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改訂情報

変更年月日変更年月日 変更内容変更内容

2014-12-01 初版

2015-08-01 第２版　下記を変更しました

「 会社分類ソートキー 」の名称を「 組織分類ソートキー 」に変更

「 会社分類項目ソートキー 」の名称を「 組織分類項目ソートキー 」に変

更

intra-mart Accel Platform — IM-共通マスタ ソートキー仕様書   第２版 2015-08-01  

4

index.html#document-texts/company_and_department/department_ctg/index
index.html#document-texts/company_and_department/department_ctg_itm/index


はじめに

項目
本書の目的

対象読者

本書の構成

本書の目的

本書では intra-mart Accel Platform の IM-共通マスタ で使用されるソートキーの仕様について説明します。

対象読者

intra-mart Accel Platform を運用するテナント管理者および、 IM-共通マスタ の管理者

IM-共通マスタ を利用する開発者

本書の構成

ソートキーについて
IM-共通マスタ におけるソートキーの役割を説明します。

ユーザ
ユーザに関連するソートキーについて説明します。

会社と組織
会社や組織に関連するソートキーについて説明します。

会社グループ
会社グループに関連するソートキーについて説明します。

パブリックグループ
パブリックグループに関連するソートキーについて説明します。

法人・取引先
法人・取引先に関連するソートキーについて説明します。

法人グループ
法人グループに関連するソートキーについて説明します。

品目カテゴリ・品目
品目カテゴリ・品目に関連するソートキーについて説明します。

通貨
通貨に関連するソートキーについて説明します。

プライベートグループ
プライベートグループに関連するソートキーについて説明します。
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ソートキーについて

概要

IM-共通マスタでは、情報の並び順を決めるための基準とするため、さまざまなソートキーが用意されています。

たとえば、会社の並び順を決めるための会社ソートキーや、ユーザを並び順を決めるためのユーザソートキーな
どがあります。

国際化・期間化

IM-共通マスタでは、国際化および期間化されている情報を扱いますが、ソートキーは国際化および期間化の対

象外です。

ロケールや期間毎に別々のソートキーを設定することはできません。

並び順について

ソートキーは、並び順を決めるための１つの基準です。並び順は、 IM-共通マスタ ソート順定義書に記載している

ように決定されます。

注意

ソートキーが同一の場合は、IM-共通マスタ ソート順定義書に記載している第２ソート以降で並び

順が決まります。

第２ソート以降で並び順が決まる場合は、データベース製品によって並び順が異なることがありま

す。厳密に並び順を制御したい場合は、ソートキーを適切に設定することを推奨します。

ソートキーの種類

IM-共通マスタ では、以下のソートキーが用意されています。

ユーザ

ユーザソートキー

ユーザソートキーは、ユーザの並び順を決定するための基準として利用されます。

管理テーブル

ユーザソートキーは、以下のテーブルで管理されています。

ユーザテーブル（imm_user）

ユーザ分類所属テーブル（imm_user_ctg_ath）
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組織所属テーブル（imm_department_ath）

組織所属役職テーブル（imm_department_post_ath）

パブリックグループ所属テーブル（imm_public_grp_ath）

パブリックグループ所属役割テーブル（imm_public_grp_role_ath）

管理画面

ユーザソートキーは、 以下の画面で登録・変更することができます。

ユーザ詳細

この画面の操作方法などは、IM-共通マスタ 管理者操作ガイドのユーザを参照してください。

利用画面

IM-共通マスタ ソート順定義書を参照してください。

ユーザ分類ソートキー

ユーザ分類ソートキーは、ユーザ分類の並び順を決定するための基準として利用されます。

管理テーブル

ユーザ分類ソートキーは、以下のテーブルで管理されています。

ユーザ分類テーブル（imm_user_ctg）

管理画面

ユーザ分類ソートキーは、 以下の画面で登録・変更することができます。

ユーザ分類詳細

この画面の操作方法などは、IM-共通マスタ 管理者操作ガイドの分類を参照してください。

利用画面

IM-共通マスタ ソート順定義書を参照してください。

ユーザ分類項目ソートキー

ユーザ分類項目ソートキーは、ユーザ分類項目の並び順を決定するための基準として利用されます。

管理テーブル

ユーザ分類項目ソートキーは、以下のテーブルで管理されています。

ユーザ分類項目テーブル（imm_user_ctg_itm）
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管理画面

ユーザ分類項目ソートキーは、 以下の画面で登録・変更することができます。

ユーザ分類項目詳細

この画面の操作方法などは、IM-共通マスタ 管理者操作ガイドの分類を参照してください。

利用画面

IM-共通マスタ ソート順定義書を参照してください。

会社と組織

会社ソートキー

会社ソートキーは、会社の並び順を決定するための基準として利用されます。

管理テーブル

会社ソートキーは、以下のテーブルで管理されています。

会社テーブル（imm_company）

会社グループ所属テーブル（imm_company_grp_ath）

管理画面

会社ソートキーは、 以下の画面で登録・変更することができます。

会社

この画面の操作方法などは、IM-共通マスタ 管理者操作ガイドの会社を参照してください。

コラム

「会社 - 新規登録」で会社を作成すると、デフォルトの組織セットが作成されます。このと

き、デフォルトの組織セットの組織セットソートキーと組織ソートキーには、会社ソートキーと
同じ値が設定されます。

「会社 - 編集」でソートキーを更新しても、デフォルトの組織セットの組織セットソート
キーや組織ソートキーは変更されません。

利用画面

IM-共通マスタ ソート順定義書を参照してください。

組織セットソートキー

組織セットソートキーは、組織セットの並び順を決定するための基準として利用されます。
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コラム

