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「1.2.5 フロー定義」内の記述を修正しました。 
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  「完了案件削除時実行プログラム」「過去案件削除時実行プログラム」の設定について 
  説明を追記しました。 
 ・ フロー定義検索画面で、フローグループによる検索条件の追加により説明を追記しました。 
 ・ 「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」 コラムで、バージョン一覧画面の 
  表示内容変更（存在しないバージョン期間の表示化）に伴い説明を追記しました。 
「1.2.6.1 開始・終了ノード設定」内の記述を修正しました。 
 ・ 終了ノードの設定画面について説明を追記しました。 
「1.2.10 一覧表示パターン定義」内の記述を修正しました。 
 ・ 一覧表示項目の選択は１つ以上必須であることを明記しました。 
 ・ 一覧表示項目が複数選択できるようになったため、１項目ずつ選択可能である記述を削除 
  しました。 
「1.2.11 フローグループ定義」内の記述を修正しました。 
 ・ 親階層で選択できる項目について、全階層が表示されないことを明記しました。 
「1.2.12 インポート・エクスポート」の章を追加しました。 
「2.1.4.2 案件操作」内の記述を修正しました。 
 ・ 案件操作画面に追加されたノード位置編集機能について追記しました。 
 ・ フロー図にノードの状態を表示する機能について説明を追記しました。 
「2.3 ワークフロー同期リスナー」の章を追加しました。 

2010/10/29 第3版 
「1.2.1 ワークフローの設定手順」内の記述を修正しました。 
 ・ 「入力文字制限」コラム内で、「名称」と「備考」の入力可能文字数の表記を変更しました。 
「1.2.2 コンテンツ定義」内の記述を修正しました。 
 ・ 「ユーザプログラム定義」内の「実行順番」項目を必須に変更しました。 
「1.2.6.6 動的承認・横配置・縦配置ノード設定」内の記述を修正しました。 
 ・ 「動的承認ノードの削除」設定についての説明を追記しました。 
 ・ 「プラグイン設定」タブについての説明を追記しました。 
「1.2.6.9 確認ノード設定」内の記述を修正しました。 
 ・ 「プラグイン設定」タブについての説明を追記しました。 
「1.2.11 フローグループ定義」内の記述を修正しました。 
 ・ 「ソートキー」項目を必須に変更しました。 
「1.2.10 一覧表示パターン定義」内の記述を修正しました。 
 ・ 一覧表示パターン定義の一覧表示項目で、「幅」と「折返し」設定についての説明を追記しま 
  した。 
「2.1.4.1 参照」内の記述を修正しました。 
 ・ 未完了案件タブの一覧に「削除」リンクを追加したため、画面イメージとコラム表記を変更 
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「2.1.4.2 案件操作」内の記述を修正しました。 
 ・ 「再展開」リンクの表示条件が変更となったため、説明を変更しました。 

2011/04/01 第4版 
「1.2 ワークフローの設定操作」内の記述を修正しました。 
 ・ 「IM-WorkflowDesigner」コラムを追加しました。 
「1.2.2 コンテンツ定義」内の記述を修正しました。 
 ・ パス種別：「JSP or Servlet」の場合のページパス指定方法の説明を追記しました。 
「1.2.11 フローグループ定義」内の記述を修正しました。 
 ・ ソートキーの説明が誤っていたため、正しい説明に修正しました。 
「1.2.12 インポート・エクスポート」内の記述を修正しました。 
 ・ インポート・エクスポートの仕様が変更されたため、画面イメージと説明を変更しました。 
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「2.1.7 モニタリング」内の記述を修正しました。 
 ・ 案件操作による案件終了が追加されたため、画面イメージを変更しました。 

2012/12/19 第5版 
「1.2.12.1 インポート」内の記述を修正しました。 
 ・ 「一覧表示パターン定義 「標準設定」 インポート仕様」コラムを追加しました。 
「2.1.4.2 案件操作」内の記述を修正しました。 
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2013/02/28 第6版 
「第3章  画面仕様変更履歴」を追加しました。 

2014/04/01 第7版 
「1.2.4.1 ルート作成の操作手順」内の記述を修正しました。 
「1.2.7 案件プロパティ定義」内の記述を修正しました。 
 ・ 「カンマ区切りで表示する」項目を追加しました。 
「1.2.12 インポート・エクスポート」内の記述を修正しました。 
 ・ インポート・エクスポートの単位についての説明を追記しました。 
「2.1.4 参照・案件操作」内の記述を修正しました。 

2015/04/01 第8版 
「1.2.2 コンテンツ定義」内の記述を修正しました。 
 ・ プラグイン種類を追加しました。 
「1.2.5 フロー定義」内の記述を修正しました。 
 ・「自動処理」コラムに自動処理を追加しました。 
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1.1 ワークフローの概要 
本書では、IM-Workflowの機能について説明しています。 

 

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案件ごとに柔軟なワークフロー処理ができます。 

また、管理者や権限を付与した利用者による各案件の操作ができ、停滞してしまった案件を次の処理へ進

めたり、前の処理へ戻したり等の移動や、他の承認者へ切り替える等、案件の進捗の管理ができます。 

「アラート機能」「モニタリング機能」による、管理者のための案件の監視システムも充実しています。 

 

 

＜全体像＞ 
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1.2 ワークフローの設定操作 
ここでは、ワークフローの管理者向けに、ワークフローを設定する操作について説明します。 

 

ワークフローの設定や操作を行う権限は、ワークフローシステム管理者、および、ワークフロー運用管理

者に与えられます。ワークフローシステム管理者は全てのワークフローの設定ができ、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権限を付与された範囲に限って設定ができます。 

ワークフローシステム管理者 ワークフローの全体の管理を行う管理者です。 

ワークフロー運用管理者 ワークフローシステム管理者からワークフローの管理権限を付与さ

れた管理者です。 

ワークフローシステム管理者のメニュー「権限者設定」の「管理グ

ループ設定」で、権限を付与することができます。 

 

本機能では独特の用語が登場します。それらの用語について説明します。 

ノード 申請や承認、確認等、フロー上で定義された１つの処理単位のこ

とです。 

案件 利用者がワークフローに基づいて申請した１つの処理です。登録さ

れているフロー定義を使用して利用者が申請を起こした際に案件

が１つ作られます。 

コンテンツ 画面、ユーザプログラム、メールテンプレート等、ワークフローの各

処理で使用する情報の集まりです。期間情報を設定したバージョ

ンごとに管理されます。 

ルート 申請から始まり、承認者をたどる処理の流れです。ノード同士を連

結して構成され、案件の処理順序と処理対象者の情報を保持し

ます。期間情報を設定したバージョンごとに管理されます。 

フロー コンテンツとルートを組み合わせて構成されたもので、ルートで定

義された各処理と、コンテンツで定義された処理内容を紐付け、実

際の業務の流れを保持します。期間情報を設定したバージョンご

とに管理されます。 

バージョン コンテンツ定義、ルート定義、フロー定義がそれぞれ持つ期間情報

の事です。 

 

 

ワークフロー運用管理者による設定操作 

ワークフロー運用管理者が行えるワークフローの設定操作は、「コンテンツ定義」「ルート定義」

「フロー定義」「メール定義」の４つです。 

［ワークフロー］-［ワークフロー運用管理者］-［マスタ定義］以下のメニューから、権限が付与

された範囲で操作を行うことができます。 
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IM-WorkflowDesigner 

以降で登場する各種マスタ定義、ならびにインポート・エクスポートについて、当資料ではWebブ

ラウザからの設定・操作について解説しますが、クライアントツール「IM-WorkflowDesigner」

からも同様の設定・操作が行えます。 

IM-WorkflowDesignerはクライアントツールのため、オフラインでの作業も可能です。 

 

 

＜IM-WorkflowDesigner＞ 

 

IM-WorkflowDesignerの説明に関しては、別紙「IM-WorkflowDesigner ヘルプ」を参照してく

ださい。 
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1.2.1 ワークフローの設定手順 
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の組み合わせで構成されています。 

 

＜フロー定義＞ 

フローを定義するためには、コンテンツとルートをあらかじめ定義しておく必要があります。それぞれ、

管理者メニューの［マスタ定義］以下、［コンテンツ定義］［ルート定義］にて定義することができます。 

 

定義したコンテンツとルートを１対１で組み合わせて、フローを定義します。 

フロー定義は、管理者メニューの［マスタ定義］以下、［フロー定義］にて定義することができます。 

フロー定義で利用したいコンテン
ツをコンテンツ定義に登録し、
フロー定義で利用したいルートを
ルート定義に登録します。

フロー定義

ルート定義の登録
コンテンツ定義の

登録

コンテンツとルートを組み合わせて
フローを定義します。

 

＜ワークフローの設定手順＞ 
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入力文字制限 

ワークフローの設定を行う際の、各入力項目の入力文字制限について説明します。 

以下の入力項目には、入力文字制限があります。 

●ID（コンテンツID、ノードID、etc.）、キー（案件プロパティ） 

半角数字（0-9） 

半角英字（a-z A-Z） 

文字'_' 

半角ハイフン（-） 
20 文字以内 

●名称（コンテンツ名、ルート名、フロー名、ノード名、メール名、ルール名、etc.） 

半角 200 文字以内（全角 50 文字以内） 

●備考、コメント内容（ルート図内） 

半角 2000 文字以内（全角 500 文字以内） 

●実行順番（コンテンツ定義‐ユーザプログラム定義）、幅（一覧表示パターン） 

半角数字 

3 桁以内 

●ソートキー（フローグループ定義） 

半角数字 

5 桁以内 

※インストール時に設定された文字コードに関わらず、全角１文字あたり一律半角４文字分で計算

されます。 

 

日付入力 

ワークフローの設定を行う際の、日付入力について説明します。 

日付の入力方法には2種類あります。 

 

●直接入力 

・日付を、「yyyy/mm/dd」形式で直接入力します。 

入力可能文字は、半角数字（0-9）、および、半角スラッシュ（/）です。 

※管理者メニューの［マスタ定義］以下の画面で直接入力できます。それ以外の画面ではカレンダ

ーからの指定のみとなります。 

 

●カレンダーからの指定 

・日付入力項目の横に表示されている  をクリックします。 

カレンダー画面が表示されますので、指定したい日付をクリックします。 

 

