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1 概要 

 

1.1 はじめに 
本ドキュメントでは im-BPM と iWP/iAF を連携、あるいは機能の拡張に関わるプログラミングについて解説します。 

概要は以下の通りです。 

 

リレーション・フォーム ヒューマンタスク用の画面を、スクリプト開発モデルあるいは JavaEE 開発モデ

ルで作成する方法について解説します。作成した画面と BPM フローは、

BPM|Designer でリレーション・フォームを作成して連携します。 

 

進捗通知拡張 進捗通知画面をカスタマイズして、独自データを表示する方法について解説

します。 

 

ドキュメントワークフロー連携 BPM フローからドキュメントワークフローを起票するためのドキュメントワークフ

ロー・コネクタに関する設定方法、連携用プログラム作成方法について解説し

ます。 

API 使用例 im-BPM 用 API のサンプルコードです。 

 

 

API については API リストの以下の項目も併せて参照してください。 

・スクリプト開発モデル BPM API 

・JavaEE 開発モデル BPM API 
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2 リレーション・フォーム 

2.1 はじめに 
intra-mart リレーションフォームを介した Intra-mart 画面との連携方法について説明します。 

 

※ リレーション・フォームの作成方法については、「BPM|Designer 操作ガイド 2.2.2 リレーション・フォーム

の作成」を参照ください。 

※ BPM|Server への処理は、TaskManager の API を利用して行います。TaskManager の詳細は、API リス

トを参照下さい。 

 

2.1.1 概要 

intra-mart リレーションフォームより自動生成されたモデルを使用した２つの開発パターン、JavaEE 開発モデルと

スクリプト開発モデルを例にとって、以下の処理の実装方法について説明します。 

 

 データの取得／返却 

BPM|Server と連携した Intra-mart の画面を作成する場合、BPM|Server から送受信されるデータが XML

データの為、画面側で認識できる入力値または出力値に変換する必要があります。 

この入出力の XML データは、intra-mart リレーションフォームでモデル生成を行うことにより自動的に入出

力のモデルクラスを生成することができます。 

データの取得／返却はこのモデルクラスを介して行います。 

 

 

 添付ファイル 

BPM で添付ファイルのように、サイズが大きくなりやすいデータを扱う場合、プロセス上にそのままデータ

を流してしまうことはパフォーマンスの観点から良くありません。 

このような場合は、ファイルの実体は iWP/iAF で管理して、BPM プロセス上ではそのファイルを一意に特

定する ID（添付ファイル ID）のみを制御する実装がベターと言えます。 
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2.2 JavaEE開発モデル 
JavaEE 開発モデルを用いた実装例を説明します。 

 

2.2.1 モデルの作成 

JavaEE 開発モデル用のモデル生成を行います。 

モデル生成の手順については、「BPM|Designer 操作ガイド 2.2.4 モデル生成」を参照ください。 

ここでは以下のモデルを作成します。 

 データ取得 ・・・ 入力値モデル（AcknowledgeRequest.java）  

 データ返却 ・・・ 出力値モデル（AcknowledgeResponse.java）  

 

自動生成時にファクトリークラス（ObjectFactory.java）も同時に生成されますが、通常使用する必要はありません。 
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2.2.2 画面の作成（JavaEE開発） 

ここでは以下の実装例について説明します。 

 データの取得 

 データの返却 

 添付ファイル 

 

 

2.2.2.1 データの取得 

自動生成された入力値モデル（AcknowledgeRequest.java）を使用した、データの取得について。 

入力値モデルは BPM|Designer のフォームリレーションエディタで以下のように設定してあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BPM|Server からデータの取得を行うには以下の実装が必要です。 

 画面（JSP） ： 申請情報を表示します。 

 HelperBean ： 申請情報を取得します。 

 

apply（申請情報）を BPM|Server から取得する場合、HelperBean では以下のような処理を行いデータを取得しま

す。 
① リクエストよりタスク ID、実行ユーザを取得。 
② タスク ID、実行ユーザを元にタスク情報を取得。 
③ タスク情報より入力値 XML を取得。（入力値モデルの定義に準じた XML 情報） 
④ 入力値 XML を入力値モデル（AcknowledgeRequest）へ変換。 
⑤ 入力値モデル（AcknowledgeRequest）より申請情報を取得、変数 apply（申請情報）を生成し格納。 

 

 

 

 

取得される申請情報 
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取得された変数 apply（申請情報）は、画面（JSP）の各項目に以下のように反映します。 

 画面（JSP） 

 

データ取得の為、HelperBean を id="bean"で定義します。 
<imfw:HelperBean id="bean" class="sample.bpms.vacation.helperbean.ActivityHelperBean" /> 

 

id="bean"で定義された HelperBean の変数 apply（申請情報）から各項目の値を表示します。 
<div id="applyDiv"> 

 <table class="topMargin detail table_border_bg" align="center"> 

  <!-- 申請者 --> 

  <tr> 

   <td class="list_title_bg_left" nowrap="nowrap">申請者</td> 

         <td class="list_data_bg_left"><c:out value="${bean.apply.userName}" /></td> 

  </tr> 

  <!-- 申請者主所属組織 --> 

  <tr> 

   <td class="list_title_bg_left" nowrap="nowrap">所属</td> 

         <td class="list_data_bg_left"><c:out value="${bean.apply.userAttach}" /></td> 

  </tr> 

  <!-- 申請日 --> 

  <tr> 

   <td class="list_title_bg_left" nowrap="nowrap">申請日</td> 

         <td class="list_data_bg_left"> 

<fmt:formatDate pattern="yyyy/MM/dd" value="${bean.applyDate}" /> 

</td> 

  </tr> 

  <!-- 期間 --> 

  <tr> 

   <td class="list_title_bg_left" nowrap="nowrap">期間</td> 

         <td class="list_data_bg_left"> 

          <fmt:formatDate pattern="yyyy/MM/dd" value="${bean.vacationStartDate}" />&nbsp;-&nbsp; 

<fmt:formatDate pattern="yyyy/MM/dd" value="${bean.vacationEndDate}" /> 

         </td> 

  </tr> 

  <!-- 種別 --> 

  <tr> 

   <td class="list_title_bg_left" nowrap="nowrap">種別</td> 

         <td class="list_data_bg_left"> 

          <c:forEach items="${bean.apply.types}" var="type"> 

           <c:out value="${type}" />&nbsp; 