組織セットの並び順は、組織セットソートキーまたは組織ソートキーで決定されます。並び順がどち
らのソートキーで決定されるのかは、画面によって異なります。

管理テーブル

組織セットソートキーは、以下のテーブルで管理されています。

会社組織セットテーブル（imm_department_set）

管理画面

組織セットソートキーは、 以下の画面で登録・変更することができます。

組織詳細

この画面の操作方法などは、IM-共通マスタ 管理者操作ガイドの組織を参照してください。

コラム

ツリーで組織セットをドラッグ＆ドロップすることで、組織セットソートキーを変更することが

できます。

注意

ツリーで組織セットを右クリックして、「組織の編集」をクリックすると「組織詳細」が表示さ

れます。ここでソートキーを変更すると、組織セットの組織ソートキーのみが変更されます。
組織セットソートキーが変更されるわけではありません。

利用画面

IM-共通マスタ ソート順定義書を参照してください。

組織ソートキー

組織ソートキーは、組織の並び順を決定するための基準として利用されます。

管理テーブル

組織ソートキーは、以下のテーブルで管理されています。

組織テーブル（imm_department）

会社組織内包テーブル（imm_department_inc_ath）

組織分類所属テーブル（imm_department_ctg_ath）

管理画面
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組織ソートキーは、 以下の画面で登録・変更することができます。

組織詳細

この画面の操作方法などは、IM-共通マスタ 管理者操作ガイドの組織を参照してください。

利用画面

IM-共通マスタ ソート順定義書を参照してください。

役職ソートキー

役職ソートキーは、役職の並び順を決定するための基準として利用されます。

管理テーブル

役職ソートキーは、以下のテーブルで管理されています。

役職テーブル（imm_company_post）

管理画面

役職ソートキーは、 以下の画面で登録・変更することができます。

役職詳細

この画面の操作方法などは、IM-共通マスタ 管理者操作ガイドの組織を参照してください。

利用画面

IM-共通マスタ ソート順定義書を参照してください。

組織分類ソートキー

組織分類ソートキーは、組織分類の並び順を決定するための基準として利用されます。

管理テーブル

組織分類ソートキーは、以下のテーブルで管理されています。

組織分類テーブル（imm_department_ctg）

管理画面

組織分類ソートキーは、 以下の画面で登録・変更することができます。

組織分類詳細

この画面の操作方法などは、IM-共通マスタ 管理者操作ガイドの組織分類を参照してください。
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利用画面

IM-共通マスタ ソート順定義書を参照してください。

組織分類項目ソートキー

組織分類項目ソートキーは、組織分類項目の並び順を決定するための基準として利用されます。

管理テーブル

組織分類項目ソートキーは、以下のテーブルで管理されています。

組織分類項目テーブル（imm_department_ctg_itm）

管理画面

組織分類項目ソートキーは、 以下の画面で登録・変更することができます。

組織分類項目詳細

この画面の操作方法などは、IM-共通マスタ 管理者操作ガイドの組織分類を参照してください。

利用画面

IM-共通マスタ ソート順定義書を参照してください。

会社グループ

会社グループセットソートキー

会社グループセットソートキーは、会社グループセットの並び順を決定するための基準として利用されます。

コラム

会社グループセットの並び順は、会社グループセットソートキーまたは会社グループソートキーで
決定されます。並び順がどちらのソートキーで決定されるのかは、画面によって異なります。

管理テーブル

会社グループセットソートキーは、以下のテーブルで管理されています。

会社グループセットテーブル（imm_company_grp_set）

管理画面

会社グループセットソートキーは、 以下の画面で登録・変更することができます。

会社グループ
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この画面の操作方法などは、IM-共通マスタ 管理者操作ガイドの会社グループを参照してください。

コラム

ツリーで会社グループセットをドラッグ＆ドロップすることで、会社グループセットソートキー

を変更することができます。

注意

ツリーで会社グループセットを右クリックして、「会社グループの編集」をクリックすると「会

社グループ詳細」が表示されます。ここでソートキーを変更すると、会社グループセット

の会社グループソートキーのみが変更されます。会社グループセットソートキーが変更さ
れるわけではありません。

利用画面

IM-共通マスタ ソート順定義書を参照してください。

会社グループソートキー

会社グループソートキーは、会社グループや会社グループセットの並び順を決定するための基準として利用され

ます。

テーブル

会社グループソートキーは、以下のテーブルで管理されています。

会社グループテーブル（imm_company_grp）

会社グループ内包テーブル（imm_company_grp_inc_ath）

管理画面

会社グループソートキーは、 以下の画面で登録・変更することができます。

会社グループ詳細

この画面の操作方法などは、IM-共通マスタ 管理者操作ガイドの会社グループを参照してください。

利用画面

IM-共通マスタ ソート順定義書を参照してください。

パブリックグループ

パブリックグループセットソートキー

パブリックグループセットソートキーは、パブリックグループセットの並び順を決定するための基準として利用され

intra-mart Accel Platform — IM-共通マスタ ソートキー仕様書   第２版 2015-08-01  

12

http://www.intra-mart.jp/document/library/iap/public/im_master/im_master_administrator_guide/index.html
http://www.intra-mart.jp/document/library/iap/public/im_master/im_master_administrator_guide/texts/basic_guide/basic_guide_5.html
index.html#document-texts/company_group/company_group/index
http://www.intra-mart.jp/document/library/iap/public/im_master/im_master_sorting_criteria.xls
http://www.intra-mart.jp/document/library/iap/public/im_master/im_master_administrator_guide/index.html
http://www.intra-mart.jp/document/library/iap/public/im_master/im_master_administrator_guide/texts/basic_guide/basic_guide_5.html
http://www.intra-mart.jp/document/library/iap/public/im_master/im_master_sorting_criteria.xls