＜カレンダー＞ 
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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  ＜検索＞を押下すると、処理対象者選択画面がポ

ップアップ表示されます。 

 

＜処理対象者＞ 

※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  を押下します。 

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。 

 

＜IM-共通マスタ検索画面（ユーザ検索）＞ 

※各処理対象者に対する検索操作は、別紙「IM-共通マスタ 検索画面仕様書」を参照してください。 
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1.2.2 コンテンツ定義 
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」「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。 

 

ワークフローシステム管理者は、［ワークフロー］-［ワークフローシステム管理者］-［マスタ定義］-

［コンテンツ定義］からコンテンツ定義の登録を行います。ワークフロー運用管理者は、［ワークフロー］

-［ワークフロー運用管理者］-［マスタ定義］-［コンテンツ定義］から、権限を付与された範囲で編集・

新規作成ができます。 

1 ［コンテンツ定義］を押下します。 

＜コンテンツ定義＞画面が表示され、すでに登録されているコンテンツ一覧が表示されます。 

 

<コンテンツ定義> 

 

コンテンツ定義の検索・表示 

■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。 

・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。 

・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。 

・［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。 
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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。 

2 コンテンツを新規作成するため、  ＜新規作成＞を押下します。 

＜コンテンツ定義‐新規作成＞画面に遷移します。 

 

＜コンテンツ定義‐新規作成＞ 

コンテンツの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。 
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3 ［登録］ボタンを押下します。 

コンテンツの基本情報が登録され、＜コンテンツ定義‐編集＞画面に遷移します。 

コンテンツ定義のバージョンが一覧表示されます。新規作成したコンテンツの場合は、何も表示されませ

ん。 

 

＜コンテンツ定義‐編集（タブ：バージョン）＞ 

 

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。 

 

＜コンテンツ定義・利用状況確認＞ 
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4 コンテンツの新規のバージョンを登録するため、  ＜新規作成＞を押下します。 

＜コンテンツ定義‐バージョン‐新規作成＞画面に遷移します。 

 

＜コンテンツ定義‐バージョン‐新規作成＞ 

コンテンツのバージョン情報を入力します。 

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。 

 

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。 
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5 ［登録］ボタンを押下します。 

コンテンツのバージョン基本情報が登録され、＜コンテンツ定義‐バージョン‐編集＞画面に遷移します。 

 

<コンテンツ定義‐バージョン‐編集（タブ：画面）> 

6 コンテンツの画面定義を登録するため、タブを［画面］に切り替えます。 

すでに登録されている画面定義一覧が表示されます。新規作成したバージョンの場合は、何も表示されま

せん。 

 

■画面定義を新規作成するため、  ＜新規作成＞を押下します。 

 ＜画面定義‐新規作成＞画面が表示されます。 

 

＜画面定義‐新規作成＞ 
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画面定義の情報を入力します。 

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。 

・JavaEE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/Servletの画面のページパスを

入力します。 
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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。 

 

［登録］ボタンを押下して登録します。 

＜コンテンツ定義‐バージョン‐編集＞画面に戻ります。 

 

パス種別：「JSP or Servlet」の場合のページパス指定方法 

■パス種別：「JSP or Servlet」の場合のページパスには、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のURLが http://hostname:port/imart/default.portal の場合、 

ページパスに「test/hello.jsp」と指定すると、 http://hostname:port/imart/test/hello.jsp 

として呼び出されます。 
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7 コンテンツのユーザプログラム定義を登録するため、タブを［ユーザプログラム］に切り替えます 

すでに登録されているユーザプログラム定義一覧が表示されます。新規作成したバージョンの場合は、何

も表示されません。 

 

■ユーザプログラム定義を新規作成するため、  ＜新規作成＞を押下すると、＜ユーザプログラム定義

‐新規作成＞画面が表示されます。 

 

＜コンテンツ定義‐バージョン‐編集（タブ：ユーザプログラム）＞  

 

＜ユーザプログラム定義‐新規作成＞ 
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ユーザプログラム定義の情報を入力します。 

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。 

既処理者（代理先）自動

承認 

再処理者自動承認 当該ノードの処理対象者に前回の承
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再処理者（代理先）自動

承認 

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。 
連続（代理先）自動承認 

・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。 

 

［登録］ボタンを押下して登録します。 

＜コンテンツ定義‐バージョン‐編集＞画面に戻ります。 
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8 コンテンツのメール定義を登録するため、タブを［メール］に切り替えます 

すでに登録されているメール定義一覧が表示されます。標準で、システムで定義されているメール定義（［処

理依頼］［処理結果通知］［参照依頼］［確認依頼］）が登録されています。メール定義を新規作成する

には、あらかじめ［マスタ定義］‐［メール定義］で、メール定義を作成しておく必要があります。 

 

※メール定義の登録については、後述の「1.2.9 メール定義」を参照してください。 

 

■メール定義を新規作成するため、  ＜新規作成＞を押下します。 

＜メール定義‐新規作成＞画面が表示されます。 

 

＜コンテンツ定義‐バージョン‐編集（タブ：メール）＞ 

 

＜メール定義‐新規作成＞ 
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メール定義の情報を入力します。 

メール名（必須） 登録したいメール定義を指定します。 ＜選択＞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ます。 

選択可能なメール定義が一覧表示されます。 

 

＜メール定義‐検索＞ 

登録したいメール定義の  を押下します。 

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。 

 

［登録］ボタンを押下して登録します。 

＜コンテンツ定義‐バージョン‐編集＞画面に戻ります。 
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9 コンテンツのルール定義を登録するため、タブを［ルール］に切り替えます。 

すでに登録されているルール定義一覧が表示されます。新規作成したバージョンの場合は、何も表示され

ません。ルール定義を新規作成するには、あらかじめ［マスタ定義］‐［ルール定義］で、ルール定義を

作成しておく必要があります。 

 

※ルール定義の登録については、後述の「1.2.8 ルール定義」を参照してください。 

 

■ルール定義を新規作成するため、  ＜新規作成＞を押下します。 

＜ルール定義‐新規作成＞画面が表示されます。 

 

＜コンテンツ定義‐バージョン‐編集（タブ：ルール）＞ 

 

 

＜ルール定義‐新規作成＞ 
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ルール定義の情報を入力します。 

ルール名（必須） 登録したいルール定義を指定します。 ＜選択＞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ます。 

選択可能なルール定義が一覧表示されます。 

 

＜ルール定義‐検索＞ 

登録したいルール定義の  を押下します。 

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。 

 

［登録］ボタンを押下して登録します。 

＜コンテンツ定義‐バージョン‐編集＞画面に戻ります。 

10 以上でコンテンツ定義の新規作成は終了です。 

 

 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」を参照してください。） 
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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。 

 

・＜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。 

 

＜コンテンツ定義‐コピー＞ 

・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。 

・［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」「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。 

 

・＜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。 
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＜コンテンツ定義‐バージョン‐コピー＞ 

・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。 

・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。 

 

・［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」「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。 
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1.2.3 ルート定義 
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。 

 

ワークフローシステム管理者は、［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］からコンテンツ定義の登録を行います。ワークフロー運用管理者は、［ワークフロー］-［ワ

ークフロー運用管理者］-［マスタ定義］-［ルート定義］から、権限を付与された範囲で編集・新規作成

ができます。 

1 ［ルート定義］を押下します。 

＜ルート定義＞画面が表示され、すでに登録されているルート定義一覧が表示されます。 

 

<ルート定義> 

 

ルート定義の検索・表示 

■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。 

・「ルート種類」のプルダウンから、検索対象としたいルート定義の種類を選択します。 

・右のプルダウンから、検索対象としたいルート定義の項目を選択します。 

・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。 

・［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。 
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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。 

2 ルートを新規作成するため、  ＜新規作成＞を押下します。 

＜ルート定義‐新規作成＞画面に遷移します。 

 

＜ルート定義‐新規作成＞ 

ルートの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、任意で入力できます。 

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。 
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3 ［登録］ボタンを押下します。 

ルートの基本情報が登録され、＜ルート定義‐編集＞画面に遷移します。 

ルート定義のバージョンが一覧表示されます。新規作成したルート定義の場合は、何も表示されません。 

 

＜ルート定義‐編集（タブ：バージョン）＞ 

 

ルート定義の利用状況確認 

■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。 

 

＜ルート定義‐利用状況確認＞ 
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4 ルートのバージョンを登録するため、  ＜新規作成＞を押下します。 

＜ルート定義‐バージョン‐新規作成＞画面に遷移します。 

 

＜ルート定義‐バージョン‐新規作成（タブ：基本情報）＞ 

ルートのバージョン情報を入力します。 

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。 

 

 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。 

 メール定義の種類が「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。 
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5 続いて、登録するルートを作成します。タブを［ルート詳細］に切り替えます。 

登録するルートを作成します。 

 

＜ルート定義‐バージョン‐新規作成（タブ：ルート詳細）＞ 

※詳しいルートの作成方法は、後述の「1.2.4  

ルート定義‐ルート作成」を参照してください。 

 

 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。これらのノードは、ルートに必須のノードで、

削除することはできません。 

 

6 ルートの作成が終わったら、［登録］ボタンを押下します。 

ルートのバージョン基本情報が登録され、＜ルート定義‐バージョン‐編集＞画面に遷移します。 

7 以上でルート定義の新規作成は終了です。 

 

 バージョンは、期間が重複しなければ、1つのルート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」を参照してください。） 
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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。 

 

・＜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。 

 

＜ルート定義‐コピー＞ 

・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。 

・［登録］ボタンを押下します。 

コピー元のルート定義のバージョンの、「ルート詳細」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。 

 

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。 

 

・＜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。 
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＜ルート定義‐バージョン‐コピー＞ 

・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。 

・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。 

 

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。 

 

・［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」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。 
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1.2.4 ルート定義‐ルート作成 
［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。 

ここまでの操作は、前節「1.2.3 ルート定義」を参照してください。 

 

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。 

 

ノードには、以下の種類があります。 

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。 

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）。 
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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

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。 

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示すノードです。 

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示すノードです。 

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。 

 

※ノードについての詳細は、別紙「IM-Workflow 仕様書」を参照してください。 

 