          </c:forEach> 

         </td> 

  </tr> 

  <!-- 事由 --> 

  <tr> 

   <td class="list_title_bg_left" nowrap="nowrap">事由</td> 

          <td class="list_data_bg_left"> 

           <div class="textarea"> 

<c:out value="${fn:replace(fn:escapeXml(bean.apply.reason), bean.lineSeparator, '<br />')}" 

escapeXml="false" /> 

</div> 

          </td> 

  </tr> 

  <!-- 連絡先 --> 

  <tr> 

   <td class="list_title_bg_left" nowrap="nowrap">連絡先</td> 

          <td class="list_data_bg_left"> 

           <div class="textarea"> 

<c:out value="${fn:replace(fn:escapeXml(bean.apply.contact), bean.lineSeparator, '<br />')}" 

escapeXml="false" /> 

</div> 

          </td> 

  </tr> 

 </table> 

</div> 
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HelperBean では、TaskManager の API を利用して BPM|Server からデータの取得を行います。 

 HelperBean 

 

リクエストよりタスク ID、実行ユーザを取得します。 

（TaskManager インスタンス生成時に使用します） 
// リクエスト情報を格納します。 

HttpServletRequest request = getRequest(); 

 

// タスク ID 

String taskId = request.getParameter("taskId"); 

 

// タスク ID を格納します 

setTaskId(taskId); 

 

// 実行ユーザ 

String runUser = request.getParameter("runUser"); 

 

タスク ID、実行ユーザを元にタスク情報を取得します。 

TaskManager の引数について 

 第一引数 ： ユーザ ID（リクエストパラメータより取得） 

 第二引数 ： ログイングループ ID（セッション情報から取得）  
  // TaskManager インスタンスを生成します。 

  TaskManager taskManager = new TaskManager(runUser, getUserInfo() 

    .getLoginGroupID()); 

 

  // タスク情報の取得を行います。 

  Task task = null; 

  try { 

   task = taskManager.getTask(taskId); 

  } catch (BPMSApplicationException e) { 

   // タスクの取得に失敗した場合 

   throw new HelperBeanException("タスクの取得に失敗しました。", e); 

  } 

 

 

タスク情報より入力値 XML を取得します。 

（この処理は未処理タスクなので ActivityTask にキャストしますが、HelperBean の場合は InitialTask、通知タスク

の場合は NotificationTask にキャストします） 
// 処理タスクへ cast します。 

ActivityTask activityTask = (ActivityTask) task; 

-------------- 略 -------------- 

// 入力値 XML を格納します。 

Document inputXML = activityTask.getInput(); 

 

入力値 XML を入力値モデル（AcknowledgeRequest）へ変換します。 
// 入力値(org.w3c.dom.Document)から JavaBeans への変換を行います。 

// sample.bpms.vacation.model.AcknowledgeRequest クラスは 

// BPMS Designer 上から自動生成たクラスです。 

AcknowledgeRequest acknowledgeRequest = null; 

try { 

 acknowledgeRequest = XMLConversionUtils.convertToObject(inputXML, 

   AcknowledgeRequest.class); 

} catch (XMLConversionException e) { 

 // 変換に失敗した場合 

 throw new HelperBeanException("入力値の変換に失敗しました。", e); 

} 
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入力値モデル（AcknowledgeRequest）より申請情報を取得、変数 apply（申請情報）を生成し格納します。 
// 申請情報を設定します。 

setApply(acknowledgeRequest.getApply()); 

 

apply（申請情報）には入力値モデルで設定した各項目の情報が設定されます。 
public static class Apply { 

 

    @XmlElement(namespace = "http://javaee.sample.intra-mart.co.jp/forms/activity/imform", required = true) 

    protected XMLGregorianCalendar applyDate; 

    @XmlElement(namespace = "http://javaee.sample.intra-mart.co.jp/forms/activity/imform", required = true) 

    protected String contact; 

    @XmlElement(namespace = "http://javaee.sample.intra-mart.co.jp/forms/activity/imform", required = true) 

    protected String reason; 

    @XmlElement(namespace = "http://javaee.sample.intra-mart.co.jp/forms/activity/imform", required = true) 

    protected List<String> types; 

    @XmlElement(namespace = "http://javaee.sample.intra-mart.co.jp/forms/activity/imform", required = true) 

    protected String userAttach; 

    @XmlElement(namespace = "http://javaee.sample.intra-mart.co.jp/forms/activity/imform", required = true) 

    protected String userCd; 

    @XmlElement(namespace = "http://javaee.sample.intra-mart.co.jp/forms/activity/imform", required = true) 

    protected String userName; 

    @XmlElement(namespace = "http://javaee.sample.intra-mart.co.jp/forms/activity/imform", required = true) 

    protected XMLGregorianCalendar vacationEndDate; 

    @XmlElement(namespace = "http://javaee.sample.intra-mart.co.jp/forms/activity/imform", required = true) 

    protected XMLGregorianCalendar vacationStartDate; 
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2.2.2.2 データの返却 

自動生成された出力値モデル（AcknowledgeResponse.java）を使用した、データの返却について。 

出力値モデルは以下のように設定してあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BPM|Server へデータの返却を行うには以下の実装が必要です。 

 画面（JSP） ： 承認情報の入力を行います。 

 ControllerObject ： ServiceController へ受渡すパラメータクラス。 

 ServiceController ： 完了処理を行います。 

 

acknowledge（承認情報）を BPM|Server へ返却する場合、ServiceController で以下のような処理を行いデータを

返却します。 
① ControllerObject のリクエスト情報を取得。 
② 出力値モデル（AcknowledgeResponse）のインスタンス化とデータの設定。 
③ 出力値モデルを XML に変換。 
④ TaskManager に XML を渡し、完了処理を実行。 

 

画面で入力されたデータが BPM|Server へ渡され完了処理が実行されたことにより、BPM|Server の処理フローで

処理待ちになっていたプロセスが再開します。 

 

 

 

 

 

返却される承認情報 
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画面（JSP）では acknowledge（承認情報）の各項目値を入力します。 

 画面（JSP） 

 

画面より入力される承認情報。 
  <!-- 承認 --> 

  <tr> 

   <td class="list_title_bg_left" nowrap="nowrap">承認</td> 

          <td class="list_data_bg_left"> 

           <c:if test="${bean.acknowledge.approve}"> 

               <input type="radio" id="approve_true" name="approve" value="true" checked="checked" /> 

