便利な操作

コピー（複写）、ペースト（貼り付け）、切り取り、削除

グリッド上の各ノードを右クリックすると、メニューが表示されます。
メニューから［コピー］を選択すると、対象のノードが一時的に記録されます。
その状態でグリッド上の何もない場所を右クリックすると［貼り付け］メニューが表示されますので、［貼り付け］を選
択することで、先ほど記憶したノードと同じものを配置することができます。
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コピー元のノードで設定されていたノードID、位置以外の項目が、コピー先のノードへ転記されますので、再設定が
不要です。
同じような処理を複数配置するルートを作成する場合にコピー＆ペーストを行うことで、ルートの作成が容易になり
ます。

※承認ノードの場合のみ、接続されているノード等の状態に応じて処理対象者がコピーされない場合があります。

メニューから［切り取り］を選択した場合、選択されていたノードがグリッド上から一時的に削除される動作以外は
［コピー］時と同じです。
ノードはいったん削除された状態になりますが、［貼り付け］を選択することでグリッド上にノードが復活します。

メニューから［削除］を選択した場合は、グリッド上からノードを削除します。
この場合はノードが記憶されませんので、［貼り付け］操作ができないか、前回［切り取り］［コピー］したものが［貼り
付け］できます。

［切り取り］はキーボードの「Ctrl+X」、［コピー］は「Ctrl+C」、［貼り付け］は「Ctrl+V」、［削除］は「Delete」キーを押
下することでも同様の作業が行えます。

※ブラウザによってはキー入力が効かない場合があります。その際はマウス操作で行ってください。
※Macモデルの場合は「Ctrl」の代わりに「Command」を使用できます。
※開始ノード、申請ノード、終了ノード（［テンプレート置換用］ルートの場合は、テンプレート開始ノード、テンプレート
終了ノード）については、ルート１つに対して１つの配置が必須となっているため、これらのノードに対して［切り取り］
［コピー］［削除］操作は行えません。

複数ノードの選択

グリッド上の何もないところからドラッグを開始すると青色の選択領域が表示されますので、マウスを移動させて任
意の矩形範囲でボタンを離すと、囲まれた範囲内にあるノードを一括選択できます。
例えば、複数のノードをまとめて移動・削除したい場合に便利です。複数のノードを選択した状態で、切り取りやコ
ピーをおこなうこともできます。
キーボードの「Ctrl」キーを押しながらノードをクリックすることで、選択・非選択の切り替えを行うことができます。

コラムコラム

申請申請/起票後の処理起票後の処理/確認対象者の変更確認対象者の変更

案件は案件開始時点のフロー定義、コンテンツ定義、ルート定義を保持します。

そのため、ルート定義の処理/確認対象者を変更しても、申請/起票済み案件の処理/確認対象者には影響を与えません。

申請/起票済み案件の処理/確認対象者を個別で追加・変更したい場合は、案件操作機能を利用してください。
案件操作については、後述の「案件操作案件操作」を参照してください。

さまざまなルートの作成方法さまざまなルートの作成方法

「ルート詳細を設定する」で使用していないノードの作成方法について説明します。

動的承認

動的承認ノードをグリッド上にドラッグ＆ドロップで配置します。
［ノードID（必須）］［ノード名（必須）］［処理対象者（必須）］［位置］を設定します。

システム

システムノードをグリッド上にドラッグ＆ドロップで配置します。
［ノードID（必須）］［ノード名（必須）］［位置］を設定します。
動作させるプログラムはここでは設定せず、フロー定義で設定します。

確認

確認ノードをグリッド上にドラッグ＆ドロップで配置し、確認開始の対象としたいノードから、矢印を接続します。
接続できるノードは、申請ノード、承認ノード、システムノードです。
接続したノードの処理が終了した時点で、設定した確認対象者が案件の確認を行うことができるようになります。
［ノードID（必須）］［ノード名（必須）］［確認対象者（必須）］［位置］を設定します。

同期処理（同期開始・同期終了）

同期開始ノードをグリッド上にドラッグ＆ドロップで配置します。
同期開始ノードから、同期処理を行いたいノードへ向けて、1対nで矢印を接続します。
同期終了ノードをグリッド上にドラッグ＆ドロップで配置します。
同期処理を終了させたいノードから、同期終了ノードへ向けて、ｎ対1で矢印を接続します。

それぞれ［ノードID（必須）］［ノード名（必須）］［位置］を設定します。

分岐処理（分岐開始・分岐終了）

intra-mart Accel Platform

32

index.html#matter-operation
_images/basic_guide_2_20.png


分岐開始ノードをグリッド上にドラッグ＆ドロップで配置します。
分岐開始ノードから、分岐処理を行いたいノードへ向けて、矢印を接続します。
また、直接分岐終了ノードへ接続することもできます。
分岐終了ノードをグリッド上にドラッグ＆ドロップで配置します。
分岐処理を終了させたいノードから、分岐終了ノードへ向けて、矢印を接続します。

それぞれ［ノードID（必須）］［ノード名（必須）］［位置］を設定します。
前処理者が進めるルートを選択できるようなフローを作成したい場合も、この分岐処理を使用します。
分岐条件等はここでは設定せず、フロー定義で設定します。

横配置

横配置ノードをグリッド上にドラッグ＆ドロップで配置します。
［ノードID（必須）］［ノード名（必須）］［処理対象者（必須）］［位置］を設定します。
割当可能ノード数や詳細なノード設定が可能な前処理ノード等はここでは設定せず、フロー定義で設定します。

縦配置

縦配置ノードをグリッド上にドラッグ＆ドロップで配置します。
［ノードID（必須）］［ノード名（必須）］［処理対象者（必須）］［位置］を設定します。
割当可能ノード数や詳細なノード設定が可能な前処理ノード等はここでは設定せず、フロー定義で設定します。

テンプレート置換

テンプレート置換ノードをグリッド上にドラッグ＆ドロップで配置します。
ただし、テンプレート置換用ルートに配置することはできません。
［ノードID（必須）］［ノード名（必須）］［置換ルート（必須）］［位置］を設定します。
［置換ルート］項目には、ルート定義で作成したテンプレート置換用ルートを指定します。

 ＜検索＞を押下すると、＜ルート定義‐検索＞画面がポップアップ表示されますので、あらかじめ作成しておいたテンプレート置
換用のルート定義を選択します。

コメント

ルート上にコメントを表示させたい場合に使用します。
グリッド上にドラッグ＆ドロップで配置します。
［コメント名（内容）］［位置］［サイズ］を設定します。
［サイズ］は、コメントの四隅をドラッグすることでも設定できます。
コメント上に表示される［＋］から、コメントを紐付けたいノードへ矢印を接続できます。
また、特定のノードに紐付けず、単独で配置することもできます。

スイムレーン

ルート上の複数のノードを分類し、整理する際に利用します。
グリッド上にドラッグ＆ドロップで配置します。
［スイムレーン名］［位置］［サイズ］を設定します。
［サイズ］は、スイムレーンの四隅をドラッグすることでも設定できます。

コラムコラム

ひとつのルートに配置できるノードの数に上限はありませんが、極端にノード数が多いと申請・承認時の処
理で時間がかかることがあります。配置するノードはなるべく少なくなるよう構成してください。

コラムコラム

グリッドのサイズ変更グリッドのサイズ変更

「ワークフローパラメータ」で設定ファイルを編集することで、ルートの編集を行うルート定義デザイン領域のサイズを変更
することができます。
初期設定では、幅［10000］高さ［5000］となっています。

※さらに大きなサイズを指定することはできますが、メモリを多く消費することがあります。メモリが不足するとルートの画
像ファイルをダウンロードできない場合があります。
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※［ワークフローパラメータ］についての詳細は、別紙「 IM-Workflow 仕様書仕様書 」を参照してください。

フロー定義を登録・設定する

フローは、コンテンツとルートを組み合わせて実際に申請可能なワークフローを構成します。
フロー定義は期間情報によって区別された「バージョン」によって管理され、バージョン期間情報によって一部の設定を変えることができます。

目次目次

フロー定義を設定するフロー定義を設定する
参照者を設定する参照者を設定する
コンテンツ詳細を設定するコンテンツ詳細を設定する
ルート詳細を設定するルート詳細を設定する
ノードを編集するノードを編集する

フロー定義を設定するフロー定義を設定する

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

2. 「新規作成」をクリックします。

コラムコラム

フロー定義の検索・表示フロー定義の検索・表示

フロー定義の一覧画面では、条件を指定してフロー定義を検索し、該当するものだけを表示させることが
できます。

画面上部の検索条件指定項目に、検索条件を入力します。

1. 左のプルダウンから、検索対象としたいフロー定義の項目を選択します。
2. 右のテキストボックスに、検索したい文字列を入力します。
3. ［検索］ボタンを押下します。

選択した検索対象に対して、入力した文字列が部分一致するフロー定義のみを表示します。

フローグループには、定義されているフローグループが階層ごとにプルダウンで表示されます。
以下の場合はこの項目は表示されません。

ワークフローパラメータで「フローグループを使用しない」設定となっている場合。
フローグループが１件も登録されていない場合。

コラムコラム

フロー定義の編集・削除フロー定義の編集・削除

すでに登録されているフローの編集を行う場合は、編集したいコンテンツの行の編集欄に表示されてい

る  を押下します。
＜フロー定義�編集＞画面に遷移しますので、内容を編集後に［更新］ボタンを押下すると、更新が行わ
れます。
フローの削除を行う場合も同様に操作し、遷移先の＜フロー定義�編集＞画面で、［削除］ボタンを押下
します。
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3. 基本情報を入力します。

フローID（必須）

フローを識別するIDです。自動採番されます。すでに使用されているものでなければ、任意で変更できます。

フロー名（必須）

登録フローの名称を入力します。
システムで設定されている全ロケールに対して、入力します。

備考

フローの説明等を入力できます。
システムで設定されている全ロケールに対して、入力できます。

4. 「登録」をクリックします。

5. 基本情報を登録することができました。

6. バージョン情報を登録します。
「新規作成」をクリックします。

7. 基本情報を入力します。

バージョン期間（必須）

フロー定義のバージョンの有効期間を設定します。
バージョン期間の終了日は、必須入力ではありません。空欄の場合は無期限（システム終了日）となります。

バージョン有効/無効（必須）

フロー定義のバージョンの有効状態を設定します。

備考
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フロー定義のバージョンの説明等を入力できます。
システムで設定されている全ロケールに対して、入力できます。

コラムコラム

バージョンは、期間が重複しなければ、1つのコンテンツ定義にいくつでも登録することができます。

バージョン期間の設定可能範囲（システム開始日〜システム終了日）は、［ワークフローパラメータ］で変更する
ことができます。
（詳細は、別紙「 IM-Workflow 仕様書仕様書 」を参照してください。）

コンテンツ（必須）

このフローで利用したいコンテンツ定義を選択します。

 ＜検索＞を押下すると、＜コンテンツ定義‐検索＞画面がポップアップ表示され、登録済みのコンテンツ定義が
一覧表示されます。

登録したいコンテンツ定義の  を押下することで選択できます。

ルート（必須）

このフローで利用したいルート定義を選択します。

 ＜検索＞を押下すると、＜ルート定義‐検索＞画面がポップアップ表示され、登録済みのルート定義が一覧表
示されます。

登録したいルート定義の  を押下することで選択できます。

カレンダー

「自動処理」「自動催促」で使用される、案件の日数カウントの基準となるカレンダー定義を選択します。

 ＜検索＞を押下すると、＜カレンダー‐検索＞画面がポップアップ表示されます。
テナント管理者が登録済みのカレンダー定義が一覧表示されます。
未設定時は全ての日を1日としてカウントします。

登録したいカレンダー定義の  を押下することで選択できます。

機能設定

以下の項目の使用に関する制限を設定します。

intra-mart Accel Platform

36

http://www.intra-mart.jp/document/library/iap/public/im_workflow/im_workflow_specification.pdf
_images/basic_guide_3_5.png
_images/basic_guide_3_6.png
_images/basic_guide_3_7.png


ファイルの添付

ファイル添付の使用制限です。初期状態は「有効」です。「無効」に設定すると、このフローで申請
された案件ではファイルの添付が一切行えなくなります。

一括処理

一括処理の使用制限です。初期状態は「有効」です。「無効」に設定すると、このフローで申請さ
れた案件の一括処理が行えなくなります。

一括確認

一括確認の使用制限です。初期状態は「有効」です。「無効」に設定すると、このフローで申請さ
れた案件の一括確認が行えなくなります。

完了した案件の確認

完了した案件の確認の使用制限です。初期状態は「無効」です。「無効」に設定すると、このフ
ローで申請された案件が完了した後に、確認コメントを登録できなくなります。

自動処理

システムによる自動処理の使用制限です。初期状態は「無効」です。 「有効」とする場合、追加の
設定項目が表示されます。

処理期限（必須）

ノードに到達してから自動処理を実行するまでの日数を指定します。日数の
カウントは、カレンダーで設定したカレンダー定義に従います。

期限経過後の処理（必須）

期限経過後、「承認」「否認」のどちらの処理を行うかを指定します。

自動催促

システムによる自動催促の使用制限です。初期状態は「無効」です。 「有効」とする場合、追加の
設定項目が表示されます。

催促期限（必須）

ノードに到達してから自動催促を実行するまでの日数を指定します。日数の
カウントは、［カレンダー］で設定したカレンダー定義に従います。

コラムコラム

自動処理自動処理

「自動処理」とは、ノードの状態がある条件に合致した場合に案件を自動で処理する「自動処理」機能
による処理のことです。
自動処理が行われる条件は下記の通りです。

処理期限自動処理

案件がノード到達後に指定期間を経過した場合、自動でノードの処理が行
われます。
「承認ノード」「動的承認ノード」での処理のうち、「承認待ち」状態の案件の
み対象となります。
フロー定義の自動処理設定で設定を行います。

既処理者自動承認

申請ノードから自動処理対象のノードまでの間に承認を行った処理者が当
該ノードの処理対象者である場合、自動で処理を行います。
フロー定義の［ルート詳細］の、ノードの編集で、ノード到達処理として設定
できます。

連続自動承認

直前のノードの申請者、または承認者が当該ノードの処理対象者となる場
合、自動で処理を行います。
フロー定義の［ルート詳細］の、ノードの編集で、ノード到達処理として設定
できます。

再処理者自動承認

当該ノードの処理対象者に前回の承認者が存在する場合、自動でノードの
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処理を行います。
フロー定義の［ルート詳細］の、ノードの編集で、ノード到達処理として設定
できます。

※自動処理の条件についての詳細は、別紙「 IM-Workflow 仕様書仕様書 」を参照してくださ
い。

8. 「コンテンツ」にある「検索」をクリックします。

9. 作成したコンテンツ定義の「選択」アイコンをクリックします。

10. 「ルート」にある「検索」をクリックします。
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11. 作成したルート定義の「選択」アイコンをクリックします。

12. 「登録」をクリックします。

コラムコラム

機能設定の「全てのノードに設定」のチェックは、有効/無効（「一括処理」「自動処理」「自動催
促」）の設定を、登録したルートの全てのノードに反映させることができます。
反映させたい場合は、対象としたい項目に表示されたチェックボックスをチェックして［更新］ボタン
を押下します。

バージョンを新規作成した直後は、すでに全てのノードに対して同じ設定が反映されています。

13. バージョン情報を登録することができました。
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参照者を設定する参照者を設定する

参照者として指定したユーザは、このフローで申請された案件を参照できるようになります。
また、案件に対する操作権限を付与することで、案件の操作もできるようになります。

1. 「参照者」をクリックします。
参照者を登録しない場合はスキップし、「コンテンツ詳細」から操作ください。

2. 「検索」をクリックします。

3. 参照者を選択します。

4. 「権限設定」アイコンをクリックします。

intra-mart Accel Platform

40

_images/basic_guide_3_15.png
_images/basic_guide_3_16.png
_images/basic_guide_3_17.png


5. 参照者に与える権限を選択します。

保留解除

案件の保留状態を解除できる権限を与えます。

ノードの処理/確認対象者の変更

各ノードの処理・確認対象者を設定できる権限を与えます。

ノードの処理/確認対象者の再展開

各ノードの処理・確認対象者を再展開できる権限を与えます。

動的承認ノードの削除

動的承認ノードを途中で削除できる権限を与えます。

動的承認ノードの復活

削除された動的承認ノードを途中で再度配置できる権限を与えます。

横配置ノードの再設定/再展開

横配置ノード内の展開ノード数・処理対象者を途中で変更できる権限、および、処理対象者の再展開ができる権限
を与えます。

縦配置ノードの再設定/再展開

縦配置ノード内の展開ノード数・処理対象者を途中で変更できる権限、および、処理対象者の再展開ができる権限
を与えます。

処理中ノードの再設定/再展開

処理中ノードの移動ができる権限を与えます。

進む

現在処理中のノードを順方向のノードに移動できる（終了方面へ進める）権限です。

戻る

現在処理中のノードを逆方向のノードに移動できる（開始方面へ戻す）権限です。

終了

現在処理中のノードを終了ノードに移動させる（案件を強制的に承認終了させる）権限です。

コラムコラム

画面上部にある  ＜全権限剥奪＞を押下すると、全てのチェックボックスのチェックが外
れます。

画面上部にある  ＜全権限付与＞を押下すると、全てのチェックボックスがチェックされま
す。

6. 「設定」をクリックします。
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7. 「更新」をクリックします。

8. 参照者情報を登録することができました。

コラムコラム

標準組織の設定標準組織の設定

［ワークフローパラメータ］で「標準組織の使用可否」を可とすると、フロー定義ごとに標準組織を設定することが可能となります。
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標準組織を設定すると、このフローを利用できる組織を、指定した組織のみに制限することができます。
組織セットの使用が不可の場合、または標準組織に何も指定しない場合は、全ての組織がこのフローを利用できます。
※標準組織についての詳細は、別紙「 IM-Workflow 仕様書仕様書 」を参照してください。

［ワークフローパラメータ］で「組織セットの使用」を可とすると、＜フロー定義�バージョン�編集＞画面の［参照者］タブが、［参照
者/標準組織］に変化し、標準組織設定項目が追加表示されます。

標準組織を指定します。
＜フロー定義�バージョン�編集＞画面で、タブを［参照者/標準組織］に切り替えます。

「標準組織」欄の  ＜検索＞を押下すると、IM-共通マスタの組織検索画面がポップアップ表示されます。
このフローを利用させたい組織を選択します。選択した組織が一覧に表示されます。

一覧表示されている組織の、解除欄の  ＜解除＞を押下すると、その組織の登録を解除します。

※［ワークフローパラメータ］についての詳細は、別紙「 IM-Workflow 仕様書仕様書 」を参照してください。

コラムコラム

申請申請/起票後の参照者の変更起票後の参照者の変更

案件は案件開始時点のフロー定義、コンテンツ定義、ルート定義を保持します。

そのため、フロー定義の参照者を変更しても、申請/起票済み案件の参照者には影響を与えません。

申請/起票済み案件の参照者を個別で追加・変更したい場合は、案件操作機能を利用してください。
案件操作については、後述の「案件操作案件操作」を参照してください。

コンテンツ詳細を設定するコンテンツ詳細を設定する

ひもづくコンテンツ定義で初期設定としているものから、設定を変更します。

1. 「コンテンツ詳細」をクリックします。

2. 初期設定から変更したいコンテンツ情報の「標準から変更する」ラジオボタンをオンにします。
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案件開始時実行プログラム

案件開始時に実行するプログラムの設定です。初期状態は「標準から変更しない」です。

標準から変更する場合、「標準から変更する」を選択し、表示される  ＜検索＞を押下します。
ユーザプログラム定義‐検索画面がポップアップ表示され、コンテンツ定義で定義された案件開始時実行のユーザプログラム一
覧が表示されますので、登録したいユーザプログラムを設定します。

案件終了時実行プログラム

案件終了時に実行するプログラムの設定です。初期状態は「標準から変更しない」です。

標準から変更する場合、「標準から変更する」を選択し、表示される  ＜検索＞を押下します。
＜ユーザプログラム定義‐検索＞画面がポップアップ表示され、コンテンツ定義で定義された案件終了時実行のユーザプログラ
ム一覧が表示されますので、登録したいユーザプログラムを設定します。

案件退避時実行プログラム

完了した案件をアーカイブする際に実行するプログラムの設定です。初期状態は「標準から変更しない」です。

標準から変更する場合、「標準から変更する」を選択し、表示される  ＜検索＞を押下します。
＜ユーザプログラム定義‐検索＞画面がポップアップ表示され、コンテンツ定義で定義された案件退避時実行のユーザプログラ
ム一覧が表示されますので、登録したいユーザプログラムを設定します。

未完了案件削除時実行プログラム

未完了案件を削除する際に実行するプログラムの設定です。初期状態は「標準から変更しない」です。

標準から変更する場合、「標準から変更する」を選択し、表示される  ＜検索＞を押下します。
＜ユーザプログラム定義‐検索＞画面がポップアップ表示され、コンテンツ定義で定義された未完了案件削除時実行のユーザプ
ログラム一覧が表示されますので、登録したいユーザプログラムを設定します。

完了案件削除時実行プログラム

完了案件を削除する際に実行するプログラムの設定です。初期状態は「標準から変更しない」です。

標準から変更する場合、「標準から変更する」を選択し、表示される  ＜検索＞を押下します。
＜ユーザプログラム定義‐検索＞画面がポップアップ表示され、コンテンツ定義で定義された完了案件削除時実行のユーザプロ
グラム一覧が表示されますので、登録したいユーザプログラムを設定します。

過去案件削除時実行プログラム

過去案件を削除する際に実行するプログラムの設定です。初期状態は「標準から変更しない」です。

標準から変更する場合、「標準から変更する」を選択し、表示される  ＜検索＞を押下します。
＜ユーザプログラム定義‐検索＞画面がポップアップ表示され、コンテンツ定義で定義された過去案件削除時実行のユーザプロ
グラム一覧が表示されますので、登録したいユーザプログラムを設定します。

最終結果通知メール

案件の最終結果を通知するメールの設定です。初期状態は「標準から変更しない」です。

標準から変更する場合、「標準から変更する」を選択し、表示される  ＜検索＞を押下します。
メール定義‐検索画面がポップアップ表示され、コンテンツ定義で定義された最終結果通知のメール定義一覧が表示されますの
で、登録したいメール定義を設定します。

参照依頼メール

案件の参照依頼を通知するメールの設定です。初期状態は「標準から変更しない」です。

標準から変更する場合、「標準から変更する」を選択し、表示される  ＜検索＞を押下します。
メール定義‐検索画面がポップアップ表示され、コンテンツ定義で定義された、参照依頼のメール定義一覧が表示されます。
登録したいメール定義を設定します。

処理詳細画面

案件の処理詳細画面の設定です。初期状態は「標準から変更しない」です。
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標準から変更する場合、「標準から変更する」を選択し、表示される  ＜検索＞を押下します。
画面定義‐検索画面がポップアップ表示され、コンテンツ定義で定義された画面種別が「処理詳細画面」の画面定義一覧が表示
されますので、登録したい画面定義を設定します。

確認詳細画面

案件の確認詳細画面の設定です。初期状態は「標準から変更しない」です。

標準から変更する場合、「標準から変更する」を選択し、表示される  ＜検索＞を押下します。
画面定義‐検索画面がポップアップ表示され、コンテンツ定義で定義された画面種別が「確認詳細画面」の画面定義一覧が表示
されますので、登録したい画面定義を設定します。

過去参照画面

案件の過去参照画面の設定です。初期状態は「標準から変更しない」です。

標準から変更する場合、「標準から変更する」を選択し、表示される  ＜検索＞を押下します。
画面定義‐検索画面がポップアップ表示され、コンテンツ定義で定義された画面種別が「過去参照画面」の画面定義一覧が表示
されますので、登録したい画面定義を設定します。

3. 「検索」から変更したいコンテンツを選択します。

4. 設定が完了したら、「更新」をクリックします。

5. コンテンツ詳細を設定することができました。
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コラムコラム

コンテンツ定義・ルート定義のバージョンごとの詳細設定コンテンツ定義・ルート定義のバージョンごとの詳細設定

フロー定義のバージョン期間内に有効なコンテンツ定義の全バージョン、ルート定義の全バージョンごとに、コンテンツ詳細、ルート詳
細を設定することができます。

設定するバージョンを選択します。

＜フロー定義�バージョン�編集（タブ：コンテンツ詳細）＞画面、または＜フロー定義�バージョン�編集（タブ：ルート詳

細）＞画面で、  ＜バージョン選択＞を押下します。
＜バージョン選択＞画面が表示され、フロー定義のバージョン期間内に有効なコンテンツのバージョン一覧、ルート
のバージョン一覧が表示されます。

対象としたいバージョンを選択します。

※詳細欄の  を押下すると、コンテンツ、フローのバージョンの詳細が確認できます。
※コンテンツ、ルートの両方のバージョン期間が一部、または、全部重なる組み合わせを選択してください。

［決定］ボタンを押下します。

コンテンツ詳細では、詳細設定の対象となるのはコンテンツ定義の内容のみであるため、ルート定義のバージョンは関係しません。
ルート詳細では、コンテンツ定義の内容とルート定義の内容を関係づけるため、コンテンツ定義のバージョンと、ルート定義のバージョ
ンの全ての組み合わせについて選択・詳細設定することができます。

コラムコラム

フロー定義のコピーフロー定義のコピー

フロー定義をコピーすることで、コピー元のバージョン情報を保持した、新たなフロー定義を作成することができます。

1. ＜フロー定義バージョン編集＞画面で、画面上部に表示される  ＜フローコピー＞を押下すると、＜フロー定
義�コピー＞画面に遷移します。
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2. 新規に作成するコピー先のフロー定義の基本情報、および、バージョンの期間情報を入力します。

3. ［登録］ボタンを押下します。

コピー元のコンテンツ定義のバージョンの、「参照者」「コンテンツ詳細」「ルート詳細」の情報が同一のバージョンを１つ保持したフロー
定義が、指定したバージョン期間で新たに作成されます。

※作成したフロー定義に登録されるバージョンは1つです。
コピー元のフロー定義に登録されている、その他のバージョンはコピーされません。

コラムコラム

フロー定義のバージョンのコピーフロー定義のバージョンのコピー

バージョンをコピーすることで、コピー元のバージョンの情報を保持した新たなバージョンを、同一フロー定義内に作成することができま
す。

1. ＜フロー定義バージョン編集＞画面で、画面上部に表示される  ＜バージョンコピー＞を押下すると、＜フロー定
義�バージョン�コピー＞画面に遷移します。

2. 新規に作成するコピー先のバージョンの期間情報を入力します。

3. 画面の中ほどに、バージョン期間表が表示されます。

同じフロー定義に登録されている全てのバージョンの期間が示された表です。
システム期間の範囲が表示され、以下の色分けで表示されます。

  
赤 コピー元のバージョンの期間です。
青 同じフロー定義に登録されているバージョンの期間で、バージョン有効/無効設定が「有効」で

ある期間です。
灰色 同じフロー定義に登録されているバージョンの期間で、バージョン有効/無効設定が「無効」で

ある期間です。
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白 同じフロー定義でバージョンが定義されていない期間です。