ルート定義で作成できるルートには2種類あります。 

通常用 通常のルートを作成します。 

開始ノード、申請ノード、終了ノードを1つだけ配置する必要があ

り、ルート作成時点であらかじめ配置されています。 

テンプレート置換用 テンプレート置換ノードで指定する、ルートのテンプレートを作成し

ます。 

テンプレート開始ノード、テンプレート終了ノードを1つだけ配置する

必要があり、ルート作成時点であらかじめ配置されています。 
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1.2.4.1 ルート作成の操作手順 

1 ［通常用］ルートを作成します。 

［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。 

＜ルート定義‐バージョン‐編集＞画面の「ルート詳細」タブを選択すると、グリッド上に開始ノード、

申請ノード、および、終了ノードがあらかじめ配置されています。 

ノードの位置は、ドラッグ＆ドロップで移動させることができます。 

 

<ルート定義‐バージョン‐新規作成（タブ：ルート詳細）> 

 

 ［テンプレート置換用］のルートの場合は、テンプレート開始ノード、テンプレート終了ノードが、あらかじめ配置され

ています。 

 

2 承認ノードを追加します。 

画面上部のノードアイコン一覧から最も左端にある承認ノードを、グリッド上へドラッグします（マウス

のボタンを押下したままマウスを移動させます）。すると、承認ノードがグリッド上で移動可能になりま

すので、適当な場所にドロップします（マウスのボタンを離します）。 

 

＜ルート編集画面（承認ノード追加）＞ 
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3 画面上の［申請ノード］-［承認ノード］、［承認ノード］-［終了ノード］をあらたに矢印で結びます。 

デザイナ画面のグリッド上に配置されている各ノードにマウスを重ねると、右上に［＋］が表示されます。 

表示されている［＋］をドラッグすると紫色の矢印が出ますので、矢印を結びたい先のノードまで移動し

ドロップします。 

                 

＜ノード_［+］表示＞          ＜矢印_ドラッグ中＞ 

申請ノードと承認ノードを矢印でつなぎ、同様に承認ノードと終了ノードもつなぎます。 

すると、開始から申請、承認を経て終了する処理の流れが完成します。 

 

＜完成ルート＞ 

 

 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」を参照してくださ

い。 

 

4 申請ノードの処理対象者を設定します。 

グリッド上の申請ノードを押下すると、グリッドの右側に、申請ノードの設定入力欄が表示されます。 

 

＜申請ノード設定入力欄＞ 
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申請ノードの設定を入力します。 

ノードID（必須） ノードを識別する IDです。ノードを配置した際に自動採番されます。

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。 

ノード名（必須） ノードの名称です。ノードを配置した際にノードの種別名が自動入

力され、任意で変更できます。 

処理対象者（必須） このノードの処理を行う処理対象者です。 

 ＜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の名称

が表示されます。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。 

 ＜検索＞を押下すると、＜処理対象者＞画面がポップアップ

表示されます。 

処理対象者としたい項目の   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、任意の対象者を選択してくださ

い。 

 ＜解除＞を押下すると、選択されている処理対象者を解除し

ます。 

位置 グリッド上に配置されているノードの位置を、X‐Y座標で直接入力

できます。ピクセル単位で指定できます。 

5 承認ノードの処理対象者を設定します。 

申請ノードの設定と同様に、承認ノードの設定を行います。 

 

＜承認ノード設定入力欄＞ 

［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。 

6 フローが完成したら、［登録］ボタンを押下します。 

ルート定義のバージョン作成が完了します。 
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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。 

        

＜ノード編集メニュー＞                  ＜ノード編集メニュー（貼り付け）＞ 

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。 
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1.2.4.2 さまざまなルートの作成方法 

「1.2.4.1 ルート作成の操作手順」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。 

 

＜同期処理ノード配置例＞ 

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） 

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。 
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＜条件分岐ノード配置例＞ 

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。 

                         

＜テンプレート置換ノード設定入力欄＞ 

 ＜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
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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。 

 

 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。 

 

 

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。 

※［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」を参照してくださ

い。 
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1.2.5 フロー定義 
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。 

 

ワークフローシステム管理者は、［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］からコンテンツ定義の登録を行います。ワークフロー運用管理者は、［ワークフロー］-［ワ

ークフロー運用管理者］-［マスタ定義］-［フロー定義］から、権限を付与された範囲で編集・新規作成

ができます。 

1 ［フロー定義］を押下します。 

＜フロー定義＞画面が表示され、すでに登録されているフロー一覧が表示されます。 

 

<フロー定義> 

 

フロー定義の検索・表示 

■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。 

・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。 

・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。 

・［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。 

・ログイングループ単位の設定で「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。 
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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、編集したいフロー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。 

2 フローを新規作成するため、  ＜新規作成＞を押下します。 

＜フロー定義‐新規作成＞画面に遷移します。 

 

<フロー定義画面‐新規作成> 

フローの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、任意で入力できます。 

フロー名（必須） 登録フロ－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、名称を入力しま

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。 
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3 ［登録］ボタンを押下します。 

フローの基本情報が登録され、＜フロー定義‐編集＞画面に遷移します。 

フロー定義のバージョンが一覧表示されます。新規作成したフローの場合は、何も表示されません。 

 

＜フロー定義‐編集（タブ：バージョン）＞ 

4 フローの新規バージョンを登録するため、  ＜新規作成＞を押下します。 

＜フロー定義‐バージョン‐新規作成＞画面に遷移します。 

 

<フロー定義画面‐バージョン‐新規作成> 
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フローのバージョン情報を入力します。 

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 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。 

 

＜コンテンツ定義‐検索＞ 

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。 

 

＜ルート定義‐検索＞ 

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。グループ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。 



第 1 章 ワークフローの設定 

44  IM-Workflow 

 

＜カレンダー‐検索＞ 

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。 

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
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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。 
 

 

 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。 

 

 

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。 
既処理者（代理先）自動承認 

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。 
連続（代理先）自動承認 

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（代理先）自動承認 

 

※自動処理の条件についての詳細は、別紙「IM-Workflow 仕様書」を参照してください。 
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5 ［登録］ボタンを押下します。 

フローのバージョン基本情報が登録され、＜フロー定義‐バージョン‐編集＞画面に遷移します。 

 

<フロー定義‐バージョン‐編集（タブ：基本情報）> 

■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。 

6 フローの「参照者」を設定するため、タブを［参照者］に切り替えます。 

すでに設定されている「参照者」の一覧が表示されます。新規作成したバージョンの場合は、何も表示さ

れません。 

 

＜フロー定義‐バージョン‐編集（タブ：参照者）＞ 
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7 参照者を設定します。 

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ができます。 

 

●参照者としたい対象を指定します。 

「参照者」欄の  ＜検索＞を押下すると、＜処理対象者＞画面がポップアップ表示されます。 

処理対象者としたい項目の  を押下すると、IM-共通マスタの検索画面が表示されます。 

 

参照者としたい対象を選択します。選択した対象者が一覧に表示されます。 

解除欄の  を押下すると、その参照者の登録を解除します。 

 

●参照者の権限設定を行います。 

権限設定を行いたい対象の行の、権限設定欄に表示されている  を押下します。 

＜参照者権限設定＞画面が表示されます。 

 

＜参照者権限設定＞ 

参照者に付与したい権限のチェックボックスをチェックします。 

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 



第 1 章 ワークフローの設定 

48  IM-Workflow 

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。 

 

 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。 
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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。 

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」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。 

 

＜フロー定義‐バージョン‐編集（タブ：参照者/標準組織）＞ 

「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］に関する詳細は、別紙「IM-Workflow 仕様書」を参照してくださ

い。 
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8 ［更新］ボタンを押下します。 

「参照者」情報が、バージョンに登録されます。 

9 フローの「コンテンツ詳細」を設定するため、タブを［コンテンツ詳細］に切り替えます。 

フローに設定されているコンテンツとルートのバージョン情報、および、コンテンツの詳細設定項目が表

示されます。 

 

＜フロー定義‐バージョン‐編集（タブ：コンテンツ詳細）＞ 

コンテンツの詳細を設定します。 

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。 

＜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。 

＜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



1.2 ワークフローの設定操作 

管理者 操作ガイド    51 

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。 

＜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。 

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。 

＜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。 

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。 

＜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。 

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。 

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。 

参照詳細画面 案件の参照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「参照詳細画面」の画面定義一覧が表示さ
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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。 

10 ［更新］ボタンを押下します。 

「コンテンツ詳細」情報が、バージョンに登録されます。 

11 フローの「ルート詳細」を設定するため、タブを［コンテンツ詳細］に切り替えます。 

フローに設定されているコンテンツとルートのバージョン情報、および、ルートとノード一覧が表示され

ますので、ルート上のノードの詳細設定を行います。 

 

＜フロー定義‐バージョン‐編集（タブ：ルート詳細）＞ 

※各ノードの詳しい設定方法は、後述の「1.2.6 フロー定義‐ノードの編集」を参照してください。 
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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。 

 

＜バージョン選択（ルート詳細）＞ 

・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。 
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12 以上でフロー定義の新規作成は終了です。 

 

 バージョンは、期間が重複しなければ、1つのフロー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」を参照してください。） 

 

 

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。 

 

・＜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。 

 

＜フロー定義‐コピー＞ 

・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。 

・［登録］ボタンを押下します。 

コピー元のフロー定義のバージョンの、「参照者」「コンテンツ詳細」「ルート詳細」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。 
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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。 

 

・＜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。 

 

＜フロー定義‐バージョン‐コピー＞ 

・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。 

・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。 

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。 

 

・［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。 
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1.2.6 フロー定義‐ノードの編集 
［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。 

ここまでの操作は、前節「1.2.5 フロー定義」を参照してください。 

 

＜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。 

 

＜フロー定義‐バージョン‐編集（タブ：ルート詳細）＞ 

各ノードの詳細設定を行います。 
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1.2.6.1 開始・終了ノード設定 

開始・終了ノードの設定を行います。 

 

＜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。 

 

［登録］ボタンを押下して登録します。 

＜フロー定義‐バージョン‐編集＞画面の「ルート詳細」タブに戻ります。 
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1.2.6.2 申請ノード設定 

申請ノードの設定を行います。 

 

＜ノード設定（申請ノード タブ：標準設定）＞ 

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。 
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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 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
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行するまでの日数を指定します。 
 

 

 

＜ノード設定（申請ノード タブ：処理設定）＞ 

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。 

 

 引戻し処理の名称変更はできません。 

 