<label for="approve_true">承認</label> 

            <input type="radio" id="approve_false" name="approve" value="false" /> 

<label for="approve_false">否認</label> 

           </c:if> 

           <c:if test="${not bean.acknowledge.approve}"> 

            <input type="radio" id="approve_true" name="approve" value="true" /> 

<label for="approve_true">承認</label> 

            <input type="radio" id="approve_false" name="approve" value="false" checked="checked" /> 

<label for="approve_false">否認</label> 

           </c:if> 

          </td> 

  </tr> 

  <!-- コメント --> 

  <tr> 

   <td class="list_title_bg_left" nowrap="nowrap">コメント</td> 

          <td class="list_data_bg_left"> 

           <textarea name="comment" class="default" rows="4" cols="35"> 

<c:out value="${bean.acknowledge.comment}" /> 

</textarea> 

          </td> 

  </tr> 

 </table> 

</div> 

 

 

 

画面で設定された acknowledge（承認情報）は、ControllerObject に格納され ServiceController へ渡されます。 

 ControllerObject 

 

画面（JSP）から渡されるリクエスト情報を定義します。 
/** タスク ID */ 

private String taskId = null; 

 

/** 実行ユーザ */ 

private String runUser = null; 

 

/** 承認 */ 

private String approve = null; 

 

/** コメント */ 

private String comment = null; 
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ServiceController では TaskMnager を使用して完了処理を行います。 

 ServiceController 

 

ControllerObject のリクエスト情報を取得します。 
ActivityCompleteControllerObject form = (ActivityCompleteControllerObject) getControllerObject(); 

 

出力値モデル（AcknowledgeResponse）のインスタンス化とデータの設定を行います。 
// 出力値インスタンスを生成します。 

// sample.bpms.vacation.model.AcknowledgeResponse クラスは 

// BPMS Designer 上で生成されたクラスです。 

AcknowledgeResponse acknowledgeResponse = new AcknowledgeResponse(); 

 

// 一時保存する内容を格納します。 

AcknowledgeResponse.Acknowledge acknowledge = new AcknowledgeResponse.Acknowledge(); 

acknowledgeResponse.setAcknowledge(acknowledge); 

 

acknowledge.setUserCd(form.getRunUser()); 

acknowledge.setUserName(UserHelper.getUserName(form.getRunUser(), 

  getUserInfo().getLoginGroupID(), getUserInfo().getLocale(), 

  acknowledgeDate.getTime())); 

acknowledge.setUserAttach(UserHelper.getUserAttach(form.getRunUser(), 

  getUserInfo().getLoginGroupID(), getUserInfo().getLocale(), 

  acknowledgeDate.getTime())); 

acknowledge.setAcknowledgeDate(DateHelper 

  .toXMLGregorianCalendar(acknowledgeDate)); 

acknowledge.setComment(form.getComment()); 

acknowledge.setApprove(Boolean.parseBoolean(form.getApprove())); 

 

出力値モデルを XML に変換します。 
// 出力値 XML に変換を行います。 

Document outputXML = null; 

try { 

 outputXML = XMLConversionUtils 

   .convertToDocument(acknowledgeResponse); 

} catch (XMLConversionException e) { 

 throw new ApplicationException("出力値の変換に失敗しました。", e); 

} 

 

TaskManager に XML を渡し、完了処理を実行します。 
// タスクマネージャインスタンスを生成します。 

TaskManager taskManager = new TaskManager(form.getRunUser(), 

  getUserInfo().getLoginGroupID()); 

 

// 完了を行います。 

try { 

 taskManager.claimAndCompleteTask(form.getTaskId(), outputXML); 

} catch (BPMSApplicationException e) { 

 throw new ApplicationException("完了に失敗しました。", e); 

} 

 

完了処理が実行されたことにより、BPM|Server の処理フローで処理待ちになっていたプロセスが再開します。 

 



 2 リレーション・フォーム

 

作成者：株式会社 NTT データ イントラマート Page 11

 

 

2.2.2.3 添付ファイル 

添付ファイルは、添付ファイル ID，ログイングループ ID を使用し一意に生成されたフォルダで管理します。 

添付ファイル ID は入力値モデルを介して BPM|Server より取得します。 

添付ファイルの登録、参照、削除を行う処理の実装方法について説明します。 

 

 登録 

添付ファイル ID、ログイングループ ID を元にフォルダを特定し、ファイルを保存します。 

 

リクエストより添付ファイル ID とファイル情報を取得し保存ファイル名を生成します。 
// 添付ファイル ID 

final String attachmentId = getRequest().getParameter("attachmentId"); 

 

// アップロードファイル 

final Entity fileEntity = getEntity("file"); 

 

// アップロードされたファイル名 

String fileName = fileEntity.getFileName(); 

// 別名 

final String name = getRequest().getParameter("name"); 

 

// 別名が存在する場合、ファイル名を上書きします。 

if (!"".equals(name)) { 

 fileName = name; 

} 

 

 

添付ファイル ID、ログイングループ ID を元にフォルダインスタンスを生成します。 
// 添付フォルダパスを生成します。 

final String folderPath = AttachmentFileHelper 

  .createAttachmentFolderPath(attachmentId, getUserInfo() 

    .getLoginGroupID()); 

 

// 添付フォルダインスタンスを生成します。 

final NetworkFile folder = new NetworkFile(folderPath); 

 

 

添付ファイルを保存します。 
// アップロードされた内容の保存を行います。 

// ここでアップロードされた内容がメモリ上に展開されてしまう為、 

// 巨大なファイルサイズを扱う場合 OutOfMemory が発生する可能性があります。 

if (!file.save(fileEntity.getBytes())) { 

 // ファイルの保存に失敗した場合 

 throw new ApplicationException(fileName + "の登録に失敗しました。"); 

}。 
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 参照（ファイル一覧取得） 

添付ファイル ID、ログイングループ ID でフォルダを特定し、中のファイル情報を取得します。 

 

リクエストの添付ファイル ID とログイングループ ID を元にフォルダインスタンスを生成。 
// 添付ファイル ID の取得 

setAttachmentId(getRequest().getParameter("attachmentId")); 

---------------- 略 ------------------ 

// 添付ファイルフォルダの生成 

String folderPath = AttachmentFileHelper.createAttachmentFolderPath( 

  getAttachmentId(), getUserInfo().getLoginGroupID()); 

try { 

 // 添付ファイルフォルダインスタンスの生成 

 NetworkFile folder = new NetworkFile(folderPath); 