ます。

コラム

パブリックグループセットの並び順は、パブリックグループセットソートキーまたはパブリックグルー
プソートキーで決定されます。並び順がどちらのソートキーで決定されるのかは、画面によって異な
ります。

管理テーブル

パブリックグループセットソートキーは、以下のテーブルで管理されています。

パブリックグループセットテーブル（imm_public_grp_set）

管理画面

パブリックグループセットソートキーは、 以下の画面で登録・変更することができます。

パブリックグループ

この画面の操作方法などは、IM-共通マスタ 管理者操作ガイドのパブリックグループを参照してください。

コラム

ツリーでパブリックグループセットをドラッグ＆ドロップすることで、パブリックグループセット

ソートキーを変更することができます。

注意

ツリーでパブリックグループセットを右クリックして、「パブリックグループの編集」をクリック

すると「パブリックグループ詳細」が表示されます。ここでソートキーを変更すると、パブリッ

クグループセットのパブリックグループソートキーのみが変更されます。パブリックグループ
セットソートキーが変更されるわけではありません。

利用画面

IM-共通マスタ ソート順定義書を参照してください。

パブリックグループソートキー

パブリックグループソートキーは、パブリックグループやパブリックグループセットの並び順を決定するための基準

として利用されます。

管理テーブル

パブリックグループソートキーは、以下のテーブルで管理されています。

パブリックグループテーブル（imm_public_grp）
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パブリックグループ内包テーブル（imm_public_grp_inc_ath）

パブリックグループ分類所属テーブル（imm_public_grp_ctg_ath）

管理画面

パブリックグループソートキーは、 以下の画面で登録・変更することができます。

パブリックグループ詳細

この画面の操作方法などは、IM-共通マスタ 管理者操作ガイドのパブリックグループを参照してください。

利用画面

IM-共通マスタ ソート順定義書を参照してください。

役割ソートキー

役割ソートキーは、役割の並び順を決定するための基準として利用されます。

管理テーブル

役割ソートキーは、以下のテーブルで管理されています。

役割テーブル（imm_public_grp_role）

管理画面

役割ソートキーは、 以下の画面で登録・変更することができます。

役割詳細

この画面の操作方法などは、IM-共通マスタ 管理者操作ガイドのパブリックグループを参照してください。

利用画面

IM-共通マスタ ソート順定義書を参照してください。

パブリックグループ分類ソートキー

パブリックグループ分類ソートキーは、パブリックグループ分類の並び順を決定するための基準として利用されま

す。

管理テーブル

パブリックグループ分類ソートキーは、以下のテーブルで管理されています。

パブリックグループ分類テーブル（imm_public_grp_ctg）
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管理画面

パブリックグループ分類ソートキーは、 以下の画面で登録・変更することができます。

パブリックグループ分類詳細

この画面の操作方法などは、IM-共通マスタ 管理者操作ガイドの分類を参照してください。

利用画面

IM-共通マスタ ソート順定義書を参照してください。

パブリックグループ分類項目ソートキー

パブリックグループ分類項目ソートキーは、パブリックグループ分類項目の並び順を決定するための基準として

利用されます。

管理テーブル

パブリックグループ分類項目ソートキーは、以下のテーブルで管理されています。

パブリックグループ分類テーブル（imm_public_grp_ctg_itm）

管理画面

パブリックグループ分類項目ソートキーは、 以下の画面で登録・変更することができます。

パブリックグループ分類項目詳細

この画面の操作方法などは、IM-共通マスタ 管理者操作ガイドの分類を参照してください。

利用画面

IM-共通マスタ ソート順定義書を参照してください。

法人・取引先

法人ソートキー

法人ソートキーは、法人の並び順を決定するための基準として利用されます。

管理テーブル

法人ソートキーは、以下のテーブルで管理されています。

法人テーブル（imm_corporation）

法人グループ所属テーブル（imm_corporation_grp_ath）
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管理画面

法人ソートキーは、 以下の画面で登録・変更することができます。

法人詳細

この画面の操作方法などは、IM-共通マスタ 管理者操作ガイドの法人・取引先を参照してください。

利用画面

IM-共通マスタ ソート順定義書を参照してください。

取引先ソートキー

取引先ソートキーは、取引先の並び順を決定するための基準として利用されます。

管理テーブル

取引先ソートキーは、以下のテーブルで管理されています。

取引先テーブル（imm_customer）

法人所属テーブル（imm_corporation_ath）

管理画面

取引先ソートキーは、 以下の画面で登録・変更することができます。

取引先詳細

この画面の操作方法などは、IM-共通マスタ 管理者操作ガイドの法人・取引先を参照してください。

利用画面

IM-共通マスタ ソート順定義書を参照してください。

法人グループ

法人グループセットソートキー

法人グループセットソートキーは、法人グループセットの並び順を決定するための基準として利用されます。

コラム

法人グループセットの並び順は、法人グループセットソートキーまたは法人グループソートキーで
決定されます。並び順がどちらのソートキーで決定されるのかは、画面によって異なります。

管理テーブル
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法人グループセットソートキーは、以下のテーブルで管理されています。

