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1.1 ワークフロー統合一覧の概要 
本書では、ワークフロー統合一覧の機能について説明します。 

 

ワークフロー統合一覧は、intra-mart WebPlatform / App Framework アドバンスト版以上に付属の

ワークフロー（以下、ドキュメントワークフロー）とIM-Workflowを併用して利用するための画面を提供

します。 

 

ワークフロー統合一覧が提供する画面は、ドキュメントワークフローとIM-Workflowをタブで切り替えて

表示する「タブ切り替え」とドキュメントワークフローとIM-Workflowの未処理の案件を一緒に表示する

「統合未処理」の2種類あります。 

 

まず、タブ切り替えで提供する画面を以下に示します。 

起票画面 ドキュメントワークフローの起票一覧画面と 

IM-Workflowの申請一覧画面を表示します。 

起票済画面 ドキュメントワークフローの起票済一覧画面と 

IM-Workflowの処理済一覧画面を表示します。 

未処理画面 ドキュメントワークフローの未処理一覧画面と 

IM-Workflowの未処理一覧画面を表示します。 

処理済画面 ドキュメントワークフローの処理済一覧画面と 

IM-Workflowの処理済一覧画面を表示します。 

参照画面 ドキュメントワークフローの参照一覧画面と 

IM-Workflowの参照一覧画面を表示します。 

代理起票画面 ドキュメントワークフローの代理の起票一覧画面と 

IM-Workflowの申請一覧画面を表示します。 

代理起票済画面 ドキュメントワークフローの代理の起票済一覧画面と 

IM-Workflowの処理済一覧画面を表示します。 

代理未処理画面 ドキュメントワークフローの代理の未処理一覧画面と 

IM-Workflowの未処理一覧画面を表示します。 

代理処理済画面 ドキュメントワークフローの代理の処理済一覧画面と 

IM-Workflowの処理済一覧画面を表示します。 

 

次に統合未処理で提供する画面を以下に示します。 

統合未処理画面 ドキュメントワークフローの本人および代理の未処理に表示されるプロ

セスと本人および代理の起票済に表示される再申請待ちのプロセスと

IM-Workflowの未処理に表示される案件を一緒に表示します。 
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2.1 タブ切り替え 
ここでは、ドキュメントワークフローとIM-Workflowの画面をタブ切り替えで表示するタブ切り替えにつ

いて説明します。 

2.1.1 起票 
ここでは、［ワークフロー］-［起票］メニューから行える処理の操作について説明します。 

「起票」メニューでは、ドキュメントワークフローの起票一覧画面と、IM-Workflowの申請一覧画面をタ

ブ切り替えで表示します。 

表示されるタブ名と画面を以下に示します。 

起票（ワークフロー） ドキュメントワークフローの起票一覧画面です。 

申請（新ワークフロー） IM-Workflowの申請一覧画面です。 

2.1.1.1 起票（ワークフロー） 

タブを「起票（ワークフロー）」に切り替えると、ドキュメントワークフローのメニュー「起票」で表示

される起票一覧画面が表示されます。 

ドキュメントワークフローの起票一覧の操作方法については、別紙「ワークフロー 操作ガイド」の「1.2.2 

起票（申請）の操作」や「1.3.1 起票の操作」を参照してください。 

 

＜起票（ワークフロー）＞ 
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2.1.1.2 申請（新ワークフロー） 

タブを「申請（新ワークフロー）」に切り替えると、IM-Workflowのメニュー「申請」で表示される申請

一覧画面が表示されます。 

申請一覧の操作については、別紙「IM-Workflow 利用者操作ガイド」の「1.3 申請」を参照してくださ

い。 

 

＜申請（新ワークフロー）＞ 
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2.1.2 起票済 
ここでは、［ワークフロー］-［起票済］メニューから行える処理の操作について説明します。 

「起票済」では、ドキュメントワークフローの起票済一覧画面と、IM-Workflowの処理済一覧画面をタブ

切り替えで表示します。 

表示されるタブ名と画面を以下に示します。 

起票済（ワークフロー） ドキュメントワークフローの起票済一覧画面です。 

申請済（新ワークフロー） IM-Workflowの処理済一覧画面です。 

絞り込み条件：”（自案件）本人「申請済」”、”（自案件）代理先「申

請済」” 