 

 

フォルダが存在すれば添付ファイル一覧情報を取得。 
 // フォルダが存在した場合、ファイル数をグローバス変数にセットします。 

 if (folder.exists()) { 

  setAttachmentFiles(folder.files()); 

  setAttachmentFileCount(getAttachmentFiles().size()); 

 } 

 

 

 

 削除 

添付ファイル ID、ログイングループ ID、ファイル名を指定しファイルを削除します。 

 

添付ファイル ID、ログイングループ ID、ファイル名より、削除ファイルインスタンスを生成します。 
// 添付ファイル ID 

String attachmentId = getRequest().getParameter("attachmentId"); 

// 添付ファイル名 

String attachmentFileName = getRequest().getParameter( 

  "attachmentFileName"); 

 

// 添付フォルダパスを生成します。 

String folderPath = AttachmentFileHelper.createAttachmentFolderPath( 

  attachmentId, getUserInfo().getLoginGroupID()); 

 

// ファイルインスタンスを生成します。 

NetworkFile file = new NetworkFile(folderPath + "/" 

  + attachmentFileName); 

 

ファイルの削除を行います。 
if (!file.remove()) { 

 // ファイルの削除に失敗した場合 

 throw new ApplicationException(attachmentFileName 

   + "の削除に失敗しました。"); 

} 
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添付フォルダ内にファイルが存在しない場合、フォルダを削除します。 
// 添付フォルダインスタンスを生成します。 

NetworkFile folder = new NetworkFile(folderPath); 

 

// 添付フォルダ内にファイル, フォルダが存在しない場合、添付フォルダを削除します。 

if (folder.lists().size() == 0) { 

 folder.remove(); 

} 
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2.3 スクリプト開発モデル 
スクリプト開発モデルを用いた実装例を説明します。 

 

 

2.3.1 モデルの作成 

スクリプト開発モデル用のモデル生成を行います。 

モデル生成の手順については、「BPM|Designer 操作ガイド 2.2.4 モデル生成」を参照ください。 

ここでは以下のモデルを作成します。 

 データ取得 ・・・ 入力値モデル（AcknowledgeRequest.js）  

 データ返却 ・・・ 出力値モデル（AcknowledgeResponse.js）  

 

ファイル名の設定はリレーションフォームで行って下さい。 

 

 

 

2.3.2 画面の作成（スクリプト開発） 

ここでは以下の実装例について説明します。 

 データの取得 

 データの返却 

 添付ファイル 
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2.3.2.1 データの取得 

自動生成された入力値モデル（AcknowledgeRequest.js）を使用した、データの取得について。 

入力値モデルは BPM|Designer のフォームリレーションエディタで以下のように設定してあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BPM|Server からデータの取得を行うには以下の実装が必要です。 

 画面（HTML） ： 申請情報を表示します。 

 スクリプト（JavaScript） ： 申請情報を取得します。 

 

apply（申請情報）を BPM|Server から取得する場合、スクリプトの初期処理で以下のような処理を行いデータを取

得します。 
① リクエストよりタスク ID、実行ユーザを取得。 
② タスク ID、実行ユーザを元にタスク情報を取得。 
③ タスクより入力値 XML を取得し、入力値モデル（acknowledgeRequest）へ変換。 
④ 入力値モデル（acknowledgeRequest）より申請情報を取得。 
⑤ 申請情報をグローバル変数$data の apply（申請情報）を生成し格納。 

 

 

取得される申請情報 
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取得された変数 apply（申請情報）は、画面（HTML）の各項目に以下のように反映されます。 

 画面（HTML） 

 

データ取得の為、スクリプトの$data の変数 apply（申請情報）から各項目の値を表示します。 
<DIV id="applyDiv"> 

 <TABLE class="topMargin detail table_border_bg" align="center"> 

  <!-- 申請者 --> 

  <TR> 

   <TD class="list_title_bg_left" nowrap="nowrap">申請者</TD> 

         <TD class="list_data_bg_left"><IMART type="string" value=$data.apply.userName></IMART></TD> 

  </TR> 

  <!-- 申請者主所属組織 --> 

  <TR> 

   <TD class="list_title_bg_left" nowrap="nowrap">所属</TD> 

         <TD class="list_data_bg_left"><IMART type="string" value=$data.apply.userAttach></IMART></TD> 

  </TR> 

  <!-- 申請日 --> 

  <TR> 

   <TD class="list_title_bg_left" nowrap="nowrap">申請日</TD> 

         <TD class="list_data_bg_left"> 

<IMART type="date" format="yyyy/MM/dd" value=$data.apply.applyDate></IMART> 

</TD> 

  </TR> 

  <!-- 期間 --> 

  <TR> 

   <TD class="list_title_bg_left" nowrap="nowrap">期間</TD> 

         <TD class="list_data_bg_left"> 

          <IMART type="string" value=$data.apply.vacationStartDate></IMART>&nbsp;-&nbsp; 

<IMART type="string" value=$data.apply.vacationEndDate></IMART> 

         </TD> 

  </TR> 

  <!-- 種別 --> 

  <TR> 

   <TD class="list_title_bg_left" nowrap="nowrap">種別</TD> 

         <TD class="list_data_bg_left"> 

          <IMART type="repeat" list=$data.apply.types item="$type"> 

           <IMART type="string" value=$type></IMART>&nbsp; 

          </IMART> 

         </TD> 

  </TR> 

  <!-- 事由 --> 

  <TR> 

   <TD class="list_title_bg_left" nowrap="nowrap">事由</TD> 

          <TD class="list_data_bg_left"> 

           <DIV class="textarea"><IMART type="string" value=$data.apply.reason></IMART></DIV> 

          </TD> 

  </TR> 

  <!-- 連絡先 --> 

  <TR> 

   <TD class="list_title_bg_left" nowrap="nowrap">連絡先</TD> 

          <TD class="list_data_bg_left"> 

           <DIV class="textarea"><IMART type="string" value=$data.apply.contact></IMART></DIV> 

          </TD> 

  </TR> 

 </TABLE> 

</DIV> 
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スクリプトでは、TaskManager の API を利用して BPM|Server からデータの取得を行います。 

 スクリプト（JavaScript） 

 

リクエストよりタスク ID、実行ユーザを取得します。 

（TaskManager インスタンス生成時に使用します） 
 // タスク ID をグローバル変数へ格納 

 $taskId = request.taskId; 