コピー元以外の期間に表示される  ＜この期間にコピー＞を押下すると、その期間がコピー先のバージョンの
バージョン期間として入力されます。

4. ［登録］ボタンを押下します。

コピー元バージョンの、「参照者」「コンテンツ詳細」「ルート詳細」の情報が同一のバージョンが、指定したバージョン期間で新たに作
成されます。
※指定した期間に、既存のバージョンの期間の全て、または一部が含まれている場合、コピー先バージョンの期間が最優先で上書きさ
れ、既存バージョンは消去、または期間が変更されます。

ルート詳細を設定するルート詳細を設定する

ひもづくルート定義の細かい設定をします。
各ノードに割り当てられている画面や処理などを設定します。

1. 「ルート詳細」をクリックします。

2. 編集したい「ノード」をダブルクリックします。

3. ルート詳細情報を編集します。

4. 編集が完了したら、「登録」をクリックします。

intra-mart Accel Platform

48

_images/basic_guide_3_31.png
_images/basic_guide_3_32.png


5. ルート詳細を設定することができました。

ノードを編集するノードを編集する

［ワークフロー］-［ワークフローシステム管理者］-［マスタ定義］-［フロー定義］、＜ルート定義�バージョン�編集＞画面の
「ルート詳細」で行う、ルート上の各ノードの詳細設定について説明します。

＜フロー定義�バージョン�編集＞画面の「ルート詳細」で表示される、フロー上のノード一覧の  を押下すると、各ノードの
詳細設定画面が表示されます。
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開始・終了ノード設定

ノード設定（開始ノード）

ノード設定（終了ノード）

アクション動作処理

当ノードの処理が行われる際に実行するプログラムを指定します。
初期状態は「標準から変更しない」です。

標準から変更する場合、「標準から変更する」を選択し、表示される  ＜検索＞を押下します。
＜ユーザプログラム定義‐検索＞画面がポップアップ表示され、コンテンツ定義で定義されたユーザプログラム一
覧が表示されますので、登録したいユーザプログラムを設定します。
設定しない場合は、当ノードが実行される際にプログラムを実行しません。

ノード到達処理

当ノードに到達した際に実行するプログラムを指定します。初期状態は「標準から変更しない」です。

標準から変更する場合、「標準から変更する」を選択し、表示される  ＜検索＞を押下します。
＜ユーザプログラム定義‐検索＞画面がポップアップ表示され、コンテンツ定義で定義されたユーザプログラム一
覧が表示されますので、登録したいユーザプログラムを設定します。
設定しない場合は、当ノードに到達した際にプログラムを実行しません。

申請ノード設定
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標準設定

申請画面

当ノードで新規申請時に表示する画面定義を指定します。初期状態は「標準から変更しない」です。

標準から変更する場合、「標準から変更する」を選択し、表示される  ＜検索＞を押下します。
＜画面定義‐検索＞画面がポップアップ表示され、コンテンツ定義で定義された画面種別が「申請画面」の画面
定義一覧が表示されますので、登録したい画面定義を設定します。

一時保存画面

当ノードで一時保存時に表示する画面定義を指定します。初期状態は「標準から変更しない」です。

標準から変更する場合、「標準から変更する」を選択し、表示される  ＜検索＞を押下します。
＜画面定義‐検索画面＞がポップアップ表示され、コンテンツ定義で定義された、画面種別が「一時保存画面」の
画面定義一覧が表示されますので、登録したい画面定義を設定します。

申請（起票案件）画面

当ノードで起票された案件の申請時に表示する画面定義を指定します。初期状態は「標準から変更しない」です。

標準から変更する場合、「標準から変更する」を選択し、表示される  ＜検索＞を押下します。
＜画面定義‐検索＞画面がポップアップ表示され、コンテンツ定義で定義された、画面種別が「申請（起票案件）
画面」の画面定義一覧が表示されますので、登録したい画面定義を設定します。

再申請画面

当ノードで再申請時に表示する画面定義を指定します。初期状態は「標準から変更しない」です。

標準から変更する場合、「標準から変更する」を選択し、表示される  ＜検索＞を押下します。
＜画面定義‐検索＞画面がポップアップ表示され、コンテンツ定義で定義された、画面種別が「再申請画面」の画
面定義一覧が表示されますので、登録したい画面定義を設定します。

アクション動作処理

当ノードの処理が行われる際に実行するプログラムを指定します。初期状態は「標準から変更しない」です。

標準から変更する場合、「標準から変更する」を選択し、表示される  ＜検索＞を押下します。
＜ユーザプログラム定義‐検索＞画面がポップアップ表示され、コンテンツ定義で定義されたユーザプログラム一
覧が表示されますので、登録したいユーザプログラムを設定します。 設定しない場合は、当ノードが実行される際
にプログラムを実行しません。

ノード到達処理

当ノードに到達した際に実行するプログラムを指定します。初期状態は「標準から変更しない」です。

標準から変更する場合、「標準から変更する」を選択し、表示される  ＜検索＞を押下します。
＜ユーザプログラム定義‐検索＞画面がポップアップ表示され、コンテンツ定義で定義されたユーザプログラム一
覧が表示されますので、登録したいユーザプログラムを設定します。 設定しない場合は、当ノードに到達した際に
プログラムを実行しません。

処理依頼メール

当ノードに到達した際に実行する送信するメールを指定します。初期状態は「標準から変更しない」です。

標準から変更する場合、「標準から変更する」を選択し、表示される  ＜検索＞を押下します。
＜メール定義‐検索＞画面がポップアップ表示され、コンテンツ定義で定義されたメール種別が「処理依頼」の
メール一覧が表示されますので、登録したいメール定義を設定します。
設定しない場合は、当ノードに到達した際にメールを送信しません。

機能設定

以下の項目の使用に関する制限を設定します。

ファイルの添付

当ノードでの添付ファイルの使用に関する制限設定を行います。「追加禁止」のみチェックして
登録することはできません。

自動催促
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当ノードでの自動催促に関する制限設定を行います。初期状態は、バージョンの基本情報での
設定と一致します。
※「有効」とする場合、追加の設定項目が表示されます。

催促期限（必須）

ノードに到達してから自動催促を実行するまでの日数を指定します。

処理設定

処理許可

申請

当ノードで申請を行うことを許可するかどうかを設定します。申請ノードでは、チェック状態固定で変更不可で
す。

再申請

当ノードで再申請を行うことを許可するかどうかを設定します。チェックすると、このノードから再申請を行える
ようになります。

引戻し

当ノードで引戻しを行うことを許可するかどうかを設定します。チェックすると、このノードから引戻しを行える
ようになります。

取止め

当ノードで取止めを行うことを許可するかどうかを設定します。チェックすると、このノードから取止めを行える
ようになります。

起票

当ノードで起票状態を許可するかどうかを設定します。申請ノードでは、チェック状態固定で変更不可です。

処理名

このノードで許可した処理に対して、独自の名称を設定できます。
標準から名称を変更したい場合は「名称を変更する」を選択し、表示される入力欄に変更する内容を入力してくだ
さい。システムで設定されている全ロケールに対して、入力します。

承認ノード設定

標準設定

処理画面

当ノードで処理時に表示する画面定義を指定します。初期状態は「標準から変更しない」です。

標準から変更する場合、「標準から変更する」を選択し、表示される  ＜検索＞を押下します。
＜画面定義‐検索＞画面がポップアップ表示され、コンテンツ定義で定義された画面種別が「処理画面」の画面
定義一覧が表示されますので、登録したい画面定義を設定します。

アクション動作処理
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当ノードの処理が行われる際に実行するプログラムを指定します。初期状態は「標準から変更しない」です。

標準から変更する場合、「標準から変更する」を選択し、表示される  ＜検索＞を押下します。
＜ユーザプログラム定義‐検索＞画面がポップアップ表示され、コンテンツ定義で定義されたユーザプログラム一
覧が表示されますので、登録したいユーザプログラムを設定します。 設定しない場合は、当ノードが実行される際
にプログラムを実行しません。

ノード到達処理

当ノードに到達した際に実行するプログラムを指定します。初期状態は「標準から変更しない」です。

標準から変更する場合、「標準から変更する」を選択し、表示される  ＜検索＞を押下します。
＜ユーザプログラム定義‐検索＞画面がポップアップ表示され、コンテンツ定義で定義されたユーザプログラム一
覧が表示されますので、登録したいユーザプログラムを設定します。 設定しない場合は、当ノードに到達した際に
プログラムを実行しません。

処理依頼メール

当ノードに到達した際に実行する送信するメールを指定します。初期状態は「標準から変更しない」です。

標準から変更する場合、「標準から変更する」を選択し、表示される  ＜検索＞を押下します。
＜メール定義‐検索＞画面がポップアップ表示され、コンテンツ定義で定義されたメール種別が「処理依頼」の
メール一覧が表示されますので、登録したいメール定義を設定します。
設定しない場合は、当ノードに到達した際にメールを送信しません。

機能設定

以下の項目の使用に関する制限を設定します。

ファイルの添付

当ノードでの添付ファイルの使用に関する制限設定を行います。「追加禁止」のみチェックして
登録することはできません。

一括処理

当ノードでの一括処理の使用に関する制限設定を行います。初期状態は、バージョンの基本情
報での設定と一致します。

自動処理

当ノードでのシステムによる自動処理に関する制限設定を行います。初期状態は、バージョン
の基本情報での設定と一致します。
※「有効」とする場合、追加の設定項目が表示されます。

処理期限（必須）

ノードに到達してから自動処理を実行するまでの日数を指定します。

期限経過後の処理（必須）

期限経過後に実行する、「承認」「否認」「指定ノードへ差戻し」のいずれかの処理を指定
します。
※「指定ノードへの差戻し」とする場合、差戻し先ノードの指定項目が追加されます。

差戻し先ノード（必須）

当ノードで、差戻しの自動処理が実行された場合の差戻し先ノードを指定します。

表示される  ＜検索＞を押下すると、ノード定義‐検索画面がポップアップ表示され、当
ノードから差戻し可能なノード一覧が表示されますので、登録したいノードを設定します。

自動催促

当ノードでの自動催促に関する制限設定を行います。初期状態は、バージョンの基本情報での
設定と一致します。
※「有効」とする場合、追加の設定項目が表示されます。

催促期限（必須）

ノードに到達してから自動催促を実行するまでの日数を指定します。

処理設定
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処理許可

承認

当ノードで承認を行うことを許可するかどうかを設定します。承認ノードでは、チェック状態固定で変更不可で
す。

承認終了

当ノードで承認終了を行うことを許可するかどうかを設定します。チェックすると、このノードから承認終了を
行えるようになります。

差戻し

当ノードで差戻しを行うことを許可するかどうかを設定します。チェックすると、このノードから差戻しを行える
ようになります。

引戻し

当ノードで引戻しを行うことを許可するかどうかを設定します。チェックすると、このノードから引戻しを行える
ようになります。

否認

当ノードで否認を許可するかどうかを設定します。チェックすると、このノードから否認を行えるようになりま
す。

保留

当ノードで保留を許可するかどうかを設定します。チェックすると、このノードから保留を行えるようになりま
す。

保留解除

当ノードで保留解除を許可するかどうかを設定します。チェックすると、このノードから保留解除を行えるよう
になります。

振替

当ノードで振替を許可するかどうかを設定します。チェックすると、このノードから振替を行えるようになりま
す。

処理名

このノードで許可した処理に対して、独自の名称を設定できます。
標準から名称を変更したい場合は「名称を変更する」を選択し、表示される入力欄に変更する内容を入力してくだ
さい。システムで設定されている全ロケールに対して、入力します。

コラムコラム

引戻し処理、振替処理の名称変更はできません。

分岐開始ノード設定

分岐開始方法

申請/処理時に分岐先を選択する

このノードより前に接続されている申請、承認ノードで、分岐先ルートを指定したい場合に選択します。
この方法を設定する場合、追加の設定項目が表示されます。

分岐先設定可能ノード（必須）

処理時に分岐先を選択可能とするノードを指定します。表示される  ＜検索＞を押下する
と、＜ノード定義‐検索＞画面がポップアップ表示され、このノード以前の申請、処理ノード一覧
が表示されますので、分岐先の選択権を与えたいノードを選択します。
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分岐先選択可能数

選択可能なルートを単一とするか複数とするかを設定します。

ルール定義で分岐開始する

コンテンツ定義で登録したルールによって、分岐を行いたい場合に選択します。
この方法を設定する場合、分岐先の次ノード一覧が表示されます。

各ノードに進むための分岐条件を、コンテンツ定義に登録したルールから指定します。各ノード欄の  ＜検索
＞を押下します。
＜ルール定義‐検索＞画面がポップアップ表示され、コンテンツ定義で登録したルール一覧が表示されますので、
分岐条件としたいルールを選択します。

 ＜詳細＞を押下すると、設定したルールの詳細を確認できます。

ユーザプログラムで分岐開始する

コンテンツ定義で登録したユーザプログラムによって、分岐を行いたい場合に選択します。

この方法を設定する場合、分岐先の次ノード一覧が表示されます。
各ノードに進むための分岐条件を、コンテンツ定義に登録したユーザプログラムから指定します。

各ノード欄の  ＜検索＞を押下します。

＜ユーザプログラム定義‐検索＞画面がポップアップ表示され、コンテンツ定義で登録したユーザプログラム一覧
が表示されますので、分岐条件としたいユーザプログラムを選択します。

 ＜詳細＞を押下すると、設定したユーザプログラムの詳細を確認できます。

設定しない

分岐開始条件を設定しません。無条件に後方すべてのノードに処理を進めます。

分岐終了ノード設定

分岐終了方法

ルール定義で分岐終了する

コンテンツ定義で登録したルールによって、分岐を終了したい場合に選択します。
この方法を設定する場合、ルールの指定欄が表示されます。

分岐を終了させるための条件を、コンテンツ定義に登録したルールから指定します。  ＜検索＞を押下します。
＜ルール定義‐検索＞画面がポップアップ表示され、コンテンツ定義で登録したルール一覧が表示されますので、
分岐終了条件としたいルールを選択します。 ＜詳細＞を押下すると、設定したルールの詳細を確認できます。

ルール定義で分岐終了する

コンテンツ定義で登録したユーザプログラムによって、分岐を終了したい場合に選択します。
この方法を設定する場合、分岐プログラムの指定欄が表示されます。

分岐を終了させるための条件を、コンテンツ定義に登録したユーザプログラムから指定します。  ＜検索＞を押
下します。
＜ユーザプログラム定義‐検索＞画面がポップアップ表示され、コンテンツ定義で登録したユーザプログラム一覧
が表示されますので、分岐終了条件としたいユーザプログラムを選択します。

 ＜詳細＞を押下すると、設定したユーザプログラムの詳細を確認できます。

設定しない

分岐終了条件を設定しません。このノードの前方に設定されている複数の処理がすべて終了した時点で、処理を
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次のノードに進めます。

動的承認・横配置・縦配置ノード設定

動的承認ノード：基本設定

横配置ノード：基本設定

基本設定

動的承認ノードの削除

動的承認ノードが削除禁止かどうかを指定します。
チェックを外すと、配置を行わない（ノードを削除する）ことを許可することができます。
動的承認ノードのみの設定項目です。横配置ノード・縦配置ノードの場合は表示されません。

割当可能ノード数（必須）

配置ノード数の最大値と必須配置ノード数（最小ノード数）を指定します。
最小値に0を指定すると、配置を行わない（ノードを削除する）ことを許可することができます。
横配置ノード・縦配置ノードのみの設定項目です。動的承認ノードの場合は表示されません。

処理対象者設定可能ノード

動的承認・横配置・縦配置ノードの処理対象者、および、配置数を設定できるノードを指定します。

 ＜検索＞を押下すると、ノード定義‐検索画面がポップアップ表示され、指定可能なノード一覧
が表示されますので、登録したいノードを設定します。

コラムコラム

割当可能ノード数の値は、0〜99の範囲内で指定できます。

横配置ノード：標準設定

標準設定

処理画面
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当ノードで処理時に表示する画面定義を指定します。初期状態は「標準から変更しない」です。

標準から変更する場合、「標準から変更する」を選択し、表示される  ＜検索＞を押下します。
＜画面定義‐検索＞画面がポップアップ表示され、コンテンツ定義で定義された画面種別が「処理画面」の画面
定義一覧が表示されますので、登録したい画面定義を設定します。

アクション動作処理

当ノードの処理が行われる際に実行するプログラムを指定します。初期状態は「標準から変更しない」です。

標準から変更する場合、「標準から変更する」を選択し、表示される  ＜検索＞を押下します。
＜ユーザプログラム定義‐検索＞画面がポップアップ表示され、コンテンツ定義で定義されたユーザプログラム一
覧が表示されますので、登録したいユーザプログラムを設定します。 設定しない場合は、当ノードが実行される際
にプログラムを実行しません。

ノード到達処理

当ノードに到達した際に実行するプログラムを指定します。初期状態は「標準から変更しない」です。

標準から変更する場合、「標準から変更する」を選択し、表示される  ＜検索＞を押下します。
＜ユーザプログラム定義‐検索＞画面がポップアップ表示され、コンテンツ定義で定義されたユーザプログラム一
覧が表示されますので、登録したいユーザプログラムを設定します。 設定しない場合は、当ノードに到達した際に
プログラムを実行しません。

処理依頼メール

当ノードに到達した際に実行する送信するメールを指定します。初期状態は「標準から変更しない」です。

標準から変更する場合、「標準から変更する」を選択し、表示される  ＜検索＞を押下します。
＜メール定義‐検索＞画面がポップアップ表示され、コンテンツ定義で定義されたメール種別が「処理依頼」の
メール一覧が表示されますので、登録したいメール定義を設定します。
設定しない場合は、当ノードに到達した際にメールを送信しません。

機能設定

以下の項目の使用に関する制限を設定します。

ファイルの添付

当ノードでの添付ファイルの使用に関する制限設定を行います。「追加禁止」のみチェックして
登録することはできません。

一括処理

当ノードでの一括処理の使用に関する制限設定を行います。初期状態は、バージョンの基本情
報での設定と一致します。

自動処理

当ノードでのシステムによる自動処理に関する制限設定を行います。初期状態は、バージョン
の基本情報での設定と一致します。
※「有効」とする場合、追加の設定項目が表示されます。

処理期限（必須）

ノードに到達してから自動処理を実行するまでの日数を指定します。

期限経過後の処理（必須）

期限経過後に実行する、「承認」「否認」「指定ノードへ差戻し」のいずれかの処理を指定
します。
※「指定ノードへの差戻し」とする場合、差戻し先ノードの指定項目が追加されます。

差戻し先ノード（必須）

当ノードで、差戻しの自動処理が実行された場合の差戻し先ノードを指定します。

表示される  ＜検索＞を押下すると、ノード定義‐検索画面がポップアップ表示され、当
ノードから差戻し可能なノード一覧が表示されますので、登録したいノードを設定します。

自動催促

当ノードでの自動催促に関する制限設定を行います。初期状態は、バージョンの基本情報での
設定と一致します。
※「有効」とする場合、追加の設定項目が表示されます。

催促期限（必須）

ノードに到達してから自動催促を実行するまでの日数を指定します。

横配置ノード：処理設定
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処理設定

処理許可

承認

当ノードで承認を行うことを許可するかどうかを設定します。承認ノードでは、チェック状態固定で変更不可で
す。

承認終了

当ノードで承認終了を行うことを許可するかどうかを設定します。チェックすると、このノードから承認終了を
行えるようになります。

差戻し

当ノードで差戻しを行うことを許可するかどうかを設定します。チェックすると、このノードから差戻しを行える
ようになります。

引戻し

当ノードで引戻しを行うことを許可するかどうかを設定します。チェックすると、このノードから引戻しを行える
ようになります。

否認

当ノードで否認を許可するかどうかを設定します。チェックすると、このノードから否認を行えるようになりま
す。

保留

当ノードで保留を許可するかどうかを設定します。チェックすると、このノードから保留を行えるようになりま
す。

保留解除

当ノードで保留解除を許可するかどうかを設定します。チェックすると、このノードから保留解除を行えるよう
になります。

振替

当ノードで振替を許可するかどうかを設定します。チェックすると、このノードから振替を行えるようになりま
す。

処理名

このノードで許可した処理に対して、独自の名称を設定できます。
標準から名称を変更したい場合は「名称を変更する」を選択し、表示される入力欄に変更する内容を入力してくだ
さい。システムで設定されている全ロケールに対して、入力します。

コラムコラム

引戻し処理、振替処理の名称変更はできません。

プラグイン設定

許可

このノードの処理対象者を利用者が選択する場合に、選択できる処理対象者の種類を限定できます。
「許可」のチェックボックスを外すと、利用者がこのノードの処理対象者を設定する際に、選択対象から除外できま
す。

コラムコラム

ワークフローシステム管理者、または、ワークフロー運用管理者が案件操作でノード設定を
行った場合は、プラグイン設定は適用されず、すべての処理対象者が選択できます。

システムノード設定
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標準設定

アクション動作処理

当ノードの処理が行われる際に実行するプログラムを指定します。初期状態は「標準から変更しない」です。

標準から変更する場合、「標準から変更する」を選択し、表示される  ＜検索＞を押下します。
＜ユーザプログラム定義‐検索＞画面がポップアップ表示され、コンテンツ定義で定義されたユーザプログラム一
覧が表示されますので、登録したいユーザプログラムを設定します。 設定しない場合は、当ノードが実行される際
にプログラムを実行しません。
設定しない場合は、当ノードが実行される際にプログラムを実行しません。

ノード到達処理

当ノードに到達した際に実行するプログラムを指定します。初期状態は「標準から変更しない」です。

標準から変更する場合、「標準から変更する」を選択し、表示される  ＜検索＞を押下します。
＜ユーザプログラム定義‐検索＞画面がポップアップ表示され、コンテンツ定義で定義されたユーザプログラム一
覧が表示されますので、登録したいユーザプログラムを設定します。 設定しない場合は、当ノードに到達した際に
プログラムを実行しません。
設定しない場合は、当ノードに到達した際にプログラムを実行しません。

処理設定

処理許可

承認

当ノードで承認を行うことを許可するかどうかを設定します。承認ノードでは、チェック状態固定で変更不可で
す。

承認終了

当ノードで承認終了を行うことを許可するかどうかを設定します。チェックすると、このノードから承認終了を
行えるようになります。

差戻し

当ノードで差戻しを行うことを許可するかどうかを設定します。チェックすると、このノードから差戻しを行える
ようになります。

引戻し

当ノードで引戻しを行うことを許可するかどうかを設定します。チェックすると、このノードから引戻しを行える
ようになります。

否認

当ノードで否認を許可するかどうかを設定します。チェックすると、このノードから否認を行えるようになりま
す。

保留

当ノードで保留を許可するかどうかを設定します。チェックすると、このノードから保留を行えるようになりま
す。

保留解除

当ノードで保留解除を許可するかどうかを設定します。チェックすると、このノードから保留解除を行えるよう
になります。
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振替

当ノードで振替を許可するかどうかを設定します。チェックすると、このノードから振替を行えるようになりま
す。

処理名

このノードで許可した処理に対して、独自の名称を設定できます。
標準から名称を変更したい場合は「名称を変更する」を選択し、表示される入力欄に変更する内容を入力してくだ
さい。システムで設定されている全ロケールに対して、入力します。

コラムコラム

引戻し処理、振替処理の名称変更はできません。

テンプレート置換ノード設定

設定されている置換ルートの名称を確認できます。

※テンプレートのルートを確認したい場合は、＜ルート定義�バージョン�編集＞画面の「ルート詳細」で表示される、フロー上のノード

一覧の、「テンプレート置換ノード」のノード名欄に表示される  を押下します。＜ルート定義�詳細＞画面が表示され、テンプレート
のルートを確認できます。

確認ノード設定

標準設定

確認画面

当ノードで確認時に表示する画面定義を指定します。初期状態は「標準から変更しない」です。

標準から変更する場合、「標準から変更する」を選択し、表示される  ＜検索＞を押下します。
＜画面定義‐検索＞画面がポップアップ表示され、コンテンツ定義で定義された画面種別が「確認画面」の画面
定義一覧が表示されますので、登録したい画面定義を設定します。

確認依頼メール

当ノードに到達した際に実行する送信するメールを指定します。初期状態は「標準から変更しない」です。

標準から変更する場合、「標準から変更する」を選択し、表示される  ＜検索＞を押下します。
＜メール定義‐検索＞画面がポップアップ表示され、コンテンツ定義で定義されたメール種別が「確認依頼」の
メール一覧が表示されますので、登録したいメール定義を設定します。
設定しない場合は、当ノードに到達した際にメールを送信しません。

確認対象者設定可能ノード

確認ノードの確認対象者を設定できるノードを指定します。

 ＜検索＞を押下すると、ノード定義‐検索画面がポップアップ表示され、指定可能なノード一覧が表示されます
ので、登録したいノードを設定します。

処理設定

処理許可

確認

当ノードで確認を行うことを許可するかどうかを設定します。確認ノードでは、チェック状態固定で変更不可で
す。

処理名

intra-mart Accel Platform

60

_images/basic_guide_3_55.png
_images/basic_guide_3_56.png


このノードで許可した処理に対して、独自の名称を設定できます。
標準から名称を変更したい場合は「名称を変更する」を選択し、表示される入力欄に変更する内容を入力してくだ
さい。システムで設定されている全ロケールに対して、入力します。

プラグイン設定

許可

このノードの確認対象者を利用者が選択する場合に、選択できる確認対象者の種類を限定できます。
「許可」のチェックボックスを外すと、利用者がこのノードの確認対象者を設定する際に、選択対象から除外できま
す。

コラムコラム

ワークフローシステム管理者、または、ワークフロー運用管理者が案件操作でノード設定を
行った場合は、プラグイン設定は適用されず、すべての処理対象者が選択できます。

注意注意

フロー定義の個別設定（コンテンツ詳細、ノード連携情報）を行った後に、フローが参照しているコンテンツ定義やルート定義を変更す
ると、個別設定の内容が初期化される場合があります。
フローの設定後にコンテンツ定義やルート定義を変更する場合は、変更後にフローの設定に問題がないか確認の上、必要に応じて
ルート詳細設定を再度設定してください。