法人グループセットテーブル（imm_corporation_grp_set）

管理画面

法人グループセットソートキーは、 以下の画面で登録・変更することができます。

法人グループ

この画面の操作方法などは、IM-共通マスタ 管理者操作ガイドの法人グループを参照してください。

コラム

ツリーで法人グループセットをドラッグ＆ドロップすることで、法人グループセットソートキー

を変更することができます。

注意

ツリーで法人グループセットを右クリックして、「法人グループの編集」をクリックすると「法

人グループ詳細」が表示されます。ここでソートキーを変更すると、法人グループセット

の法人グループソートキーのみが変更されます。法人グループセットソートキーが変更さ
れるわけではありません。

利用画面

IM-共通マスタ ソート順定義書を参照してください。

法人グループソートキー

法人グループソートキーは、法人グループや法人グループセットの並び順を決定するための基準として利用され

ます。

管理テーブル

法人グループソートキーは、以下のテーブルで管理されています。

法人グループテーブル（imm_corporation_grp）

法人グループ内包テーブル（imm_corporation_grp_inc_ath）

管理画面

法人グループソートキーは、 以下の画面で登録・変更することができます。

法人グループ詳細

この画面の操作方法などは、IM-共通マスタ 管理者操作ガイドの法人グループを参照してください。
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利用画面

IM-共通マスタ ソート順定義書を参照してください。

品目カテゴリ・品目

品目カテゴリセットソートキー

品目カテゴリセットソートキーは、品目カテゴリセットの並び順を決定するための基準として利用されます。

コラム

品目カテゴリセットの並び順は、品目カテゴリセットソートキーまたは品目カテゴリソートキーで決
定されます。並び順がどちらのソートキーで決定されるのかは、画面によって異なります。

管理テーブル

品目カテゴリセットソートキーは、以下のテーブルで管理されています。

品目カテゴリセットテーブル（imm_item_category_set）

管理画面

品目カテゴリセットソートキーは、 以下の画面で登録・変更することができます。

品目カテゴリ詳細

この画面の操作方法などは、IM-共通マスタ 管理者操作ガイドの品目カテゴリ・品目を参照してください。

コラム

ツリーで品目カテゴリセットをドラッグ＆ドロップすることで、品目カテゴリセットソートキー

を変更することができます。

注意

ツリーで品目カテゴリセットを右クリックして、「品目カテゴリの編集」をクリックすると「品目

カテゴリ詳細」が表示されます。ここでソートキーを変更すると、品目カテゴリセットの品目
カテゴリソートキーのみが変更されます。品目カテゴリセットソートキーが変更されるわけ
ではありません。

利用画面

IM-共通マスタ ソート順定義書を参照してください。

品目カテゴリソートキー
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品目カテゴリソートキーは、品目カテゴリや品目カテゴリセットの並び順を決定するための基準として利用されま

す。

管理テーブル

品目カテゴリソートキーは、以下のテーブルで管理されています。

品目カテゴリテーブル（imm_item_category）

品目カテゴリ内包テーブル（imm_item_category_inc_ath）

管理画面

品目カテゴリソートキーは、 以下の画面で登録・変更することができます。

品目カテゴリ詳細

この画面の操作方法などは、IM-共通マスタ 管理者操作ガイドの品目カテゴリ・品目を参照してください。

利用される画面

IM-共通マスタ ソート順定義書を参照してください。

品目ソートキー

品目ソートキーは、品目の並び順を決定するための基準として利用されます。

管理テーブル

品目ソートキーは、以下のテーブルで管理されています。

品目テーブル（imm_item）

品目カテゴリ所属テーブル（imm_item_category_ath）

管理画面

品目ソートキーは、 以下の画面で登録・変更することができます。

品目詳細

この画面の操作方法などは、IM-共通マスタ 管理者操作ガイドの品目カテゴリ・品目を参照してください。

利用画面

IM-共通マスタ ソート順定義書を参照してください。

通貨

通貨ソートキー
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通貨ソートキーは、通貨の並び順を決定するための基準として利用されます。

管理テーブル

通貨ソートキーは、以下のテーブルで管理されています。

通貨テーブル（imm_currency）

管理画面

通貨ソートキーは、 以下の画面で登録・変更することができます。

通貨詳細

この画面の操作方法などは、IM-共通マスタ 管理者操作ガイドの通貨を参照してください。

利用画面

IM-共通マスタ ソート順定義書を参照してください。

通貨精度ソートキー

通貨精度ソートキーは、通貨精度の並び順を決定するための基準として利用されます。

管理テーブル

通貨精度ソートキーは、以下のテーブルで管理されています。

通貨精度テーブル（imm_currency_precision）

管理画面

通貨精度ソートキーは、 以下の画面で登録・変更することができます。

通貨精度詳細

この画面の操作方法などは、IM-共通マスタ 管理者操作ガイドの通貨を参照してください。

利用画面

IM-共通マスタ ソート順定義書を参照してください。

通貨換算コードソートキー

通貨換算コードソートキーは、通貨換算コードの並び順を決定するための基準として利用されます。

管理テーブル

通貨換算コードソートキーは、以下のテーブルで管理されています。
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通貨換算コードテーブル（imm_currency_conversion）

管理画面

通貨換算コードソートキーは、 以下の画面で登録・変更することができます。

通貨換算コード詳細

この画面の操作方法などは、IM-共通マスタ 管理者操作ガイドの通貨を参照してください。

利用画面

IM-共通マスタ ソート順定義書を参照してください。

プライベートグループ

プライベートグループソートキー

プライベートグループソートキーは、プライベートグループの並び順を決定するための基準として利用されます。

管理テーブル

プライベートグループソートキーは、以下のテーブルで管理されています。

プライベートグループテーブル（imm_private_grp）

管理画面

プライベートグループソートキーは、 以下の画面で登録・変更することができます。

プライベートグループ

この画面の操作方法などは、IM-共通マスタ ユーザ操作ガイドのプライベートグループ を設定するを参

照してください。

利用画面

IM-共通マスタ ソート順定義書を参照してください。

プライベートグループ所属ソートキー

プライベートグループ所属ソートキーは、プライベートグループ所属ユーザの並び順を決定するための基準とし

て利用されます。

管理テーブル

プライベートグループ所属ソートキーは、以下のテーブルで管理されています。
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プライベートグループ所属テーブル（imm_private_grp_ath）