 // 実行ユーザをグローバル変数へ格納 

 $runUser = request.runUser; 

 

タスク ID、実行ユーザを元にタスク情報を取得します。 

TaskManager の引数について 

 第一引数 ： ユーザ ID（リクエストパラメータより取得） 

 第二引数 ： ログイングループ ID（セッション情報から取得）  
 // ユーザ情報を取得します。 

 var sessionInfo = AccessSecurityManager.getSessionInfo(); 

 

 // タスク情報を取得します。 

 // TaskManager インスタンスを生成します。 

 var taskManager = new TaskManager($runUser, sessionInfo.loginGroup); 

 

 // タスク情報の取得を行います。 

 var result = taskManager.getTask($taskId); 

 

 // 取得結果の確認を行います。 

 if(result.error){ 

  // タスクの取得に失敗 

  Module.alert.write("SYSTEM.ERR", "タスクの取得に失敗しました。"); 

 }else if(result.data == null){ 

  // タスクが存在しない場合 

  Module.alert.write("SYSTEM.DATA.NOTHING", "タスクが存在しません。"); 

 } 

 

 // タスク情報の格納 

 var task = result.data; 

 

 

タスクより入力値 XML を取得し、入力値モデル（acknowledgeRequest）へ格納します。 
 /* 

  * BPMS Designer(IMForm)から生成された AcknowledgeRequest クラス, AcknowledgeResponse クラスを取得します。 

  * 生成されたクラスの内容は下記のファイルを参照してください。 

  * sample/bpms/vacation/activity/AcknowledgeResponse.js 

  * sample/bpms/vacation/activity/AcknowledgeRequest.js 

  */ 

 var requestContent = new Content("sample/bpms/vacation/activity/AcknowledgeRequest"); 

 var AcknowledgeRequest = requestContent.getFunction("AcknowledgeRequest"); 

 var responseContent = new Content("sample/bpms/vacation/activity/AcknowledgeResponse"); 

 var AcknowledgeResponse = responseContent.getFunction("AcknowledgeResponse"); 

 

 // acknowledgeRequest インスタンスを生成します。 

 var acknowledgeRequest = new AcknowledgeRequest(task.inputXML); 
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入力値モデル（acknowledgeRequest）より申請情報を取得します。 
 // 申請情報を格納 

 var apply = acknowledgeRequest.getApply(); 

 

申請情報をグローバル変数$data の apply（申請情報）へ格納します。 
 // 入力値をグローバル変数へ格納します。 

 $data = { 

  // 添付ファイル ID 

  attachmentId: acknowledgeRequest.getAttachmentId(), 

  // 申請情報 

  apply: { 

   userCd: Module.string.browse(apply.getUserCd()), 

   userName: Module.string.browse(apply.getUserName()), 

   userAttach: Module.string.browse(apply.getUserAttach()), 

   applyDate: apply.getApplyDate(), 

   vacationStartDate: Format.fromDate("yyyy/MM/dd", apply.getVacationStartDate()), 

   vacationEndDate: Format.fromDate("yyyy/MM/dd", apply.getVacationEndDate()), 

   types: apply.getTypes(), 

   reason: Module.string.browse(apply.getReason()), 

   contact: Module.string.browse(apply.getContact()), 

  } 

 }; 
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2.3.2.2 データの返却 

自動生成された出力値モデル（AcknowledgeResponse.js）を使用した、データの返却について。 

出力値モデルは以下のように設定してあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BPM|Server へデータの返却を行うには以下の実装が必要です。 

 画面（HTML） ： 承認情報の入力を行います。 

 スクリプト（JavaScript） ： 完了処理を行います。 

 

acknowledge（承認情報）を BPM|Server へ返却する場合、スクリプトで以下のような処理を行いデータを返却しま

す。 
① リクエスト情報を取得。 
② 出力値モデル（AcknowledgeResponse）のインスタンス化。 
③ 出力値モデルにデータの設定を行い、XML へ変換。 
④ TaskManager に XML を渡し、完了処理を実行。 

 

画面で入力されたデータが BPM|Server へ渡され完了処理が実行されたことにより、BPM|Server の処理フローで

処理待ちになっていたプロセスが再開します。 

 

返却される承認情報 
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画面（HTML）では acknowledge（承認情報）の各項目値を入力します。 

 画面（HTML） 

 

画面より入力される承認情報。 
<!-- 承認 --> 

<TR> 

    <TD class="list_title_bg_left" nowrap="nowrap"> 

<SPAN class="bold">承認<FONT class="attention">(必須)</FONT></SPAN> 

</TD> 

     <TD class="list_data_bg_left"> 

       <IMART type="condition" validity=$data.acknowledge.approve> 

          <IMART type="input" id="approve_true" style="radio" name="approve" value="true" checked="checked"> 

</IMART> 

<LABEL for="approve_true">承認</LABEL> 

          <IMART type="input" id="approve_false" style="radio" name="approve" value="false"></IMART> 

<LABEL for="approve_false">否認</LABEL> 

       </IMART> 

       <IMART type="condition" validity=$data.acknowledge.approve negative> 

         <IMART type="input" id="approve_true" style="radio" name="approve" value="true"></IMART> 

<LABEL for="approve_true">承認</LABEL> 

         <IMART type="input" id="approve_false" style="radio" name="approve" value="false" checked="checked"> 

</IMART> 

<LABEL for="approve_false">否認</LABEL> 

      </IMART> 

     </TD> 

</TR> 

<!-- コメント --> 

<TR> 

<TD class="list_title_bg_left" nowrap="nowrap"> 

<SPAN class="bold">コメント<FONT class="attention">(必須)</FONT></SPAN> 

</TD> 

    <TD class="list_data_bg_left"> 

       <TEXTAREA name="comment" class="default" rows="4" cols="35"> 

<IMART type="string" value=$data.acknowledge.comment></IMART> 

</TEXTAREA> 

    </TD> 

</TR> 

 

 

スクリプトでは TaskMnager を使用して完了処理を行います。 

 スクリプト（JavaScript） 

 

リクエスト情報を取得します。 
function completeAction(request){ 

 

 // タスク ID を格納します。 

 var taskId = request.taskId; 

  

 // 実行ユーザを格納します。 

 var runUser = request.runUser; 

 