［登録］ボタンを押下して登録します。 

＜フロー定義‐バージョン‐編集＞画面の「ルート詳細」タブに戻ります。 
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1.2.6.3 承認ノード設定 

承認ノードの設定を行います。 

 

＜ノード設定（承認ノード タブ：標準設定）＞ 

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 当ノードが実行さ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。 
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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 当ノードでのファイル添付の使用に

関する制限設定を行います。「追加

禁止」のみチェックはエラーとなりま

す。 

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
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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。 
 

 

   

＜ノード設定（承認ノード タブ：処理設定）＞ 

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。 
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・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。 

 

 引戻し処理、振替処理の名称変更はできません。 

 

［登録］ボタンを押下して登録します。 

＜フロー定義‐バージョン‐編集＞画面の「ルート詳細」タブに戻ります。 
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1.2.6.4 分岐開始ノード設定 

分岐開始ノードの設定を行います。 

 

＜ノード設定（分岐開始ノード）＞ 

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。 

 

＜追加項目（申請/処理時分岐先）＞ 

・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。 

・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。 

 

＜追加項目（ルール分岐）＞ 

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
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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。 

 

＜追加項目（ユーザプログラム分岐）＞ 

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。 

 

［登録］ボタンを押下して登録します。 

＜フロー定義‐バージョン‐編集＞画面の「ルート詳細」タブに戻ります。 
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1.2.6.5 分岐終了ノード設定 

分岐終了ノードの設定を行います。 

 

＜ノード設定（分岐終了ノード）＞ 

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。 

 

＜追加項目（ルール定義分岐終了）＞ 

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。 

ユーザプログラムで分岐終了する 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。 

 

＜追加項目（ユーザプログラム分岐終了）＞ 

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、処理を次のノードに進め

ます。 

 

［登録］ボタンを押下して登録します。 

＜フロー定義‐バージョン‐編集＞画面の「ルート詳細」タブに戻ります。 
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1.2.6.6 動的承認・横配置・縦配置ノード設定 

動的承認・横配置・縦配置ノードの設定を行います。 

 

＜ノード設定（動的承認ノード タブ：基本設定）＞ 

 

＜ノード設定（横配置ノード タブ：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。 

 

 割当可能ノード数の値は、0～99の範囲内で指定できます。 
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＜ノード設定（横配置ノード タブ：標準設定）＞ 

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 当ノードが実行さ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。 
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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。 

＜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 当ノードでのファイル添付の使用に

関する制限設定を行います。「追加

禁止」のみチェックはエラーとなりま

す。 

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。 
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・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。 
 

 

 

＜ノード設定（横配置ノード タブ：処理設定）＞ 

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。動的

承認・横配置・縦配置ノードでは、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。 
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・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。 

 

 引戻し処理、振替処理の名称変更はできません。 

 

 

＜ノード設定（横配置ノード タブ：プラグイン設定）＞ 

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。 

 

 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。 

 

［登録］ボタンを押下して登録します。 

＜フロー定義‐バージョン‐編集＞画面の「ルート詳細」タブに戻ります。 



1.2 ワークフローの設定操作 

管理者 操作ガイド    73 

 

1.2.6.7 システムノード設定 

システムノードの設定を行います。 

 

＜ノード設定（システムノード タブ：標準設定）＞ 

標準設定 

アクション動作処理 当ノードが実行さ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。 
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＜ノード設定（システムノード タブ：処理設定）＞ 

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。システ

ムノードでは、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。

システムノードでは、チェック状態固定で変更不可です。 

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。シス

テムノードでは、チェック状態固定で変更不可です。 

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。シス

テムノードでは、チェック状態固定で変更不可です。 

否認 当ノードで否認を許可するかどうかを設定します。システムノードで

は、チェック状態固定で変更不可です。 

保留 当ノードで保留を許可するかどうかを設定します。システムノードで

は、チェック状態固定で変更不可です。 

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。システムノ

ードでは、チェック状態固定で変更不可です。 

振替 当ノードで振替を許可するかどうかを設定します。システムノードで

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。 

 

 引戻し処理、振替処理の名称変更はできません。 

 

［登録］ボタンを押下して登録します。 

＜フロー定義‐バージョン‐編集＞画面の「ルート詳細」タブに戻ります。 
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1.2.6.8 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。 

1.2.6.9 確認ノード設定 

確認ノードの設定を行います。 

 

＜ノード設定（確認ノード タブ：標準設定）＞ 

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
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たいノードを設定します。 

 

 

＜ノード設定（確認ノード タブ：処理設定）＞ 

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 

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。 

 

 

＜ノード設定（確認ノード タブ：プラグイン設定）＞ 

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。 

 

 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、すべての確認対象者が選択できます。 

 

［登録］ボタンを押下して登録します。 

＜フロー定義‐バージョン‐編集＞画面の「ルート詳細」タブに戻ります。 
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1.2.7 案件プロパティ定義 
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。案件プロパティは、「Key&Value」形式の任意の値です。 

案件プロパティ定義では、案件プロパティをシステム一意に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、案件プロパティキーに対応するプロパティ値を表示する。 

・ルールが判定するパラメータとして案件プロパティキーを選択する。 

・メールテンプレートの置換文字列として案件プロパティキーを使用する。 

 

※案件プロパティについての詳細は、別紙「IM-Workflow 仕様書」を参照してください。 

 

案件プロパティを定義するには、［ワークフロー］-［ワークフローシステム管理者］-［マスタ定義］-

［案件プロパティ定義］で登録を行います。 

1 ［案件プロパティ］を押下します。 

＜案件プロパティ定義＞画面が表示され、すでに登録されている案件プロパティ一覧が表示されます。 

 

<案件プロパティ定義> 
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案件プロパティ定義の検索・表示 

■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。 

・「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。 

・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。 

・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。 

・［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。 

 

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。 

2 案件プロパティを新規作成するため、  ＜新規作成＞を押下します。 

＜案件プロパティ定義‐新規作成＞画面に遷移します。 

 

＜案件プロパティ定義‐新規作成＞ 
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案件プロパティの情報を入力します。 

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） 案件プロパティ定義のキ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。 

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。 

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。 

※「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。 

3 ［登録］ボタンを押下します。 

案件プロパティ定義が登録され、＜案件プロパティ定義＞画面に遷移します。 
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4 以上で案件プロパティ定義の新規作成は終了です。 

 

 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。 

 

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。 

・＜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。 

・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。 

・［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、あらたに作成

されます。 
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1.2.8 ルール定義 
ルール定義では、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。 

複数の条件を指定し、その真偽で判断を行うことができます。［ワークフロー］-［ワークフローシステム

管理者］-［マスタ定義］-［ルール定義］で登録を行います。 

1 ［ルール定義］を押下します。 

＜ルール定義＞画面が表示され、すでに登録されているルール一覧が表示されます。 

 

<ルール定義> 

 

ルール定義の検索・表示 

■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。 

・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。 

・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。 

・［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。 

 

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。 
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2 ルールを新規作成するため、  ＜新規作成＞を押下します。 

＜ルール定義‐新規作成＞画面に遷移します。 

 

＜ルール定義‐新規作成＞ 

ルールの情報を入力します。 

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。 
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3 ルールの条件を指定します。 

ルールを構成する条件を指定します。 

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  

「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。 

 

 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。 

 



第 1 章 ワークフローの設定 

84  IM-Workflow 

 

4 ［登録］ボタンを押下します。 

ルール定義が登録され、＜ルール定義＞画面に遷移します。 

5 以上でルール定義の新規作成は終了です。 

 

 すでにコンテンツ定義で使用されているルール定義は削除できません。 

 

 

ルール定義のコピー 

■作成したルール定義はコピーすることができます。 

・＜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。 

 

・［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、あらたに作成されます。 

 

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。 

 

＜ルール定義‐利用状況確認＞ 
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1.2.9 メール定義 
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。 

ワークフローシステム管理者は［ワークフロー］-［ワークフローシステム管理者］-［マスタ定義］-［メ

ール定義］で登録を行います。ワークフロー運用管理者は［ワークフロー］-［ワークフロー運用管理者］

-［マスタ定義］-［メール定義］から、権限を付与された範囲で編集・新規作成ができます。 

 

※メールについての詳細は、別紙「IM-Workflow 仕様書」を参照してください。 

1 ［メール定義］を押下します。 

＜メール定義＞画面が表示され、すでに登録されているメール定義一覧が表示されます。 

 

<メール定義> 

 

メール定義の検索・表示 

■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。 

・「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。 

・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。 

・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。 

・［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。 
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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。 

2 メール定義を新規作成するため、  ＜新規作成＞を押下します。 

＜メール定義‐新規作成＞画面に遷移します。 

 

＜メール定義‐新規作成＞ 

メールの基本情報を入力します。 

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。 
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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 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。 

 

メールの雛型を作成します。 

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。 
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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。 

 

■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。 

・＜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。 

・＜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＞ 
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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。 

・＜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。 

・＜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。 

 

＜メール定義‐プレビュー＞ 

■プレビューの表示条件を指定することができます。 

・＜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。 

・表示する「ロケール」、置換文字列の「置換方法」を選択します。 

・「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。 

・［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。 

 

＜メール定義‐プレビュー‐条件指定項目＞ 
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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、［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指定できます。 

 

設定ファイルに、メールに記載したいＵＲＬを直接入力してください。 

初期設定では、「http://localhost:8080/imart/default.portal」となっています。 

 

また、設定ファイルでは、置換文字列で置換され、メールに記載されるＵＲＬ（ショートカット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］に関する詳細は、別紙「IM-Workflow 仕様書」を参照してくださ

い。 

3 ［登録］ボタンを押下します。 

メール定義が登録され、＜メール定義＞画面に遷移します。 

4 以上でメール定義の新規作成は終了です。 

 

 すでにコンテンツ定義で使用されているメール定義は削除できません。 

 システム標準のメール定義は削除できません。 

 

 

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。 

・＜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。 

 

・［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、あらたに作成されます。 
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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。 

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。 

 

＜メール定義‐利用状況確認＞ 
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1.2.10 一覧表示パターン定義 
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。［ワークフロー］-［ワークフローシステム管理者］-［マスタ定義］-［一覧表示パター

ン定義］で登録を行います。 

1 ［一覧表示パターン定義］を押下します。 

＜一覧表示パターン定義＞画面が表示され、すでに登録されている一覧表示パターン定義一覧が表示され

ます。 

 