管理画面

プライベートグループ所属ソートキーは、 以下の画面で登録・変更することができます。

プライベートグループ

この画面の操作方法などは、IM-共通マスタ ユーザ操作ガイドのプライベートグループ を設定するを参

照してください。

コラム

「ユーザ検索」で所属ユーザ一覧にユーザを追加して、ソート番号列をクリックすると設定

することができます。

利用画面

IM-共通マスタ ソート順定義書を参照してください。

上記には ユーザソートキー など、複数のテーブルで管理されているソートキーがありますが、複数のテーブルで

管理されているソートキーの整合性は保証されています。例えば、ユーザソートキー は ユーザテーブル

（imm_user） や ユーザ分類所属テーブル（imm_user_ctg_ath） などの複数のテーブルで管理されています

が、ユーザ詳細画面で ユーザソートキー を更新すると ユーザテーブル（imm_user） だけでなく、 ユーザ分類所

属テーブル（imm_user_ctg_ath） などの他の管理テーブルも一緒に更新されます。

コラム

IM-共通マスタのAPIを利用することで、このような整合性を保証することができます。

APIについては、「 IM-共通マスタ 仕様書 」の「 API 」を確認してください。
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ユーザ

ユーザソートキー

ユーザソートキーは、ユーザの並び順を決定するための基準として利用されます。

管理テーブル

ユーザソートキーは、以下のテーブルで管理されています。

ユーザテーブル（imm_user）

ユーザ分類所属テーブル（imm_user_ctg_ath）

組織所属テーブル（imm_department_ath）

組織所属役職テーブル（imm_department_post_ath）

パブリックグループ所属テーブル（imm_public_grp_ath）

パブリックグループ所属役割テーブル（imm_public_grp_role_ath）

管理画面

ユーザソートキーは、 以下の画面で登録・変更することができます。

ユーザ詳細

この画面の操作方法などは、IM-共通マスタ 管理者操作ガイドのユーザを参照してください。

利用画面

IM-共通マスタ ソート順定義書を参照してください。

ユーザ分類ソートキー

ユーザ分類ソートキーは、ユーザ分類の並び順を決定するための基準として利用されます。

管理テーブル

ユーザ分類ソートキーは、以下のテーブルで管理されています。

ユーザ分類テーブル（imm_user_ctg）

管理画面

ユーザ分類ソートキーは、 以下の画面で登録・変更することができます。
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ユーザ分類詳細

この画面の操作方法などは、IM-共通マスタ 管理者操作ガイドの分類を参照してください。

利用画面

IM-共通マスタ ソート順定義書を参照してください。

ユーザ分類項目ソートキー

ユーザ分類項目ソートキーは、ユーザ分類項目の並び順を決定するための基準として利用されます。

管理テーブル

ユーザ分類項目ソートキーは、以下のテーブルで管理されています。

ユーザ分類項目テーブル（imm_user_ctg_itm）

管理画面

ユーザ分類項目ソートキーは、 以下の画面で登録・変更することができます。

ユーザ分類項目詳細

この画面の操作方法などは、IM-共通マスタ 管理者操作ガイドの分類を参照してください。

利用画面

IM-共通マスタ ソート順定義書を参照してください。
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会社と組織

会社ソートキー

会社ソートキーは、会社の並び順を決定するための基準として利用されます。

管理テーブル

会社ソートキーは、以下のテーブルで管理されています。

会社テーブル（imm_company）

会社グループ所属テーブル（imm_company_grp_ath）

管理画面

会社ソートキーは、 以下の画面で登録・変更することができます。

会社

この画面の操作方法などは、IM-共通マスタ 管理者操作ガイドの会社を参照してください。

コラム

「会社 - 新規登録」で会社を作成すると、デフォルトの組織セットが作成されます。このと

き、デフォルトの組織セットの組織セットソートキーと組織ソートキーには、会社ソートキーと
同じ値が設定されます。

「会社 - 編集」でソートキーを更新しても、デフォルトの組織セットの組織セットソート
キーや組織ソートキーは変更されません。

利用画面

IM-共通マスタ ソート順定義書を参照してください。

組織セットソートキー

組織セットソートキーは、組織セットの並び順を決定するための基準として利用されます。

コラム

組織セットの並び順は、組織セットソートキーまたは組織ソートキーで決定されます。並び順がどち
らのソートキーで決定されるのかは、画面によって異なります。

管理テーブル
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組織セットソートキーは、以下のテーブルで管理されています。

会社組織セットテーブル（imm_department_set）

管理画面

組織セットソートキーは、 以下の画面で登録・変更することができます。

組織詳細

この画面の操作方法などは、IM-共通マスタ 管理者操作ガイドの組織を参照してください。

コラム

ツリーで組織セットをドラッグ＆ドロップすることで、組織セットソートキーを変更することが

できます。

注意

ツリーで組織セットを右クリックして、「組織の編集」をクリックすると「組織詳細」が表示さ

れます。ここでソートキーを変更すると、組織セットの組織ソートキーのみが変更されます。
組織セットソートキーが変更されるわけではありません。

利用画面

IM-共通マスタ ソート順定義書を参照してください。

組織ソートキー

組織ソートキーは、組織の並び順を決定するための基準として利用されます。

管理テーブル

組織ソートキーは、以下のテーブルで管理されています。

組織テーブル（imm_department）

会社組織内包テーブル（imm_department_inc_ath）

組織分類所属テーブル（imm_department_ctg_ath）

管理画面

組織ソートキーは、 以下の画面で登録・変更することができます。

組織詳細

この画面の操作方法などは、IM-共通マスタ 管理者操作ガイドの組織を参照してください。
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利用画面