2.1.2.1 起票済（ワークフロー） 

タブを「起票済（ワークフロー）」に切り替えると、ドキュメントワークフローのメニュー「起票済」で

表示される起票済一覧画面が表示されます。 

ドキュメントワークフローの起票済一覧の操作方法については、別紙「ワークフロー 操作ガイド」の「1.2.3 

起票（申請）状況の確認」を参照してください。 

 

＜起票済（ワークフロー）＞ 

2.1.2.2 申請済（新ワークフロー） 

タブを「申請済（新ワークフロー）」に切り替えます。 

IM-Workflowのメニュー「処理済」で表示される処理済一覧画面を”（自案件）本人「申請済」”と”（自

案件）代理先「申請済」”とで絞り込まれて表示されます。 

処理済一覧の操作については、別紙「IM-Workflow 利用者操作ガイド」の「1.5 処理済案件の確認」を

参照してください。 

 

＜申請済（新ワークフロー）＞ 
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2.1.3 未処理 
ここでは、［ワークフロー］-［未処理］メニューから行える処理の操作について説明します。 

「未処理」では、ドキュメントワークフローの未処理一覧画面と、IM-Workflowの未処理一覧画面をタブ

切り替えで表示します。 

表示されるタブ名と画面を以下に示します。 

未処理（ワークフロー） ドキュメントワークフローの未処理一覧画面です。 

未処理（新ワークフロー） IM-Workflowの未処理一覧画面です。 

絞り込み条件：”本人「申請」”、”本人「承認」” 

2.1.3.1 未処理（ワークフロー） 

タブを「未処理（ワークフロー）」に切り替えると、ドキュメントワークフローのメニュー「未処理」で

表示される未処理一覧画面が表示されます。 

ドキュメントワークフローの未処理一覧の操作方法については、別紙「ワークフロー 操作ガイド」の「1.2.4 

審議の操作」を参照してください。 

 

＜未処理（ワークフロー）＞ 

2.1.3.2 未処理（新ワークフロー） 

タブを「未処理（新ワークフロー）」に切り替えます。 

IM-Workflowのメニュー「未処理」で表示される未処理一覧画面を”本人「申請」”、”本人「承認」”

で絞り込まれて表示されます。 

未処理一覧の操作については、別紙「IM-Workflow 利用者操作ガイド」の「1.4 処理」を参照してくだ

さい。 

 

＜未処理（新ワークフロー）＞ 
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2.1.4 処理済 
ここでは、［ワークフロー］-［処理済］メニューから行える処理の操作について説明します。 

「処理済」では、ドキュメントワークフローの処理済一覧画面と、IM-Workflowの処理済一覧画面をタブ

切り替えで表示します。 

表示されるタブ名と画面を以下に示します。 

処理済（ワークフロー） ドキュメントワークフローの処理済一覧画面です。 

処理済（新ワークフロー） IM-Workflowの処理済一覧画面です。 

絞り込み条件：”（自案件）本人「処理済」”、”（自案件）代理先「処

理済」” 

2.1.4.1 処理済（ワークフロー） 

タブを「処理済（ワークフロー）」に切り替えると、ドキュメントワークフローのメニュー「処理済」で

表示される処理済一覧画面が表示されます。 

ドキュメントワークフローの処理済一覧の操作方法については、別紙「ワークフロー 操作ガイド」の

「1.2.4.4 処理済案件の確認」を参照してください。 

 

＜処理済（ワークフロー）＞ 

2.1.4.2 処理済（新ワークフロー） 

タブを「処理済（新ワークフロー）」に切り替えます。 

IM-Workflowのメニュー「処理済」で表示される処理済一覧画面を”（自案件）本人「処理済」”、”（自

案件）代理先「処理済」”で絞り込まれて表示されます。 

処理済一覧の操作については、別紙「IM-Workflow 利用者操作ガイド」の「1.5 処理済案件の確認」を

参照してください。 

 

＜処理済（新ワークフロー）＞ 
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2.1.5 参照 
ここでは、［ワークフロー］-［参照］メニューから行える処理の操作について説明します。 