 // ユーザ情報を取得します。 

 var sessionInfo = AccessSecurityManager.getSessionInfo(); 

 

 // 承認内容を格納します。 

 var approve = request.approve == "true"; 

 

 // コメントを格納します。 

 var comment = request.comment; 
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出力値モデル（AcknowledgeResponse）のインスタンス化を行います。 
 /* 

  * BPMS Designer(IMForm)から生成された AcknowledgeResponse クラスを取得します。 

  * 生成されたクラスの内容は下記のファイルを参照してください。 

  * sample/bpms/vacation/activity/AcknowledgeRequest.js 

  */ 

 var responseContent = new Content("sample/bpms/vacation/activity/AcknowledgeResponse"); 

 var AcknowledgeResponse = responseContent.getFunction("AcknowledgeResponse"); 

 

 // acknowledgeResponse インスタンスを生成します。 

 var acknowledgeResponse = new AcknowledgeResponse(); 

 var acknowledge = new AcknowledgeResponse.Acknowledge(); 

 

出力値モデルにデータの設定を行い、XML へ変換します。 
 // 完了を行う内容をセットします。 

 acknowledge.setApprove(approve); 

 acknowledge.setComment(comment); 

 acknowledge.setAcknowledgeDate(acknowledgeDate); 

 acknowledge.setUserCd(runUser); 

 acknowledge.setUserName(userName); 

 acknowledge.setUserAttach(userAttach); 

 

 acknowledgeResponse.setAcknowledge(acknowledge); 

 

 // 完了内容を XML 型に変換します。 

 var outputXML = acknowledgeResponse.toXML(); 

 

TaskManager に XML を渡し、完了処理を実行します。 
 // タスクマネージャインスタンスを生成します。 

 var taskManager = new TaskManager(runUser, sessionInfo.loginGroup); 

 

 // 保留+完了を行います。 

 var result = taskManager.claimAndComplete(taskId, outputXML); 

 

 // 完了結果の確認を行います。 

 if(result.error){ 

  // 完了に失敗した場合 

  // 承認画面へ遷移します。 

  forward(Web.current(), { 

   taskId: taskId, 

   runUser: runUser, 

   referer: request.referer, 

   errorMessage: "完了に失敗しました。" 

  }); 

 }else{ 

  // 完了に成功した場合 

  // 一覧画面へ遷移します。 

  forward(request.referer, {}); 

 } 

 

完了処理が実行されたことにより、BPM|Server の処理フローで処理待ちになっていたプロセスが再開します。 

 

 



intra-mart BPM プログラミングガイド

 

Page 22 Copyright 2000-2011 株式会社 NTT データ イントラマート All rights Reserved.

 

 

2.3.2.3 添付ファイル 

添付ファイルは、添付ファイル ID，ログイングループ ID を使用し一意に生成されたフォルダで管理します。 

添付ファイル ID は入力値モデルを介して BPM|Server より取得します。 

添付ファイルの登録、参照、削除を行うスクリプトの実装方法について説明します。 

 

 登録 

添付ファイル ID、ログイングループ ID を元にフォルダを特定し、ファイルを保存します。 

 

リクエストより添付ファイル ID とファイル情報を取得し、保存ファイル名を生成します。 
 // 添付ファイル ID 

 var attachmentId = request.attachmentId; 

 

 // アップロードファイル 

 var fileParameter = request.getParameter("file"); 

 // アップロードされたファイル名 

 var fileName = fileParameter.getFileName(); 

 // 別名 

 var name = request.name; 

 

 // 別名が存在する場合、ファイル名を上書きします。 

 if(name != ""){ 

  fileName = name; 

 } 

 

セッションよりログイングループ ID を取得し、フォルダインスタンスを生成します。 
 // セッション情報を取得します。 

 var sessionInfo = AccessSecurityManager.getSessionInfo(); 

 

 // 添付フォルダパスを生成します。 

 var folderPath = createFolderPath(attachmentId, sessionInfo.loginGroup); 

 

 // 添付フォルダインスタンスを生成します。 

 var folder = new VirtualFile(folderPath); 

 

ファイルインスタンスを生成し、ファイルを保存します。 
 // アップロードされたファイルを格納するファイルインスタンスを生成します。 

 var file = new VirtualFile(folderPath + "/" + fileName); 

 

 // ファイルの確認を行います。 

 if(file.exist()){ 

  // 同名のファイルが存在した場合 

  Module.alert.reload("SYSTEM.FILE.EXIST", fileName + "は既に存在しています。\n 同名のファイルを削除するか、

別名をつけて再度登録してください。", request); 

 } 

 

 // アップロードされた内容の保存を行います。 

 // ここでアップロードされた内容がメモリ上に展開されてしまう為、 

 // 巨大なファイルサイズを扱う場合 OutOfMemory が発生する可能性があります。 

 if(!file.save(fileParameter.getValueAsStream())){ 

  // ファイルの保存に失敗した場合 

  Module.alert.reload("SYSTEM.ERR", fileName + "の登録に失敗しました。", request); 

 } 
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 参照（ファイル一覧取得） 

添付ファイル ID、ログイングループ ID を指定し、フォルダ中のファイル情報を取得します。 

 

添付ファイル ID、ログイングループ ID を元にフォルダインスタンスを生成します。 
 // 添付ファイル ID をグローバル変数に格納します。 

 $attachmentId = request.attachmentId; 

---------------- 略 ---------------------- 

 // セッション情報を取得します。 

 var sessionInfo = AccessSecurityManager.getSessionInfo(); 

 

 // 添付フォルダパスを生成します。 

 var folderPath = createFolderPath($attachmentId, sessionInfo.loginGroup); 

 

 // 添付フォルダインスタンスを生成します。 

 var folder = new VirtualFile(folderPath); 

 

フォルダが存在すれば添付ファイル一覧情報を取得。 
 // ファイル一覧格納用 

 var files = []; 

 

 // フォルダが存在するか確認を行います。 

 if(folder.exist()){ 

  // フォルダが存在する場合ファイル一覧を取得します。 

  files = folder.files(); 

  // グローバル変数にファイル数を格納します。 

  $attachmentFileCount = files.length;  

 } 

 

ファイル名のエスケープ、変換を行い、添付ファイル一覧に格納します。 
 // HTML 側で利用する為にファイル名のエスケープ、変換を行います。 

 // ファイル数分ループ 

 for(var i = 0, size = files.length; i < size; i++){ 

  var file = files[i]; 