以上でフロー定義の登録が完了しました。

コラムコラム

処理名の変更処理名の変更

ノード詳細の処理設定で処理名を標準から変更した場合、以下の画面・機能で表示する処理名が変更されます。

処理画面での処理種別、処理ボタン

処理画面での確認メッセージ

処理（確認）履歴、フロー参照での処理名

処理履歴
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フロー参照

メール定義、IMBox定義での置換文字列「前処理（{^Before_Proc_Nm^}）」

案件プロパティ定義を登録・設定する

案件処理中にユーザコンテンツ固有の業務データを保持したい場合、「案件プロパティ」を使用して業務データを保持することができます。
案件プロパティを定義することにより、以下の機能で案件プロパティを使用することができるようになります。

案件を一覧表示する画面で、案件プロパティの値を表示する。
ルールが判定するパラメータとして案件プロパティを選択する。
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メールテンプレートやIMBoxテンプレートの置換文字列として案件プロパティを使用する。

目次目次

案件プロパティ定義を設定する案件プロパティ定義を設定する

案件プロパティ定義を設定する案件プロパティ定義を設定する

1. 「サイトマップ」→「ワークフロー」→「ワークフロー管理者」→「マスタ定義」→「案件プロパティ定義」をクリックします。

2. 「新規作成」をクリックします。

コラムコラム

案件プロパティ定義の検索・表示案件プロパティ定義の検索・表示

案件プロパティ定義の一覧画面では、条件を指定して案件プロパティ定義を検索し、該当するものだけ
を表示させることができます。

画面上部の検索条件指定項目に、検索条件を入力します。

1. 「使用種別」のプルダウンから、検索対象としたい案件プロパティ定義の使用種別を
選択します。
選択した使用種別が設定されているもののみを対象とします。

2. 右のプルダウンから、検索対象としたい案件プロパティ定義の項目を選択します。

3. 右のテキストボックスに、検索したい文字列を入力します。

4. ［検索］ボタンを押下します。

選択した検索対象に対して、入力した文字列が部分一致する案件プロパティ定義のみを表示します。

コラムコラム

案件プロパティ定義の編集・削除案件プロパティ定義の編集・削除

すでに登録されている案件プロパティの編集を行う場合は、編集したい案件プロパティの行の編集欄に

表示されている  を押下します。
＜案件プロパティ定義�編集＞画面に遷移しますので、内容を編集後に［更新］ボタンを押下すると、更
新が行われます。
案件プロパティの削除を行う場合も同様に操作し、遷移先の＜案件プロパティ定義�編集＞画面で、
［削除］ボタンを押下します。

すでに一覧表示パターン定義、ルール定義で使用されている案件プロパティは削除
できません。
メール定義で使用されている案件プロパティを削除した場合、送信されるメールの
内容が正しく設定されない場合がありますので、削除しないようご注意ください。

3. 案件プロパティ定義情報を入力します。
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キー（必須）

案件プロパティ定義の一意のキーを入力します。すでに登録されているキーは使用できません。

キー名（必須）

登録コンテンツの名称を入力します。
システムで設定されている全ロケールに対して、入力します。

型（必須）

案件プロパティ定義のキーの型を選択します。

文字列

数値

カンマ区切りで表示する

チェックすると、一覧画面に表示する値とメールテンプレートの置換結果の値をカンマ区切
りのフォーマットで表示します。初期状態はOFFです。
※「型(必須)」から「数値」を選択すると表示されます。

使用種別

本案件プロパティ定義を利用する要素を指定します。

一覧表示項目の項目として使用する

チェックすると、一覧表示項目定義で使用可能になります。初期状態はOFFです。

メールの置換文字列として使用する

チェックすると、メール定義で使用可になります。初期状態はOFFです。

IMBoxの置換文字列として使用する

チェックすると、IMBox定義で使用可になります。初期状態はOFFです。

ルールの条件の変数として使用する

チェックすると、ルール定義で使用可能になります。初期状態はOFFです。

表示位置

一覧画面での項目の表示位置を選択します。

左寄せ
中央寄せ
右寄せ

※「使用種別」から「一覧表示項目の項目として使用する」をチェックすると表示されます。

検索範囲

一覧画面から遷移する表示条件画面での検索可能範囲を選択します。

単一選択
範囲選択

※「使用種別」から「一覧表示項目の項目として使用する」をチェックすると表示されます。

カレンダー表示

一覧画面から遷移する表示条件画面で、条件入力時にカレンダーを使用するかどうかを選択します。
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※「型」で「文字列」を選択し、「使用種別」から「一覧表示項目の項目として使用する」をチェックすると表示されま
す。

備考

案件プロパティ定義の説明等を入力できます。
システムで設定されている全ロケールに対して、入力できます。

4. 「登録」をクリックします。

5. 案件プロパティ定義を登録することができました。

以上で案件プロパティ定義の登録が完了しました。

コラムコラム

案件プロパティ定義のコピー案件プロパティ定義のコピー

作成した案件プロパティ定義はコピーすることができます。

1. ＜案件プロパティ定義�編集＞画面で、画面上部に表示される  ＜コピー＞を押下すると、＜案件プロパティ定
義�新規作成＞画面に遷移します。
画面上には「キー」以外のコピー元の情報が、あらかじめ入力されています。
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2. 新規に作成するコピー先の案件プロパティ定義の「キー」を入力します。

3. ［登録］ボタンを押下します。

コピー元の案件プロパティ定義の、「キー」以外の情報が同一の案件プロパティが、新たに作成されます。

ルール定義を登録・設定する

分岐開始ノード、分岐終了ノードで条件分岐の判断を行うルールを作成します。

目次目次

ルール定義を設定するルール定義を設定する

ルール定義を設定するルール定義を設定する

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

2. 「新規作成」をクリックします。

コラムコラム

ルール定義の検索・表示ルール定義の検索・表示

ルール定義の一覧画面では、条件を指定してルール定義を検索し、該当するものだけを表示させること
ができます。

画面上部の検索条件指定項目に、検索条件を入力します。

1. 左のプルダウンから、検索対象としたいルール定義の項目を選択します。
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2. 右のテキストボックスに、検索したい文字列を入力します。
3. ［検索］ボタンを押下します。

選択した検索対象に対して、入力した文字列が部分一致するルール定義のみを表示します。

コラムコラム

ルール定義の編集・削除ルール定義の編集・削除

すでに登録されているルールの編集を行う場合は、編集したいルールの行の編集欄に表示されている 

 を押下します。
＜ルール定義�編集＞画面に遷移しますので、内容を編集後に［更新］ボタンを押下すると、更新が行わ
れます。
ルールの削除を行う場合も同様に操作し、遷移先の＜ルール定義�編集＞画面で、［削除］ボタンを押
下します。

3. ルール定義情報を入力します。

ルールID（必須）

ルールを識別するIDです。自動採番されます。すでに使用されているものでなければ、任意で変更できます。

ルール名（必須）

登録ルールの名称を入力します。
システムで設定されている全ロケールに対して、入力します。

備考

ルールの説明等を入力できます。
システムで設定されている全ロケールに対して、入力できます。

真偽条件設定（ラジオボタン）

設定した条件に対して、「すべての条件を満たすとき真」とするか、「いずれかの条件を満たすとき真」とするかを指
定します。

ルールを構成する条件

キー

比較対象となる変数を指定します。案件プロパティに登録済で、使用種別「ルールの条件の変数として使用する」
が許可されている案件プロパティのキー名がプルダウンで表示されます。
［型］には、選択した変数の型が表示されます。

比較

比較の内容を指定します。

「に次を含む」

キー値と条件値が部分一致するとき

「に次を含まない」

キー値と条件値が部分一致しないとき

「が次と一致する」

キー値と条件値が完全一致するとき

「が次と異なる」

キー値と条件値が完全一致しないとき

「が次で始まる」

キー値の始まりが条件値と一致するとき

「が次で終わる」

キー値の終わりが条件値と一致するとき

「が次より大きい」

キー値＞条件値

「が次以上」

キー値≧条件値

「が次より小さい」

キー値＜条件値

「が次以下」

キー値≦条件値
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「が次のいずれかと一致する」

条件値にカンマ区切りで入力した複数の文字列に対し、キー値がいずれかに一致
するとき

条件値

比較対象の条件値を指定します。「固定」か「変数」を指定します。

固定

条件として固定値を指定します。テキストボックスに値を入力します。

変数

キーと同様に、比較対象となる変数を指定します。案件プロパティに登録済で、使
用種別「ルールの条件の変数として使用する」が許可されている案件プロパティ
のキー名がプルダウンで表示されます。
［型］には、選択した変数の型が表示されます。

コラムコラム

ひとつのルール定義に設定できる条件は、最大10個です。

一度設定した条件を解除したい場合は、解除したい条件の解除欄に表示される 
を押下します。

4. 「登録」をクリックします。

5. ルール定義を登録することができました。

以上でルール定義の登録が完了しました。

コラムコラム

ルール定義のコピールール定義のコピー
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作成したルール定義はコピーすることができます。

1. ＜ルール定義�編集＞画面で、画面上部に表示される ＜コピー＞を押下すると、＜ルール定義�新規作成＞画面に遷
移します。
画面上には「ルールID」以外のコピー元の情報が、あらかじめ入力されています。
「ルールID」は、自動採番されたものが入力されます。すでに使用されているものでなければ、任意で変更できます。

2. ［登録］ボタンを押下します。

コピー元のルール定義の、「ルールID」以外の情報が同一のルールが、新たに作成されます。

コラムコラム

ルール定義の利用状況確認ルール定義の利用状況確認

編集中のルール定義が現在どのコンテンツ定義で利用されているかを確認することができます。

＜ルール定義�編集＞画面で、  ＜利用状況確認＞を押下します。
＜ルール定義�利用状況確認＞画面がポップアップ表示されます。

ルールの基本情報と、現在このルールを利用しているコンテンツ定義が一覧表示されます。

メール定義を登録・設定する

メール定義では、ワークフローの処理時に送信するメールの、送信先や内容の雛型等を定義します。

目次目次

メール定義を設定するメール定義を設定する

メール定義を設定するメール定義を設定する

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

2. 「新規作成」をクリックします。
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コラムコラム

メール定義の検索・表示メール定義の検索・表示

メール定義の一覧画面では、条件を指定してメール定義を検索し、該当するものだけを表示させること
ができます。

画面上部の検索条件指定項目に、検索条件を入力します。

1. 「メール種別」のプルダウンから、検索対象としたいメール定義のメール種別を選択し
ます。

2. 右のプルダウンから、検索対象としたいメール定義の項目を選択します。
3. 右のテキストボックスに、検索したい文字列を入力します。
4. ［検索］ボタンを押下します。

選択した検索対象に対して、入力した文字列が部分一致するメール定義のみを表示します。

コラムコラム

メール定義の編集・削除メール定義の編集・削除

すでに登録されているメール定義の編集を行う場合は、編集したいメール定義の行の編集欄に表示さ

れている  を押下します。
＜メール定義�編集＞画面に遷移しますので、内容を編集後に［更新］ボタンを押下すると、更新が行わ
れます。
メール定義の削除を行う場合も同様に操作し、遷移先の＜メール定義�編集＞画面で、［削除］ボタンを
押下します。

3. メール定義情報を入力します。

メールID（必須）

メール定義を識別するIDです。自動採番されます。すでに使用されているものでなければ、任意で変更できます。

メール種別（必須）

登録メールの種別をプルダウンから選択します。

処理依頼

到達したノードの処理者に対して送る処理依頼メールです。

処理結果通知

案件が終了した場合に申請者に送る処理結果通知メールです。

参照依頼

案件が申請された場合に参照権限者に送る処理結果通知メールです。

確認依頼

案件が確認ノードに達した場合に確認者に送る確認依頼メールです。

メール名（必須）

登録メールの名称を入力します。
システムで設定されている全ロケールに対して、入力します。
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備考

メール定義の説明等を入力できます。
システムで設定されている全ロケールに対して、入力できます。

メールの雛型

宛先

メールの宛先をカンマ区切りで指定します。メールアドレスは、メール置換文字列の入力ができます。

CC

メールの宛先（CC）をカンマ区切りで指定します。メールアドレスは、メール置換文字列の入力ができます。

BCC

メールの宛先（BCC）をカンマ区切りで指定します。メールアドレスは、メール置換文字列の入力ができます。

返信先の宛先

メールの返信先の宛先（Reply To）をカンマ区切りで指定します。メールアドレスは、メール置換文字列の入力がで
きます。

件名

メールの件名を入力します。メール置換文字列の入力ができます。
システムで設定されている全ロケールに対して、入力します。

本文

メールの本文を入力します。メール置換文字列の入力ができます。
システムで設定されている全ロケールに対して、入力します。

コラムコラム

メール置換文字列メール置換文字列

メール定義に「置換文字列」を記述することで、案件に合わせた動的な情報をメールに埋め込むことができます。
たとえば、本文に、処理者の名前を表す置換文字列「{^Comp_User_Nm^}」と記述すると、実際のメールの本文に
は、そのノードの処理者の名前が自動的に記述されます。

以下の手順で、使用できるメール置換文字列を確認することができます。

1. ＜メール定義�新規作成＞画面上部に表示されている  ＜メール置換文字列＞を押下します。

2. ＜メール置換文字列＞画面がポップアップ表示されます。

※メール置換文字列の詳細は、別紙「 IM-Workflow仕様書仕様書 別紙別紙 」を参照してください。

コラムコラム

メールのプレビューの確認メールのプレビューの確認

作成したメールの、置換文字列を指定値に置き換えたプレビューを確認できます。

1. ＜メール定義�新規作成＞画面上部に表示されている  プレビューを押下します。

2. ＜メール定義�プレビュー＞画面が表示されます。置換文字列を、置換文字列の説明に置き換えた
プレビューを表示します。
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プレビューの表示条件を指定することができます。

1. ＜メール定義�プレビュー＞画面で、  ＜条件指定＞を押下し、展開します。

2. 表示する「ロケール」、置換文字列の「置換方法」を選択します。

3. 「置換方法」で「置換後の値」を選択し、表示されている各置換文字列の置換後の値欄に値を入力
すると、その置換文字列を、入力した値に置き換えてプレビュー表示します。

4. ［プレビュー］ボタンを押下すると、設定した条件でプレビューを表示します。

コラムコラム

置換文字列のリンク先ＵＲＬ指定置換文字列のリンク先ＵＲＬ指定

メール定義の置換文字列「{^IM_URL^}」で置換される「intra-martのURL」は、intra-mart Accel Platform の設定ファ
イルのベースURLを編集することで指定できます。
※ベースURLの設定の詳細については、「 設定ファイルリファレンス設定ファイルリファレンス 」を参照してください。

[ワークフローパラメータ]では、置換文字列に基づいて置換されたショートカットURL（メールに記載されるURL）の有
効期間（日）を指定できます。
初期設定は、有効期限３日となっています。
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設定した有効期限は、置換文字列「{^IM_URL_Limit^}」で、「intra-mart のURLの有効期限」として置換できます。
※ワークフローパラメータの詳細は、別紙「 IM-Workflow 仕様書仕様書 」を参照してください。

4. 「登録」をクリックします。

5. メール定義を登録することができました。

以上でメール定義の登録が完了しました。

コラムコラム

メール定義のコピーメール定義のコピー

作成したメール定義はコピーすることができます。

1. ＜メール定義�編集＞画面で、画面上部に表示される ＜コピー＞を押下すると、＜メール定義�新規作成＞画面に遷
移します。
画面上には「メールID」以外のコピー元の情報が、あらかじめ入力されています。
「メールID」は、自動採番されたものが入力されます。すでに使用されているものでなければ、任意で変更できます。

2. ［登録］ボタンを押下します。

コピー元のメール定義の、「メールID」以外の情報が同一のメール定義が、新たに作成されます。

コラムコラム

メール定義の利用状況確認メール定義の利用状況確認

編集中のメール定義が現在どのコンテンツ定義で利用されているかを確認することができます。

＜メール定義�編集＞画面で、  ＜利用状況確認＞を押下します。
＜メール定義�利用状況確認＞画面がポップアップ表示されます。
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メールの基本情報と、現在このメールを利用しているコンテンツ定義が一覧表示されます。

ワークフローの案件を管理する

ここでは IM-Workflow で申請、承認した案件の管理を行うための操作について説明します。

IMBox定義を登録・設定する

IMBox定義では、ワークフローの処理時にIMBoxへ送信する内容の雛型等を定義します。

目次目次

IMBox定義を設定する定義を設定する

IMBox定義を設定する定義を設定する

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

2. 「新規作成」をクリックします。

コラムコラム

IMBox定義の検索・表示定義の検索・表示

IMBox定義の一覧画面では、条件を指定してIMBox定義を検索し、該当するものだけを表示させること
ができます。

画面上部の検索条件指定項目に、検索条件を入力します。

1. 「IMBox種別」のプルダウンから、検索対象としたいIMBox定義のIMBox種別を選択
します。

2. 右のプルダウンから、検索対象としたいIMBox定義の項目を選択します。
3. 右のテキストボックスに、検索したい文字列を入力します。
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4. ［検索］ボタンを押下します。

選択した検索対象に対して、入力した文字列が部分一致するIMBox定義のみを表示します。

コラムコラム

IMBox定義の編集・削除定義の編集・削除

すでに登録されているIMBox定義の編集を行う場合は、編集したいIMBox定義の行の編集欄に表示さ

れている  を押下します。
＜IMBox定義�編集＞画面に遷移しますので、内容を編集後に［更新］ボタンを押下すると、更新が行わ
れます。
IMBox定義の削除を行う場合も同様に操作し、遷移先の＜IMBox定義�編集＞画面で、［削除］ボタン
を押下します。

3. IMBox定義情報を入力します。

IMBoxID（必須）

IMBox定義を識別するIDです。自動採番されます。すでに使用されているものでなければ、任意で変更できます。

IMBox種別（必須）

登録IMBoxの種別をプルダウンから選択します。

処理依頼

到達したノードの処理者に対して送る処理依頼IMBoxです。

処理結果通知

案件が終了した場合に申請者に送る処理結果通知IMBoxです。

参照依頼

案件が申請された場合に参照権限者に送る処理結果通知IMBoxです。

確認依頼

案件が確認ノードに達した場合に確認者に送る確認依頼IMBoxです。

IMBox名（必須）

登録IMBoxの名称を入力します。
システムで設定されている全ロケールに対して、入力します。

備考

IMBox定義の説明等を入力できます。
システムで設定されている全ロケールに対して、入力できます。

IMBoxの雛型

宛先

IMBoxの宛先をカンマ区切りで指定します。対象のユーザコードは、IMBox置換文字列の入力ができます。

本文

IMBoxの本文を入力します。IMBox置換文字列の入力ができます。
システムで設定されている全ロケールに対して、入力します。

コラムコラム

IMBox置換文字列置換文字列

IMBox定義に「置換文字列」を記述することで、案件に合わせた動的な情報をIMBoxに埋め込むことができます。
たとえば、本文に、処理者の名前を表す置換文字列「{^Comp_User_Nm^}」と記述すると、実際のIMBoxの本文に
は、そのノードの処理者の名前が自動的に記述されます。

以下の手順で、使用できるIMBox置換文字列を確認することができます。

1. ＜IMBox定義�新規作成＞画面上部に表示されている  ＜IMBox置換文字列＞を押下します。

2. ＜IMBox置換文字列＞画面がポップアップ表示されます。
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※IMBox置換文字列の詳細は、別紙「 IM-Workflow仕様書仕様書 別紙別紙 」を参照してください。

コラムコラム

IMBoxのプレビューの確認のプレビューの確認

作成したIMBoxの、置換文字列を指定値に置き換えたプレビューを確認できます。

1. ＜IMBox定義�新規作成＞画面上部に表示されている  プレビューを押下します。

2. ＜IMBox定義�プレビュー＞画面が表示されます。置換文字列を、置換文字列の説明に置き換えた
プレビューを表示します。

プレビューの表示条件を指定することができます。

1. ＜IMBox定義�プレビュー＞画面で、  ＜条件指定＞を押下し、展開します。

2. 表示する「ロケール」、置換文字列の「置換方法」を選択します。

3. 「置換方法」で「置換後の値」を選択し、表示されている各置換文字列の置換後の値欄に値を入力
すると、その置換文字列を、入力した値に置き換えてプレビュー表示します。

4. ［プレビュー］ボタンを押下すると、設定した条件でプレビューを表示します。
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コラムコラム

置換文字列のリンク先ＵＲＬ指定置換文字列のリンク先ＵＲＬ指定

IMBox定義の置換文字列「{^IM_URL^}」で置換される「intra-martのURL」は、intra-mart Accel Platform の設定
ファイルのベースURLを編集することで指定できます。
※ベースURLの設定の詳細については、「設定ファイルリファレンス」を参照してください。

[ワークフローパラメータ]では、置換文字列に基づいて置換されたショートカットURL（IMBoxに記載されるURL）の有
効期間（日）を指定できます。
初期設定は、有効期限３日となっています。

設定した有効期限は、置換文字列「{^IM_URL_Limit^}」で、「intra-mart のURLの有効期限」として置換できます。
※ワークフローパラメータの詳細は、別紙「 IM-Workflow 仕様書仕様書 」を参照してください。

4. 「登録」をクリックします。

5. IMBox定義を登録することができました。
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以上でIMBox定義の登録が完了しました。

コラムコラム

IMBox定義のコピー定義のコピー

作成したIMBox定義はコピーすることができます。

1. ＜IMBox定義�編集＞画面で、画面上部に表示される ＜コピー＞を押下すると、＜IMBox定義�新規作成＞画面に遷
移します。
画面上には「IMBoxID」以外のコピー元の情報が、あらかじめ入力されています。
「IMBoxID」は、自動採番されたものが入力されます。すでに使用されているものでなければ、任意で変更できます。

2. ［登録］ボタンを押下します。

コピー元のIMBox定義の、「IMBoxID」以外の情報が同一のIMBox定義が、新たに作成されます。

コラムコラム

IMBox定義の利用状況確認定義の利用状況確認

編集中のIMBox定義が現在どのコンテンツ定義で利用されているかを確認することができます。

＜IMBox定義�編集＞画面で、  ＜利用状況確認＞を押下します。
＜IMBox定義�利用状況確認＞画面がポップアップ表示されます。

IMBoxの基本情報と、現在このIMBoxを利用しているコンテンツ定義が一覧表示されます。

一覧表示パターン定義を登録・設定する

一覧表示パターン定義では、申請一覧、未処理案件一覧等の表示にあたり、任意の表示パターンを定義することができます。
利用者は、各種一覧表示画面において、ここで登録された表示パターンを選択できるようになります。
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目次目次

一覧表示パターン定義を設定する一覧表示パターン定義を設定する

一覧表示パターン定義を設定する一覧表示パターン定義を設定する

1. 「サイトマップ」→「ワークフロー」→「ワークフロー管理者」→「マスタ定義」→「一覧表示パターン定義」をクリックします。

2. 「新規作成」をクリックします。

コラムコラム

一覧表示パターン定義の検索・表示一覧表示パターン定義の検索・表示

一覧表示パターン定義の一覧画面では、条件を指定して一覧表示パターン定義を検索し、該当するも
のだけを表示させることができます。

画面上部の検索条件指定項目に、検索条件を入力します。

1. 「対象一覧」のプルダウンから、検索対象としたい一覧表示パターン定義の対象一覧
を選択します。

2. 右のプルダウンから、検索対象としたい一覧表示パターン定義の項目を選択します。
3. 右のテキストボックスに、検索したい文字列を入力します。
4. ［検索］ボタンを押下します。

選択した検索対象に対して、入力した文字列が部分一致する一覧表示パターン定義のみを表示しま
す。

コラムコラム

一覧表示パターン定義の編集・削除一覧表示パターン定義の編集・削除

すでに登録されている一覧表示パターン定義の編集を行う場合は、編集したい一覧表示パターン定義

の行の編集欄に表示されている  を押下します。
＜一覧表示パターン定義�編集＞画面に遷移しますので、内容を編集後に［更新］ボタンを押下すると、
更新が行われます。
一覧表示パターン定義の削除を行う場合も同様に操作し、遷移先の＜一覧表示パターン定義�編集＞
画面で、［削除］ボタンを押下します。

3. 一覧表示パターン定義情報を入力します。

対象一覧（必須）

作成する一覧表示パターンの対象一覧を、プルダウンから選択します。

申請一覧

［申請］メニューで、申請できるフロー一覧を表示する際の一覧表示パターンです。

一時保存一覧

［［申請］メニューで、一時保存中の案件を表示する際の一覧表示パターンです。

処理一覧

［未処理］メニューで、処理待ち案件の一覧を表示する際の一覧表示パターンです。
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処理完了一覧（未完了案件）

［処理済］メニューで、処理済の未完了案件を表示する際の一覧表示パターンです。

処理完了一覧（完了案件）

［処理済］メニューで、処理済の完了案件を表示する際の一覧表示パターンです。

過去案件参照

［過去案件］メニューで、過去案件を表示する際の一覧表示パターンです。

参照一覧（未完了案件）

［参照］メニューで、参照可能な未完了案件を表示する際の一覧表示パターンです。

参照一覧（完了案件）

［参照］メニューで、参照可能案な完了案件を表示する際の一覧表示パターンです。

確認一覧（未完了案件）

［確認］メニューで、確認可能な未完了案件を表示する際の一覧表示パターンです。

確認一覧（完了案件）

［確認］メニューで、確認可能な完了案件を表示する際の一覧表示パターンです。

パターン名（必須）

編集する一覧表示パターンの名称を入力します。
システムで設定されている全ロケールに対して、入力します。

備考

一覧表示パターン定義の説明等を入力できます。
システムで設定されている全ロケールに対して、入力できます。

標準設定

当一覧表示パターンを、対象の一覧を表示する場合の初期設定とするかどうかを設定します。初期状態はチェック
されていない（標準設定としない）状態になっています。

一覧表示項目（必須）

一覧表示する際の表示項目を選択します。選択項目一覧へ最低でも１項目を選択します。

全項目一覧

一覧に表示するために選択可能な項目のリストです。対象一覧で指定した一覧の、全項目が表
示されます。

選択項目一覧

選択した項目が表示されます。

全項目一覧から、一覧表示させたい項目を選択します。 選択項目一覧に表示されている順番で、左から順に画面
に表示されます。表示のされ方は、プレビューを確認してください。

選択項目一覧上で項目を選択し、一覧の右側に表示されている  ＜上へ＞、  ＜下へ＞を押下すると、表示
順を変更することができます。

幅

一覧項目の表示幅をピクセル単位で入力します。未入力状態の場合は自動で決定します。

折返し

チェックを外すと折り返し表示を解除します。数値項目や日付項目の場合は初期状態がチェック
なし（折り返し禁止）、文字列の場合はチェックあり（折り返し許可）になります。
「申請」「処理」等のアイコン項目では変更できません。