「参照」では、ドキュメントワークフローの参照一覧画面と、IM-Workflowの参照一覧画面をタブ切り替

えで表示します。 

表示されるタブ名と画面を以下に示します。 

参照（ワークフロー） ドキュメントワークフローの参照一覧画面です。 

参照（新ワークフロー） IM-Workflowの参照一覧画面です。 

2.1.5.1 参照（ワークフロー） 

タブを「参照（ワークフロー）」に切り替えると、ドキュメントワークフローのメニュー「参照」で表示

される参照一覧画面が表示されます。 

ドキュメントワークフローの処理済一覧の操作方法については、別紙「ワークフロー 操作ガイド」の「1.2.5 

参照画面の確認」を参照してください。 

 

＜参照（ワークフロー）＞ 

2.1.5.2 参照（新ワークフロー） 

タブを「参照（新ワークフロー）」に切り替えます。 

IM-Workflowのメニュー「参照」で表示される参照一覧画面が表示されます。 

未処理一覧の操作については、別紙「IM-Workflow 利用者操作ガイド」の「1.6 参照」を参照してくだ

さい。 

 

＜参照（新ワークフロー）＞ 
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2.1.6 代理起票 
ここでは、［ワークフロー］-［代理起票］メニューから行える処理の操作について説明します。 

「代理起票」では、ドキュメントワークフローの代理の起票一覧画面と、IM-Workflowの申請一覧画面を

タブ切り替えで表示します。 

表示されるタブ名と画面を以下に示します。 

代理起票（ワークフロー） ドキュメントワークフローの代理の起票一覧画面です。 

代理申請（新ワークフロー） IM-Workflowの申請一覧画面です。 

2.1.6.1 代理起票（ワークフロー） 

タブを「代理起票（ワークフロー）」に切り替えると、ドキュメントワークフローのメニュー「代理」-

「起票」で表示される代理起票一覧画面が表示されます。 

ドキュメントワークフローの代理の起票一覧の操作方法については、別紙「ワークフロー 操作ガイド」の

「1.2.7 代理者によるワークフローの操作」を参照してください。 

 

 

＜代理起票（ワークフロー）＞ 

2.1.6.2 代理申請（新ワークフロー） 

タブを「代理申請（新ワークフロー）」に切り替えると、IM-Workflowのメニュー「申請」で表示される

申請一覧画面が表示されます。 

申請一覧の操作については、別紙「IM-Workflow 利用者操作ガイド」の「1.9.4 代理申請」を参照して

ください。 

 

 

＜代理申請（新ワークフロー）＞ 
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2.1.7 代理起票済 
ここでは、［ワークフロー］-［代理起票済］メニューから行える処理の操作について説明します。 

「代理起票済」では、ドキュメントワークフローの代理の起票済一覧画面と、IM-Workflowの処理済一覧

画面をタブ切り替えで表示します。 

表示されるタブ名と画面を以下に示します。 

代理起票済（ワークフロー） ドキュメントワークフローの代理の起票済一覧画面です。 

代理申請済（新ワークフロー） IM-Workflowの処理済一覧画面です。 

絞り込み条件：”（他者案件）本人「申請済」”、”（他者案件）代

理元「申請済」” 

2.1.7.1 代理起票済（ワークフロー） 

タブを「代理起票済（ワークフロー）」に切り替えると、ドキュメントワークフローのメニュー「代理」-

「起票済」で表示される代理の起票済一覧画面が表示されます。 

ドキュメントワークフローの代理起票済一覧の操作方法については、別紙「ワークフロー 操作ガイド」の

「1.2.7 代理者によるワークフローの操作」を参照してください。 

 

＜代理起票済（ワークフロー）＞ 

2.1.7.2 代理申請済（新ワークフロー） 

タブを「代理申請済（新ワークフロー）」に切り替えると、IM-Workflowのメニュー「処理済」で表示さ

れる処理済一覧画面を”（他者案件）本人「申請済」”と” （他者案件）代理元「申請済」”で絞り込ま

れて表示されます。 

処理済一覧の操作については、別紙「IM-Workflow 利用者操作ガイド」の「1.5 処理済案件の確認」を

参照してください。 

 