<一覧表示パターン定義> 

 

一覧表示パターン定義の検索・表示 

■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。 

・「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。 

・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。 

・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。 

・［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。 
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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。 

2 一覧表示パターン定義を新規作成するため、  ＜新規作成＞を押下します。 

＜一覧表示パターン定義‐新規作成＞画面に遷移します。 

 

＜一覧表示パターン定義‐新規作成＞ 

一覧表示パターン定義の情報を入力します。 

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。 

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
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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
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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。 

 

 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。 

 

3 ［登録］ボタンを押下します。 

一覧表示パターン定義が登録され、＜一覧表示パターン定義＞画面に遷移します。 

4 以上で一覧表示パターン定義の新規作成は終了です。 

 

 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。 

 

 

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 

［ワークフローパラメータ］では、設定ファイルを編集することで、利用者の一覧表示パターン機

能の選択可否を設定することができます。 

初期設定では、利用者ごとに一覧表示パターンの個別変更が可能となっています。 

変更不可能とした場合、利用者の各一覧表示画面は、管理者が指定した一覧表示パターンで表示さ

れることになります。管理者は、一覧表示パターンの指定を変更することができます。 

 

また、［ワークフローパラメータ］では、管理者が定義する一覧表示パターン定義において、初期

ソート条件として指定できる項目数を設定できます。 

 

※［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」を参照してくだ

さい。 
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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。 

・＜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。 

 

・［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、あらたに作成されます。 
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1.2.11 フローグループ定義 
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。［ワークフロー］-［ワークフローシステム管理者］-［マスタ定義］-［フローグループ定義］で登録

を行います。 

1 ［フローグループ定義］を押下します。 

＜フローグループ定義‐編集＞画面（何も定義されていない場合は、＜フローグループ定義‐新規作成＞

画面）が表示されます。 

画面左側に、定義されているフローグループがツリー形式で一覧表示されます。 

右側には、現在選択されているフローグループの情報が表示されます。 

 

<フローグループ定義‐編集> 
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2 フローグループを新規作成するため、  ＜新規作成＞を押下します。 

＜フローグループ定義‐新規作成＞画面に遷移します。 

 

<フローグループ定義‐新規作成> 

フローグループ定義の情報を入力します。 

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］ボタンを押下します。 

フローグループ定義が登録され、＜フローグループ定義‐編集＞画面に遷移します。 

4 以上でフローグループ定義の新規作成は終了です。 
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 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。詳しく

は、別紙「IM-Workflow 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。 
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1.2.12 インポート・エクスポート 
インポート・エクスポートは、コンテンツ、ルート、フロー等の［マスタ定義］メニュー配下で登録した

定義情報と、［権限者設定］メニュー配下の管理グループ設定、代理管理者設定をファイルに保存したり、

逆にファイルから読み取ってIM-Workflowに登録したりすることができる機能です。 

［マスタ定義］や［権限者設定］のバックアップを行ったり、ほかのIM-Workflow環境から定義情報をコ

ピーしたり、IM-WorkflowDesignerから手動でデータを移動させたりする場合に使用します。 

 

 「コンテンツ定義」「ルート定義」「フロー定義」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。 

 

1.2.12.1 インポート 

インポートは、定義情報をファイルから読み取りIM-Workflowに登録します。 

インポートを行うには、［ワークフロー］-［ワークフローシステム管理者］-［インポート・エクスポー

ト］-［インポート］を開きます。 

1 ［インポート］を押下します。 

＜インポート＞画面が表示されます。IM-Workflowに保存されているディレクトリ、ファイルの一覧が表

示されます。 

 

<インポート> 

2 インポートするファイルを選択して、［データ選択へ］ボタンを押下します。 

＜マスタ定義選択＞画面が表示されます。 
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 ディレクトリ、ファイルの一覧は「/storage/workflow/data/ログイングループID/import_export/」以下に格納されてい

る内容を表示します。 

 ディレクトリのチェックボックスのオン、オフを切り替えると、配下にある全てのディレクトリ、ファイルのチェックボック

スのチェック状態が切り替わります。 
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3 選択したファイルに格納されているマスタ定義の一覧が表示されますので、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て、［インポート］ボタンを押下します。 

確認メッセージが表示されます。［ＯＫ］ボタンを押下すると、インポート処理が始まります。 

 

＜マスタ定義選択＞ 

 全てのマスタ定義をインポートする場合は、  ＜全選択＞を押下してください。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＞を押下してください。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。 

 すでに同じキーでマスタ定義が登録されている場合は、その定義のみインポートを行いません。 

 

4 インポートが行われます。 

インポート中は、処理したマスタ定義の件数がリアルタイムで表示されます。インポートが完了するまで

ページを切り替えずにお待ちください。 

 

 インポート処理中に  ＜閉じる＞を押下すると、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、それ

までにインポートされてしまったマスタ定義に関しては、元の状態に戻すことはできません。 
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5 インポートが完了すると、インポート実行結果が表示されます。 

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に関しては登録されています。詳しくは「イ

ンポート時の整合性チェックと処理順序」を参照してください。 

 ＜閉じる＞を押下すると、＜マスタ定義選択＞画面に戻ります。 

 

＜インポート実行結果＞ 

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。 

＜キー＞がすでに存在するため、

登録できません。 

インポートしようとしたマスタ定義と同じキーがすでに登録されてい

ます。インポートを行う前に、重複するマスタ定義を削除してくださ

い。 

＜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。 
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インポート時の整合性チェックと処理順序 

■整合性チェック 

インポート時は下記の整合性チェックを行います。整合性が取れていない場合はエラー（赤色表示）

となり、その定義は登録されません。 

 

コンテンツ定義 定義内で使用されている「メール定義」と「ルール定義」の存在チェックを

行います。 

フロー定義 定義内で使用されている「コンテンツ定義」と「ルート定義」の存在チェック

を行います。 

ルール定義 定義内で使用されている「案件プロパティ定義」の存在チェックを行いま

す。 

一覧表示パターン定義 定義内で使用されている「案件プロパティ定義」の存在チェックを行いま

す。 

フローグループ定義 定義内で使用されている「フロー定義」の存在チェックを行います。 

親フローグループの存在チェックを行います。 

管理グループ定義 定義内で使用されている「コンテンツ定義」、「ルート定義」、「フロー定

義」、および、「メール定義」の存在チェックを行います。 

 

その他の整合性チェックで問題が発見された場合は、その内容を警告表示（黒色表示）して定義自

体の登録は行います。その場合、必ずマスタ定義の画面上でデータが想定通りに登録されているか

ご確認ください。 

 

■処理順序 

インポート時は上記の整合性チェックが行われるため、既存の定義情報とインポートする定義情報

との整合性が保たれるよう、以下の順序でインポートが行われます。 

「代理管理者設定」→「案件プロパティ定義」→「一覧表示パターン定義」 

→「メール定義」→「ルール定義」→「コンテンツ定義」→「ルート定義」 

→「フロー定義」→「フローグループ定義」→「管理グループ定義」 

インポートする対象のファイル内に複数の定義情報が混在している場合でも、上記順序に従って登

録を行います。 

 

一覧表示パターン定義 「標準設定」 インポート仕様 

（前提１）既存の一覧表示パターンの対象一覧＝「申請一覧」に、「標準設定」として設定されて

いる定義が存在する。 

（前提２）一覧表示パターン定義のインポートファイル内に、対象一覧＝「申請一覧」で「標準設

定」として設定されている定義が存在する。 

 

上記前提において、一覧表示パターン定義のインポートを実行すると、インポートファイル側の「標

準設定」が有効となります。（既存定義における「標準設定」は無効化されます。） 

 

※ここでは例として対象一覧を「申請一覧」としていますが、対象一覧の種類に関わらず、挙動は

同じです。 
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1.2.12.2 エクスポート 

エクスポートは、IM-Workflowに登録されている各種定義情報をファイルに出力します。 

エクスポートを行うには、［ワークフロー］-［ワークフローシステム管理者］-［インポート・エクスポ

ート］-［エクスポート］を開きます。 

1 ［エクスポート］を押下します。 

＜エクスポート＞画面が表示されます。エクスポートしたいマスタ定義の  ＜検索＞を押下して表示さ

れる検索画面から選択します。 

 

＜エクスポート＞ 

 

 「エクスポート（全件）」をチェックすると、マスタ定義ごとに全件出力を行うことができます。 

 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。 

 

2 ［エクスポート］ボタンを押下します。 

確認メッセージが表示されます。［ＯＫ］ボタンを押下すると、エクスポート処理が始まります。 
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3 エクスポートが行われます。 

エクスポート中は、処理した定義情報と件数がリアルタイムで表示されます。エクスポートが完了するま

でページを切り替えずにお待ちください。 

 

 エクスポート処理中に  ＜閉じる＞を押下すると、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。 

 

4 エクスポートが完了すると、エクスポート実行結果が表示されます。 

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」に表示されます。 

 ＜閉じる＞を押下すると、＜エクスポート＞画面に戻ります。 

 

＜エクスポート実行結果＞ 

 

 エクスポート時は「/storage/workflow/data/ログイングループID/import_export/」の直下に、マスタ定義が格納され

たファイルがXML形式で保存されます。 

 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。 
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1.3 ポートレットの利用設定 
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、ログイングループ管理者のみです。 

 

＜ポータル画面＞ 

IM-Workflowのポートレットを設定します。 

※ポートレットの新規登録については、別紙「ポータル グループ管理者 操作ガイド」を参照してくださ

い。 

 

＜ポートレットの新規登録画面＞において、ページ種別を「Presentation Page」とします。 

画面パスあるいはURL種類を以下のように設定します。 

■「新着未処理案件の表示」の場合 

「/workflow/portlet/portlet_newly_proc_list/portlet_newly_proc_list」 

■「申請可能フロー定義一覧」の場合 

「/workflow/portlet/portlet_apply_list/portlet_apply_list」 

 

※ポートレットの利用者ポータル画面への登録方法については、別紙「ポータル ユーザ操作 ガイド」を

参照してください。 
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2.1 ワークフローの管理操作 
ここでは、定義したフローに対して管理者が行う操作について説明します。 

管理者は、申請された案件に対して参照や確認、案件操作を行うことができます。また、アラート機能や

モニタリング機能によって、案件の状況を把握することができます。 

 