初期ソート条件

初期表示の際に、ソートして表示したい項目、および、その昇順/降順を指定します。
一覧表示項目で選択した項目のうち、ソート条件に指定できる項目がプルダウンで表示されます。ソート対象にした
い項目を選択し、ソートの昇順/降順を指定します。

プレビュー

対象の一覧のヘッダのイメージを表示します。選択項目一覧に選択した項目を、プレビューします。

コラムコラム

一覧表示項目には、案件プロパティで定義した項目が設定できます。ただし、対象一覧が「申請一覧」である場
合は、設定できません。
「申請」「処理」等の項目を表示しない場合はその操作が行えなくなりますのでご注意ください。
「幅」を入力し、かつ、「折返し」のチェックを外した場合の動作についてはブラウザにより異なります。

4. 「登録」をクリックします。
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5. 一覧表示パターン定義を登録することができました。

コラムコラム

標準設定は、同じ対象一覧の一覧表示パターン定義の中で、常に１つ設定されている状態でなければ
なりません。
したがって標準設定の定義が１つしか存在しない場合、標準設定しているものを削除する、または、標準
設定をしないよう更新することはできません。

以上で一覧表示パターン定義の登録が完了しました。

コラムコラム

一覧表示パターン定義のコピー一覧表示パターン定義のコピー

作成した一覧表示パターン定義はコピーすることができます。

1. ＜一覧表示パターン定義�編集＞画面で、画面上部に表示される  ＜コピー＞を押下すると、＜一覧表示パターン
定義�新規作成＞画面に遷移します。
画面上にはコピー元の情報が、あらかじめ入力されています。

2. ［登録］ボタンを押下します。

コピー元の一覧表示パターン定義と同一の一覧表示パターン定義が、新たに作成されます。

コラムコラム

一覧表示パターン定義のソート順一覧表示パターン定義のソート順

一覧表示パターン定義は、１つの対象一覧に複数のパターンが登録されている場合、一覧画面の「表示設定」で変更することができま
す。
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「表示設定」でパターンを変更する際のパターンは、データベースから取得した順番で表示します。
表示設定でのパターンのソート順について、設定などで変更することはできません。

コラムコラム

一覧表示パターン定義のワークフローパラメータによる設定一覧表示パターン定義のワークフローパラメータによる設定

一覧表示パターンに関して、［ワークフローパラメータ］の設定で利用者の一覧表示パターン機能の選択可否、初期ソート条件に指定
できる項目数を変更することができます。
詳細は、別紙「 IM-Workflow 仕様書仕様書 」を参照してください。

フローグループ定義を登録・設定する

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

フローグループ定義では、フローグループの作成と、フローグループへのフロー定義の所属設定を行います。

目次目次

フローグループ定義を設定するフローグループ定義を設定する
フローグループ定義を階層設定するフローグループ定義を階層設定する

フローグループ定義を設定するフローグループ定義を設定する

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

2. フローグループが一つも登録されていない場合、「新規作成」画面が表示されます。
フローグループ定義情報を入力します。

フローグループID（必須）

フローグループを識別するIDです。自動採番されます。すでに使用されているものでなければ、任意で変更できま
す。

親階層（必須）

親階層をプルダウンから指定します。存在する全階層のうち、設定できるフローグループがプルダウンに表示されま
す。階層は「/」区切りで表します。

フローグループ名（必須）

登録フローグループの名称を入力します。
システムで設定されている全ロケールに対して、入力します。

備考

フローグループの説明等を入力できます。
システムで設定されている全ロケールに対して、入力できます。

ソートキー（必須）

フローグループのツリーやプルダウンで表示する順序を数値で入力します。

フロー

このフローグループに所属させたいフロー定義を選択します。

 ＜検索＞を押下すると、＜フロー定義‐検索＞画面がポップアップ表示され、登録済みのフロー定義が一覧表
示されます。

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

以上でフローグループ定義の登録が完了しました。

フローグループ定義を階層設定するフローグループ定義を階層設定する

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

2. 「新規作成」をクリックします。
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3. フローグループ定義情報を入力します。
親階層にしたいフローグループ定義を選択します。

4. 「登録」をクリックします。

5. フローグループ定義を階層で登録することができました。

左にあるツリーの  アイコンをクリックし、階層となっていることを確認ください。

コラムコラム

定義できるフローグループの階層は、［ワークフローパラメータ］での設定で、最大５階層まで増やすことができます。また、フローグ
ループを使用しない設定にすることもできます。
初期設定では最大３階層になっています。詳細は、別紙「 IM-Workflow 仕様書仕様書 」を参照してください。

全てのフロー定義をフローグループに所属させる必要はありません。フローグループに属さないフロー定義として設定できます。

管理グループを設定する

「ワークフロー運用管理者」は、「ワークフローシステム管理者」から管理権限を付与されることによって、ワークフローの管理操作が行えるようになりま
す。

ワークフロー運用管理者は管理グループごとに設定され、「フロー定義」「ルート定義」「コンテンツ定義」「メール定義」のうち、所属する管理グループに
紐付けられたものと、ワークフロー運用管理者が新規作成したもののみを管理対象とします。
管理対象の各定義ごとに、編集権限を設定できます。

「ワークフロー監査者」とは、ワークフロー運用管理者のうち、ワークフローの参照権限のみを付与されたユーザです。
「ワークフローシステム管理者」から参照権限を付与されることによって、ワークフローの案件の参照が行えるようになります。
ワークフロー監査者は、ワークフロー運用管理者と異なり、「監査を目的として案件情報を参照すること」が目的となるため、案件操作や、各種マスタ定
義の編集はできません。
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目次目次

管理グループを設定する管理グループを設定する
管理グループを利用してワークフロー監査者を設定する管理グループを利用してワークフロー監査者を設定する

ワークフロー監査者に参照させる対象のフローを設定するワークフロー監査者に参照させる対象のフローを設定する
ワークフロー監査者ロールをユーザに設定するワークフロー監査者ロールをユーザに設定する

管理グループを設定する管理グループを設定する

管理グループ設定では、管理グループを作成し、ワークフロー運用管理者に付与する管理権限の範囲を設定します。

コラムコラム

［ワークフローパラメータ］での初期設定では、管理グループによる運用管理者の管理機能は利用で
きません。運用管理者に管理を行わせたい場合には、［ワークフローパラメータ］で設定ファイルの設定
を変更する必要があります。詳しくは、別紙「 IM-Workflow 仕様書仕様書 」を参照してください。

1. 「サイトマップ」→「ワークフロー」→「ワークフロー管理者」→「権限者設定」→「管理グループ設定」をクリックします。

2. 管理グループ設定情報を入力します。

intra-mart Accel Platform

85

_images/basic_guide_10_1.png
http://www.intra-mart.jp/document/library/iap/public/im_workflow/im_workflow_specification.pdf


管理グループID（必須）

管理グループを識別するIDです。自動採番されます。すでに使用されているものでなければ、任意で変更できます。

管理グループ名（必須）

管理グループの名称を入力します。
システムで設定されている全ロケールに対して、入力します。

備考

管理グループの説明等を入力できます。
システムで設定されている全ロケールに対して、入力できます。

アクセス権限

アクセス権限を付与したい対象を、ロールで指定します。
このロールを持つユーザが、設定した管理対象に対してのワークフロー運用管理者となります。

 ＜検索＞を押下すると、IM-共通マスタのロール検索画面が表示されますので、アクセス権限を付与したい対
象のロールを選択します。

 を押下すると、そのロールの登録を解除します。

管理対象

管理対象としたい「フロー」「ルート」「コンテンツ」「メール」を設定します。

［タブ：フロー］

この管理グループに所属させたいフロー定義を選択します。

 ＜検索＞を押下すると、＜フロー定義‐検索＞画面がポップアップ表示されま
す。
登録済みのフロー定義が一覧表示されますので、管理対象としたいフロー定義を
選択します。

［タブ：ルート］

この管理グループに所属させたいルート定義を選択します。

 ＜検索＞を押下すると、＜ルート定義‐検索＞画面がポップアップ表示されます。
登録済みのルート定義が一覧表示されますので、管理対象としたいルート定義を選択します。

［タブ：コンテンツ］

この管理グループに所属させたいコンテンツ定義を選択します。

 ＜検索＞を押下すると、＜コンテンツ定義‐検索＞画面がポップアップ表示さ
れます。
登録済みのコンテンツ定義が一覧表示されますので、管理対象としたいコンテン
ツ定義を選択します。

［タブ：メール］

この管理グループに所属させたいメール定義を選択します。

 ＜検索＞を押下すると、＜メール定義‐検索＞画面がポップアップ表示されま
す。
登録済みのメール定義が一覧表示されますので、管理対象としたいメール定義を
選択します。
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設定したアクセス権限対象者に、管理対象の定義の編集権限を付与したい場合は、該当する管理対象一覧のマス
タ編集権限欄のチェックボックスをチェックします。
アクセス権限対象者は、チェックした管理対象に対して編集が行えるようになります。

フロー定義の案件操作権限を付与したい場合は、該当するフロー定義の案件操作権限欄のチェックボックスを
チェックします。
案件操作権限のチェックを外した場合には、該当するフロー定義の案件の参照のみを行うことができます。

※設定した各定義を解除したい場合は、その定義が表示されている一覧の解除欄の  を押下します。

3. 「登録」をクリックします。

4. 管理グループ設定を登録することができました。

以上で管理グループの設定が完了しました。

コラムコラム

管理グループのアクセス権限管理グループのアクセス権限

管理グループのアクセス権限は、ユーザや組織、ロールなどで設定することができます。
ユーザ以外の対象をアクセス権限に設定している場合、同じ対象に所属している全てのユーザがワークフロー運用管理者となり、同じ
項目を参照／編集することができます。

※管理グループの運用管理に必要な対象は、あらかじめテナント管理者によって用意されている必要があります。この対象には、ワー
クフロー運用管理者メニューの利用権限が与えられている必要があります。メニューの利用権限が与えられていないと、ワークフロー運
用管理者に指定したユーザでログインしても、管理メニューが表示されません。
対象の設定方法、メニューの利用権限設定については、別紙「 テナント管理者テナント管理者 操作ガイド操作ガイド  」を参照してください。
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コラムコラム

どの管理グループにも属さない管理対象は、ワークフローシステム管理者のみが管理できます。
ワークフロー運用管理者が新規作成した管理対象は、ワークフローシステム管理者も参照、編集することができます。

コラムコラム

定義画面からの管理グループ指定定義画面からの管理グループ指定

［ワークフローパラメータ］の設定ファイルの編集で、「管理グループ機能の使用」を可とすると、「フロー定義」「コンテンツ定義」「ルー
ト定義」の定義画面、および、定義のコピー画面から、各定義の管理グループへの所属設定をすることが可能となります。

設定ファイルで「管理グループ機能の使用」を可とすると、「フロー定義」「コンテンツ定義」「ルート定義」の新規作成画面、または編集
画面の［基本設定］タブで、管理グループ設定項目が追加表示されます。すでに所属している管理グループがある場合は、所属管理グ
ループが一覧表示されます。

管理グループを指定します。

管理グループ項目の、  ＜検索＞を押下します。
＜管理グループ定義�検索＞画面がポップアップ表示され、すでに登録されている管理グループが一覧表示されま
す。

設定したい管理グループの  を押下します。

一覧表示されている管理グループの、解除欄の  を押下すると、その管理グループの登録を解除します。
※［ワークフローパラメータ］に関する詳細は、別紙「 IM-Workflow 仕様書仕様書 」を参照してください。

コラムコラム

管理グループのコピー管理グループのコピー

作成した管理グループはコピーすることができます。

1. ＜管理グループ定義�編集＞画面で、画面上部に表示される  ＜コピー＞を押下すると、＜管理グループ定義�新
規作成＞画面に遷移します。
画面上には「管理グループID」以外のコピー元の情報が、あらかじめ入力されています。
「管理グループID」は、自動採番されたものが入力されます。すでに使用されているものでなければ、任意で変更でき
ます。

2. ［登録］ボタンを押下します。

コピー元の管理グループの、「管理グループID」以外の情報が同一の管理グループが、新たに作成されます。

コラムコラム
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管理グループの権限者確認管理グループの権限者確認

「アクセス権限」に設定した対象のユーザを確認できます。

＜管理グループ定義�編集＞画面で、画面上部に表示される  ＜権限者確認＞を押下します。
＜権限者確認＞画面がポップアップ表示されます。
「アクセス権限」で設定した組織やロールなどの対象となるユーザが表示されます。

コラムコラム

ワークフロー運用管理者は、「サイトマップ」→「ワークフロー」→「ワークフロー運用管理者」配下の「参照」ならびに「過去案件」メ
ニューより、管理対象であるフローの案件の参照や案件操作を行えます。

管理グループを利用してワークフロー監査者を設定する管理グループを利用してワークフロー監査者を設定する

管理グループを利用してワークフロー監査者を設定すると、ユーザに簡単に案件の参照権限のみを付与することができます。

ワークフロー監査者に参照させる対象のフローを設定するワークフロー監査者に参照させる対象のフローを設定する

1. 「サイトマップ」→「ワークフロー」→「ワークフロー管理者」→「権限者設定」→「管理グループ設定」をクリックします。

2. 「ワークフロー監査グループ」をクリックします。

3. 管理対象のフローの「検索」をクリックします。
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4. 対象のフローを選択し、「決定」をクリックします。

5. マスタ編集と案件操作のチェックを外します。
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6. 「更新」をクリックして保存します。

7. 以上で、ワークフロー監査者の管理グループ設定ができました。

ワークフロー監査者ロールをユーザに設定するワークフロー監査者ロールをユーザに設定する

1. 「サイトマップ」→「テナント管理」→「ロール」をクリックします。

2. 「IM-Workflow 監査者」の「ユーザコード一覧」をクリックします。
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3. 「ユーザ追加」をクリックします。

4. 追加したいユーザを選択し、「決定」をクリックします。

5. 以上で、ワークフロー監査者ロールをユーザに付与することができました。
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コラムコラム

ワークフロー監査者は、「サイトマップ」→「ワークフロー」→「ワークフロー監査者」配下の「参照」ならびに「過去案件」メニューより、管
理対象であるフローの案件の参照を行えます。

コラムコラム

ここではワークフロー監査者の設定方法として、 IM-Workflow が標準で用意した管理グループ「ワークフロー監査グループ」とロール「
IM-Workflow 監査者」を利用した方法をご紹介しましたが、管理グループを新規作成し、「 IM-Workflow 監査者」ロール以外のアクセ
ス権限を設定して案件の参照権限のみをユーザに付与することも可能です。
この場合、アクセス権限として設定された対象には、ワークフロー監査者メニューの利用権限が与えられている必要があります。
メニューの利用権限が与えられていないと、ワークフロー監査者に指定したユーザでログインしても、監査者メニューが表示されません。
対象の設定方法、メニューの利用権限設定については、別紙「 テナント管理者テナント管理者 操作ガイド操作ガイド  」を参照してください。

代理設定を登録する（管理者編）

代理設定を行うと、処理権限を持つ利用者本人が、別の利用者に処理を依頼することができます。
代理を依頼された利用者は、依頼元と同様に申請や承認を行えます。

ワークフローシステム管理者、またはワークフローシステム管理者の代理管理者設定により権限を付与された利用者（代理設定権限者）は、代理元とし
て本人以外の第三者を設定できます。

目次目次

代理を設定する代理を設定する
代理の設定内容を変更する代理の設定内容を変更する
代理を削除する代理を削除する
特定業務代理を設定する特定業務代理を設定する
特定業務代理の設定内容を変更する特定業務代理の設定内容を変更する
特定業務代理を削除する特定業務代理を削除する
権限代理を設定する権限代理を設定する
権限代理の設定内容を変更する権限代理の設定内容を変更する
権限代理を削除する権限代理を削除する
代理元を確認する代理元を確認する
代理管理者を設定する代理管理者を設定する

代理を設定する代理を設定する

利用者が出張等の理由で不在となる場合に、代理として案件の処理を別の利用者に委託します。
代理先としてユーザのみ指定可能で、全てのフローが対象です。

1. 「サイトマップ」→「ワークフロー」→「ワークフロー管理者」→「代理設定」→「代理先設定」をクリックします。

2. 「新規作成」をクリックします。
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編集

 を押下すると、代理設定の編集を行う画面に遷移します。

代理期間開始

代理設定の開始日を表示します。

代理期間終了

代理設定の開始日を表示します。

代理先

代理先の対象ユーザ名を表示します。

備考

代理設定についての備考が表示されます。

申請

委譲した申請権限の有効・無効をアイコンで表示します。

 ：有効  ：無効

承認

委譲した承認権限の有効・無効をアイコンで表示します。

 ：有効  ：無効

3. 代理設定情報を入力します。

代理先（必須）

代理先となるユーザを指定します。  ＜検索＞を押下すると、IM-共通マスタのユーザ検索画面が表示されます
ので、指定したいユーザを選択します。

代理期間（必須）

代理設定が有効な期間を設定します。終了日の指定も必須です。

 を押下して表示されるカレンダーから、日付を選択します。

委譲する権限（必須）

代理先に委譲する権限を設定します。

申請
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代理元に代わり、案件の「申請」「再申請」「引戻し」「取止め」を行うことを許可し
ます。

承認

代理元に代わり、案件の「承認」「承認終了」「否認」「保留」「保留解除」「差戻し」
「引戻し」を行うことを許可します。

備考

代理設定の説明等を入力できます。
システムで設定されている全ロケールに対して、入力できます。

代理設定通知メール

登録時に、代理設定を行ったことを通知するメールを代理先に送信します。メール定義で定義されている代理設定
通知メールが送られます。
チェックすると、コメント記入欄が追加表示されます。メール本文に追記するコメントを入力します。

4. 「登録」をクリックします。

5. 代理設定を登録することができました。

以上で代理設定が完了しました。

コラムコラム

代理設定の表示条件指定代理設定の表示条件指定

表示条件を指定することで、現在表示されている代理設定を、さらに絞り込んで表示させることができます。

＜表示条件＞を押下します。
＜表示条件＞画面が表示されます。

代理先：代理先ユーザを指定します。

指定したユーザが代理先である代理設定のみ表示します。  ＜検索＞を押下すると、IM-共通マスタのユーザ検
索画面が表示されますので、指定したいユーザを選択します。
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入力を解除したい場合は、  ＜解除＞を押下します。

備考：備考に対する検索条件を指定します。

指定した内容が、代理設定の備考の内容と部分一致するものを表示します。

権限：権限「申請」「承認」を指定します。

指定した権限が与えられている代理設定のみ表示します。指定したい権限をチェックします。

［検索］ボタンを押下します。

＜代理先設定＞画面で指定した「代理先」「基準日」に該当する代理設定を、表示条件でさらに絞り込んで表示し
ます。

コラムコラム

代理設定は、登録した時点で即時に反映されます。

ワークフロー管理者が、代理設定を表示した場合のみ、一覧画面で指定した代理元ユーザを画面上に表示します。

代理の設定内容を変更する代理の設定内容を変更する

登録済みの代理設定の内容を変更することができます。

1. 「サイトマップ」→「ワークフロー」→「ワークフロー管理者」→「代理設定」→「代理先設定」をクリックします。

2. 対象の代理設定で  をクリックします。

3. 設定内容を変更し、「更新」をクリックします。

intra-mart Accel Platform

96

_images/basic_guide_11_6.png
_images/basic_guide_11_7.png


4. 代理の設定内容を変更することができました。

代理を削除する代理を削除する

登録済みの代理設定は、代理期間設定内であっても自由に削除することができます。

1. 「サイトマップ」→「ワークフロー」→「ワークフロー管理者」→「代理設定」→「代理先設定」をクリックします。

2. 対象の代理設定で  をクリックします。

3. 「削除」をクリックします。

4. 代理の設定を削除することができました。
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特定業務代理を設定する特定業務代理を設定する

特定業務代理とは、利用者の作業を別の利用者に代行してもらうことです。
ユーザ、組織、パブリックグループ、役職、役割での指定が可能で、対象となるフローを指定します。

1. 「サイトマップ」→「ワークフロー」→「ワークフロー管理者」→「代理設定」→「代理先設定」をクリックします。

2. 「特定業務代理」をクリックします。

3. 「新規作成」をクリックします。

4. 特定業務代理設定情報を入力します。
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代理先（必須）

代理先となる対象を指定します。  ＜検索＞を押下すると、＜代理先＞画面がポップアップ表示されます。

処理対象としたい項目の  を押下すると、IM-共通マスタの検索画面が表示されますので、指定したい対象を選
択します。

対象種別：選択した対象の対象種別が表示されます。
対象名：選択した対象の対象名が表示されます。

指定した対象に属するユーザを確認したい場合は、  ＜状況確認＞を押下します。

代理の対象フロー

代理の対象としたいフローを指定します。  ＜検索＞を押下すると、フロー検索画面がポップアップ表示されます
ので、指定したいフローを選択します。

代理期間（必須）

特定業務代理設定が有効な期間を設定します。終了日の指定も必須です。

 を押下して表示されるカレンダーから、日付を選択します。

委譲する権限（必須）

代理先に委譲する権限を設定します。

申請

代理元に代わり、案件の「申請」「再申請」「引戻し」「取止め」を行うことを許可し
ます。

承認

代理元に代わり、案件の「承認」「承認終了」「否認」「保留」「保留解除」「差戻し」
「引戻し」を行うことを許可します。

備考

特定業務代理設定の説明等を入力できます。
システムで設定されている全ロケールに対して、入力できます。

代理設定通知メール

登録時に、特定業務代理設定を行ったことを通知するメールを代理先に送信します。メール定義で定義されている
代理設定通知メールが送られます。
チェックすると、コメント記入欄が追加表示されます。メール本文に追記するコメントを入力します。

5. 「登録」をクリックします。
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6. 特定業務代理設定を登録することができました。

以上で特定業務代理設定が完了しました。

コラムコラム

特定業務代理設定の表示条件指定特定業務代理設定の表示条件指定

表示条件を指定することで、現在表示されている特定業務代理設定を、さらに絞り込んで表示させることができます。

＜表示条件＞を押下します。
＜表示条件＞画面が表示されます。

代理先：代理先の対象を指定します。

指定した対象が代理先である特定業務代理設定のみ表示します。  ＜検索＞を押下すると、対象検索画面が表
示されますので、指定したい対象を選択します。

入力を解除したい場合は、  ＜解除＞を押下します。

フロー名：フロー名に対する検索条件を指定します。

指定した内容が、特定業務代理設定のフロー名と部分一致するものを表示します。

備考：備考に対する検索条件を指定します。

指定した内容が、特定業務代理設定の備考の内容と部分一致するものを表示します。

権限：権限「申請」「承認」を指定します。

指定した権限が与えられている特定業務代理設定のみ表示します。指定したい権限をチェックします。

［検索］ボタンを押下します。

＜代理先設定＞画面で指定した「代理先」「基準日」に該当する特定業務代理設定を、表示条件でさらに絞り込ん
で表示します。
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コラムコラム

特定業務代理設定は、登録した時点で即時に反映されます。

代理の代理はできません。

ワークフロー管理者が、特定業務代理設定を表示した場合のみ、一覧画面で指定した代理元ユーザを画面上に表示します。

特定業務代理の設定内容を変更する特定業務代理の設定内容を変更する

登録済みの特定業務代理設定の内容を変更することができます。

1. 「サイトマップ」→「ワークフロー」→「ワークフロー管理者」→「代理設定」→「代理先設定」をクリックします。

2. 「特定業務代理」をクリックします。

3. 対象の特定業務代理設定で  をクリックします。

4. 設定内容を変更し、「更新」をクリックします。
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5. 特定業務代理の設定内容を変更することができました。

特定業務代理を削除する特定業務代理を削除する

登録済みの特定業務代理設定は、代理期間設定内であっても自由に削除することができます。

1. 「サイトマップ」→「ワークフロー」→「ワークフロー管理者」→「代理設定」→「代理先設定」をクリックします。

2. 「特定業務代理」をクリックします。

3. 対象の特定業務代理設定で  をクリックします。

4. 「削除」をクリックします。
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5. 特定業務代理の設定を削除することができました。

権限代理を設定する権限代理を設定する

権限代理とは、申請または承認処理を別の利用者に代行してもらうことです。
ユーザ、組織、パブリックグループ、役職、役割での指定が可能で、全てのフローが対象です。

1. 「サイトマップ」→「ワークフロー」→「ワークフロー管理者」→「代理設定」→「代理先設定」をクリックします。

2. 「権限代理」をクリックします。

3. 「新規作成」をクリックします。
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4. 権限代理設定情報を入力します。

代理元（必須）

代理元ユーザの権限代理設定の対象とする所属組織やロールなどを指定します。

 ＜検索＞を押下すると、＜代理元＞画面がポップアップ表示されます。

処理対象としたい項目の  を押下すると、IM-共通マスタの検索画面が表示されますので、指定したい対象を選
択します。

対象種別：選択した対象の対象種別が表示されます。
対象名：選択した対象の対象名が表示されます。

指定した対象に属するユーザを確認したい場合は、  ＜状況確認＞を押下します。

代理先（必須）

代理先となる対象を指定します。  ＜検索＞を押下すると、＜代理先＞画面がポップアップ表示されます。

処理対象としたい項目の  を押下すると、IM-共通マスタの検索画面が表示されますので、指定したい対象を選
択します。

対象種別：選択した対象の対象種別が表示されます。
対象名：選択した対象の対象名が表示されます。

指定した対象に属するユーザを確認したい場合は、  ＜状況確認＞を押下します。

代理期間（必須）

権限代理設定が有効な期間を設定します。終了日の指定も必須です。

 を押下して表示されるカレンダーから、日付を選択します。

委譲する権限（必須）

代理先に委譲する権限を設定します。

申請

代理元に代わり、案件の「申請」「再申請」「引戻し」「取止め」を行うことを許可し
ます。

承認

代理元に代わり、案件の「承認」「承認終了」「否認」「保留」「保留解除」「差戻し」
「引戻し」を行うことを許可します。

備考

権限代理設定の説明等を入力できます。
システムで設定されている全ロケールに対して、入力できます。
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代理設定通知メール

登録時に、特定業務代理設定を行ったことを通知するメールを代理先に送信します。メール定義で定義されている
代理設定通知メールが送られます。
チェックすると、コメント記入欄が追加表示されます。メール本文に追記するコメントを入力します。