＜代理申請済（新ワークフロー）＞ 
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2.1.8 代理未処理 
ここでは、［ワークフロー］-［代理未処理］メニューから行える処理の操作について説明します。 

「代理未処理」では、ドキュメントワークフローの代理の未処理一覧画面と、IM-Workflowの未処理一覧

画面をタブ切り替えで表示します。 

表示されるタブ名と画面を以下に示します。 

未処理（ワークフロー） ドキュメントワークフローの未処理一覧画面です。 

未処理（新ワークフロー） IM-Workflowの未処理一覧画面です。 

絞り込み条件：”代理「申請」”、”代理「承認」” 

2.1.8.1 代理未処理（ワークフロー） 

タブを「代理未処理（ワークフロー）」に切り替えると、ドキュメントワークフローのメニュー「代理」-

「未処理」で表示される代理の未処理一覧画面が表示されます。 

ドキュメントワークフローの代理未処理一覧の操作方法については、別紙「ワークフロー 操作ガイド」の

「1.2.7 代理者によるワークフローの操作」を参照してください。 

 

＜代理未処理（ワークフロー）＞ 

2.1.8.2 代理未処理（新ワークフロー） 

タブを「代理未処理（新ワークフロー）」に切り替えると、IM-Workflowのメニュー「未処理」で表示さ

れる未処理一覧画面を”代理「申請」”、”代理「承認」”で絞り込まれて表示されます。 

未処理一覧の操作については、別紙「IM-Workflow 利用者操作ガイド」の「1.9.5 代理承認」を参照し

てください。 

 

＜代理未処理（新ワークフロー）＞ 
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2.1.9 代理処理済 
ここでは、［ワークフロー］-［代理処理済］メニューから行える処理の操作について説明します。 

「代理処理済」では、ドキュメントワークフローの代理の処理済一覧画面と、IM-Workflowの処理済一覧

画面をタブ切り替えで表示します。 

表示されるタブ名と画面を以下に示します。 

処理済（ワークフロー） ドキュメントワークフローの処理済一覧画面です。 

処理済（新ワークフロー） IM-Workflowの処理済一覧画面です。 

絞り込み条件：”（他者案件）本人「処理済」”、”（他者案件）代理元

「処理済」” 

2.1.9.1 代理処理済（ワークフロー） 

タブを「代理処理済（ワークフロー）」に切り替えると、ドキュメントワークフローのメニュー「代理」-

「処理済」で表示される代理の処理済一覧画面が表示されます。 

ドキュメントワークフローの代理処理済一覧の操作方法については、別紙「ワークフロー 操作ガイド」の

「1.2.7 代理者によるワークフローの操作」を参照してください。 

 

＜代理処理済（ワークフロー）＞ 

2.1.9.2 代理処理済（新ワークフロー） 

タブを「代理処理済（新ワークフロー）」に切り替えると、IM-Workflowのメニュー「処理済」で表示さ

れる処理済一覧画面を”（他者案件）本人「処理済」”、” （他者案件）代理元「処理済」”で絞り込ま

れて表示されます。 

処理済一覧の操作については、別紙「IM-Workflow 利用者操作ガイド」の「1.5 処理済案件の確認」を

参照してください。 

 

＜代理処理済（新ワークフロー）＞ 
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3.1 統合未処理画面 
ここでは、ドキュメントワークフローおよびIM-Workflowの案件を一緒に表示する統合未処理について説

明します。 

3.1.1 統合未処理画面 
統合未処理画面は 

 

＜統合未処理画面＞ 

統合未処理画面には以下のプロセスおよび案件が表示されます。 

 ドキュメントワークフローの未処理、未処理（代理）に表示されるプロセス 

 ドキュメントワークフローの起票済、起票済（代理）に表示される再申請待ちのプロセス 

 IM-Workflow の未処理に表示される案件 
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3.1.2 表示項目説明 
統合未処理画面で表示される項目について説明します。 