  // エスケープしたファイル名を格納します。 

  $attachmentFiles.push({ 

   name: Module.string.browse(file, " ", "\n"), 

   escapeName: Module.string.browse(file) 

  }); 

 } 
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 削除 

添付ファイル ID、ログイングループ ID、ファイル名を指定しファイルを削除します。 

 

添付ファイル ID、ログイングループ ID、ファイル名より、削除ファイルインスタンスを生成します。 
 // 添付ファイル ID 

 var attachmentId = request.attachmentId; 

 // 添付ファイル名 

 var attachmentFileName = request.attachmentFileName; 

 

 // セッション情報を取得します。 

 var sessionInfo = AccessSecurityManager.getSessionInfo(); 

 

 // 添付フォルダパスを生成します。 

 var folderPath = createFolderPath(attachmentId, sessionInfo.loginGroup); 

 

 // ファイルインスタンスを生成します。 

 var file = new VirtualFile(folderPath + "/" + attachmentFileName); 

 

ファイルの削除を行います。 
 // ファイルの削除を行います。 

 if(!file.remove()){ 

  // ファイルの削除に失敗した場合 

  Module.alert.reload("SYSTEM.ERR", attachmentFileName + "の削除に失敗しました。", request); 

 } 

 

添付フォルダ内にファイルが存在しない場合、フォルダを削除します。 
 // 添付フォルダインスタンスを生成します。 

 var folder = new VirtualFile(folderPath); 

 

 // 添付フォルダ内にファイル, フォルダが存在しない場合、添付フォルダを削除します。 

 if(folder.lists().length == 0){ 

  folder.remove(); 

 } 
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3 進捗通知拡張 

3.1 はじめに 
進捗一覧画面と進捗一覧の詳細画面に表示される一覧に、ユーザ固有のデータを表示することができます。ここ

では、データを表示するのに必要な設定とプログラミングの例について説明します。 

 

進捗一覧画面 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

詳細画面 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 前提条件 
以下の SQL をデータベースに発行してください。 

・ %StorageService%/storage/bpms/sample_b_bpm_t_purchase.sql 

・ %StorageService%/storage/bpms/sample_notice_progress_insert_data.sql 

一覧に「終了日」を追加した場合 

一覧に「品名」、「価格」を追加した場合
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3.3 進捗一覧画面 
(1) 設定 

i) パラメータの変更 

進捗一覧設定ファイル（[progress.ini]ファイル）のパラメータを変更します。 

 

 進捗一覧設定ファイル 

% ResourceService % /pages/platform/src/bpms/view/progress/progress.ini 

 

進捗一覧設定ファイルのパラメータ[EXTENSION_FLG]を「true」に変更します。 

≪進捗一覧設定ファイル≫ 

 

 

 

 

ii) キーの設定 

進捗一覧設定ファイル（[progress.ini]ファイル）に追加データ用のキーを設定します。 

 

 進捗一覧設定ファイル 

% ResourceService %/pages/platform/src/bpms/view/progress/progress.ini 

 

進 捗 一 覧 設 定 フ ァ イ ル に 追 加 表 示 デ ー タ 用 の キ ー を 設 定 し ま す 。 設 定 す る キ ー は 、

「TABLE_COLUMN_KEY.連番=任意文字列」という形式で記述します。 

 

≪進捗一覧設定ファイル≫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

# 業務データ追加フラグ 

EXTENSION_FLG=true 

# 一覧表示項目 

################### 

# チェックボックス 

TABLE_COLUMN_KEY.0=checkbox 

# 案件番号 

TABLE_COLUMN_KEY.1=processInstanceId 

# プロセス定義 

TABLE_COLUMN_KEY.2=businessProcessName 

# 案件名 

TABLE_COLUMN_KEY.3=processName 

# 詳細 

TABLE_COLUMN_KEY.4=processDetail 

# フロー 

TABLE_COLUMN_KEY.5=flow 

# 開始日 

TABLE_COLUMN_KEY.6=startDate 

# 状態 

TABLE_COLUMN_KEY.7=processStatus 

# 追加表示データ 

TABLE_COLUMN_KEY.8= BUSINESS_DATA_KEY_01 
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(2) プログラミング 

i) 表示データの追加 

データ追加処理ファイル（[addBusinessData.js]ファイル）の addProcessHeader メソッド（ヘッダー追加処理）と

addProcessBusinessData メソッド（データ追加処理）に、処理を記述します。 

 

 データ追加処理ファイル 

% ResourceService %/pages/platform/src/bpms/view/progress/addBusinessData.js 

 

≪データ追加処理ファイルの addProcessHeader メソッド（ヘッダー追加処理）≫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

//=================================================================== 

// 【 機能 】追加表示データのヘッダー追加（進捗一覧画面） 

// 【 入力 】ヘッダー情報 Array オブジェクト 

// 【返却値】 

// 【 概要 】追加表示データ用のヘッダー情報（項目名、表示位置）を追加します。 

// 【 備考 】ヘッダー情報オブジェクト（business_data_orders）は以下のプロパティをもつ Array 型のオブジェクトです。 

//   プロパティを以下のように設定してください。 

//       business_data_orders[0..*] (Array)ヘッダー情報オブジェクト 

//      ├name   (String)項目名 

//      └align   (String)表示位置 （center：中央、left：左寄せ、right：右寄せ） 

//=================================================================== 

function addProcessHeader(business_data_orders){ 

 // ヘッダー情報 

 business_data_orders[0] = new Object(); 

 business_data_orders[0].name = "終了日"; // 項目名 

 business_data_orders[0].align = "center"; // 表示位置 

} 
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≪データ追加処理ファイルの addProcessBusinessData メソッド（データ追加処理）≫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

//=================================================================== 

// 【 機能 】追加表示データの追加（進捗一覧画面） 

// 【 入力 】検索結果データ 

// 【返却値】 

// 【 概要 】検索結果データへ追加表示データを追加します。 

// 【 備考 】検索結果データ（dispList）は以下のプロパティを持つ Array 型のオブジェクトです。 

//    dispList [0..*]     (Array)検索結果データ 

//     ├processInstanceId  (String)プロセスインスタンス ID 

//     ├businessProcessName  (String)業務プロセス名 

//     ├processName   (String)プロセス名 

//     ├startDate    (String)開始日 

//     ├processStatus   (String)プロセスステータス 

//     └noticeTask [0..*]   (Array)進捗通知タスク 

//       ├processInstanceId (String)プロセスインスタンス ID 

//       ├noticeTaskId  (String)タスク ID 

//       ├noticeTaskName  (String)タスク名 

//       ├taskStatus   (String)タスクステータス 

//       └userList[0..*]  (Array)処理ユーザ 

//         ├userCd  (String)ユーザコード 

//         └tranDate (String)処理日 

//=================================================================== 

function addProcessBusinessData(dispList){ 

 var manager = new ProgressManagerExtension(); 

 for(var i = 0; i < dispList.length; i++) { 

  // プロセスインスタンス ID 

  var processInstanceId = dispList[i].processInstanceId; 