5. 「登録」をクリックします。

6. 代理設定を登録することができました。

以上で権限代理の登録が完了しました。

コラムコラム

権限代理設定の表示条件指定権限代理設定の表示条件指定

表示条件を指定することで、現在表示されている権限代理設定を、さらに絞り込んで表示させることができます。

＜表示条件＞を押下します。
＜表示条件＞画面が表示されます。

代理元：代理元の対象を指定します。

指定した対象が代理元である権限代理設定のみ表示します。  ＜検索＞を押下すると、対象検索画面が表示さ
れますので、指定したい対象を選択します。

入力を解除したい場合は、  ＜解除＞を押下します。

代理先：代理先の対象を指定します。

指定した対象が代理先である権限代理設定のみ表示します。  ＜検索＞を押下すると、対象検索画面が表示さ
れますので、指定したい対象を選択します。

入力を解除したい場合は、  ＜解除＞を押下します。

備考：備考に対する検索条件を指定します。

指定した内容が、権限代理設定の備考の内容と部分一致するものを表示します。
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権限：権限「申請」「承認」を指定します。

指定した権限が与えられている権限代理設定のみ表示します。指定したい権限をチェックします。

［検索］ボタンを押下します。

＜代理先設定＞画面で指定した「代理先」「基準日」に該当する権限代理設定を、表示条件でさらに絞り込んで表
示します。

コラムコラム

権限代理設定は、登録した時点で即時に反映されます。

ワークフロー管理者が、権限代理設定を表示した場合のみ、一覧画面で指定した代理元ユーザを画面上に表示します。

権限代理の設定内容を変更する権限代理の設定内容を変更する

登録済みの権限代理設定の内容を変更することができます。

1. 「サイトマップ」→「ワークフロー」→「ワークフロー管理者」→「代理設定」→「代理先設定」をクリックします。

2. 「権限代理」をクリックします。

3. 対象の権限代理設定で  をクリックします。

4. 設定内容を変更し、「更新」をクリックします。
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5. 権限代理の設定内容を変更することができました。

権限代理を削除する権限代理を削除する

登録済みの権限代理設定は、代理期間設定内であっても自由に削除することができます。

1. 「サイトマップ」→「ワークフロー」→「ワークフロー管理者」→「代理設定」→「代理先設定」をクリックします。

2. 「権限代理」をクリックします。

3. 対象の代理設定で  をクリックします。

4. 「削除」をクリックします。
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5. 権限代理の設定を削除することができました。

代理元を確認する代理元を確認する

利用者本人を代理先と指定している代理設定・特定業務代理設定がある場合、その代理元を確認することができます。
ワークフローシステム管理者と、代理設定権限者は、本人以外の第三者の代理元を確認することができます。

1. 「サイトマップ」→「ワークフロー」→「ワークフロー管理者」→「代理設定」→「代理元確認」をクリックします。

2. 利用者本人以外のユーザから設定されている代理情報を確認できます。

コラムコラム

代理・特定業務代理・権限代理の代理元確認の表示条件指定代理・特定業務代理・権限代理の代理元確認の表示条件指定

表示条件を指定することで、現在表示されている代理元一覧を、さらに絞り込んで表示させることができます。

＜表示条件＞を押下します。
＜表示条件＞画面が表示されます。

代理元：代理元の対象を指定します。

intra-mart Accel Platform

108

_images/basic_guide_11_41.png
_images/basic_guide_11_42.png
_images/basic_guide_11_43.png
_images/basic_guide_11_44.png


指定した対象が代理元である代理設定・特定業務代理・権限代理のみ表示します。  ＜検索＞を押下すると、対
象検索画面が表示されますので、指定したい対象を選択します。

入力を解除したい場合は、  ＜解除＞を押下します。

フロー名：フロー名に対する検索条件を指定します。（特定業務代理のみ）

指定した内容が、特定業務代理設定のフロー名と部分一致するものを表示します。

権限：権限「申請」「承認」を指定します。

指定した権限が与えられている代理設定・特定業務代理・権限代理のみ表示します。指定したい権限をチェックしま
す。

［検索］ボタンを押下します。

＜代理元確認＞画面で指定した「代理先」「基準日」に該当する代理設定・特定業務代理・権限代理を、表示条件
でさらに絞り込んで表示します。

コラムコラム

代理設定の使用可否設定代理設定の使用可否設定

［ワークフローパラメータ］で設定ファイルを編集することで、代理設定機能の使用可否を設定することができます。
※代理設定、ワークフローパラメータの詳細は、別紙「 IM-Workflow 仕様書仕様書 」を参照してください。

コラムコラム

基準日の変更基準日の変更

＜代理先設定＞画面で、基準日を変更すると、その基準日が代理期間内である代理設定・特定業務代理設定・権限代理設定のみ表
示することができます。

画面上部の「基準日」の  を押下します。
＜カレンダー＞がポップアップ表示されます。

指定したい日付を押下します。
指定した基準日が代理期間内である代理設定・特定業務代理設定・権限代理設定のみ表示されます。

代理管理者を設定する代理管理者を設定する

代理管理者設定では、ワークフロー利用者に代理設定の権限を付与します。
代理設定権限を持つ利用者は、代理元本人の代わりに代理設定ができます。

1. 「サイトマップ」→「ワークフロー」→「ワークフロー管理者」→「権限者設定」→「代理管理者設定」をクリックします。

コラムコラム

代理管理者の権限者確認代理管理者の権限者確認

代理管理者として設定した対象のユーザを確認できます。

＜代理管理者設定＞画面で、代理管理者一覧の権限者確認欄に表示されている  ＜権限者確認＞を押下します。
＜権限者確認＞画面がポップアップ表示され、選択した行の代理管理者設定の対象となるユーザが表示されます。

1. 「検索」をクリックします。
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2. 代理管理者を選択します。

3. 「更新」をクリックします。

4. 代理管理者設定を登録することができました。
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以上で代理管理者の設定が完了しました。

コラムコラム

代理管理者設定を解除したい場合は、その設定が表示されている一覧の解除欄の  を押下します。

ワークフローパラメータを設定する

ワークフローパラメータ画面で、各種機能や項目のパラメータを設定している設定ファイルを編集することができます。
各種機能の使用可否やアラート機能のバッチ処理等の設定を行うことができます。

表示されるxmlファイルのパラメータを変更し、更新することで設定変更が反映されます。
この操作は、ワークフローシステム管理者のみできます。

パラメータの設定ファイルは、以下です。

テナント設定ファイル

テナントごとの設定を行います。
「param_group_<テナントID>.xml」

※設定ファイルの個々のパラメータについての詳細は、別紙「 IM-Workflow 仕様書仕様書 」を参照してください。

目次目次

ワークフローパラメータを設定するワークフローパラメータを設定する

ワークフローパラメータを設定するワークフローパラメータを設定する

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

2. 変更したい項目の「param-value」の値を変更します。

3. 「編集」をクリックします。
確認ダイアログが表示されたら「OK」をクリックします。

intra-mart Accel Platform

111

_images/basic_guide_10_91.png
http://www.intra-mart.jp/document/library/iap/public/im_workflow/im_workflow_specification.pdf


4. ワークフローパラメータを設定することができました。

以上でワークフローパラメータの設定が完了しました。

コラムコラム

変更した内容を初期状態に戻したい場合、「初期化」をクリックします。

コラムコラム

設定ファイルを直接編集した場合設定ファイルを直接編集した場合

設定ファイルのパラメータは、設定ファイルを直接編集することでも変更できます。
設定ファイルは、「%PUBLIC_STORAGE_PATH%/im_workflow/conf/param/」以下に格納されています。

直接変更した設定ファイルをシステムに反映させるには、サーバを再起動するか、または［ワークフローパラメータ］画面で  ＜再読
み込み＞を押下する必要があります。

ワークフロー同期リスナーを設定する

IM-共通マスタ側の操作でマスタに変更が発生した場合に、ワークフロー側は変更に対する同期処理を行うためのリスナーを設定することができます。

ワークフロー側で提供しているリスナーは、以下の9つがあります。

ノード処理対象者（固定指定）同期リスナー
jp.co.intra_mart.system.workflow.sync.NodeExecUserEventListener

代理先同期リスナー
jp.co.intra_mart.system.workflow.sync.TargetActUserEventListener

案件操作権限者同期リスナー
jp.co.intra_mart.system.workflow.sync.MatterHandleUserEventListener

代理設定権限者同期リスナー
jp.co.intra_mart.system.workflow.sync.ActAdministrationEventListener

管理グループ同期リスナー
jp.co.intra_mart.system.workflow.sync.AdminGroupEventListener

標準組織同期リスナー
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jp.co.intra_mart.system.workflow.sync.DefaultDepartmentEventListener

一時保存案件同期リスナー
jp.co.intra_mart.system.workflow.sync.TemporarySaveUserEventListener

ユーザ選択一覧パターン同期リスナー
jp.co.intra_mart.system.workflow.sync.UserSelectColumnListEventListener

利用者ノード設定同期リスナー
jp.co.intra_mart.system.workflow.sync.UserNodeConfigEventListener

リスナーを設定するファイルは以下です。

IM-共通マスタ側

IM-共通マスタ側のマスタ変更に対して、ワークフローの同期リスナーを設定するファイルです。
「 WEB-INF/plugin/jp.co.intra_mart.master.standard_8.0.0/plugin.xml 」

目次目次

IM-共通マスタ側のマスタ変更に対して、ワークフロー同期リスナーの設定を行う共通マスタ側のマスタ変更に対して、ワークフロー同期リスナーの設定を行う

IM-共通マスタ側のマスタ変更に対して、ワークフロー同期リスナーの設定を行う共通マスタ側のマスタ変更に対して、ワークフロー同期リスナーの設定を行う

<!-- 会社・組織 -->
<extension
  point="jp.co.intra_mart.foundation.master.accessor.company" >
  <accessor
    name="standard"
    id="jp.co.intra_mart.standard"
    version="8.0.0"
    rank="1" >
    <reader class="jp.co.intra_mart.system.master.company.impl.StandardCompanyAccessor" />
    <writer class="jp.co.intra_mart.system.master.company.impl.StandardCompanyAccessor" />
    <listener class="jp.co.intra_mart.system.master.company.impl.StandardCompanyListener" />

    <!-- ↓ ワークフロー同期リスナー設定↓ -->

    <!-- ノード処理対象者（固定指定）同期リスナー -->
    <listener class="jp.co.intra_mart.system.workflow.sync.NodeExecUserEventListener" />
    <!-- 代理先同期リスナー -->
    <listener class="jp.co.intra_mart.system.workflow.sync.TargetActUserEventListener" />
    <!-- 案件操作権限者同期リスナー -->
    <listener class="jp.co.intra_mart.system.workflow.sync.MatterHandleUserEventListener" />
    <!-- 代理設定権限者同期リスナー -->
    <listener class="jp.co.intra_mart.system.workflow.sync.ActAdministrationEventListener" />
    <!-- 管理グループ同期リスナー -->
    <listener class="jp.co.intra_mart.system.workflow.sync.AdminGroupEventListener" />
    <!-- 標準組織同期リスナー -->
    <listener class="jp.co.intra_mart.system.workflow.sync.DefaultDepartmentEventListener" />

    <importer category="standard" class="jp.co.intra_mart.system.master.company.impl.StandardCompanyImporter" />
    <exporter category="standard" class="jp.co.intra_mart.system.master.company.impl.StandardCompanyExporter" />
  </accessor>
</extension>

<!-- パブリックグループ -->
<extension
  point="jp.co.intra_mart.foundation.master.accessor.public_group" >
  <accessor
    name="standard"
    id="jp.co.intra_mart.standard"
    version="8.0.0"
    rank="1" >
    <reader class="jp.co.intra_mart.system.master.public_group.impl.StandardPublicGroupAccessor" />
    <writer class="jp.co.intra_mart.system.master.public_group.impl.StandardPublicGroupAccessor" />

    <!-- ↓ ワークフロー同期リスナー設定↓ -->

    <!-- ノード処理対象者（固定指定）同期リスナー -->:
    <listener class="jp.co.intra_mart.system.workflow.sync.NodeExecUserEventListener" />
    <!-- 代理先同期リスナー -->
    <listener class="jp.co.intra_mart.system.workflow.sync.TargetActUserEventListener" />
    <!-- 案件操作権限者同期リスナー -->
    <listener class="jp.co.intra_mart.system.workflow.sync.MatterHandleUserEventListener" />
    <!-- 代理設定権限者同期リスナー -->
    <listener class="jp.co.intra_mart.system.workflow.sync.ActAdministrationEventListener" />
    <!-- 管理グループ同期リスナー -->
    <listener class="jp.co.intra_mart.system.workflow.sync.AdminGroupEventListener" />
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    <importer category="standard" class="jp.co.intra_mart.system.master.public_group.impl.StandardPublicGroupImporter" />
    <exporter category="standard" class="jp.co.intra_mart.system.master.public_group.impl.StandardPublicGroupExporter"/>
    <importer category="category" class="jp.co.intra_mart.system.master.public_group_category.impl.StandardPublicGroupCategoryImporter" />
    <exporter category="category" class="jp.co.intra_mart.system.master.public_group_category.impl.StandardPublicGroupCategoryExporter"/>
  </accessor>
</extension>

<!-- ユーザ -->
<extension
  point="jp.co.intra_mart.foundation.master.accessor.user" >
  <accessor
    name="standard"
    id="jp.co.intra_mart.standard"
    version="8.0.0"
    rank="1" >
    <reader class="jp.co.intra_mart.system.master.user.impl.StandardUserAccessor" />
    <writer class="jp.co.intra_mart.system.master.user.impl.StandardUserAccessor" />
    <listener class="jp.co.intra_mart.system.master.user.impl.StandardUserListener" />

    <!-- ↓ ワークフロー同期リスナー設定↓ -->

    <!-- ノード処理対象者（固定指定）同期リスナー -->
    <listener class="jp.co.intra_mart.system.workflow.sync.NodeExecUserEventListener" />
    <!-- 代理先同期リスナー -->
    <listener class="jp.co.intra_mart.system.workflow.sync.TargetActUserEventListener" />
    <!-- 案件操作権限者同期リスナー -->
    <listener class="jp.co.intra_mart.system.workflow.sync.MatterHandleUserEventListener" />
    <!-- 代理設定権限者同期リスナー -->
    <listener class="jp.co.intra_mart.system.workflow.sync.ActAdministrationEventListener" />
    <!-- 管理グループ同期リスナー -->
    <listener class="jp.co.intra_mart.system.workflow.sync.AdminGroupEventListener" />
    <!-- 一時保存案件同期リスナー -->
    <listener class="jp.co.intra_mart.system.workflow.sync.TemporarySaveUserEventListener" />
    <!-- ユーザ選択一覧パターン同期リスナー -->
    <listener class="jp.co.intra_mart.system.workflow.sync.UserSelectColumnListEventListener" />
    <!-- 利用者ノード設定同期リスナー -->
    <listener class="jp.co.intra_mart.system.workflow.sync.UserNodeConfigEventListener" />

    <importer category="standard" class="jp.co.intra_mart.system.master.user.impl.StandardUserImporter" />
    <exporter category="standard" class="jp.co.intra_mart.system.master.user.impl.StandardUserExporter" />
    <importer category="category" class="jp.co.intra_mart.system.master.user_category.impl.StandardUserCategoryImporter" />
    <exporter category="category" class="jp.co.intra_mart.system.master.user_category.impl.StandardUserCategoryExporter" />
  </accessor>
</extension>

コラムコラム

上記の設定例では、ワークフロー側で提供しているリスナーの中からマスタ変更イベント（会社・組織、パブリックグループ、ユーザ）単位
で、実際に同期処理を実装しているリスナーのみを設定しています。

代理先については、実際の同期処理を「代理先同期ジョブ」で行います。
「代理先同期ジョブ」を起動する上で、代理先同期リスナーが設定されていることが前提となりますので、代理先の同期を行う場合は、
必ず代理先同期リスナーを設定してください。
※ 「代理先同期ジョブ」の詳細については、「 IM-Workflow 仕様書仕様書 」を参照してください。

案件のアーカイブを実行する

完了済みの案件に対して、アーカイブ（退避）を行うことができます。
ワークフロー管理者は、ワークフローパラメータの設定、アーカイブジョブの実行により、完了案件をアーカイブ領域に退避することができます。

アーカイブ済みの案件の参照方法は、「過去案件過去案件」を参照してください。

目次目次

アーカイブのためのワークフローパラメータを設定するアーカイブのためのワークフローパラメータを設定する
アーカイブジョブを実行するアーカイブジョブを実行する

アーカイブのためのワークフローパラメータを設定するアーカイブのためのワークフローパラメータを設定する

アーカイブを行うために、ワークフローパラメータで期間の設定を行います。

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

2. アーカイブ期間設定を設定します。
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3. アーカイブ期間を設定します。

4. 「編集」をクリックして、変更内容を保存します。
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アーカイブ期間設定、アーカイブ期間については、「 IM-Workflow 仕様書仕様書 - 2.17 アーカイブ」を参照してください。

アーカイブジョブを実行するアーカイブジョブを実行する

アーカイブジョブの設定を行い、アーカイブジョブを実行します。

1. 「サイトマップ」→「テナント管理」→「ジョブ管理」→「ジョブネット設定」をクリックします。

2. ジョブネット一覧から「IM-Workflow」→「アーカイブ」をクリックします。

3. 「このジョブネットを編集する」をクリックします。
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4. トリガ設定で「繰り返し指定」を選択します。
（ここでは「繰り返し設定」を例にして説明します。実際の設定は業務要件に従って適切なトリガ設定を行ってください。）

5. 「新規登録」をクリックします。
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6. 回数を「1回だけ実行する」と設定し、「決定」をクリックします。

7. 繰り返し指定の「有効」をクリックして、チェックをオンにします。

8. 「この内容でジョブネットを更新する」をクリックします。

9. 設定内容が保存され、ジョブが実行されます。

intra-mart Accel Platform

118

_images/basic_guide_14_8.png
_images/basic_guide_14_9.png
_images/basic_guide_14_10.png


10. ジョブネットモニタでジョブのステータスが「成功」と出ていれば、正常にアーカイブが実行できています。

以上で、アーカイブを実行することができました。

処理対象者プラグインを設定する

ワークフローの処理権限者・参照者に選択可能な処理対象者プラグインは、プラグインの設定ファイル（plugin.xml）で設定します。

目次目次

処理対象者プラグインの有効・無効を切り替える処理対象者プラグインの有効・無効を切り替える
製品標準の処理対象者プラグイン一覧製品標準の処理対象者プラグイン一覧

申請ノード申請ノード
承認ノード（承認ノード（B-1））
承認ノード（承認ノード（B-2））
動的承認ノード、縦配置ノード、横配置ノード動的承認ノード、縦配置ノード、横配置ノード
確認ノード確認ノード
参照者参照者
処理対象者プラグインに関する注意事項処理対象者プラグインに関する注意事項

処理対象者プラグインの有効・無効を切り替える処理対象者プラグインの有効・無効を切り替える

製品が提供している処理対象者プラグインや、独自開発した処理対象者プラグインについて、ルート定義や処理時のノード設定の場面で
の利用可否（有効・無効）を切り替えることが可能です。

1. IM-Juggling で、設定対象のプロジェクト直下に「plugin」フォルダを新規作成します。

2. 設定変更を行いたい処理対象者プラグインを入手します。

intra-mart Accel Platform

119

_images/basic_guide_14_11.png
_images/basic_guide_14_12.png


コラムコラム

製品が提供している処理対象者プラグインはこちらから入手可能です。

処理対象者プラグイン設定ファイル一覧処理対象者プラグイン設定ファイル一覧

ご利用の IM-Workflow のバージョンまでで提供されている処理対象者プラグイン設定ファイルから、もっとも新しい
（バージョン番号が大きい）設定ファイルをご利用ください。
ダウンロードした zip ファイルを解凍したものが処理対象者プラグインフォルダとなります。

3. 設定対象のプロジェクト直下の「plugin」フォルダに、処理対象者プラグインフォルダを配置します。

例）プラグインディレクトリを配置した後のプロジェクト構成

次の条件で処理対象者プラグインフォルダを配置した場合のプロジェクト構成例です。
IM-Workflow バージョン： 2014 Summer(Honoka) IM-Workflow 8.0.8
「動的承認・縦配置・横配置ノード」への処理対象者プラグインの設定を変更する場合

4. plugin.xml を編集します。

有効にしたい処理対象プラグインの enable 属性の値を “false” から “true” に変更して保存します。
また、無効にしたい処理対象プラグインの enable 属性の値を “true” から “false” に変更して保存します。

enable属性を”true”としたプラグインは有効、”false”としたプラグインは無効になります。

<plugin>
    <extension
        point="jp.co.intra_mart.workflow.plugin.authority.node.approve.static">
        .
        .
        .
        <!-- Before User Department -->
        <authority
            name="%jp.co.intra_mart.workflow.plugin.authority.node.approve.static.before_user_department"
            id="jp.co.intra_mart.workflow.plugin.authority.node.approve.static.before_user_department"
            version="8.0.8"
            rank="270"
            enable="true">  <!-- * enable 属性の値を設定します * -->
            <configPage>
                <script pagePath="im_workflow/plugin/authority/im_master/common/authority/authority_config">
                    <parameter key="pluginName" value="IMW.CAP.PLG.0035" />
                </script>
            </configPage>
            <extend>
                <java class="jp.co.intra_mart.system.workflow.plugin.authority.im_master.BeforeUserDepartmentExtendEvent" />
            </extend>
            <workflowDesigner>
                <java class="jp.co.intra_mart.workflow.designer.plugins.definition.common.authority.AuthorityConfig">
                    <parameter key="pluginName" value="IMW.CAP.PLG.0035" />
                </java>
            </workflowDesigner>
        </authority>
       .
       .
       .
   </extension>
</plugin>

コラムコラム

製品が提供している処理対象者プラグインに対して編集を行う場合は、こちらも併せて参照してください。
画面に表示されるプラグイン名と、plugin.xml で定義されたプラグインIDとのマッピングのための情報を掲載していま
す。

製品標準の処理対象者プラグイン一覧製品標準の処理対象者プラグイン一覧

5. IM-Juggling からWARファイルの出力を行い、WARファイルをデプロイすると、処理者プラグインの設定内容が反映されます。

注意注意

アプリケーションサーバに展開された処理対象プラグインを直接編集し、再起動することでも処理対象者プラグインの有
効・無効を切り替えることは可能です。
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ただしこの場合、以下の動作を引き起こす可能性があるため、運用環境において有効・無効を切り替える場合は IM-
Juggling から設定されることを推奨します。

分散構成の場合、すべてのアプリケーションサーバに対して処理対象プラグインの編集を実行する必
要があります。
一つでも編集漏れがあると、処理を実行するアプリケーションサーバ間での処理内容が異なってしま
います。

次回以降のWARファイルのデプロイの際に、編集した処理対象プラグインが初期化、もしくは削除さ
れる場合があります。

製品標準の処理対象者プラグイン一覧製品標準の処理対象者プラグイン一覧

2014 Summer(Honoka) IM-Workflow 8.0.8 時点で利用できる製品標準の処理対象者プラグインは下記の通りです。

申請ノード申請ノード

拡張ポイント

jp.co.intra_mart.workflow.plugin.authority.node.apply

プラグイン名とプラグインID

ユーザ
jp.co.intra_mart.workflow.plugin.authority.node.apply.user

組織
jp.co.intra_mart.workflow.plugin.authority.node.apply.department

ロール
jp.co.intra_mart.workflow.plugin.authority.node.apply.role

パブリックグループ
jp.co.intra_mart.workflow.plugin.authority.node.apply.public_group

役職
jp.co.intra_mart.workflow.plugin.authority.node.apply.post

役割
jp.co.intra_mart.workflow.plugin.authority.node.apply.public_group_role

組織＋役職
jp.co.intra_mart.workflow.plugin.authority.node.apply.department_and_post

パブリックグループ＋役割
jp.co.intra_mart.workflow.plugin.authority.node.apply.public_group_and_public_group_role

組織＋ロール
jp.co.intra_mart.workflow.plugin.authority.node.apply.department_and_role

パブリックグループ＋ロール
jp.co.intra_mart.workflow.plugin.authority.node.apply.public_group_and_role

承認ノード（承認ノード（B-1））

承認ノードのうち、「 IM-Workflow 仕様書仕様書 」の「表．設定できる処理権限者の内容」の B-1 に該当するケースに相当します。

コラムコラム

（B-１ について「 IM-Workflow 仕様書仕様書 」より抜粋）

システムノード、同期開始ノード、同期終了ノード、分岐開始ノード、分岐終了ノード、動的承認ノード、
横配置ノード、縦配置ノードの次の承認ノードに設定可

拡張ポイント

jp.co.intra_mart.workflow.plugin.authority.node.approve.static

プラグイン名とプラグインID

ユーザ
jp.co.intra_mart.workflow.plugin.authority.node.approve.static.user

組織
jp.co.intra_mart.workflow.plugin.authority.node.approve.static.department
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ロール
jp.co.intra_mart.workflow.plugin.authority.node.approve.static.role

パブリックグループ
jp.co.intra_mart.workflow.plugin.authority.node.approve.static.public_group

役職
jp.co.intra_mart.workflow.plugin.authority.node.approve.static.post

役割
jp.co.intra_mart.workflow.plugin.authority.node.approve.static.public_group_role

組織＋役職
jp.co.intra_mart.workflow.plugin.authority.node.approve.static.department_and_post

パブリックグループ＋役割
jp.co.intra_mart.workflow.plugin.authority.node.approve.static.public_group_and_public_group_role

組織＋ロール
jp.co.intra_mart.workflow.plugin.authority.node.approve.static.department_and_role

パブリックグループ＋ロール
jp.co.intra_mart.workflow.plugin.authority.node.approve.static.public_group_and_role

申請者
jp.co.intra_mart.workflow.plugin.authority.node.approve.static.apply_user

申請者の所属組織
jp.co.intra_mart.workflow.plugin.authority.node.approve.static.apply_user_department

申請者の所属組織＋ロール
jp.co.intra_mart.workflow.plugin.authority.node.approve.static.apply_user_department_and_role

申請者の所属組織＋役職
jp.co.intra_mart.workflow.plugin.authority.node.approve.static.apply_user_department_and_post

申請者の上位組織
jp.co.intra_mart.workflow.plugin.authority.node.approve.static.apply_user_one_step_upper_department

申請者の上位組織＋ロール
jp.co.intra_mart.workflow.plugin.authority.node.approve.static.apply_user_one_step_upper_department_and_role

申請者の上位組織＋役職
jp.co.intra_mart.workflow.plugin.authority.node.approve.static.apply_user_one_step_upper_department_and_post