各項目の詳細は別紙「ワークフロー 操作ガイド」および「IM-Workflow 利用者操作ガイド」を参照して

ください。 

処理   を押下すると、案件の処理を行う画面に遷移します。 

振替   を押下すると、案件の振替を行う画面が表示されます。 

優先度 
ドキュメントワークフロー ： 表示しません。 

IM-Workflow ： 優先度を表示します。 
 

案件番号 案件ごとに付与された番号を表示します。 

案件名 案件名を表示します。 

申請基準日 
ドキュメントワークフロー ： 起票指定日が表示されます。 

IM-Workflow ： 申請基準日が表示されます。 
 

申請日 
ドキュメントワークフロー ： 起票日が表示されます。 

IM-Workflow ： 申請日が表示されます。 
 

申請者 申請者の名前を表示します。 

フロー名 
ドキュメントワークフロー ： プロセス定義名が表示されます。 

IM-Workflow ： フロー名が表示されます。 
 

ノード名 
ドキュメントワークフロー ： タスク名が表示されます。 

IM-Workflow ： ノード名が表示されます。 
 

状態 現在の案件の状態をアイコンで表示します。 

到達日 
ドキュメントワークフロー ： 当該タスクに到達した日付が表示されます。 

IM-Workflow ： 到達日が表示されます。 
 

処理期限 処理期限を表示します。 

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ます。 

フロー   を押下すると、フロー参照画面がポップアップ表示されます。 

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。 

カテゴリ 
ドキュメントワークフロー ： カテゴリ名が表示されます。 

IM-Workflow ： 表示されません。 
 

バージョン 
ドキュメントワークフロー ： バージョン名が表示されます。 

IM-Workflow ： 表示されません。 
 

前処理名 
ドキュメントワークフロー ： 前処理者名を表示します。 

IM-Workflow ： 表示されません。 
 

前処理者名 
ドキュメントワークフロー ： 前処理者名が表示されます。 

IM-Workflow ： 表示されません。 
 

代理元 
ドキュメントワークフロー ： 代理依頼元が表示されます。 

IM-Workflow ： 表示されません。 
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3.2 ポートレット 
ポータル画面に「新着処理ポートレット」を配置すると、ポートレットから直接案件の処理を行うことが

できます。 

 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。 

 

 

＜ポータル画面＞ 

 IM-Workflowの新着処理ポートレットとIM-Workflow-BPWの新着ポートレットは同じタブでは使用できません。 
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3.3 統合未処理使用手順 
ここでは、統合未処理を使用するための手順を示します。 

1 ワークフロー統合一覧設定ファイルの変更 

統合未処理一覧を利用するためには、ワークフロー統合一覧設定ファイル（workflow_bpw.iniファイル：

下記参照）の定義を変更する必要があります。 

<%Resource Service%>/pages/platform/src/workflow_bpw/workflow_bpw.ini 

 

ワークフロー統合一覧設定ファイルの「統合未処理の使用設定」の値を true にする必要があります。 

初期値は false （使用しない）となっています。 

# ワークフロー・新ワークフロー統合機能の設定 

# 統合機能の使用設定 

#     true : 使用する 

#     false : 使用しない 

workflowBpwFlg = false 

設定を反映させるには、各サービスの再起動が必要です。設定はシステム単位で反映されます。 

 

ワークフロー統合一覧設定ファイルについては「4.1.1 ワークフロー統合一覧設定ファイル」を参照して

ください。 

2 バッチの実行 

統合未処理では、既に起票、申請済みのプロセスや案件を対象に、初期移行バッチを提供しています。 

状況に応じて実行してください。 

 

IM-Workflow/BPW統合 

BPW初期導入移行バッチ 

統合未処理のドキュメントワークフローのデータを削除して

から、ドキュメントワークフローで起票済で審議中のプロセス

を対象に統合未処理用のデータが作成されます。 

IM-Workflow/BPW統合 

IM-Workflow初期導入移行バッチ 

統 合 未 処 理 の IM-Workflow の デー タを 削 除 してから 、

IM-Workflowで未完了案件を対象に統合未処理用のデータ

が作成されます。 

 