IM-共通マスタ ソート順定義書を参照してください。

役職ソートキー

役職ソートキーは、役職の並び順を決定するための基準として利用されます。

管理テーブル

役職ソートキーは、以下のテーブルで管理されています。

役職テーブル（imm_company_post）

管理画面

役職ソートキーは、 以下の画面で登録・変更することができます。

役職詳細

この画面の操作方法などは、IM-共通マスタ 管理者操作ガイドの組織を参照してください。

利用画面

IM-共通マスタ ソート順定義書を参照してください。

組織分類ソートキー

組織分類ソートキーは、組織分類の並び順を決定するための基準として利用されます。

管理テーブル

組織分類ソートキーは、以下のテーブルで管理されています。

組織分類テーブル（imm_department_ctg）

管理画面

組織分類ソートキーは、 以下の画面で登録・変更することができます。

組織分類詳細

この画面の操作方法などは、IM-共通マスタ 管理者操作ガイドの組織分類を参照してください。
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利用画面

IM-共通マスタ ソート順定義書を参照してください。

組織分類項目ソートキー

組織分類項目ソートキーは、組織分類項目の並び順を決定するための基準として利用されます。

管理テーブル

組織分類項目ソートキーは、以下のテーブルで管理されています。

組織分類項目テーブル（imm_department_ctg_itm）

管理画面

組織分類項目ソートキーは、 以下の画面で登録・変更することができます。

組織分類項目詳細

この画面の操作方法などは、IM-共通マスタ 管理者操作ガイドの組織分類を参照してください。

利用画面

IM-共通マスタ ソート順定義書を参照してください。
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会社グループ

会社グループセットソートキー

会社グループセットソートキーは、会社グループセットの並び順を決定するための基準として利用されます。

コラム

会社グループセットの並び順は、会社グループセットソートキーまたは会社グループソートキーで
決定されます。並び順がどちらのソートキーで決定されるのかは、画面によって異なります。

管理テーブル

会社グループセットソートキーは、以下のテーブルで管理されています。

会社グループセットテーブル（imm_company_grp_set）

管理画面

会社グループセットソートキーは、 以下の画面で登録・変更することができます。

会社グループ

この画面の操作方法などは、IM-共通マスタ 管理者操作ガイドの会社グループを参照してください。

コラム

ツリーで会社グループセットをドラッグ＆ドロップすることで、会社グループセットソートキー

を変更することができます。

注意

ツリーで会社グループセットを右クリックして、「会社グループの編集」をクリックすると「会

社グループ詳細」が表示されます。ここでソートキーを変更すると、会社グループセット

の会社グループソートキーのみが変更されます。会社グループセットソートキーが変更さ
れるわけではありません。

利用画面

IM-共通マスタ ソート順定義書を参照してください。

会社グループソートキー

会社グループソートキーは、会社グループや会社グループセットの並び順を決定するための基準として利用され
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ます。

テーブル

会社グループソートキーは、以下のテーブルで管理されています。

会社グループテーブル（imm_company_grp）

会社グループ内包テーブル（imm_company_grp_inc_ath）

管理画面

会社グループソートキーは、 以下の画面で登録・変更することができます。

会社グループ詳細

この画面の操作方法などは、IM-共通マスタ 管理者操作ガイドの会社グループを参照してください。

利用画面

IM-共通マスタ ソート順定義書を参照してください。
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パブリックグループ

パブリックグループセットソートキー

パブリックグループセットソートキーは、パブリックグループセットの並び順を決定するための基準として利用され

ます。

コラム

パブリックグループセットの並び順は、パブリックグループセットソートキーまたはパブリックグルー
プソートキーで決定されます。並び順がどちらのソートキーで決定されるのかは、画面によって異な
ります。

管理テーブル

パブリックグループセットソートキーは、以下のテーブルで管理されています。

パブリックグループセットテーブル（imm_public_grp_set）

管理画面

パブリックグループセットソートキーは、 以下の画面で登録・変更することができます。

パブリックグループ

この画面の操作方法などは、IM-共通マスタ 管理者操作ガイドのパブリックグループを参照してください。

コラム

ツリーでパブリックグループセットをドラッグ＆ドロップすることで、パブリックグループセット

ソートキーを変更することができます。

注意

ツリーでパブリックグループセットを右クリックして、「パブリックグループの編集」をクリック

すると「パブリックグループ詳細」が表示されます。ここでソートキーを変更すると、パブリッ

クグループセットのパブリックグループソートキーのみが変更されます。パブリックグループ
セットソートキーが変更されるわけではありません。

利用画面

IM-共通マスタ ソート順定義書を参照してください。

パブリックグループソートキー
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パブリックグループソートキーは、パブリックグループやパブリックグループセットの並び順を決定するための基準