ワークフローの管理権限を持つのは、「ワークフローシステム管理者」「ワークフロー運用管理者」「案

件操作権限者」「代理設定権限者」です。それぞれが利用できる機能については、別紙「IM-Workflow 仕

様書」を参照してください。 

 

ワークフローシステム管理者 ワークフローの全体の管理を行う管理者です。 

ワークフロー運用管理者 ワークフローシステム管理者からワークフローの管理権限を付与さ

れた管理者です。 

ワークフローシステム管理者のメニュー「権限者設定」の「管理グ

ループ設定」で、権限を付与することができます。 

案件操作権限者 ワークフローシステム管理者から案件の参照や操作を行う権限を

付与された利用者です。 

ワークフローシステム管理者のメニュー「フロー定義」で、フローごと

に権限者を指定します。 

代理設定権限者 ワークフローシステム管理者から、代理設定の権限を付与された

利用者です。代理元本人の代わりに代理設定ができます。 

ワークフローシステム管理者のメニュー［権限者設定］の［代理管

理者設定］で、権限付与を行います。 
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2.1.1 権限者設定‐管理グループ設定 
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。 

「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、および、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。 

 

＜管理グループとワークフロー運用管理者＞ 

管理グループ設定は、［ワークフロー］-［ワークフローシステム管理者］-［権限者設定］-［管理グルー

プ設定］で行います。 

 

  ［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」を参照してください。 
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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、ロールで設定されます。 

ある特定のユーザをワークフロー運用管理者にしたい場合は、そのユーザが所属しているロールを

アクセス権限に指定します。同じロール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ロールは、あらかじめログイングループ管理者によって用意さ

れている必要があります。このロールには、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。 

ロールの設定方法、メニューの利用権限設定については、別紙「グループ管理者 操作ガイド」を

参照してください。 

1 ［管理グループ設定］を押下します。 

＜管理グループ設定‐編集＞画面（何も定義されていない場合は、＜管理グループ設定‐新規作成＞画面）

が表示されます。 

画面左側に、定義されている管理グループが一覧表示されます。 

右側には、現在選択されている管理グループの情報が表示されます。 

 

<管理グループ設定‐編集> 
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2 管理グループを新規作成するため、  ＜新規作成＞を押下します。 

＜管理グループ設定‐新規作成＞画面に遷移します。 

 

<管理グループ設定‐新規作成> 

管理グループ設定の情報を入力します。 

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。 
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 ＜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。 

・設定したアクセス権限対象者に、管理対象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、チェックを外した管理対象に対しては、参照権限の

み持ちます。 

※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］ボタンを押下します。 

管理グループ定義が登録され、＜管理グループ定義‐編集＞画面に遷移します。 

4 以上で管理グループ定義の新規作成は終了です。 

 

 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。 
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定義画面からの管理グループ指定 

［ワークフロパラメータ］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。 

 

<コンテンツ定義_新規作成（管理グループ使用可）> 

●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。 

 

＜管理グループ定義‐検索＞ 

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」を参照してくださ

い。 
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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。 

・＜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。 

・［登録］ボタンを押下します。 

「管理グループID」以外の項目がコピー元の情報と同一な、あらたな管理グループが定義されます。 

 

管理グループの権限者確認 

■「アクセス権限」に設定したロールの対象となる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」で設定したロールの対象となるユーザが表示されます。 
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2.1.2 権限者設定‐代理管理者設定 
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。 

［ワークフロー］-［ワークフローシステム管理者］-［権限者設定］-［代理管理者設定］で設定します。 

1 ［代理管理者設定］を押下します。 

＜代理管理者設定＞画面が表示され、すでに設定されている代理管理者の一覧が表示されます。 

 

<代理管理者設定> 

 

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  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。 

2 新規に代理管理者を設定します。  ＜検索＞を押下します。 

＜処理対象者＞画面がポップアップ表示されます。 

処理対象者としたい項目の  を押下すると、IM-共通マスタの検索画面が表示されます。 

代理管理者の設定対象を選択します。 

3 ［登録］ボタンを押下します。 

代理管理者が登録されます。 
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4 以上で代理管理者の新規設定は終了です。 

 

 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。 
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2.1.3 代理設定 
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。 

 

代理設定には、以下の2種類があります。 

代理 利用者が不在の場合等に代理として案件の処理を依頼すること

です。 

代理先としてユーザのみ指定可能で、対象となるフローは全ての

フローです。 

特定業務代理 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。 

 

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」と「特定業務代理」で、それぞれ使用可否設定ができます。 

初期設定では、どちらも使用可能となっています。 

2つとも使用不可とすると、代理設定機能自体が使用不可能になります。 

 

※［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」を参照してくだ

さい。 

※代理設定についての詳細は、別紙「IM-Workflow 仕様書」を参照してください。 



2.1 ワークフローの管理操作 

管理者 操作ガイド    119 

 

2.1.3.1 代理先設定 

ここでは、管理者の操作として、第三者の代理設定について操作説明を行います。 

ワークフローシステム管理者は、［ワークフロー］-［ワークフローシステム管理者］-［代理設定］-［代

理先設定］、代理設定権限者は権限を付与された時点で、ワークフローの利用者メニュー［ワークフロー］

-［代理設定］-［代理先設定］から、第三者を代理元とした代理設定が行えるようになります。 

1 最初に代理設定を行います。［代理先設定］を押下します。 

＜代理先設定＞画面が表示されます。 

画面上部の「基準日」の日付（初期状態はシステム日付）が代理期間内であり、「代理元」に指定してい

るユーザ（初期状態はログインユーザ）が代理元である代理設定が一覧表示されます。 

  

＜代理先設定画面（タブ：代理）＞ 
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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。 

 

＜表示条件（代理先設定 タブ：代理）＞ 

・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。 

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。 

 

代理設定の編集・削除 

すでに登録されている代理設定の編集を行う場合は、編集したい代理設定の行の編集欄に表示され

ている  を押下します。 

＜代理先設定‐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。代理設定の削除を行う場合も同様に操作し、遷移先の＜代理先設定‐編集＞画面で、

［削除］ボタンを押下します。 
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2 代理元となるユーザを指定します。画面上部の「代理元」欄の  ＜検索＞を押下します。 

IM-共通マスタのユーザ検索画面が表示されます。 

代理元として指定したいユーザを選択し、［決定］ボタンを押下します。 

3  ＜新規作成＞を押下します。 

＜代理先設定‐代理‐新規作成＞画面が表示されます。 

指定したユーザが、「代理元」に表示されています。このユーザを代理元とした代理設定を行います。 

 

<代理先設定-代理-新規作成> 

代理の情報を入力します。 

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  

：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。 
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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］ボタンを押下します。代理設定が完了し、＜代理先設定＞画面に戻ります。 

 

 代理設定は、登録した時点で即時に反映されます。 

 

5 続いて、特定業務代理設定を行います。タブを［特定業務代理］に切り替えます。 

画面上部の「基準日」の日付（初期状態はシステム日付）が代理期間内であり、「代理元」に指定してい

るユーザ（初期状態はログインユーザ）が代理元である特定業務代理設定が一覧表示されます。 

 

＜代理先設定画面（タブ：特定業務代理）＞ 
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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。 

 

＜表示条件（代理先設定 タブ：特定業務代理）＞ 

・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

がポップアップ表示されますので、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、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。 

 

特定業務代理設定の編集・削除 

すでに登録されている特定業務代理設定の編集を行う場合は、編集したい特定業務代理設定の行の

編集欄に表示されている  を押下します。 

＜代理先設定‐特定業務代理‐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。代理設定の削除を行う場合も同様に操作し、遷移先の＜代理先設定

‐特定業務代理‐編集＞画面で、［削除］ボタンを押下します。 
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6  ＜新規作成＞を押下します。 

＜代理先設定‐特定業務代理‐新規作成＞画面が表示されます。 

指定したユーザが、「代理元」に表示されています。このユーザを代理元とした代理設定を行います。 

 

＜代理先設定-特定業務代理-新規作成＞ 

代理の情報を入力します。 

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、＜

処理対象者＞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、代理対象フローの案件の「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、代理対象フローの案件の「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。 
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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。 

7 ［登録］ボタンを押下します。代理設定が完了し、＜代理先設定＞画面に戻ります。 

 

 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。 

 

 

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・特定業務代理設定のみ表示されます。 
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2.1.3.2 代理元確認 

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、および、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。 

 

ワークフローシステム管理者は、［ワークフロー］-［ワークフローシステム管理者］-［代理設定］-［代

理元確認］、代理設定権限者は権限を付与された時点で、ワークフローの利用者メニュー［ワークフロー］

-［代理設定］-［代理元確認］から、第三者の代理元確認が行えるようになります。 

1 最初に代理・特定業務代理の代理元確認を行います。［代理元確認］を押下します。 

＜代理元確認＞画面が表示されます。 

画面上部の「基準日」の日付（初期状態はシステム日付）が代理期間内であり、「代理先」に指定してい

るユーザ（初期状態はログインユーザ）が代理先である代理設定が一覧表示されます。タブを「特定業務

代理」に切り替えると、指定した「基準日」が代理期間内であり、「代理先」に指定しているユーザが、

代理先の対象に含まれている特定業務代理設定が一覧表示されます。 

 

<代理元確認> 
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代理・特定業務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。 

 

＜表示条件（代理元確認 タブ：特定業務代理）＞ 

・代理元：代理元対象を指定します。 

指定したユーザが代理元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。 

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を、表示条件でさらに絞

り込んで表示します。 

2 代理先となるユーザを変更します。画面上部の「代理先」欄の  ＜検索＞を押下します。 

IM-共通マスタのユーザ検索画面が表示されます。 

代理先として指定したいユーザを選択し、［決定］ボタンを押下します。 

指定した代理先ユーザに処理を依頼している代理設定が表示されます。 
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2.1.4 参照・案件操作 
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。 

2.1.4.1 参照 

案件の参照を行います。 

1 ［参照］を押下します。 

＜参照＞画面が表示され、ログインユーザが参照権限を付与されて参照可能となっている案件が、「未完

了案件」「完了案件」に分けて一覧表示されます。設定されている「参照一覧」の一覧表示パターンに従

って表示されます（初期設定は、ワークフローシステム管理者が［一覧表示パターン定義］で標準設定し

ている一覧表示パターンになります）。 

 