 初期導入移行バッチは、実行時にそれぞれ既存の統合未処理のデータを破棄してから最新の情報で統合未処理

のデータを作成しています。ドキュメントワークフローやIM-Workflowの未処理と統合未処理とで不整合が発生した

場合には初期導入移行バッチの再実行をお試しください。 
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4.1 設定ファイル 
ワークフロー統合一覧でのユーザが設定できる設定ファイルについて説明します。 

設定ファイルには以下の2つが用意されています。 

 ワークフロー統合一覧設定ファイル 

タブ切り替え、統合未処理の設定ができます。 

 統合未処理表示項目設定ファイル 

統合未処理の一覧の表示項目を設定できます。 

 設定ファイルはどちらもシステム単位の設定になります。 

 設定を反映されるには、各サービスの再起動が必要です。 

4.1.1 ワークフロー統合一覧設定ファイル 
ワークフロー統合一覧設定ファイル（workflow_bpw.iniファイル：下記参照）は、タブ切り替え画面お

よび統合未処理画面でユーザが変更可能な設定が定義されています。 

<%Resource Service%>/pages/platform/src/workflow_bpw/workflow_bpw.ini 

設定を反映させるには、各サービスの再起動が必要です。 

設定はシステム単位で反映されます。 

4.1.1.1 優先初期表示タブ設定 

タブ切り替えの各画面の初期表示時に表示されるタブを設定します。 

初期値は bpwTab となっています。 

priorityTabBpwImw 
bpwTab ワークフロー(ドキュメントワークフロー)タブを初期表示で表示します。 

imwTab 新ワークフロー(IM-Workflow)タブを初期表示で表示します。 
 

4.1.1.2 統合未処理の使用設定 

統合未処理の使用の可否を設定します。 

初期値は、false となっています。 

workflowBpwFlg 
true 統合未処理を使用します。 

false 統合未処理を使用しません。 
 

4.1.1.3 統合未処理ワークフローエラー処理 

統合未処理を利用する際にドキュメントワークフローで統合未処理用のデータ作成時にエラーとなった場

合のエラー処理の設定をします。 

初期値は、ERROR となっています。 

bpwErrorHandling 
ERROR エラーとして処理をロールバックします。 

WARNING 警告として処理を続行します。 
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4.1.1.4 ワークフロー統合機能サービスクラス 

統合未処理を利用する際にドキュメントワークフローで統合未処理用レコードを作成するためのサービス

クラスです。 

bpwServiceClass 統合未処理用データの作成クラスを指定します。 



第 4 章 各種設定 

22  IM-Workflow 

 

4.1.2 統合未処理表示項目設定 
統合未処理表示項目設定ファイル（imw_bpw_list_display.xmlファイル：下記参照）は、統合未処理の一

覧に表示する項目について定義されています。 

<%Storage Service%>/storage/workflow_bpw/conf/imw_bpw_list_display.xml 

設定を反映させるには、各サービスの再起動が必要です。 

設定はシステム単位で反映されます。 

4.1.2.1 表示項目設定ファイルフォーマット 

統合未処理表示項目設定ファイルのフォーマットを以下に示します。 

<imw-bpw-list> 

    <display-column> 

        <!-- 処理(アイコン) --> 

        <column 

            id="listPageCol_Proc" 

            displaySequence="10" 

            width="" 

            nowrapFlag="false" 

            enableFlag="true" 

        /> 

    </display-column> 

</imw-bpw-list> 

 

<display-column>タグを1つの表示項目として表示項目を設定します。 

各属性の値を以下に示します。 

id 表示項目のカラムID。（必須） 

詳しくは「4.1.2.2 表示項目とカラムID」を参照してください。 

displaySequence 表示順 (1-999) 

sortClassify ソート種別  asc(昇順 )/desc(降順 ) 

sortFlag ソート対象フラグ true/false 

表示項目「処理」「振替」「詳細」「フロー」「履歴」はソート条件に設定でき

ないため、ソート対象としないでください。 

sortOrder ソート順位 (1-999) 

ソート対象フラグがtrueの場合に空文字は最小として扱われます。 

width カラム幅 (px) 

nowrapFlag 折り返し禁止フラグ true/false 

enableFlag 有効フラグ true/false 

 