として利用されます。

管理テーブル

パブリックグループソートキーは、以下のテーブルで管理されています。

パブリックグループテーブル（imm_public_grp）

パブリックグループ内包テーブル（imm_public_grp_inc_ath）

パブリックグループ分類所属テーブル（imm_public_grp_ctg_ath）

管理画面

パブリックグループソートキーは、 以下の画面で登録・変更することができます。

パブリックグループ詳細

この画面の操作方法などは、IM-共通マスタ 管理者操作ガイドのパブリックグループを参照してください。

利用画面

IM-共通マスタ ソート順定義書を参照してください。

役割ソートキー

役割ソートキーは、役割の並び順を決定するための基準として利用されます。

管理テーブル

役割ソートキーは、以下のテーブルで管理されています。

役割テーブル（imm_public_grp_role）

管理画面

役割ソートキーは、 以下の画面で登録・変更することができます。

役割詳細

この画面の操作方法などは、IM-共通マスタ 管理者操作ガイドのパブリックグループを参照してください。

利用画面

IM-共通マスタ ソート順定義書を参照してください。
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パブリックグループ分類ソートキー

パブリックグループ分類ソートキーは、パブリックグループ分類の並び順を決定するための基準として利用されま

す。

管理テーブル

パブリックグループ分類ソートキーは、以下のテーブルで管理されています。

パブリックグループ分類テーブル（imm_public_grp_ctg）

管理画面

パブリックグループ分類ソートキーは、 以下の画面で登録・変更することができます。

パブリックグループ分類詳細

この画面の操作方法などは、IM-共通マスタ 管理者操作ガイドの分類を参照してください。

利用画面

IM-共通マスタ ソート順定義書を参照してください。

パブリックグループ分類項目ソートキー

パブリックグループ分類項目ソートキーは、パブリックグループ分類項目の並び順を決定するための基準として

利用されます。

管理テーブル

パブリックグループ分類項目ソートキーは、以下のテーブルで管理されています。

パブリックグループ分類テーブル（imm_public_grp_ctg_itm）

管理画面

パブリックグループ分類項目ソートキーは、 以下の画面で登録・変更することができます。

パブリックグループ分類項目詳細

この画面の操作方法などは、IM-共通マスタ 管理者操作ガイドの分類を参照してください。

利用画面

IM-共通マスタ ソート順定義書を参照してください。
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法人・取引先

法人ソートキー

法人ソートキーは、法人の並び順を決定するための基準として利用されます。

管理テーブル

法人ソートキーは、以下のテーブルで管理されています。

法人テーブル（imm_corporation）

法人グループ所属テーブル（imm_corporation_grp_ath）

管理画面

法人ソートキーは、 以下の画面で登録・変更することができます。

法人詳細

この画面の操作方法などは、IM-共通マスタ 管理者操作ガイドの法人・取引先を参照してください。

利用画面

IM-共通マスタ ソート順定義書を参照してください。

取引先ソートキー

取引先ソートキーは、取引先の並び順を決定するための基準として利用されます。

管理テーブル

取引先ソートキーは、以下のテーブルで管理されています。

取引先テーブル（imm_customer）

法人所属テーブル（imm_corporation_ath）

管理画面

取引先ソートキーは、 以下の画面で登録・変更することができます。

取引先詳細

この画面の操作方法などは、IM-共通マスタ 管理者操作ガイドの法人・取引先を参照してください。
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利用画面

IM-共通マスタ ソート順定義書を参照してください。
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法人グループ

法人グループセットソートキー

法人グループセットソートキーは、法人グループセットの並び順を決定するための基準として利用されます。

コラム

法人グループセットの並び順は、法人グループセットソートキーまたは法人グループソートキーで
決定されます。並び順がどちらのソートキーで決定されるのかは、画面によって異なります。

管理テーブル

法人グループセットソートキーは、以下のテーブルで管理されています。

法人グループセットテーブル（imm_corporation_grp_set）

管理画面

法人グループセットソートキーは、 以下の画面で登録・変更することができます。

法人グループ

この画面の操作方法などは、IM-共通マスタ 管理者操作ガイドの法人グループを参照してください。

コラム

ツリーで法人グループセットをドラッグ＆ドロップすることで、法人グループセットソートキー

を変更することができます。

注意

ツリーで法人グループセットを右クリックして、「法人グループの編集」をクリックすると「法

人グループ詳細」が表示されます。ここでソートキーを変更すると、法人グループセット

の法人グループソートキーのみが変更されます。法人グループセットソートキーが変更さ
れるわけではありません。

利用画面

IM-共通マスタ ソート順定義書を参照してください。

法人グループソートキー

法人グループソートキーは、法人グループや法人グループセットの並び順を決定するための基準として利用され
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ます。

管理テーブル

法人グループソートキーは、以下のテーブルで管理されています。

法人グループテーブル（imm_corporation_grp）

法人グループ内包テーブル（imm_corporation_grp_inc_ath）

管理画面

法人グループソートキーは、 以下の画面で登録・変更することができます。

法人グループ詳細

この画面の操作方法などは、IM-共通マスタ 管理者操作ガイドの法人グループを参照してください。

利用画面

IM-共通マスタ ソート順定義書を参照してください。
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品目カテゴリ・品目

品目カテゴリセットソートキー

品目カテゴリセットソートキーは、品目カテゴリセットの並び順を決定するための基準として利用されます。

コラム

品目カテゴリセットの並び順は、品目カテゴリセットソートキーまたは品目カテゴリソートキーで決
定されます。並び順がどちらのソートキーで決定されるのかは、画面によって異なります。