<参照> 
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2 案件の検索・表示設定を行います。  ＜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。 

 

＜表示条件（完了案件 タブ：検索条件）＞ 

表示したい案件の検索条件を指定します。指定した条件で絞り込み、該当する案件を表示します。 

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。 

・ログイングループ単位の設定で「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。 

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。 
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※「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」を選択します。 

3 ［検索］ボタンを押下すると、＜参照＞画面に戻ります。指定した条件で絞り込み、該当する案件が一覧表示さ

れます。 

4 案件の一覧表示パターンを変更します。   ＜表示条件＞を押下し、タブを「表示設定」に切り替えます。 

＜表示条件＞画面（タブ：検索表示条件）が表示されます。 

 

＜表示条件（未完了案件 タブ：表示設定）＞ 

一覧表示パターンを選択します。 

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。 

5 案件の情報を確認します。 

＜参照＞画面で表示される案件の、「詳細」「フロー」「履歴」欄に表示されるアイコンを押下すると、

それぞれの情報を確認できます。 

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   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。 
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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「2.1.4.2 案件

操作」を参照してください。 
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2.1.4.2 案件操作 

案件操作では、案件のフローのノードの再編集や、ノードの移動、保留処理の解除といった様々なことが

行えます。以下に説明します。 

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。 

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。 

 

※案件操作についての詳細は、別紙「IM-Workflow 仕様書」を参照してください。 

 

案件操作を行います。 

＜参照＞画面で一覧表示される参照案件一覧で「操作」欄に  が表示されますので、案件操作を行いた

い案件の  を押下すると、＜案件操作＞画面に遷移します。 

 

  が表示されていない場合は、その案件が申請されているフローに対して、ユーザに案件操作権限が付与され

ていません。 
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<案件操作> 

各案件操作の操作方法を説明します。 

 

 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。 

 

 

フロー図内の枠線 

■案件操作の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 

枠なし：処理されていないノード 

 

※横配置、縦配置ノードで展開された動的承認ノードが保留中の場合、マスタフローでは該当する

横配置、縦配置ノードが処理中（赤枠）として表示されます。 

※ノード移動で開始方向へノードを移動した場合、処理済みであった移動先ノード以降のノードは

未到達扱いとなります。 

※確認ノードには枠線が表示されません。 
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 保留解除 

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。 

 を押下すると、＜保留解除＞画面が表示されます。 

 

＜案件操作‐保留解除＞ 

［保留解除］ボタンを押下します。 

 

 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。 

 

 ノード処理/確認対象者変更（「承認ノード」「動的承認ノード」「確認ノード」の対象者変更） 

案件表示部の編集欄に表示される  を押下すると、＜ノード編集＞画面が表示されます。 

 

＜案件操作‐ノード編集（動的承認）＞ 
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変更内容を入力します。 

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。 

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。 

 

［更新］ボタンを押下します。 

 

 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ログイングループ管理者と同じ、またはログイングループ管理者相当

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。 

 

 上記は、「横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」でも同様です。 

 

 ノード処理/確認対象者再展開 

ノードが「現在処理中（保留状態を除く）」の場合にのみ、案件表示部の再展開欄に  が表示されます。 

 を押下すると、そのノードの処理対象者を再展開します。 

 動的承認ノードの削除・復活 

案件表示部の編集欄に表示される  を押下すると、＜ノード編集＞画面が表示されます。 
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表示される「有効」項目のチェックを外すと、動的承認ノードはルート上から削除されます。 

削除されている状態から、再び「有効」項目をチェックをすると、動的承認ノードはルート上に復活しま

す。 

 

 「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。 

 

 横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 

案件表示部の編集欄に表示される  を押下すると、＜ノード編集（横配置・縦配置）＞画面が表示され

ます。 

 

＜案件操作‐ノード編集（横配置）＞ 

配置ノードの再設定を行います。 

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。 

処理を設定する（チェックボックス） 配置ノードを設定します。 

フロー定義で設定された割当可能ノード数の最大値分、入力欄が

表示されます。 

設定した割当可能ノード数の最小値分の設定が必須です。 

配置したいノード数分、処理設定欄のチェックボックスをチェックし

ます。 
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ノード名（必須） 設定したいノードの名称を入力します。 

処理対象者（必須） ノードの処理対象者を設定します。 

・処理対象者を指定します。 

 ＜検索＞を押下すると、 IM-共通マスタの検索画面がポップア

ップ表示されますので、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する場合は、解除したい対象の解除

欄の  を押下します。 

 

［更新］ボタンを押下します。 

 

 縦配置ノード、横配置ノードが展開済み、かつ展開して生成されたノードのうち、一つでも「処理待ち」もしくは「処理

済み」状態のノードが存在する場合、次のように画面制御されます。 

・保存済み設定のプルダウン、ならびに保存済み設定の削除リンクは無効状態で表示されます。 

・ノードの設定解除は行えません。（配置ノードの増減は行えません） 

・ノード名の名称変更は行えません。 

 処理済みのノードの処理対象者の編集は行えません。 

 未到達・処理待ちのノードの処理対象者の編集は行えます。 

 

配置ノードの再展開を行います。 

配置ノードが「現在処理中（保留状態を除く）」の場合にのみ、案件表示部の再展開欄に  が表示され

ます。 

 を押下すると、そのノードの処理対象者を再展開します。 
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 ノード移動 

「処理中ノードの移動」権限（「進む」「戻る」「終了」）が、いずれか一つでも与えられている場合に、

この操作を行うことができます。 

案件表示部の処理中ノードの状態欄に表示される  を押下すると、＜移動＞画面が表示されます。 

 

＜案件操作‐移動＞ 

フロー上の全ノードが一覧表示されます。 

移動先候補となるノードは、移動先欄にチェックボックスが表示されます。 

処理を移動させたいノードのチェックボックスをチェックします。 

［移動］ボタンを押下します。 

 

※ノード移動についての詳細は、別紙「IM-Workflow 仕様書を参照してください。 

 

 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。 

 ユーザにノードの移動権限が付与されていない場合、  を押下しても、ノードの移動はできません。 
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 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が行える操作です。 

案件表示部のタブを「参照者」に切り替え、参照者を設定します。 

※参照者の設定は、前述の「1.2.5 フロー定義」の手順７を参照してください。 

 案件削除 

ワークフローシステム管理者のみが行える操作です。 

＜案件操作＞画面の画面上部に表示される  ＜案件削除＞を押下すると、案件が削除されます。 

処理履歴、確認履歴等の案件に関連するデータはすべて削除されます。 

 

 ノード位置編集 

＜案件操作＞画面では、案件のフロー図が表示されています。実行中フローのノード位置を変更して、見

やすく配置しなおすことができます。 

＜案件操作＞画面の画面上部に表示されている  ＜ノード位置＞を押下すると、ノード位置編集画面が

表示されます。 

 

＜ノード位置編集画面＞ 

フロー図が表示されます。 

ノード、コメント、スイムレーンの位置を移動して、［更新］ボタンを押下します。 

 

 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。 
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 フロー情報の表示 

■フローを確認できます。 

＜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。 

 

■案件の情報を確認できます。 

＜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。 
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2.1.5 過去案件 
「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、および、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、バッチ形式で完了案件のアーカイブ化を行います。 

 

過去案件の確認を行います。 

［ワークフロー］-［ワークフローシステム管理者］-［過去案件］、［ワークフロー］-［ワークフロー運

用管理者］-［過去案件］、［ワークフロー］-［過去案件］から実行できます。 

 

※アーカイブ機能についての詳細は、別紙「IM-Workflow 仕様書」を参照してください。 

 

 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」を参照してください。） 

 

1 ［過去案件］を押下します。 

＜過去案件＞画面が表示され、参照可能な過去案件が一覧表示されます。設定されている「過去案件一覧」

の一覧表示パターンに従って表示されます。（初期設定は、ワークフローシステム管理者が［一覧表示パ

ターン定義］で標準設定している一覧表示パターンになります。） 

 

＜過去案件＞ 
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2 参照対象年月を指定します。 

画面左上の「参照対象年月」のプルダウンから、年と月を指定し、［決定］ボタンを押下すると、指定し

た年月に該当する過去案件が表示されます。 

システム開始日から、現在のシステム日付の年まで選択できます。 

3 過去案件の検索・表示設定を行います。  ＜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。 

 

＜表示条件（過去案件 タブ：検索条件）＞ 

表示したい案件の検索条件を指定します。指定した条件で絞り込み、該当する案件を表示します。 

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。 

・ログイングループ単位の設定で「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 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。 



2.1 ワークフローの管理操作 

管理者 操作ガイド    143 

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。 

案件終了日付 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」を選択します。 

4 ［検索］ボタンを押下すると、＜参照＞画面に戻ります。指定した条件で絞り込み、該当する過去案件が一覧

表示されます。 

5 過去案件の一覧表示パターンを変更します。  ＜表示条件＞を押下し、タブを「表示設定」に切り替えま

す。 

＜表示条件＞画面（タブ：検索表示条件）が表示されます。 

 

＜表示条件（過去案件 タブ：表示設定）＞ 

一覧表示パターンを選択します。 

一覧表示パターン 一覧表示パターン定義で、対象一覧を「過去案件一覧」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。 
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6 過去案件の情報を確認します。 

＜参照＞画面で表示される案件の、「詳細」「フロー」「履歴」欄に表示されるアイコンを押下すると、

それぞれの情報を確認できます。 

詳細   を押下すると、過去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、過去案件のフロー参照画面がポップアップ表

示されます。過去案件のフロー図、各ノードの処理者や処理日時

等を確認できます。 

履歴   を押下すると、過去案件の履歴参照画面がポップアップ表示

されます。過去案件のフロー図、処理が終了したノードの処理日

時や、その際に処理者が付けたコメント等を確認できます。 

7 過去案件を削除します。 

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削除できます。 

表示される過去案件の削除欄に表示されている  を押下します。 

過去案件が削除されます。 
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2.1.6 アラート 
「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。ワークフローシステム管理者のみ使用できます。 

アラートの検出は、未完了案件に対して行われます。 

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バッチ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。 

 

※アラートについての詳細は、別紙「IM-Workflow 仕様書」を参照してください。 

 

 アラート検出プログラムのアラート検出経過日時等の指定は、［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」を参照してください。） 