申請者の上位組織全て
jp.co.intra_mart.workflow.plugin.authority.node.approve.static.apply_user_all_step_upper_department

申請者の上位組織全て＋ロール
jp.co.intra_mart.workflow.plugin.authority.node.approve.static.apply_user_all_step_upper_department_and_role

申請者の上位組織全て＋役職
jp.co.intra_mart.workflow.plugin.authority.node.approve.static.apply_user_all_step_upper_department_and_post

申請者の下位組織
jp.co.intra_mart.workflow.plugin.authority.node.approve.static.apply_user_one_step_lower_department

申請者の下位組織＋ロール
jp.co.intra_mart.workflow.plugin.authority.node.approve.static.apply_user_one_step_lower_department_and_role

申請者の下位組織＋役職
jp.co.intra_mart.workflow.plugin.authority.node.approve.static.apply_user_one_step_lower_department_and_post

申請者の下位組織全て
jp.co.intra_mart.workflow.plugin.authority.node.approve.static.apply_user_all_step_lower_department

申請者の下位組織全て＋ロール
jp.co.intra_mart.workflow.plugin.authority.node.approve.static.apply_user_all_step_lower_department_and_role

申請者の下位組織全て＋役職
jp.co.intra_mart.workflow.plugin.authority.node.approve.static.apply_user_all_step_lower_department_and_post

前処理者の所属組織
jp.co.intra_mart.workflow.plugin.authority.node.approve.static.before_user_department

前処理者の所属組織＋ロール
jp.co.intra_mart.workflow.plugin.authority.node.approve.static.before_user_department_and_role

前処理者の所属組織＋役職
jp.co.intra_mart.workflow.plugin.authority.node.approve.static.before_user_department_and_post

前処理者の上位組織
jp.co.intra_mart.workflow.plugin.authority.node.approve.static.before_user_one_step_upper_department
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前処理者の上位組織＋ロール
jp.co.intra_mart.workflow.plugin.authority.node.approve.static.before_user_one_step_upper_department_and_role

前処理者の上位組織＋役職
jp.co.intra_mart.workflow.plugin.authority.node.approve.static.before_user_one_step_upper_department_and_post

前処理者の上位組織全て
jp.co.intra_mart.workflow.plugin.authority.node.approve.static.before_user_all_step_upper_department

前処理者の上位組織全て＋ロール
jp.co.intra_mart.workflow.plugin.authority.node.approve.static.before_user_all_step_upper_department_and_role

前処理者の上位組織全て＋役職
jp.co.intra_mart.workflow.plugin.authority.node.approve.static.before_user_all_step_upper_department_and_post

前処理者の下位組織
jp.co.intra_mart.workflow.plugin.authority.node.approve.static.before_user_one_step_lower_department

前処理者の下位組織＋ロール
jp.co.intra_mart.workflow.plugin.authority.node.approve.static.before_user_one_step_lower_department_and_role

前処理者の下位組織＋役職
jp.co.intra_mart.workflow.plugin.authority.node.approve.static.before_user_one_step_lower_department_and_post

前処理者の下位組織全て
jp.co.intra_mart.workflow.plugin.authority.node.approve.static.before_user_all_step_lower_department

前処理者の下位組織全て＋ロール
jp.co.intra_mart.workflow.plugin.authority.node.approve.static.before_user_all_step_lower_department_and_role

前処理者の下位組織全て＋役職
jp.co.intra_mart.workflow.plugin.authority.node.approve.static.before_user_all_step_lower_department_and_post

組織とその上位組織全て
jp.co.intra_mart.workflow.plugin.authority.node.approve.static.department_all_step_upper_department

組織とその上位組織全て＋役職
jp.co.intra_mart.workflow.plugin.authority.node.approve.static.department_all_step_upper_department_and_post

組織とその上位組織全て＋ロール
jp.co.intra_mart.workflow.plugin.authority.node.approve.static.department_all_step_upper_department_and_role

組織とその下位組織全て
jp.co.intra_mart.workflow.plugin.authority.node.approve.static.department_all_step_lower_department

組織とその下位組織全て＋役職
jp.co.intra_mart.workflow.plugin.authority.node.approve.static.department_all_step_lower_department_and_post

組織とその下位組織全て＋ロール
jp.co.intra_mart.workflow.plugin.authority.node.approve.static.department_all_step_lower_department_and_role

承認ノード（承認ノード（B-2））

承認ノードのうち、「 IM-Workflow 仕様書仕様書 」の「表．設定できる処理権限者の内容」の B-2 に該当するケースに相当します。

コラムコラム

（B-2 について「 IM-Workflow 仕様書仕様書 」より抜粋）

B-1以外に配置してある承認ノードに設定可

拡張ポイント

jp.co.intra_mart.workflow.plugin.authority.node.approve

プラグイン名とプラグインID

ユーザ
jp.co.intra_mart.workflow.plugin.authority.node.approve.user

組織
jp.co.intra_mart.workflow.plugin.authority.node.approve.department

ロール
jp.co.intra_mart.workflow.plugin.authority.node.approve.role

パブリックグループ
jp.co.intra_mart.workflow.plugin.authority.node.approve.public_group
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役職
jp.co.intra_mart.workflow.plugin.authority.node.approve.post

役割
jp.co.intra_mart.workflow.plugin.authority.node.approve.public_group_role

組織＋役職
jp.co.intra_mart.workflow.plugin.authority.node.approve.department_and_post

パブリックグループ＋役割
jp.co.intra_mart.workflow.plugin.authority.node.approve.public_group_and_public_group_role

組織＋ロール
jp.co.intra_mart.workflow.plugin.authority.node.approve.department_and_role

パブリックグループ＋ロール
jp.co.intra_mart.workflow.plugin.authority.node.approve.public_group_and_role

申請者
jp.co.intra_mart.workflow.plugin.authority.node.approve.apply_user

申請者の所属組織
jp.co.intra_mart.workflow.plugin.authority.node.approve.apply_user_department

申請者の所属組織＋ロール
jp.co.intra_mart.workflow.plugin.authority.node.approve.apply_user_department_and_role

申請者の所属組織＋役職
jp.co.intra_mart.workflow.plugin.authority.node.approve.apply_user_department_and_post

申請者の上位組織
jp.co.intra_mart.workflow.plugin.authority.node.approve.apply_user_one_step_upper_department

申請者の上位組織＋ロール
jp.co.intra_mart.workflow.plugin.authority.node.approve.apply_user_one_step_upper_department_and_role

申請者の上位組織＋役職
jp.co.intra_mart.workflow.plugin.authority.node.approve.apply_user_one_step_upper_department_and_post

申請者の上位組織全て
jp.co.intra_mart.workflow.plugin.authority.node.approve.apply_user_all_step_upper_department

申請者の上位組織全て＋ロール
jp.co.intra_mart.workflow.plugin.authority.node.approve.apply_user_all_step_upper_department_and_role

申請者の上位組織全て＋役職
jp.co.intra_mart.workflow.plugin.authority.node.approve.apply_user_all_step_upper_department_and_post

申請者の下位組織
jp.co.intra_mart.workflow.plugin.authority.node.approve.apply_user_one_step_lower_department

申請者の下位組織＋ロール
jp.co.intra_mart.workflow.plugin.authority.node.approve.apply_user_one_step_lower_department_and_role

申請者の下位組織＋役職
jp.co.intra_mart.workflow.plugin.authority.node.approve.apply_user_one_step_lower_department_and_post

申請者の下位組織全て
jp.co.intra_mart.workflow.plugin.authority.node.approve.apply_user_all_step_lower_department

申請者の下位組織全て＋ロール
jp.co.intra_mart.workflow.plugin.authority.node.approve.apply_user_all_step_lower_department_and_role

申請者の下位組織全て＋役職
jp.co.intra_mart.workflow.plugin.authority.node.approve.apply_user_all_step_lower_department_and_post

前処理者の所属組織
jp.co.intra_mart.workflow.plugin.authority.node.approve.before_user_department

前処理者の所属組織＋ロール
jp.co.intra_mart.workflow.plugin.authority.node.approve.before_user_department_and_role

前処理者の所属組織＋役職
jp.co.intra_mart.workflow.plugin.authority.node.approve.before_user_department_and_post

前処理者の上位組織
jp.co.intra_mart.workflow.plugin.authority.node.approve.before_user_one_step_upper_department

前処理者の上位組織＋ロール
jp.co.intra_mart.workflow.plugin.authority.node.approve.before_user_one_step_upper_department_and_role

前処理者の上位組織＋役職
jp.co.intra_mart.workflow.plugin.authority.node.approve.before_user_one_step_upper_department_and_post
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前処理者の上位組織全て
jp.co.intra_mart.workflow.plugin.authority.node.approve.before_user_all_step_upper_department

前処理者の上位組織全て＋ロール
jp.co.intra_mart.workflow.plugin.authority.node.approve.before_user_all_step_upper_department_and_role

前処理者の上位組織全て＋役職
jp.co.intra_mart.workflow.plugin.authority.node.approve.before_user_all_step_upper_department_and_post

前処理者の下位組織
jp.co.intra_mart.workflow.plugin.authority.node.approve.before_user_one_step_lower_department

前処理者の下位組織＋ロール
jp.co.intra_mart.workflow.plugin.authority.node.approve.before_user_one_step_lower_department_and_role

前処理者の下位組織＋役職
jp.co.intra_mart.workflow.plugin.authority.node.approve.before_user_one_step_lower_department_and_post

前処理者の下位組織全て
jp.co.intra_mart.workflow.plugin.authority.node.approve.before_user_all_step_lower_department

前処理者の下位組織全て＋ロール
jp.co.intra_mart.workflow.plugin.authority.node.approve.before_user_all_step_lower_department_and_role

前処理者の下位組織全て＋役職
jp.co.intra_mart.workflow.plugin.authority.node.approve.before_user_all_step_lower_department_and_post

組織とその上位組織全て
jp.co.intra_mart.workflow.plugin.authority.node.approve.department_all_step_upper_department

組織とその上位組織全て＋役職
jp.co.intra_mart.workflow.plugin.authority.node.approve.department_all_step_upper_department_and_post

組織とその上位組織全て＋ロール
jp.co.intra_mart.workflow.plugin.authority.node.approve.department_all_step_upper_department_and_role

組織とその下位組織全て
jp.co.intra_mart.workflow.plugin.authority.node.approve.department_all_step_lower_department

組織とその下位組織全て＋役職
jp.co.intra_mart.workflow.plugin.authority.node.approve.department_all_step_lower_department_and_post

組織とその下位組織全て＋ロール
jp.co.intra_mart.workflow.plugin.authority.node.approve.department_all_step_lower_department_and_role

動的承認ノード、縦配置ノード、横配置ノード動的承認ノード、縦配置ノード、横配置ノード

拡張ポイント

jp.co.intra_mart.workflow.plugin.authority.node.dynamic

プラグイン名とプラグインID

ユーザ
jp.co.intra_mart.workflow.plugin.authority.node.dynamic.user

組織
jp.co.intra_mart.workflow.plugin.authority.node.dynamic.department

ロール
jp.co.intra_mart.workflow.plugin.authority.node.dynamic.role

パブリックグループ
jp.co.intra_mart.workflow.plugin.authority.node.dynamic.public_group

役職
jp.co.intra_mart.workflow.plugin.authority.node.dynamic.post

役割
jp.co.intra_mart.workflow.plugin.authority.node.dynamic.public_group_role

組織＋役職
jp.co.intra_mart.workflow.plugin.authority.node.dynamic.department_and_post

パブリックグループ＋役割
jp.co.intra_mart.workflow.plugin.authority.node.dynamic.public_group_and_public_group_role

組織＋ロール
jp.co.intra_mart.workflow.plugin.authority.node.dynamic.department_and_role

パブリックグループ＋ロール
jp.co.intra_mart.workflow.plugin.authority.node.dynamic.public_group_and_role
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申請者
jp.co.intra_mart.workflow.plugin.authority.node.dynamic.apply_user

申請者の所属組織
jp.co.intra_mart.workflow.plugin.authority.node.dynamic.apply_user_department

申請者の所属組織＋ロール
jp.co.intra_mart.workflow.plugin.authority.node.dynamic.apply_user_department_and_role

申請者の所属組織＋役職
jp.co.intra_mart.workflow.plugin.authority.node.dynamic.apply_user_department_and_post

申請者の上位組織
jp.co.intra_mart.workflow.plugin.authority.node.dynamic.apply_user_one_step_upper_department

申請者の上位組織＋ロール
jp.co.intra_mart.workflow.plugin.authority.node.dynamic.apply_user_one_step_upper_department_and_role

申請者の上位組織＋役職
jp.co.intra_mart.workflow.plugin.authority.node.dynamic.apply_user_one_step_upper_department_and_post

申請者の上位組織全て
jp.co.intra_mart.workflow.plugin.authority.node.dynamic.apply_user_all_step_upper_department

申請者の上位組織全て＋ロール
jp.co.intra_mart.workflow.plugin.authority.node.dynamic.apply_user_all_step_upper_department_and_role

申請者の上位組織全て＋役職
jp.co.intra_mart.workflow.plugin.authority.node.dynamic.apply_user_all_step_upper_department_and_post

申請者の下位組織
jp.co.intra_mart.workflow.plugin.authority.node.dynamic.apply_user_one_step_lower_department

申請者の下位組織＋ロール
jp.co.intra_mart.workflow.plugin.authority.node.dynamic.apply_user_one_step_lower_department_and_role

申請者の下位組織＋役職
jp.co.intra_mart.workflow.plugin.authority.node.dynamic.apply_user_one_step_lower_department_and_post

申請者の下位組織全て
jp.co.intra_mart.workflow.plugin.authority.node.dynamic.apply_user_all_step_lower_department

申請者の下位組織全て＋ロール
jp.co.intra_mart.workflow.plugin.authority.node.dynamic.apply_user_all_step_lower_department_and_role

申請者の下位組織全て＋役職
jp.co.intra_mart.workflow.plugin.authority.node.dynamic.apply_user_all_step_lower_department_and_post

前処理者の所属組織
jp.co.intra_mart.workflow.plugin.authority.node.dynamic.before_user_department

前処理者の所属組織＋ロール
jp.co.intra_mart.workflow.plugin.authority.node.dynamic.before_user_department_and_role

前処理者の所属組織＋役職
jp.co.intra_mart.workflow.plugin.authority.node.dynamic.before_user_department_and_post

前処理者の上位組織
jp.co.intra_mart.workflow.plugin.authority.node.dynamic.before_user_one_step_upper_department

前処理者の上位組織＋ロール
jp.co.intra_mart.workflow.plugin.authority.node.dynamic.before_user_one_step_upper_department_and_role

前処理者の上位組織＋役職
jp.co.intra_mart.workflow.plugin.authority.node.dynamic.before_user_one_step_upper_department_and_post

前処理者の上位組織全て
jp.co.intra_mart.workflow.plugin.authority.node.dynamic.before_user_all_step_upper_department

前処理者の上位組織全て＋ロール
jp.co.intra_mart.workflow.plugin.authority.node.dynamic.before_user_all_step_upper_department_and_role

前処理者の上位組織全て＋役職
jp.co.intra_mart.workflow.plugin.authority.node.dynamic.before_user_all_step_upper_department_and_post

前処理者の下位組織
jp.co.intra_mart.workflow.plugin.authority.node.dynamic.before_user_one_step_lower_department

前処理者の下位組織＋ロール
jp.co.intra_mart.workflow.plugin.authority.node.dynamic.before_user_one_step_lower_department_and_role

前処理者の下位組織＋役職
jp.co.intra_mart.workflow.plugin.authority.node.dynamic.before_user_one_step_lower_department_and_post

intra-mart Accel Platform

126



前処理者の下位組織全て
jp.co.intra_mart.workflow.plugin.authority.node.dynamic.before_user_all_step_lower_department

前処理者の下位組織全て＋ロール
jp.co.intra_mart.workflow.plugin.authority.node.dynamic.before_user_all_step_lower_department_and_role

前処理者の下位組織全て＋役職
jp.co.intra_mart.workflow.plugin.authority.node.dynamic.before_user_all_step_lower_department_and_post

組織とその上位組織全て
jp.co.intra_mart.workflow.plugin.authority.node.dynamic.department_all_step_upper_department

組織とその上位組織全て＋役職
jp.co.intra_mart.workflow.plugin.authority.node.dynamic.department_all_step_upper_department_and_post

組織とその上位組織全て＋ロール
jp.co.intra_mart.workflow.plugin.authority.node.dynamic.department_all_step_upper_department_and_role

組織とその下位組織全て
jp.co.intra_mart.workflow.plugin.authority.node.dynamic.department_all_step_lower_department

組織とその下位組織全て＋役職
jp.co.intra_mart.workflow.plugin.authority.node.dynamic.department_all_step_lower_department_and_post

組織とその下位組織全て＋ロール
jp.co.intra_mart.workflow.plugin.authority.node.dynamic.department_all_step_lower_department_and_role

確認ノード確認ノード

拡張ポイント

jp.co.intra_mart.workflow.plugin.authority.node.confirm

プラグイン名とプラグインID

ユーザ
jp.co.intra_mart.workflow.plugin.authority.node.confirm.user

組織
jp.co.intra_mart.workflow.plugin.authority.node.confirm.department

ロール
jp.co.intra_mart.workflow.plugin.authority.node.confirm.role

パブリックグループ
jp.co.intra_mart.workflow.plugin.authority.node.confirm.public_group

役職
jp.co.intra_mart.workflow.plugin.authority.node.confirm.post

役割
jp.co.intra_mart.workflow.plugin.authority.node.confirm.public_group_role

組織＋役職
jp.co.intra_mart.workflow.plugin.authority.node.confirm.department_and_post

パブリックグループ＋役割
jp.co.intra_mart.workflow.plugin.authority.node.confirm.public_group_and_public_group_role

組織＋ロール
jp.co.intra_mart.workflow.plugin.authority.node.confirm.department_and_role

パブリックグループ＋ロール
jp.co.intra_mart.workflow.plugin.authority.node.confirm.public_group_and_role

申請者
jp.co.intra_mart.workflow.plugin.authority.node.confirm.apply_user

申請者の所属組織
jp.co.intra_mart.workflow.plugin.authority.node.confirm.apply_user_department

申請者の所属組織＋ロール
jp.co.intra_mart.workflow.plugin.authority.node.confirm.apply_user_department_and_role

申請者の所属組織＋役職
jp.co.intra_mart.workflow.plugin.authority.node.confirm.apply_user_department_and_post

申請者の上位組織
jp.co.intra_mart.workflow.plugin.authority.node.confirm.apply_user_one_step_upper_department

申請者の上位組織＋ロール
jp.co.intra_mart.workflow.plugin.authority.node.confirm.apply_user_one_step_upper_department_and_role
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申請者の上位組織＋役職
jp.co.intra_mart.workflow.plugin.authority.node.confirm.apply_user_one_step_upper_department_and_post

申請者の上位組織全て
jp.co.intra_mart.workflow.plugin.authority.node.confirm.apply_user_all_step_upper_department

申請者の上位組織全て＋ロール
jp.co.intra_mart.workflow.plugin.authority.node.confirm.apply_user_all_step_upper_department_and_role

申請者の上位組織全て＋役職
jp.co.intra_mart.workflow.plugin.authority.node.confirm.apply_user_all_step_upper_department_and_post

申請者の下位組織
jp.co.intra_mart.workflow.plugin.authority.node.confirm.apply_user_one_step_lower_department

申請者の下位組織＋ロール
jp.co.intra_mart.workflow.plugin.authority.node.confirm.apply_user_one_step_lower_department_and_role

申請者の下位組織＋役職
jp.co.intra_mart.workflow.plugin.authority.node.confirm.apply_user_one_step_lower_department_and_post

申請者の下位組織全て
jp.co.intra_mart.workflow.plugin.authority.node.confirm.apply_user_all_step_lower_department

申請者の下位組織全て＋ロール
jp.co.intra_mart.workflow.plugin.authority.node.confirm.apply_user_all_step_lower_department_and_role

申請者の下位組織全て＋役職
jp.co.intra_mart.workflow.plugin.authority.node.confirm.apply_user_all_step_lower_department_and_post

前処理者の所属組織
jp.co.intra_mart.workflow.plugin.authority.node.confirm.before_user_department

前処理者の所属組織＋ロール
jp.co.intra_mart.workflow.plugin.authority.node.confirm.before_user_department_and_role

前処理者の所属組織＋役職
jp.co.intra_mart.workflow.plugin.authority.node.confirm.before_user_department_and_post

前処理者の上位組織
jp.co.intra_mart.workflow.plugin.authority.node.confirm.before_user_one_step_upper_department

前処理者の上位組織＋ロール
jp.co.intra_mart.workflow.plugin.authority.node.confirm.before_user_one_step_upper_department_and_role

前処理者の上位組織＋役職
jp.co.intra_mart.workflow.plugin.authority.node.confirm.before_user_one_step_upper_department_and_post

前処理者の上位組織全て
jp.co.intra_mart.workflow.plugin.authority.node.confirm.before_user_all_step_upper_department

前処理者の上位組織全て＋ロール
jp.co.intra_mart.workflow.plugin.authority.node.confirm.before_user_all_step_upper_department_and_role

前処理者の上位組織全て＋役職
jp.co.intra_mart.workflow.plugin.authority.node.confirm.before_user_all_step_upper_department_and_post

前処理者の下位組織
jp.co.intra_mart.workflow.plugin.authority.node.confirm.before_user_one_step_lower_department

前処理者の下位組織＋ロール
jp.co.intra_mart.workflow.plugin.authority.node.confirm.before_user_one_step_lower_department_and_role

前処理者の下位組織＋役職
jp.co.intra_mart.workflow.plugin.authority.node.confirm.before_user_one_step_lower_department_and_post

前処理者の下位組織全て
jp.co.intra_mart.workflow.plugin.authority.node.confirm.before_user_all_step_lower_department

前処理者の下位組織全て＋ロール
jp.co.intra_mart.workflow.plugin.authority.node.confirm.before_user_all_step_lower_department_and_role

前処理者の下位組織全て＋役職
jp.co.intra_mart.workflow.plugin.authority.node.confirm.before_user_all_step_lower_department_and_post

組織とその上位組織全て
jp.co.intra_mart.workflow.plugin.authority.node.confirm.department_all_step_upper_department

組織とその上位組織全て＋役職
jp.co.intra_mart.workflow.plugin.authority.node.confirm.department_all_step_upper_department_and_post

組織とその上位組織全て＋ロール
jp.co.intra_mart.workflow.plugin.authority.node.confirm.department_all_step_upper_department_and_role
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組織とその下位組織全て
jp.co.intra_mart.workflow.plugin.authority.node.confirm.department_all_step_lower_department

組織とその下位組織全て＋役職
jp.co.intra_mart.workflow.plugin.authority.node.confirm.department_all_step_lower_department_and_post

組織とその下位組織全て＋ロール
jp.co.intra_mart.workflow.plugin.authority.node.confirm.department_all_step_lower_department_and_role

参照者参照者

拡張ポイント

jp.co.intra_mart.workflow.plugin.authority.administrator.flow.handle

プラグイン名とプラグインID

ユーザ
jp.co.intra_mart.workflowplugin.authority.administrator.flow.handle.user

組織
jp.co.intra_mart.workflowplugin.authority.administrator.flow.handle.department

ロール
jp.co.intra_mart.workflowplugin.authority.administrator.flow.handle.role

パブリックグループ
jp.co.intra_mart.workflowplugin.authority.administrator.flow.handle.public_group

役職
jp.co.intra_mart.workflowplugin.authority.administrator.flow.handle.post

役割
jp.co.intra_mart.workflowplugin.authority.administrator.flow.handle.public_group_role

組織＋役職
jp.co.intra_mart.workflowplugin.authority.administrator.flow.handle.department_and_post

パブリックグループ＋役割
jp.co.intra_mart.workflowplugin.authority.administrator.flow.handle.public_group_and_public_group_role

組織＋ロール
jp.co.intra_mart.workflowplugin.authority.administrator.flow.handle.department_and_role

パブリックグループ＋ロール
jp.co.intra_mart.workflowplugin.authority.administrator.flow.handle.public_group_and_role

申請者
jp.co.intra_mart.workflowplugin.authority.administrator.flow.handle.apply_user

申請者の所属組織
jp.co.intra_mart.workflowplugin.authority.administrator.flow.handle.apply_user_department

申請者の所属組織＋ロール
jp.co.intra_mart.workflowplugin.authority.administrator.flow.handle.apply_user_department_and_role

申請者の所属組織＋役職
jp.co.intra_mart.workflowplugin.authority.administrator.flow.handle.apply_user_department_and_post

申請者の上位組織
jp.co.intra_mart.workflowplugin.authority.administrator.flow.handle.apply_user_one_step_upper_department

申請者の上位組織＋ロール
jp.co.intra_mart.workflowplugin.authority.administrator.flow.handle.apply_user_one_step_upper_department_and_role

申請者の上位組織＋役職
jp.co.intra_mart.workflowplugin.authority.administrator.flow.handle.apply_user_one_step_upper_department_and_post

申請者の上位組織全て
jp.co.intra_mart.workflowplugin.authority.administrator.flow.handle.apply_user_all_step_upper_department

申請者の上位組織全て＋ロール
jp.co.intra_mart.workflowplugin.authority.administrator.flow.handle.apply_user_all_step_upper_department_and_role

申請者の上位組織全て＋役職
jp.co.intra_mart.workflowplugin.authority.administrator.flow.handle.apply_user_all_step_upper_department_and_post

申請者の下位組織
jp.co.intra_mart.workflowplugin.authority.administrator.flow.handle.apply_user_one_step_lower_department

申請者の下位組織＋ロール
jp.co.intra_mart.workflowplugin.authority.administrator.flow.handle.apply_user_one_step_lower_department_and_role
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申請者の下位組織＋役職
jp.co.intra_mart.workflowplugin.authority.administrator.flow.handle.apply_user_one_step_lower_department_and_post

申請者の下位組織全て
jp.co.intra_mart.workflowplugin.authority.administrator.flow.handle.apply_user_all_step_lower_department

申請者の下位組織全て＋ロール
jp.co.intra_mart.workflowplugin.authority.administrator.flow.handle.apply_user_all_step_lower_department_and_role

申請者の下位組織全て＋役職
jp.co.intra_mart.workflowplugin.authority.administrator.flow.handle.apply_user_all_step_lower_department_and_post

組織とその上位組織全て
jp.co.intra_mart.workflowplugin.authority.administrator.flow.handle.department_all_step_upper_department

組織とその上位組織全て＋役職
jp.co.intra_mart.workflowplugin.authority.administrator.flow.handle.department_all_step_upper_department_and_post