管理テーブル

品目カテゴリセットソートキーは、以下のテーブルで管理されています。

品目カテゴリセットテーブル（imm_item_category_set）

管理画面

品目カテゴリセットソートキーは、 以下の画面で登録・変更することができます。

品目カテゴリ詳細

この画面の操作方法などは、IM-共通マスタ 管理者操作ガイドの品目カテゴリ・品目を参照してください。

コラム

ツリーで品目カテゴリセットをドラッグ＆ドロップすることで、品目カテゴリセットソートキー

を変更することができます。

注意

ツリーで品目カテゴリセットを右クリックして、「品目カテゴリの編集」をクリックすると「品目

カテゴリ詳細」が表示されます。ここでソートキーを変更すると、品目カテゴリセットの品目
カテゴリソートキーのみが変更されます。品目カテゴリセットソートキーが変更されるわけ
ではありません。

利用画面

IM-共通マスタ ソート順定義書を参照してください。

品目カテゴリソートキー

品目カテゴリソートキーは、品目カテゴリや品目カテゴリセットの並び順を決定するための基準として利用されま
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す。

管理テーブル

品目カテゴリソートキーは、以下のテーブルで管理されています。

品目カテゴリテーブル（imm_item_category）

品目カテゴリ内包テーブル（imm_item_category_inc_ath）

管理画面

品目カテゴリソートキーは、 以下の画面で登録・変更することができます。

品目カテゴリ詳細

この画面の操作方法などは、IM-共通マスタ 管理者操作ガイドの品目カテゴリ・品目を参照してください。

利用される画面

IM-共通マスタ ソート順定義書を参照してください。

品目ソートキー

品目ソートキーは、品目の並び順を決定するための基準として利用されます。

管理テーブル

品目ソートキーは、以下のテーブルで管理されています。

品目テーブル（imm_item）

品目カテゴリ所属テーブル（imm_item_category_ath）

管理画面

品目ソートキーは、 以下の画面で登録・変更することができます。

品目詳細

この画面の操作方法などは、IM-共通マスタ 管理者操作ガイドの品目カテゴリ・品目を参照してください。

利用画面

IM-共通マスタ ソート順定義書を参照してください。

intra-mart Accel Platform — IM-共通マスタ ソートキー仕様書   第２版 2015-08-01  

39

http://www.intra-mart.jp/document/library/iap/public/im_master/im_master_administrator_guide/index.html
http://www.intra-mart.jp/document/library/iap/public/im_master/im_master_administrator_guide/texts/basic_guide/basic_guide_9.html
http://www.intra-mart.jp/document/library/iap/public/im_master/im_master_sorting_criteria.xls
http://www.intra-mart.jp/document/library/iap/public/im_master/im_master_administrator_guide/index.html
http://www.intra-mart.jp/document/library/iap/public/im_master/im_master_administrator_guide/texts/basic_guide/basic_guide_9.html
http://www.intra-mart.jp/document/library/iap/public/im_master/im_master_sorting_criteria.xls


通貨

通貨ソートキー

通貨ソートキーは、通貨の並び順を決定するための基準として利用されます。

管理テーブル

通貨ソートキーは、以下のテーブルで管理されています。

通貨テーブル（imm_currency）

管理画面

通貨ソートキーは、 以下の画面で登録・変更することができます。

通貨詳細

この画面の操作方法などは、IM-共通マスタ 管理者操作ガイドの通貨を参照してください。

利用画面

IM-共通マスタ ソート順定義書を参照してください。

通貨精度ソートキー

通貨精度ソートキーは、通貨精度の並び順を決定するための基準として利用されます。

管理テーブル

通貨精度ソートキーは、以下のテーブルで管理されています。

通貨精度テーブル（imm_currency_precision）

管理画面

通貨精度ソートキーは、 以下の画面で登録・変更することができます。

通貨精度詳細

この画面の操作方法などは、IM-共通マスタ 管理者操作ガイドの通貨を参照してください。

利用画面
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IM-共通マスタ ソート順定義書を参照してください。

通貨換算コードソートキー

通貨換算コードソートキーは、通貨換算コードの並び順を決定するための基準として利用されます。

管理テーブル

通貨換算コードソートキーは、以下のテーブルで管理されています。

通貨換算コードテーブル（imm_currency_conversion）

管理画面

通貨換算コードソートキーは、 以下の画面で登録・変更することができます。

通貨換算コード詳細

この画面の操作方法などは、IM-共通マスタ 管理者操作ガイドの通貨を参照してください。

利用画面

IM-共通マスタ ソート順定義書を参照してください。
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プライベートグループ

プライベートグループソートキー

プライベートグループソートキーは、プライベートグループの並び順を決定するための基準として利用されます。

管理テーブル

プライベートグループソートキーは、以下のテーブルで管理されています。

プライベートグループテーブル（imm_private_grp）

管理画面

プライベートグループソートキーは、 以下の画面で登録・変更することができます。

プライベートグループ

この画面の操作方法などは、IM-共通マスタ ユーザ操作ガイドのプライベートグループ を設定するを参

照してください。

利用画面

IM-共通マスタ ソート順定義書を参照してください。

プライベートグループ所属ソートキー

プライベートグループ所属ソートキーは、プライベートグループ所属ユーザの並び順を決定するための基準とし

て利用されます。

管理テーブル

プライベートグループ所属ソートキーは、以下のテーブルで管理されています。

プライベートグループ所属テーブル（imm_private_grp_ath）

管理画面

プライベートグループ所属ソートキーは、 以下の画面で登録・変更することができます。

プライベートグループ

この画面の操作方法などは、IM-共通マスタ ユーザ操作ガイドのプライベートグループ を設定するを参

照してください。
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コラム

「ユーザ検索」で所属ユーザ一覧にユーザを追加して、ソート番号列をクリックすると設定

することができます。

利用画面

IM-共通マスタ ソート順定義書を参照してください。
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