 

アラート情報の確認を行います。 

［ワークフロー］-［ワークフローシステム管理者］-［アラート］から実行できます。 
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1 ［アラート］を押下します。 

＜アラート＞画面が表示されます。 

・アラート概況 

検知したアラートについて、フローごと、アラートレベルごとの件数を一覧表示する画面です。 

未完了案件に関して、バッチで検知したアラート集計情報が表示されます。 

 

<アラート画面（タブ：アラート概況）＞ 

2 タブを「アラート一覧」に切り替えます。 

・アラート一覧 

検知したアラートを一覧表示する画面です。 

未完了案件に関して、バッチで検知したアラート情報が表示されます。 

 

＜アラート画面（タブ：アラート一覧）＞ 
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2.1.7 モニタリング 
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、バッチ処理によって集計が行われ、前回のバッチ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。 

 

※モニタリングについての詳細は、別紙「IM-Workflow 仕様書」を参照してください。 

 

モニタリング情報の確認を行います。 

［ワークフロー］-［ワークフローシステム管理者］-［モニタリング］から実行できます。 

1 ［モニタリング］を押下します。 

＜モニタリング＞画面が表示されます。 

・案件処理概況 

完了した案件の数（状態別内訳）を表示します。 

 

＜モニタリング（タブ：案件処理概況）＞ 
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2 タブを「フロー別利用状況」に切り替えます。 

・フロー別利用状況 

フローごと、状態ごとの利用案件数と所要時間の一覧を表示します。 

  

＜モニタリング（タブ：フロー別利用状況）＞ 

3 表示するモニタリング情報を、フローグループを指定して絞り込みます。 

画面上部のフローグループのプルダウンから、指定したいフローグループを選択します。フローグループ

の階層ごとに選択します。 

［検索］ボタンを押下します。 

指定したフローグループに属するフローのモニタリング情報のみが表示されます。 
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2.2 ワークフローパラメータ 
ここでは、［ワークフローパラメータ］について説明します。 

［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。 

［ワークフロー］‐［ワークフローシステム管理者］‐［ワークフローパラメータ］で編集を行います。 

 

パラメータの設定ファイルは、以下の2つがあります。 

システム設定ファイル ＩＭ-Ｗｏｒｋｆｌｏｗのシステム全体の設定を行います。 

「param_system.xml」 

ログイングループ設定ファイル ログイングループごとの設定を行います。 

「param_group_<ﾛｸﾞｲﾝｸﾞﾙｰﾌﾟ名>.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」を参照してくださ

い。 

 

設定ファイルのパラメータを変更します。 

1 ［ワークフローパラメータ］を押下します。 

＜ワークフローパラメータ＞画面が表示されます。 

 

＜ワークフローパラメータ＞ 
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2 編集したいファイルのタブに切り替えます。 

3 変更したい項目の「param-value」の値を変更します。 

入力値は、各項目の設定に従ってください。 

4 パラメータの変更が終わったら、  ＜編集＞を押下します。 

パラメータの変更が、すぐにシステムに反映されます。 

 

 初期設定に戻したい場合は、  ＜初期化＞を押下します。初期化直後は、設定内容がすぐにシステムに反映さ

れますのでご注意ください。 

 

 

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、「/storage/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。 
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2.3 ワークフロー同期リスナー 
ここでは、［ワークフロー同期リスナー］について説明します。 

アクセスセキュリティ側、および、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.MatterHandleUserEventListe

ner 

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

ner 

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 jp.co.intra_mart.system.workflow.sync.DefaultDepartmentEventListe

ner 

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

tener 

ユーザ選択一覧パターン 

同期リスナー 

jp.co.intra_mart.system.workflow.sync.UserSelectColumnListEventL

istener 

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

r 

 

※ 同期リスナーの詳細については、別紙「IM-Workflow 仕様書」を参照してください。 

 

リスナーを設定するファイルは、以下の2つがあります。 

アクセスセキュリティ側 アクセスセキュリティ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。 

「/conf/access-security.xml 」 

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。 

「/plugin/jp.co.intra_mart.standard/plugin.xml 」 

 

それでは、同期リスナーの設定を行います。 
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1 アクセスセキュリティ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います。 

 

 /conf/access-security.xml 

 

<access-config> 

 

<!-- ロール --> 

<role> 

      <accessor> 

         <accessor-class>jp.co.intra_mart.foundation.security.StandardRoleAccessor 

</accessor-class> 

      </accessor> 

 

      <!-- ↓ 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 --> 

      <post-writer-listener> 

          <writer-listener-class>jp.co.intra_mart.system.workflow.sync.NodeExecUserEven

tListener</writer-listener-class> 

      </post-writer-listener> 

<!-- 代理先同期リスナー --> 

      <post-writer-listener> 

          <writer-listener-class>jp.co.intra_mart.system.workflow.sync.TargetActUserEve

ntListener</writer-listener-class> 

      </post-writer-listener> 

<!-- 案件操作権限者同期リスナー --> 

      <post-writer-listener> 

          <writer-listener-class>jp.co.intra_mart.system.workflow.sync.MatterHandleUser

EventListener</writer-listener-class> 

      </post-writer-listener> 

<!-- 代理設定権限者同期リスナー --> 

      <post-writer-listener> 

          <writer-listener-class>jp.co.intra_mart.system.workflow.sync.ActAdministratio

nEventListener</writer-listener-class> 

      </post-writer-listener> 

<!-- 管理グループ同期リスナー --> 

      <post-writer-listener> 

          <writer-listener-class>jp.co.intra_mart.system.workflow.sync.AdminGroupEventL

istener</writer-listener-class> 

      </post-writer-listener> 

 

   </role> 

</access-config> 

2 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います。 

 

 /plugin/jp.co.intra_mart.standard/plugin.xml  

 

<!-- 会社・組織 --> 

<extension 

   point="jp.co.intra_mart.foundation.master.accessor.company" > 

   <accessor 

     name="standard" 
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  id="jp.co.intra_mart.standard" 

  version="7.2" 

  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.StandardCompanyListene

r" /> 

     <listener class="jp.co.intra_mart.system.master.sync.SynchronousCompanyListener" /> 

 

<!-- ↓ 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.MatterHandleUserEventListene

r" /> 

<!-- 代理設定権限者同期リスナー --> 

<listener class="jp.co.intra_mart.system.workflow.sync.ActAdministrationEventListen

er" /> 

<!-- 標準組織同期リスナー --> 

<listener class="jp.co.intra_mart.system.workflow.sync.DefaultDepartmentEventListen

er" /> 

 

    <importer category="standard" class="jp.co.intra_mart.system.master.company.impl.St

andardCompanyImporter" /> 

    <exporter category="standard" class="jp.co.intra_mart.system.master.company.impl.St

andardCompanyExporter"/> 

</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="7.2" 

  rank="1" > 

     <reader class="jp.co.intra_mart.system.master.public_group.impl.StandardPublicGro

upAccessor" /> 

     <writer class="jp.co.intra_mart.system.master.public_group.impl.StandardPublicGro

upAccessor" /> 

     <listener class="jp.co.intra_mart.system.master.sync.SynchronousPublicGroupListen

er" /> 

 

<!-- ↓ 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 --> 
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<listener class="jp.co.intra_mart.system.workflow.sync.MatterHandleUserEventListene

r" /> 

<!-- 代理設定権限者同期リスナー --> 

<listener class="jp.co.intra_mart.system.workflow.sync.ActAdministrationEventListen

er" /> 

 

<importer category="standard" class="jp.co.intra_mart.system.master.public_group.im

pl.StandardPublicGroupImporter" /> 

    <exporter category="standard" class="jp.co.intra_mart.system.master.public_group.im

pl.StandardPublicGroupExporter"/> 

</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="7.2" 

  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" /> 

    <listener class="jp.co.intra_mart.system.master.sync.SynchronousUserListener" /> 

 

<!-- ↓ 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.MatterHandleUserEventListene

r" /> 

<!-- 代理設定権限者同期リスナー --> 

<listener class="jp.co.intra_mart.system.workflow.sync.ActAdministrationEventListen

er" /> 

<!-- 一時保存案件同期リスナー --> 

<listener class="jp.co.intra_mart.system.workflow.sync.TemporarySaveUserEventListen

er" /> 

<!-- 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.UserSelectColumnListEventLis

tener" /> 

<!-- 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.Stand

ardUserImporter" /> 

    <exporter category="standard" class="jp.co.intra_mart.system.master.user.impl.Stand

ardUserExporter"/> 

</accessor> 

 </extension> 
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 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（ロール、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、実際の同期処理をバッチ処理［代理先同期バッチ］で行います。 

［代理先同期バッチ］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。 

※ ［代理先同期バッチ］の詳細については、別紙「IM-Workflow 仕様書」を参照してください。 
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3.1 画面仕様変更履歴 
ここでは、IM-Workflowの管理者の画面仕様の変更点について説明します。 

なお、ここで説明する仕様変更は、IM-Workflow Ver 7.2.9 以降における変更点となります。 

 

3.1.1 IM-Workflow Ver 7.2.9 
 

 処理対象者・参照者の検索条件としての「検索基準日」・「ロケール」が変更不可となります。 

 

下記の検索機能において、検索条件としての「検索基準日」・「ロケール」が変更不可となり、初期表示値固定となり

ます。 

・案件操作画面における案件操作権限者の追加 

・案件操作画面から表示される＜ノード編集＞画面 

  ノード処理/確認対象者変更（「承認ノード」「動的承認ノード」「確認ノード」の対象者変更） 

・案件操作画面から表示される＜ノード編集（横配置・縦配置）＞画面 

  ノード処理対象者変更（「横配置ノード」「縦配置ノード」の対象者変更） 

 

処理対象者、案件捜査権限者は、案件の申請基準日を基準日としてユーザ単位に展開されます。 

上記検索機能の利用時に、検索基準日が初期表示値（＝申請基準日）固定となることにより、対象案件に対して無

効な対象が検索・設定されてしまうことを回避します。 

 

ロケールに関しても、初期表示値であるユーザロケール固定での検索となります。 

IM-Workflowでは有効なシステムロケールすべてに対してIM-共通マスタの国際化情報が登録されていることが動

作前提です。 

そのため、変更条件としてのロケールを変更できないことが運用上問題となることはありません。 
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