 カラムIDは一意になるように設定してください。重複した場合に統合未処理画面およびポートレットが正常に動作し

ません。 
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4.1.2.2 表示項目とカラムID 

表示項目のカラムIDは以下となります。 

処理 listPageCol_Proc 

振替 listPageCol_Transfer 

優先度 listPageCol_Priority 

案件番号 listPageCol_MatterNumber 

案件名 listPageCol_MatterName 

申請基準日 listPageCol_BaseDate 

申請日 listPageCol_ApplyDate 

申請者 listPageCol_ApplyUser 

フロー名 listPageCol_FlowName 

ノード名 listPageCol_NodeName 

状態 listPageCol_Status 

到達日 listPageCol_ArriveDate 

処理期限 listPageCol_ProcLimit 

詳細 listPageCol_Detail 

フロー listPageCol_Flow 

履歴 listPageCol_History 

カテゴリ listPageCol_CategoryName 

バージョン listPageCol_FlowVersionName 

前処理名 listPageCol_BeforeNodeName 

前処理者 listPageCol_BeforeNodeUser 

代理元  listPageCol_DemandReceiptName 
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4.2 IM-Workflowに付随する設定 
IM-Workflowの設定に伴うワークフロー統合一覧の設定を説明します。 

4.2.1 カラムサイズの拡張 
IM-Workflowにおいて、「IM-Workflow Ver7.2 仕様書」に記載の「4.2 カラムサイズの拡張」を行っ

た場合、ワークフロー統合一覧でも同様の変更が必要になります。 

4.2.1.1 案件名のカラムサイズ設定 

IM-Workflowにおいて、「IM-Workflow Ver7.2 仕様書」に記載の「4.2.1 案件名のカラムサイズ設定」 

を行った場合、下記の操作を行います。 

 下記のテーブルの matter_name フィールドのカラムサイズを、IM-Workflow のログイングループ単位の設定

「matter-name-size」 項目の設定値と同じ値に変更します。 

ただし、この値が 256 より小さい場合、ドキュメントワークフローのプロセスの移行に失敗する恐れがあるため、

カラムサイズの変更は行わないでください。 

 imw_bpw_t_actv_matter 

4.2.1.2 ノード名のカラムサイズ設定 

IM-Workflowにおいて、「IM-Workflow Ver7.2 仕様書」に記載の「4.2.6 横配置・縦配置ノードで展

開するノード名のカラムサイズ設定」を行った場合、下記の操作を行います。 

 下記のテーブルの node_name フィールドのカラムサイズを、IM-Workflow のログイングループ単位の設定

「expand-node-name-size」 項目の設定値と同じ値に変更します。 

ただし、この値が 256 より小さい場合、ドキュメントワークフローのプロセスの移行に失敗する恐れがあるため、

カラムサイズの変更は行わないでください。 

 imw_bpw_t_actv_task 
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5.1 ワークフロー統合一覧制限事項 
ここでは、ワークフロー統合一覧の制限事項を記述します。 

5.1.1 タブ切り替え 
 タブ切り替えの各画面からドキュメントワークフローおよび IM-Workflow の各処理画面に遷移した場合に、「戻

る」や処理後の遷移先はタブ切り替え画面ではなく、それぞれの一覧画面から操作した際に表示される画面に

遷移します。 

5.1.2 統合未処理 
 IM-Workflowで申請後にユーザデータ IDをAPIで変更した場合に、統合未処理テーブルに保存されているユー

ザデータ ID は変更されません。 

 

 統合未処理ポートレットは、IM-Workflow の「新着ポートレット」と同じタブでは使用できません。 

 

 統合未処理ポートレットは、ログイングループ管理者では利用できません。 

5.1.3 未完了案件情報一覧取得時の申請権限者 
 IM-Workflow では、申請ノードで処理権限者を再展開し、申請した人と別の処理者で再申請した場合、申請者

は再申請したユーザとなります。 

しかし、統合未処理は上記操作には対応していないため、統合未処理の API：未完了案件情報一覧ノードマネ

ージャ「ImwBpwActiveNodeList」で上記状態の案件を取得すると、申請者コード(applyAuthUserCode)ならびに

申請者名(applyAuthUserName)の値は、最初に申請したユーザの情報となります。 
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