組織とその上位組織全て＋ロール
jp.co.intra_mart.workflowplugin.authority.administrator.flow.handle.department_all_step_upper_department_and_role

組織とその下位組織全て
jp.co.intra_mart.workflowplugin.authority.administrator.flow.handle.department_all_step_lower_department

組織とその下位組織全て＋役職
jp.co.intra_mart.workflowplugin.authority.administrator.flow.handle.department_all_step_lower_department_and_post

組織とその下位組織全て＋ロール
jp.co.intra_mart.workflowplugin.authority.administrator.flow.handle.department_all_step_lower_department_and_role

処理対象者プラグインに関する注意事項処理対象者プラグインに関する注意事項

注意注意

処理対象者プラグインのうち、「ルート定義時に動的指定」となるもの（「申請者の」、もしくは「前処理者の」で始まる名称
のプラグイン）を利用した場合、一覧画面での状況確認時に対象ユーザが存在するにもかかわらず、「0人」と表示される
場合がありますので、ご注意ください。

注意注意

前処理者に基づく処理対象者プラグインに関する注意事項前処理者に基づく処理対象者プラグインに関する注意事項

前処理者の所属組織など前処理者に基づく処理対象者プラグイン（名称が「前処理者の〜」で始まるプラグイン）には以
下の制約があり、処理対象者が展開できない場合があります。
以下の制約によって展開されない場合を考慮してご利用ください。

[制約制約1]

承認ノードの直前ノードが分岐結合ノード、同期結合ノードの場合
分岐結合ノードや同期結合ノードの場合は複数のルートが存在し、直前のノードが一意に特定できないた
め、前処理者も特定できないため処理者が展開できません。
※前処理者を特定する処理がルートをたどる際に前ノードのノードIDが複数取れる場合は処理を終了する
という仕様のためです。
※分岐、同期が1つのルートしかない場合は、処理者を展開することができます。

[制約制約2]

承認ノードの直前ノードが縦配置ノードの場合
縦配置ノードが展開されると同期結合が承認ノードの直前ノードとなり、制約1に該当するため、処理者が
展開できません。

[制約制約3]

承認ノードの直前ノードが動的承認ノード、横配置ノードの場合
動的承認ノードは無効の場合、横配置ノードは設定が0の場合、承認ノードの直前のノードは動的承認ノー
ド/横配置ノードのさらに直前のノードとなります。
この場合に、制約１や制約2に該当した場合に処理者が展開できない可能性があります。

[制約制約4]

承認ノードの直前ノードがテンプレート置換ノードの場合
テンプレート置換ノードが展開された場合に承認ノードの直前のノードが制約1、制約2、制約3に該当する
場合に処理者が展開できない可能性があります。

[制約制約5]

承認ノードの直前ノードが分岐開始ノード、同期開始ノードの場合
分岐開始ノード、同期開始ノードの直前のノードが制約1、制約2、制約3、制約4に該当する場合に処理者
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が展開できない可能性があります。

ワークフローの定義を管理する

ここでは IM-Workflow の定義を管理するための各種操作について説明します。

参照を利用する

参照メニューでは、案件を参照し、状態を確認することができます。また、案件の操作権限を持つ案件操作権限者は案件操作を行うことができます。

ワークフローシステム管理者は、全てのフローによる案件を参照でき、全てのフローによる案件を操作できます。
ワークフロー運用管理者は、管理対象となっているフローによる案件を参照・案件操作できます。
ワークフロー監査者は、管理対象となっているフローによる案件の参照ができます。

目次目次

参照を活用する参照を活用する
案件操作を活用する案件操作を活用する

保留解除保留解除
ノードの処理ノードの処理/確認対象者の確認確認対象者の確認
ノードの処理ノードの処理/確認対象者の変更確認対象者の変更
ノードの処理ノードの処理/確認対象者の再展開確認対象者の再展開
動的承認ノードの削除動的承認ノードの削除
動的承認ノードの復活動的承認ノードの復活
横配置ノードの再設定横配置ノードの再設定/再展開再展開
縦配置ノードの再設定縦配置ノードの再設定/再展開再展開
ノードの移動ノードの移動
案件操作権限者の追加案件操作権限者の追加
案件削除案件削除
ノード位置編集ノード位置編集
フロー情報の表示フロー情報の表示

参照を活用する参照を活用する

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

2. ワークフローの案件情報を参照できます。

詳細 

 を押下すると、案件の詳細内容がポップアップ表示され、申請された内容を確認できます。

フロー 

 を押下すると、案件のフロー参照画面がポップアップ表示されます。案件のフロー図、現在処理中のノード、各
ノードの処理者や処理日時等を確認できます。

履歴 
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 を押下すると、案件の履歴参照画面がポップアップ表示されます。案件のフロー図、処理が終了したノードの処
理日時や、処理の際に処理者が付けたコメント等を確認できます。

コラムコラム

ワークフローシステム管理者・ワークフロー運用管理者・ワークフロー監査者が「参照一覧」を表示した際に表示される
「削除」列は、次の理由から一覧表示パターン定義の管理対象外となります。

一覧表示パターン定義は、利用者向けの一覧項目を対象として表示する項目や並び順を定義するマ
スタ情報です。
「削除」列は、利用者の場合は表示されない 管理者専用の項目管理者専用の項目 のため、一覧表示パターン定義では
管理されません。

なお一覧表示パターン定義は、ワークフローシステム管理者・ワークフロー運用管理者が、一覧表示パターン定義の
管理対象である各種一覧にアクセスした場合にも使用されます。

コラムコラム

案件の削除案件の削除

ワークフローシステム管理者は、未完了案件と完了案件を削除することができます。

＜参照＞画面（タブ：未完了案件、または、完了案件）で表示される案件の削除欄に表示されている 

 を押下すると、案件が削除されます。

※未完了案件は、案件操作画面からも削除することができます。詳しくは、後述の「案件操作案件操作」を参照してください。

コラムコラム

参照の検索・表示条件指定参照の検索・表示条件指定

表示条件を指定することで、現在表示されている参照対象の案件を、さらに絞り込んで表示させることができます。

＜表示条件＞を押下します。
＜表示条件＞画面（タブ：検索条件）が表示されます。

フローグループ

検索したい案件のフローの属するフローグループを検索条件として指定します。定義されているフローグループが階
層ごとにプルダウンで表示されます。
以下の場合にはこの項目は表示されません。

「ワークフローパラメータ」の設定で「フローグループを使用しない」設定となっている場合
フローグループが1件も登録されていない場合

優先度

案件で指定されている優先度を検索条件として指定します。プルダウンから、「通常」「高」「低」を選択します。

案件番号

案件の案件番号を検索条件として指定します。入力値の部分一致で検索します。

案件名

案件の案件名を検索条件として指定します。入力値の部分一致で検索します。

申請基準日

案件の申請基準日を検索条件として範囲指定します。  を押下して、表示されるカレンダーから日付を選択しま
す。
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一度指定した値を解除したい場合は、  を押下します。

申請日

案件の申請日を検索条件として範囲指定します。  を押下して、表示されるカレンダーから日付を選択します。

一度指定した値を解除したい場合は、  を押下します。

申請者

案件の申請者を検索条件として指定します。

 ＜検索＞を押下すると、申請者検索画面がポップアップ表示されますので、検索条件としたい申請者を選択しま
す。

一度指定した値を解除したい場合は、  ＜解除＞を押下します。

フロー名

案件のフロー名を検索条件として指定します。入力値の部分一致で検索します。

※「完了案件」の表示条件指定の場合のみ、以下の項目が追加表示されます。

案件終了日付

案件の案件終了日付を検索条件として範囲指定します。  を押下して、表示されるカレンダーから日付を選択し
ます。

一度指定した値を解除したい場合は、  を押下します。

完了状態

案件の完了状態を検索条件として指定します。プルダウンから、「終了ノード到達」「承認終了」「取止め」「否認」
「案件操作」を選択します。

一覧表示パターンを選択することで、現在表示されている参照対象の案件一覧の表示項目やソートを変更することができます。

＜表示条件＞を押下します。
タブを「表示設定」に切り替えます。

一覧表示パターン

一覧表示パターン定義で、対象一覧を「参照一覧（未完了案件）」「対象一覧（完了案件）」として定義したパターン
名が、プルダウンで表示されます。
設定したい表示パターンを選択します。

「プレビュー」には、選択した一覧表示パターンのプレビューが表示されます。
初期ソートが設定されている場合は、表示の際に、指定されている項目に対して、指定されている順（昇順/降順）で、ソートをかけてから
表示します。

案件操作を活用する案件操作を活用する

案件操作の権限を持っている場合、一覧に「操作」アイコンが表示されます。

1. 「操作」アイコンをクリックします。
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2. 案件操作画面が表示されます。
操作内容については、以降の内容を参照してください。

コラムコラム

認可リソース「案件操作」が許可されているユーザのみ操作可能です。

案件操作では、以下の操作を実行することができます。

保留解除

保留中のノードの保留解除ができます。

ノードの処理/確認対象者の変更

ノードに対して処理対象者の設定を追加・削除することができます。処理済みノードの処理対象者は変更できません。

ノードの処理/確認対象者の再展開

ノードの処理対象者の設定から、処理対象者を再度展開することができます。

コラムコラム

対象者の再展開対象者の再展開

処理対象者や確認対象者の再展開とは、案件の引戻しや差し戻し、振替を利用して対象の
ノードの処理権限者が変更された後に、変更した処理権限の内容をルート定義で設定され
た状態に戻すことができる機能です。
再展開を行った場合、引戻しや差し戻しを行った場合には、本来処理を行ったユーザのみ処
理権限がありますが、再展開後には引戻しや差し戻しを行う前の処理権限に戻ります。
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動的承認ノードの削除

案件上の動的承認ノードを削除することができます。
動的承認ノードにすでに到達している場合は削除できません。

動的承認ノードの復活

削除した動的承認ノードを復活させることができます。

横配置ノードの再設定/再展開

横配置ノードの再設定、再展開ができます。
横配置ノード内で展開されたノードにすでに到達している場合は、再設定、再展開はできません。

縦配置ノードの再設定/再展開

縦配置ノードの再設定、再展開ができます。
縦配置ノード内で展開されたノードにすでに到達している場合は、再設定、再展開はできません。

ノードの移動

任意のノードに処理を移動することができます。
権限付与によって、移動方向の制限、および、終了ノードへの移動可否を制御できます。
完了案件の場合、ノードは移動できません。

案件操作権限者の追加

処理中案件に対して、案件操作権限者を追加することができます。

案件削除

指定した案件を削除することができます。

ノード位置編集

ノード位置を見やすいように変更することができます。
完了案件の場合、ノード位置は編集できません。

フロー情報の表示

フローや案件の詳細情報などを確認することができます。

※案件操作についての詳細は、別紙「 IM-Workflow 仕様書仕様書 」を参照してください。

コラムコラム

ユーザにノードの編集権限が付与されていない場合は、編集欄に  が表示されません。

ユーザにノードの再展開権限が付与されていない場合は、再展開欄に  が表示されません。

保留解除保留解除

指定した案件の保留を解除することができます。

1. ノードの処理が保留状態である場合、案件表示部の状態欄に  が表示されます。

 をクリックして＜保留解除＞画面を表示します。

2. ［保留解除］ボタンを押下します。
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3. 案件の保留の解除ができました。

コラムコラム

ユーザに保留解除権限が付与されていない場合、  を押下しても、保留解除はできません。

ノードの処理ノードの処理/確認対象者の確認確認対象者の確認

指定した案件の処理対象者、確認対象者を確認することができます。

1.  アイコンをクリックします。
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2. ノード編集画面で処理対象者を確認することができました。

3. 処理対象がユーザ以外となる場合、  をクリックします。

4. 対象者状況確認が表示され、処理対象に該当するユーザを一覧で確認することができます。

コラムコラム

処理対象者、確認対象者の確認、変更は、現在処理中、もしくは未処理のノードでのみ実行で
きます。
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処理が終了したノードについては実行できません。

ノードの処理ノードの処理/確認対象者の変更確認対象者の変更

指定した案件の処理対象者、確認対象者を変更することができます。

1.  アイコンをクリックします。

2. 「検索」をクリックします。

ノード名

編集対象のノード名を表示します。

有効

対象ノードが動的承認ノードの場合のみ表示されます。このノードを有効にするか、無効にする（削除
する）かを設定します。チェックした場合は有効です。

保存済み設定

ログインユーザが保存した処理対象者設定を利用できます。利用したい場合は、プルダウンに表示さ
れる設定名から選択します。

設定名

現在の設定を保存したい場合は、保存する設定の名称を入力します。［保存］ボタンを押下すると、設
定名に入力した名称で、現在の処理対象者設定が保存されます。

処理対象者

ノードの処理対象者を設定します。ルート定義で指定した処理対象者が、デフォルトで設定されていま
す。

処理対象者を指定します。 ＜検索＞を押下します。
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IM-共通マスタの検索画面が表示されます。 処理対象者に指定したい対象を選択
します。

対象者の状況を確認できます。状況確認欄に表示されている  を押下すると、
対象者状況確認画面がポップアップ表示されます。

設定してある対象者を解除できます。解除したい対象の解除欄の  を押下しま
す。

3. 処理対象を選択します。

4. 「更新」をクリックします。
確認ダイアログが表示されたら「決定」をクリックします。

5. 処理者の変更ができました。
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コラムコラム

ワークフローシステム管理者、ならびにワークフロー運用管理者の案件操作（管理者メニューからのアクセ
ス）の場合、処理対象者として「ロール」や、「XXX＋ロール」（例：組織＋ロール）などが検索対象として表示
されるのに対し、利用者の案件操作の場合、ロールに関係する処理対象者は検索対象にはなりません。

理由は次のとおりです。

ワークフローシステム管理者はアクターとしてテナント管理者と同じ、またはテナント管理
者相当のユーザで、どのユーザにどのロールが付与されているか把握していることを想
定しています。

ワークフロー運用管理者についても同様です。

一方、利用者はロールとユーザの関係を把握していないと想定しています。
案件操作で処理対象者としてロールを追加する際は、ロールを付与されたユーザが誰
であるかを把握している必要があります。

そのため、ワークフローシステム管理者・ワークフロー運用管理者の案件操作（管理者メ
ニューからのアクセス）に限り、ロールに関係する処理対象者を設定できるよう制御して
います。

コラムコラム

案件操作でユーザや組織などを検索する場合、検索基準日は案件の「申請基準日」固定となります。
理由は、案件の申請基準日で有効な情報のみを検索・追加対象とするためです。

具体的には、次の検索の場面が該当します。

処理対象者・確認対象者の追加のための検索
参照者の追加のための検索

ノードの処理ノードの処理/確認対象者の再展開確認対象者の再展開

ノードが「現在処理中（保留状態を除く）」の場合にのみ、処理対象者を再展開することができます。

1.  アイコンをクリックします。
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2. 処理対象者を再展開することができました。

動的承認ノードの削除動的承認ノードの削除

ルート上から動的承認ノードを削除することができます。

1. 案件の  をクリックします。

2. 「有効」項目のチェックをオフにします。

3. ルート上から動的承認ノードが削除されました。
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コラムコラム

「動的承認ノードの削除」権限のみ付与されている場合、有効状態の動的承認ノードを無効に（削除）
することしかできません。
「動的承認ノードの復活」権限のみ付与されている場合、無効状態の動的承認ノードを有効にするこ
としかできません。
すでに動的承認ノードに到達している場合、有効状態の動的承認ノードを無効にすることはできませ
ん。

動的承認ノードの復活動的承認ノードの復活

ルート上から削除した動的承認ノードを復活することができます。

1. 案件の  をクリックします。

2. 「有効」項目のチェックをオンにします。
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3. ルート上から削除した動的承認ノードが復活しました。

横配置ノードの再設定横配置ノードの再設定/再展開再展開

一度設定済みの横配置ノードの設定を再設定、処理対象者の再展開を行うことができます。

1. 案件の  をクリックします。

2. 横配置ノードの再設定を行います。
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3. 「更新」をクリックして保存すると、横配置のノードに再設定した内容が反映されました。

縦配置ノードの再設定縦配置ノードの再設定/再展開再展開

一度設定済みの縦配置ノードの設定を再設定、処理対象者の再展開を行うことができます。

1. 案件の  をクリックします。

2. 縦配置ノードの再設定を行います。
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3. 「更新」をクリックして保存すると、縦配置のノードに再設定した内容が反映されました。

ノードの移動ノードの移動

現在処理中のノードから任意のノードに処理を移動することができます。

1.  アイコンをクリックします。

2. 移動先にチェックします。
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3. 「移動」をクリックします。
確認ダイアログが表示されたら「決定」をクリックします。

4. ノードの移動ができました。

コラムコラム

完了案件はノードを移動することはできません。

この操作を行うためには、「処理中ノードの移動」いずれか一つ以上の権限が付与されている必要が
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あります。

（権限が付与されていない場合、  をクリックしても、ノードの移動はできません。）

付与された「処理中ノードの移動」権限が、「進む」のみの場合、フローが進む方向への移動のみ
できます。ただし、終了ノードに移動させることはできません。
付与された「処理中ノードの移動」権限が、「戻る」のみの場合、フローが戻る方向（処理済ノー
ド）への移動のみできます。
付与された「処理中ノードの移動」権限が、「終了」のみの場合、終了ノードへの移動のみできま
す。

案件操作権限者の追加案件操作権限者の追加

ワークフローシステム管理者、ワークフロー運用管理者のみ、参照者（案件操作権限者）を追加することができます。
詳細は、「フロー定義の参照者設定フロー定義の参照者設定」を参照してください。

案件削除案件削除

指定した案件を削除することができます。

1. 「案件削除」をクリックします。
確認ダイアログが表示されたら「決定」をクリックします。

2. 案件の削除ができました。

コラムコラム

ロール「IM-Workflow 管理者」が設定されているユーザのみ案件削除が可能です。

ノード位置編集ノード位置編集
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ノード位置を見やすいように変更することができます。

1. 「ノード位置」をクリックします。

2. ノードをドラッグ＆ドロップし、位置を変更します。

3. 更新をクリックします。

4. ノード位置の変更ができました。
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コラムコラム

この操作は該当の案件情報のみ反映されます。
他の案件のノード位置は変更されません。

変更できるのはノード、コメント、スイムレーンの位置のみで、各ノードの名称やコメントの内容、矢印の
接続等は変更できません。

フロー情報の表示フロー情報の表示

フロー、案件の情報を確認することができます。

フローの情報の確認

＜案件操作＞画面では、案件のフローが表示されています。タブを切り替えることで、「実行中フロー」「マスタフロー」を
確認できます。

実行中フロー

対象の案件で実行中のフローが表示されます。

マスタフロー

対象の案件のフロー定義で定義されているフローが表示されます。
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案件の情報の確認

＜案件操作＞画面上部に表示される  ＜詳細＞  ＜フロー＞  ＜履歴＞を押下すると、それぞれの情報を確
認できます。

詳細

 ＜詳細＞を押下すると、案件の詳細内容がポップアップ表示され、申請された内容を確認でき
ます。

フロー

 ＜フロー＞を押下すると、案件のフロー参照画面がポップアップ表示されます。案件のフロー図、
現在処理中のノード、各ノードの処理者や処理日時等を確認できます。

履歴

 ＜履歴＞を押下すると、案件の履歴参照画面がポップアップ表示されます。案件のフロー図、処
理が終了したノードの処理日時や、処理の際に処理者が付けたコメント等を確認できます。

過去案件を利用する

「過去案件」とは、完了した案件のうち、「アーカイブ機能」によりアーカイブ領域に退避された案件のことです。

過去案件メニューでは、アーカイブ領域に退避された過去案件を参照することができます。
また、ワークフローシステム管理者と、ワークフロー運用管理者は、過去案件を削除することができます。
ワークフローシステム管理者は、全ての過去案件を参照・削除できます。
ワークフロー運用管理者は、管理対象となっているフローによる案件の過去案件を参照・削除できます。
利用者は、利用者本人が処理を行った案件の過去案件を参照できます。
「アーカイブ機能」は、ジョブ形式で完了案件のアーカイブ化を行います。

目次目次

過去案件を参照する過去案件を参照する

過去案件を参照する過去案件を参照する

1. 「サイトマップ」→「ワークフロー」→「ワークフロー管理者」→「過去案件」をクリックします。

2. 参照対象年月を指定します。

3. 「決定」をクリックします。
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4. 過去案件の一覧が表示されます。
詳細アイコンやフローアイコンから案件の内容を確認できます。

コラムコラム

過去案件はジョブ「アーカイブ」によって退避された案件を参照します。
案件情報が過去のものでも、退避されていなければこの機能で参照できません。

アーカイブバッチの詳細設定（アーカイブ期間の指定等）は、［ワークフローパラメータ］で行います。
［ワークフローパラメータ］についての詳細は、別紙「 IM-Workflow 仕様書仕様書 」を参照してください。

コラムコラム

過去案件の検索・表示過去案件の検索・表示

過去案件の一覧画面では、条件を指定して対象の過去案件を検索し、該当するものだけを表示させることができます。
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フローグループ

検索したい過去案件のフローの属するフローグループを検索条件として指定します。定義されているフローグループ
が階層ごとにプルダウンで表示されます。

以下の場合にはこの項目は表示されません。

ワークフローパラメータで「フローグループを使用しない」設定となっている場合
フローグループが1件も登録されていない場合

優先度

過去案件で指定されている優先度を検索条件として指定します。
プルダウンから、「通常」「高」「低」を選択します。

案件番号

過去案件の案件番号を検索条件として指定します。入力値の部分一致で検索します。

案件名

過去案件の案件名を検索条件として指定します。入力値の部分一致で検索します。

申請基準日

過去案件の申請基準日を検索条件として範囲指定します。

 を押下して、表示されるカレンダーから日付を選択します。
一度指定した値を解除したい場合は、 を押下します。

申請日

過去案件の申請日を検索条件として範囲指定します。  を押下して、表示されるカレンダーから日付を選択しま
す。

一度指定した値を解除したい場合は、  を押下します。

申請者

過去案件の申請者を検索条件として指定します。

 ＜検索＞を押下すると、申請者検索画面が表示されます。
検索条件としたい申請者を選択します。

一度指定した値を解除したい場合は、  ＜解除＞を押下します。

フロー名

過去案件のフロー名を検索条件として指定します。入力値の部分一致で検索します。

案件終了日

過去案件の案件終了日付を検索条件として範囲指定します。

 を押下して、表示されるカレンダーから日付を選択します。

一度指定した値を解除したい場合は、  を押下します。

完了状態

過去案件の完了状態を検索条件として指定します。プルダウンから、「終了ノード到達」「承認終了」「取止め」「否
認」「案件操作」を選択します。

コラムコラム

過去案件の削除過去案件の削除
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過去案件の削除は、 ワークフローシステム管理者、 ワークフロー運用管理者のみ実行することができます。
ワークフローシステム管理者による過去案件の削除権限は、設定等で不可（剥奪）とすることはできません。
ワークフロー運用管理者は、管理グループ設定で案件操作が無効となっている場合、過去案件の削除を行うことは
できません。
ワークフロー監査者、ワークフローユーザ（利用者）は、過去案件を削除することはできません。

アラートを利用する

「アラート機能」とは、ワークフローの状態をチェックして、条件に合致した場合にメッセージを通知する機能のことです。

「アラート機能」によって通知された情報を確認できます。
アラート情報には、「アラートレベル」と呼ばれるエラーのレベルを設定できます。
アラートレベルには、「情報（INFO）」「警告（WARN）」「エラー（ERROR）」の3種類があります。

アラートは、アラート検出プログラムがジョブ形式で実行されることによって検出されます。
標準では、システムで標準提供されているアラート検出プログラムが実行されます。

標準提供のアラート検出プログラムで検出されるアラートは以下の通りです。

処理対象者無し検出

処理対象者が存在しないノードを検出した場合。

処理停止検出（分岐開始）

分岐開始ノードで処理が停止しているノードを検出した場合。

処理停止検出（分岐終了）

分岐終了ノードで処理が停止しているノードを検出した場合。

処理中案件検出（経過日時指定）

案件が開始されてから指定日を経過しても完了していない案件を検出した場合。

処理中ノード検出（経過日時指定）

ノードに到達してから指定日を経過しても処理されないノードを検出した場合。

目次目次

アラート機能を活用するアラート機能を活用する

アラート機能を活用するアラート機能を活用する

1. 「サイトマップ」→「ワークフロー」→「ワークフロー管理者」→「アラート」をクリックします。

2. アラート概況が表示されます。

3. 「アラート一覧」をクリックすることで、詳細なアラート情報を確認できます。
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コラムコラム

アラート情報はジョブによって集計されます。
アラートを活用する場合はジョブを実行するようスケジューリングしてください。

コラムコラム

アラート検出プログラムの詳細設定は、［ワークフローパラメータ］で行います。
［ワークフローパラメータ］についての詳細は、別紙「 IM-Workflow 仕様書仕様書 」を参照してください。

モニタリングを利用する

モニタリングでは、完了した案件を集計して、案件の処理時間や処理結果を表示します。ワークフローシステム管理者のみ使用できます。

モニタリングは、ジョブによって集計が行われ、前回のジョブネット起動日から最新の起動日の間に完了した完了案件を集計対象とします。

目次目次

モニタリング機能を活用するモニタリング機能を活用する

モニタリング機能を活用するモニタリング機能を活用する

1. 「サイトマップ」→「ワークフロー」→「ワークフロー管理者」→「モニタリング」をクリックします。

2. 案件処理概況が表示されます。
完了した案件の数（状態別内訳）を表示します。
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3. 「フロー別利用状況」をクリックすることで、詳細な利用情報を確認できます。
フローと状態別の利用案件数と所要時間の一覧を表示します。

コラムコラム

モニタリング情報はジョブによって集計されます。
モニタリングを活用する場合はジョブを実行するようスケジューリングしてください。

コラムコラム

モニタリングジョブの詳細設定は、［ワークフローパラメータ］で行います。
［ワークフローパラメータ］についての詳細は、別紙「 IM-Workflow 仕様書仕様書 」を参照してください。

インポート/エクスポートを行う

インポート/エクスポートは、以下の情報をファイルに保存、またはファイルから読み取ってIM-Workflowに登録する機能です。

コンテンツ定義
ルート定義
フロー定義
案件プロパティ定義
ルール定義
メール定義
IMBox定義
一覧表示パターン定義
フローグループ定義
管理グループ定義
代理管理者設定

マスタ定義や権限者設定のバックアップ、別のintra-mart環境のIM-Workflowから各種マスタ定義をコピーをする場合に使用します。

注意注意

コンテンツ定義
ルート定義
フロー定義

上記の情報はバージョン情報を持っていますが、インポート・エクスポートの単位は定義内のバージョン情報を包括した１定義ごとにな
ります。

バージョン単位でのインポート・エクスポートを行うことはできないので注意してください。

目次目次

インポートを活用するインポートを活用する
エクスポートを活用するエクスポートを活用する

インポートを活用するインポートを活用する
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1. 「サイトマップ」「ワークフロー」→「ワークフロー管理者」→「インポート／エクスポート」→「インポート」をクリックします。

2. インポートするファイルのチェックボックスをチェックします。

3. 「データ選択へ」をクリックします。

コラムコラム

インポート対象は、ストレージサービスの以下のパス配下に配置されているファイルになります。
「%PUBLIC_STORAGE_PATH%/im_workflow/data/<テナントID>/import_export/」

画面下部からローカルのインポートファイルをアップロードしてインポートを行うこともできます。
（ローカルからのアップロードを有効にするためには、ワークフローパラメータの設定が必要です。ワークフローパラ
メータの詳細は、別紙「 IM-Workflow 仕様書仕様書 」を参照してください。）

4. インポートしたいマスタ定義のチェックボックスをチェックします。
インポートファイルに存在し、インポート先に存在しない定義は新規登録されますので、「新規」をチェックします。
インポートファイルに存在し、インポート先にも存在する定義は更新されますので、「更新」をチェックします。

5. 「インポート」をクリックします。

intra-mart Accel Platform

156

_images/apply_guide_5_1.png
http://www.intra-mart.jp/document/library/iap/public/im_workflow/im_workflow_specification.pdf
_images/apply_guide_5_2.png
_images/apply_guide_5_3.png
_images/apply_guide_5_4.png


すべてのマスタ定義をインポートする場合は、「全選択」をクリックしてください。インポート可能なマスタ定義が全てチェック状態になり
ます。
最初の状態に戻す場合は、「全解除」をクリックしてください。選択されているマスタ定義のチェックが全て解除されます。

キーが重複する場合（例えば、コンテンツ定義で同じコンテンツIDが複数存在する場合）は、片方の定義を選択状態にすると、残りの
定義は選択できません。

コラムコラム

インポート処理中に「閉じる」をクリックすると、途中でインポート処理を中止することができます。
ただし、中止までにインポートされたマスタ定義はロールバックされません。

6. インポートすることができました。

全てのマスタ定義が問題なくインポートされた場合は、インポート実行結果に「正常終了」が表示されます。
インポート時に問題があったマスタ定義は、赤字で問題の内容が表示されます。
赤字で表示された定義情報については登録されていません。
黒字で表示された定義情報については登録されています。

コラムコラム

インポートの仕様については、別紙「 IM-Workflow 仕様書仕様書 」を参照してください。

注意注意

インポート時に特に発生しやすい問題の内容と対処方法は以下の通りです。

＜定義名＞に登録されている＜キー＞が存在しないため、登録できません。＜定義名＞に登録されている＜キー＞が存在しないため、登録できません。
インポートしようとしたマスタ定義に関連付けられている別のマスタ定義が存在しませんでした。
関連付けられているマスタ定義を事前に登録するか、同時にインポートしてください。

ルート定義情報のインポートに失敗しています。ルート定義情報のインポートに失敗しています。
ルート定義情報のインポートに失敗しています。
この場合は、原因によって対応方法が異なりますので、エラーログを確認してください。

ルート定義のXMLファイルの保存に失敗しました。

インポートしようとしたルート定義のXMLファイルがすでに存在しています。
インポートを行う前に、ルートXMLファイルを削除してください。

%PUBLIC_STORAGE_PATH%/im_workflow/data/<テナントID>/<ワークフローパラメータのマスタディレクトリ(master-file-dir)>/route/<ルートID>

エクスポートを活用するエクスポートを活用する

1. 「サイトマップ」→「ワークフロー」→「ワークフロー管理者」→「インポート／エクスポート」→「エクスポート」をクリックします。
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2. エクスポートするマスタ定義の「検索」をクリックします。
（全てエクスポートしたい場合、「エクスポート（全件）」にチェックします）

3. エクスポートしたい定義を選択します。

4. 「エクスポート」をクリックします。
確認ダイアログが表示されたら「OK」をクリックします。

フローグループ定義で「フローとの関連付け情報を含める」のチェックを外すと、フローグループ定義に関連付けられたフローのリンク
情報をファイルに含めずに出力することができます。

管理グループ定義で「フロー、ルート、コンテンツ、メール、IMBoxとの関連付け情報を含める」のチェックを外すと、管理グループ定義
に関連付けられたフロー、ルート、コンテンツ、メール、IMBoxのリンク情報をファイルに含めずに出力することができます。

コラムコラム

エクスポート処理中に「閉じる」をクリックすると、途中でエクスポート処理を中止することができます。
エクスポート処理を中止すると、それまで出力されていたファイルは削除されます。

5. エクスポートすることができました。
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全てのマスタ定義が問題なくエクスポートされた場合は、エクスポート実行結果に「正常終了」が表示されます。
エクスポート時に問題があったマスタ定義は、赤字で問題の内容が表示されます。
赤字で表示された定義情報については出力されていません。
また、出力されたファイルの名称が「出力ファイル名」として表示されます。

コラムコラム

エクスポートしたファイルは、ストレージサービスの以下のパス配下に出力されます。
「%PUBLIC_STORAGE_PATH%/im_workflow/data/<テナントID>/import_export/」

エクスポートしたファイルをローカルにダウンロードしたい場合には、エクスポート結果のファイル名をクリックします。
（ローカルへのダウンロードを有効にするためには、ワークフローパラメータの設定が必要です。ワークフローパラメータの
詳細は、別紙「 IM-Workflow 仕様書仕様書 」を参照してください。）

注意注意

出力されたファイルの内容は直接変更しないようにしてください。

ポートレットを設定する

IM-Workflowの操作メニューを、ポートレットとして利用者のポータル画面に表示させることができます。
ポートレットとして登録できるワークフローのメニューは、標準で「新着未処理案件の表示」「申請可能フロー定義一覧」の２つが用意され
ています。
「新着未処理案件の表示」ではワークフローメニューの「未処理」で行う操作を、「申請可能フロー定義一覧」ではワークフローメニューの
「申請」で行う操作を、それぞれポートレット上から行うことができます。

ポートレットの利用登録が可能なのは、テナント管理者のみです。

目次目次

ポートレットを活用するポートレットを活用する

ポートレットを活用するポートレットを活用する

ポートレット、ポータルの設定方法については「 ポータルポータル 管理者操作ガイド管理者操作ガイド 」を参照してください。

申請ポートレットを利用する場合には、以下の画面のように設定します。
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ページ種別

「Presentation Page」を選択します。

URL

「/im_workflow_portlet/user/apply/apply_list」と指定します。

新着処理ポートレットを利用する場合には、以下の画面のように設定します。

ページ種別

「Presentation Page」を選択します。

URL

「/im_workflow_portlet/user/process/process_list」と指定します。

コラムコラム

新着処理ポートレット新着処理ポートレット

新着処理ポートレットは、案件を到達日（処理ノードに到達した日時）の降順で表示します。

新着処理ポートレットで表示する案件は、ユーザ自身が処理権限をもつすべての案件を表示しますが、ノードの到達
日から○日経過後の案件のみを表示する等の設定変更はできません。
（プログラム開発を伴うカスタマイズが必要です。）

ポートレットは非同期通信やプッシュ通信を行っていませんので、最新の情報を表示するには新着処理ポートレットを
再表示する必要があります。
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ワークフローを複数の言語で利用する（国際化の設定）

ここでは IM-Workflow を複数の言語で利用するために必要な設定を説明します。

多言語環境で IM-Workflow を利用するための設定

intra-mart Accel Platform で多言語を設定している環境で IM-Workflow を利用する場合、各種マスタ情報に国際化情報を設定する必
要があります。
対象となるマスタ情報は、大きく３つに分類されます。

アクセスセキュリティ情報
IM共通マスタ情報
IM-Workflow マスタ情報

設定方法の詳細は、次節を参照してください。

目次目次

アクセスセキュリティ情報の補完アクセスセキュリティ情報の補完
IM共通マスタ情報の補完共通マスタ情報の補完
IM-Workflow 情報の各種マスタ登録情報の各種マスタ登録

アクセスセキュリティ情報の補完アクセスセキュリティ情報の補完

アクセスセキュリティ情報に対して、次のマスタデータに対し追加する言語データを追加登録する必要があります。

対象情報対象情報 項目項目

ロール ※1 表示名（国際）

※1. IM-Workflow のルート定義のノードに対して、処理対象者として設定している情報の場合、国際化情報設定は必須で
す。すべてのロールに対して国際化情報が登録されている状態での運用を推奨します。

上記項目の設定方法は以下の通りです。

1. 「サイトマップ」→「テナント管理」→「ロール」をクリックします。

2. 「新規登録」をクリックします。

3. 登録に必要な情報を入力する際、表示名のロケール分の名称をすべて入力します。
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4. 「登録」をクリックして登録します。

IM共通マスタ情報の補完共通マスタ情報の補完

IM共通マスタ情報に関して、下記の項目を設定する必要があります。下記項目は、IM共通マスタの国際化対応情報のうち、 IM-Workflow
を動作させるための最低限必須となるマスタについて記載しています。
下記で記載のない任意項目については、適宜、マスタメンテナンスを行ってください。（例：マスタ情報の備考など）

対象情報対象情報 項目項目

ユーザ ※1 ユーザプロファイル 他ロケール設定

組織 ※1 組織名 他ロケール設定

会社 ※2 会社名 他ロケール設定
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役職 ※2 役職名 他ロケール設定

パブリックグループ ※2 パブリックグループ名 他ロケール設定

パブリックグループ・役割 ※2 パブリックグループ名・役割名 他ロケール設定

対象情報対象情報 項目項目

※1. IM-Workflow の処理実行時に登録される、処理実行者名や処理実行組織名として利用されます。これらの情報はイン
ストールされている全言語分必ず登録されている必要があります。
※2. IM-Workflow のルート定義のノードに対して、処理対象者として設定している情報の場合、国際化情報設定は必須で
す。対象者として設定されるマスタ情報は、ルート定義で設定した対象のみではなく、「動的承認ノード」や「横配置ノード」、
「縦配置ノード」で処理者が設定する場合もあるため、すべてのマスタ情報に対して国際化情報が登録されている状態での
運用を推奨します。

上記項目の設定方法は以下の通りです。

ユーザ

1. 「サイトマップ」→「共通マスタ」→「マスタメンテナンス」→「ユーザ」をクリックします。

2. 「ユーザの新規登録」をクリックします。

3. ユーザコードを入力し、「プロファイル」をクリックします。

4. 「他ロケール設定」をクリックします。
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5. 日本語以外のロケールのチェックをオンにし、全ロケールの必要な情報を入力します。

コラムコラム

処理依頼通知などのメール通知を利用する場合には、「メールアドレス1」にアドレス
を設定していないと送信されませんので、ご注意ください。

6. 入力が終わったら、「決定」をクリックします。
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7. その他に必要な情報を設定したら「登録」をクリックして、ユーザの情報を登録します。

組織

1. 「サイトマップ」→「共通マスタ」→「マスタメンテナンス」→「組織」をクリックします。

2. 左のツリーから対象の組織を右クリックし、「配下に新規組織を登録」をクリックします。
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3. 「他ロケール設定」をクリックします。

4. 日本語以外のロケールのチェックをオンにし、すべてのロケールに必要な情報を入力します。
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5. 他のロケールの項目の入力が終わったら、「決定」をクリックします。

6. 「登録」をクリックして、組織の情報を登録します。
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会社

1. 「サイトマップ」→「共通マスタ」→「マスタメンテナンス」→「会社」をクリックします。

2. 「新規作成」をクリックします。

3. 表示されているすべてのロケールに必要な情報を入力します。
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4. 項目の入力が終わったら、「登録」をクリックして、会社の情報を登録します。

役職

1. 「サイトマップ」→「共通マスタ」→「マスタメンテナンス」→「組織」をクリックします。

2. 「役職表示」をクリックします。
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3. 会社名をクリックし、「役職の新規登録」をクリックします。

4. 「他ロケール設定」をクリックします。

5. 日本語以外のロケールのチェックをオンにし、必要な情報を入力します。
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6. 項目の入力が終わったら、「決定」をクリックします。

7. 「登録」をクリックして、役職の情報を登録します。
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パブリックグループ

1. 「サイトマップ」→「共通マスタ」→「マスタメンテナンス」→「パブリックグループ」をクリックします。

2. 左のツリーから対象のパブリックグループを右クリックし、「配下に新規パブリックグループを登録」をクリックします。

3. 「他ロケール設定」をクリックします。

intra-mart Accel Platform

173

_images/lang_guide_1_23.png
_images/lang_guide_1_24.png


4. 日本語以外のロケールのチェックをオンにし、必要な情報を入力します。

5. 項目の入力が終わったら、「決定」をクリックします。
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6. 「登録」をクリックして、パブリックグループの情報を登録します。

パブリックグループ・役割

1. 「サイトマップ」→「共通マスタ」→「マスタメンテナンス」→「パブリックグループ」をクリックします。

2. 「役割表示」をクリックします。
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3. パブリックグループをクリックし、「役割の新規登録」をクリックします。

4. 「他ロケール設定」をクリックします。

5. 日本語以外のロケールのチェックをオンにし、必要な情報を入力します。

intra-mart Accel Platform

176

_images/lang_guide_1_29.png
_images/lang_guide_1_30.png
_images/lang_guide_1_31.png


6. 項目の入力が終わったら、「決定」をクリックします。

7. 「登録」をクリックして、役割の情報を登録します。
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IM-Workflow 情報の各種マスタ登録情報の各種マスタ登録

IM-Workflow マスタ情報に関して、下記の項目を設定する必要があります。下記項目は、IM-Workflow の国際化対応情報のうち、 IM-
Workflow を動作させるための最低限必須となるマスタについて記載しています。
下記で記載のない任意項目については、適宜、マスタメンテナンスを行ってください。（例：マスタ情報の備考など）

対象情報対象情報 項目項目

案件プロパティ定義 キー名

ルール定義 ルール名

メール定義 メール名

件名

本文

一覧表示パターン定義 パターン名

フローグループ定義 フローグループ名

コンテンツ定義 コンテンツ名

画面名

プログラム名

ルート定義 ルート名

フロー定義 フロー名

処理名

上記項目の設定方法は以下の通りです。

案件プロパティ定義

1. 「サイトマップ」→「ワークフロー」→「ワークフロー管理者」→「マスタ定義」→「案件プロパティ定義」をクリックしま
す。

2. 「新規作成」をクリックします。
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3. すべてのロケールのキー名を含む各項目に必要な情報を入力し、「登録」をクリックします。

ルール定義

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

2. 「新規作成」をクリックします。

3. すべてのロケールのルール名を含む各項目に必要な情報を入力し、「登録」をクリックします。
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メール定義

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

2. 「新規作成」をクリックします。

3. すべてのロケールのメール名、件名、本文を含む各項目に必要な情報を入力し、「登録」をクリックします。
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一覧表示パターン定義

1. 「サイトマップ」→「ワークフロー」→「ワークフロー管理者」→「マスタ定義」→「一覧表示パターン定義」をクリックし
ます。

2. 「新規作成」をクリックします。

3. すべてのロケールのパターン名を含む各項目に必要な情報を入力し、「登録」をクリックします。
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フローグループ定義

1. 「サイトマップ」→「ワークフロー」→「ワークフロー管理者」→「マスタ定義」→「フローグループ定義」をクリックしま
す。

2. 「新規作成」をクリックします。

3. すべてのロケールのフローグループ名を含む各項目に必要な情報を入力し、「登録」をクリックします。
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コンテンツ定義

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

2. 「新規作成」をクリックします。

3. すべてのロケールのコンテンツ名を含む各項目に必要な情報を入力し、「登録」をクリックします。

4. 「新規作成」をクリックします。

5. バージョンの基本情報を入力し、「登録」をクリックします。
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6. 「画面」をクリックします。

7. 「新規作成」をクリックします。

8. すべてのロケールの画面名を含む各項目に必要な情報を入力し、「登録」をクリックします。
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9. 「ユーザプログラム」をクリックします。

10. 「新規作成」をクリックします。

11. すべてのロケールのプログラム名を含む各項目に必要な情報を入力し、「登録」をクリックします。

ルート定義

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

2. 「新規作成」をクリックします。

3. すべてのロケールのルート名を含む各項目に必要な情報を入力し、「登録」をクリックします。
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フロー定義

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

2. 「新規作成」をクリックします。

3. すべてのロケールのフロー名を含む各項目に必要な情報を入力し、「登録」をクリックします。

4. 「新規作成」をクリックします。
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5. バージョンの基本情報を入力し、「登録」をクリックします。

6. 「ルート詳細」をクリックします。

7. ノードの  をクリックします。
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8. 「処理設定」をクリックします。

9. 処理の名称を変更する場合、すべてのロケールの処理名を入力し、「登録」をクリックします。

ワークフローの運用のヒント
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ここでは IM-Workflow の運用に関してのヒントをまとめています。

担当者への案件の参照設定（参照権限の付与）を簡単に行うには

管理グループ機能を利用して監査者に指定すると、簡単に参照権限を付与することができます。
詳細は 管理グループを利用してワークフロー監査者を設定する管理グループを利用してワークフロー監査者を設定する を参照してください。

人事異動や組織が変更された場合でも、参照者を最新の状態にするには

参照者を最新の状態にするには、２つの方法があります。

1. 管理グループ機能を利用して監査者として参照権限を付与する方法

監査者として設定された組織やユーザ情報は、案件のトランザクションに展開せず、システム日時点で有効な組織や
ユーザ情報を元に権限判定します。
したがって、IM-共通マスタの最新の状態が参照権限として利用されます。
ただし、権限として「申請者の上位下位」等の動的な設定はサポートしていません。
詳細は 管理グループを利用してワークフロー監査者を設定する管理グループを利用してワークフロー監査者を設定する を参照してください。

2. 「参照者再展開」のジョブを実行する方法

「参照者再展開」のジョブを実行すると、ジョブで指定した日付の情報に基づいて、案件の参照者を一括変更することが
できます。
ジョブの詳細については、別紙「 IM-Workflow 仕様書仕様書 」を参照してください。
なお、参照者再展開のジョブでは、案件個別に設定した参照者の設定はクリアされ、フロー定義に設定されている
指定日付に該当する、フローバージョンの参照者設定で更新されますので、ご注意ください。

ワークフローの処理対象者に特定の組織の上位組織/下位組織も含めて設定するには

IM-Workflow 8.0.8から処理対象者プラグインとして、特定の組織と上位/下位組織に関するプラグインを追加しました。
この処理対象者プラグインを利用すると、設定した組織を含む特定組織の上位組織全て、もしくは下位組織全てを処理対象者に指定する
ことができます。

特定の組織と上位/下位組織に関するプラグインの詳細は、以下の通りです。

特定の組織と上位/下位組織に関するプラグインの設定可能な範囲

特定組織の上位/下位組織プラグインは、以下の部分で設定することができます。

【ノード】

承認ノード
動的承認ノード
横配置ノード
縦配置ノード
確認ノード

【フロー定義】

参照者

特定の組織と上位/下位組織に関するプラグインの詳細情報

【拡張ポイント】

jp.co.intra_mart.workflow.plugin.authority.node.approve

【追加されたプラグイン名とプラグインID】

組織とその上位組織全て

jp.co.intra_mart.workflow.plugin.authority.node.approve.department_all_step_upper_department

 

組織とその上位組織全て＋役職

jp.co.intra_mart.workflow.plugin.authority.node.approve.department_all_step_upper_department_and_post

 

組織とその上位組織全て＋ロール

jp.co.intra_mart.workflow.plugin.authority.node.approve.department_all_step_upper_department_and_role

 

組織とその下位組織全て

jp.co.intra_mart.workflow.plugin.authority.node.approve.department_all_step_lower_department

 

組織とその下位組織全て＋役職

jp.co.intra_mart.workflow.plugin.authority.node.approve.department_all_step_lower_department_and_post
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組織とその下位組織全て＋ロール

jp.co.intra_mart.workflow.plugin.authority.node.approve.department_all_step_lower_department_and_role

【拡張ポイント】

jp.co.intra_mart.workflow.plugin.authority.node.approve.static

【追加されたプラグイン名とプラグインID】

組織とその上位組織全て

jp.co.intra_mart.workflow.plugin.authority.node.approve.static.department_all_step_upper_department

 

組織とその上位組織全て＋役職

jp.co.intra_mart.workflow.plugin.authority.node.approve.static.department_all_step_upper_department_and_post

 

組織とその上位組織全て＋ロール

jp.co.intra_mart.workflow.plugin.authority.node.approve.static.department_all_step_upper_department_and_role

 

組織とその下位組織全て

jp.co.intra_mart.workflow.plugin.authority.node.approve.static.department_all_step_lower_department

 

組織とその下位組織全て＋役職

jp.co.intra_mart.workflow.plugin.authority.node.approve.static.department_all_step_lower_department_and_post

 

組織とその下位組織全て＋ロール

jp.co.intra_mart.workflow.plugin.authority.node.approve.static.department_all_step_lower_department_and_role

【拡張ポイント】

jp.co.intra_mart.workflow.plugin.authority.node.dynamic

【追加されたプラグイン名とプラグインID】

組織とその上位組織全て

jp.co.intra_mart.workflow.plugin.authority.node.dynamic.department_all_step_upper_department

 

組織とその上位組織全て＋役職

jp.co.intra_mart.workflow.plugin.authority.node.dynamic.department_all_step_upper_department_and_post

 

組織とその上位組織全て＋ロール

jp.co.intra_mart.workflow.plugin.authority.node.dynamic.department_all_step_upper_department_and_role

 

組織とその下位組織全て

jp.co.intra_mart.workflow.plugin.authority.node.dynamic.department_all_step_lower_department

 

組織とその下位組織全て＋役職

jp.co.intra_mart.workflow.plugin.authority.node.dynamic.department_all_step_lower_department_and_post

 

組織とその下位組織全て＋ロール

jp.co.intra_mart.workflow.plugin.authority.node.dynamic.department_all_step_lower_department_and_role

【拡張ポイント】

jp.co.intra_mart.workflow.plugin.authority.node.confirm

【追加されたプラグイン名とプラグインID】

組織とその上位組織全て

jp.co.intra_mart.workflow.plugin.authority.node.confirm.department_all_step_upper_department

 

組織とその上位組織全て＋役職

jp.co.intra_mart.workflow.plugin.authority.node.confirm.department_all_step_upper_department_and_post

 

組織とその上位組織全て＋ロール

jp.co.intra_mart.workflow.plugin.authority.node.confirm.department_all_step_upper_department_and_role

 

組織とその下位組織全て

jp.co.intra_mart.workflow.plugin.authority.node.confirm.department_all_step_lower_department
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組織とその下位組織全て＋役職

jp.co.intra_mart.workflow.plugin.authority.node.confirm.department_all_step_lower_department_and_post

 

組織とその下位組織全て＋ロール

jp.co.intra_mart.workflow.plugin.authority.node.confirm.department_all_step_lower_department_and_role

【拡張ポイント】

jp.co.intra_mart.workflow.plugin.authority.administrator.flow.handle

【追加されたプラグイン名とプラグインID】

組織とその上位組織全て

jp.co.intra_mart.workflow.plugin.authority.administrator.flow.handle.department_all_step_upper_department

 

組織とその上位組織全て＋役職

jp.co.intra_mart.workflow.plugin.authority.administrator.flow.handle.department_all_step_upper_department_and_post

 

組織とその上位組織全て＋ロール

jp.co.intra_mart.workflow.plugin.authority.administrator.flow.handle.department_all_step_upper_department_and_role

 

組織とその下位組織全て

jp.co.intra_mart.workflow.plugin.authority.administrator.flow.handle.department_all_step_lower_department

 

組織とその下位組織全て＋役職

jp.co.intra_mart.workflow.plugin.authority.administrator.flow.handle.department_all_step_lower_department_and_post

 

組織とその下位組織全て＋ロール

jp.co.intra_mart.workflow.plugin.authority.administrator.flow.handle.department_all_step_lower_department_and_role

インポートでマスタ定義を更新するには

IM-Workflow 8.0.7以前のバージョンでは、一度インポート済みのマスタ定義を再インポートすることはできませんでしたが、 IM-Workflow
8.0.8のバージョンから差分インポートを行えるようになりました。
インポートの仕様については、「 IM-Workflow 仕様書仕様書 」を参照してください。
インポートの操作については、「 インポートインポート/エクスポートを行うエクスポートを行う  」を参照してください。

ファイルサーバ（ストレージ）の処理が遅く、トランザクションファイルの書き込みに時間がかかっているのを解消するには

分散構成でストレージとしてNFSやNAS等を利用している場合、ストレージの性能によっては、トランザクションファイルの書き込みがパ
フォーマンス上のボトルネックになる可能性があります。
このようなケースの場合、トランザクションファイルの保存先をデータベースに変更することを検討してください。

トランザクションファイルの保存先をストレージからデータベースに変更するには、以下の手順で行います。

1. ワークフローパラメータの値を変更します。

トランザクションファイル保存先（transaction-file-save-location）

設定値：2（BLOBデータとしてデータベースに保存する。）

2. すでに申請・処理済みの案件が存在する場合、以下のジョブを実行し、トランザクションファイルをデータベースに移行し
ます。

未完了案件XMLデータ移行(File ->Database LOB)

3. 以上で、トランザクションファイルの保存先をデータベースに変更することができました。

コラムコラム

弊社にて、ストレージ（NFS）にトランザクションファイルを保存した場合と、データベースにトランザクションファイルを保存した場合を比
較し、同時100申請を行ったケースでは、データベースにトランザクションファイルを保存した場合の方が、2倍程度処理が早くなることを
確認しています。
ただし、性能はデータ状態やその他の環境に依存しますので、弊社で確認したレスポンスを保証するものでありません。
あくまで参考ですので、お客様の環境で必ず検証してください。

ワークフローの処理対象者を申請者や前処理者に基づいて決定するように設定するには

ワークフローの処理対象者や参照者に申請者や前処理者に基づいた組織などの情報で処理対象者を設定できるようにするには、製品標
準提供の申請者や前処理者に基づく処理対象者プラグイン（例：「申請者の上位組織」、「前処理者の上位組織」など）を有効にします。
詳細な手順については「 処理対象者プラグインを設定する処理対象者プラグインを設定する  」を参照してください。
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また、各種処理対象者プラグインがどのノード・設定で利用できるかについては、「 IM-Workflow 仕様書仕様書 」を参照してください。
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