 

  // 追加データ取得 

  var sql = "SELECT " 

    +   "MAX(TRAN_DATE) AS finish_date " 

    + "FROM " 

    +   "B_BPMS_T_USER " 

    + "WHERE " 

    +   "PROCESS_INSTANCE_ID " 

    + "IN (SELECT " 

    +    "PROCESS_INSTANCE_ID " 

    +   "FROM " 

    +    "B_BPMS_T_PROCESS " 

    +   "WHERE " 

    +    "PROCESS_INSTANCE_ID="+ "'" + processInstanceId + "' " 

    +   "AND " 

    +    "PROCESS_STATUS='2')"; 

 

（次ページへ続く）
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（前ページからの続き） 

 

  var result = DatabaseManager.select(sql); 

 

  // エラー処理 

  if(result.error){ 

   message = "データの取得に失敗しました。"; 

   return; 

  } 

 

  // 終了日 

  var finishDate = ""; 

  if(!isNull(result.data[0].finish_date)){ 

   finishDate = (result.data[0].finish_date).replace("|"," "); 

  } 

  // データ追加 

  manager.setProcessBusinessData(dispList,  

          processInstanceId, 

           "BUSINESS_DATA_KEY_01",  

          finishDate); 

 } 

} 
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3.4 進捗詳細画面 
(1) 設定 

i) パラメータの変更 

進捗一覧設定ファイル（[progress.ini]ファイル）のパラメータを変更します。 

 

 進捗一覧設定ファイル 

% ResourceService %/pages/platform/src/bpms/view/progress/progress.ini 

 

進捗一覧設定ファイルのパラメータ[EXTENSION_FLG]を「true」に変更します。 

 

≪進捗一覧設定ファイル≫ 

 

 

 

 

ii) キーの設定 

進捗一覧設定ファイル（[progress.ini]ファイル）に追加データ用のキーを設定します。 

 

 進捗一覧設定ファイル 

% ResourceService % /pages/platform/src/bpms/view/progress/progress.ini 

 

進 捗 一 覧 設 定 フ ァ イ ル に 追 加 表 示 デ ー タ 用 の キ ー を 設 定 し ま す 。 設 定 す る キ ー は 、

「TASK_TABLE_COLUMN_KEY.連番=任意文字列」という形式で記述します。 

 

≪進捗一覧設定ファイル≫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

# 一覧表示項目 

################### 

# 処理 ID 

TASK_TABLE_COLUMN_KEY.0=noticeTaskId 

# 処理名 

TASK_TABLE_COLUMN_KEY.1=noticeTaskName 

# ユーザ 

TASK_TABLE_COLUMN_KEY.2=userCd 

# 処理日 

TASK_TABLE_COLUMN_KEY.3=tranDate 

# 状態 

TASK_TABLE_COLUMN_KEY.4=taskStatus 

# 詳細 

TASK_TABLE_COLUMN_KEY.5=taskDetail 

# フロー 

TASK_TABLE_COLUMN_KEY.6=bpwFlow 

# 追加表示データ１ 

TASK_TABLE_COLUMN_KEY.7= BUSINESS_DATA_KEY_01 

# 追加表示データ２ 

TASK_TABLE_COLUMN_KEY.8= BUSINESS_DATA_KEY_02 

# 業務データ追加フラグ 

EXTENSION_FLG=true 
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(2) プログラミング 

iii) 表示データの追加 

データ追加処理ファイル（[addBusinessData.js]ファイル）の addTaskHeader メソッド（ヘッダー追加処理）と

addTaskBusinessData メソッド（データ追加処理）に、処理を記述します。 

 

 データ追加処理ファイル 

% ResourceService %/pages/platform/src/bpms/view/progress/addBusinessData.js 

 

≪データ追加処理ファイルの addTaskHeader メソッド（ヘッダー追加処理）≫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

//=================================================================== 

// 【 機能 】追加表示データのヘッダー追加（詳細画面） 

// 【 入力 】ヘッダー情報オブジェクト 

// 【返却値】 

// 【 概要 】追加表示データ用のヘッダー情報（項目名、表示位置）を追加します。 

// 【 備考 】ヘッダー情報オブジェクト（business_data_orders）は以下のプロパティをもつ Array 型のオブジェクトです。 

//   プロパティを以下のように設定してください。 

//       business_data_orders[0..*] (Array)ヘッダー情報オブジェクト 

//      ├name   (String)項目名 

//      └align   (String)表示位置 （center：中央、left：左寄せ、right：右寄せ） 

//=================================================================== 

function addTaskHeader(business_data_orders){ 

 // ヘッダー1 

 business_data_orders[0] = new Object();  

 business_data_orders[0].name = "品名";  // 項目名 

 business_data_orders[0].align = "center"; // 表示位置 

 

 // ヘッダー2 

 business_data_orders[1] = new Object(); 

 business_data_orders[1].name = "価格";  // 項目名 

 business_data_orders[1].align = "center"; // 表示位置 

} 
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≪データ追加処理ファイルの addTaskBusinessData メソッド（データ追加処理）≫ 

 

 

 

 

 

 

//=================================================================== 

// 【 機能 】追加表示データの追加（詳細画面） 

// 【 入力 】検索結果データ 

// 【返却値】 

// 【 概要 】検索結果データへ追加表示データを追加します。 

// 【 備考 】検索結果データ（dispList）は以下のプロパティを持つ Array 型のオブジェクトです。 

//    dispList [0..*]    (Array)検索結果データ 

//     ├processInstanceId (String)プロセスインスタンス ID 

//     ├noticeTaskId  (String)タスク ID 

//     ├noticeTaskName  (String)タスク名 

//     ├taskStatus   (String)タスクステータス 

//     └userList [0..*]  (Array)処理ユーザ 

//       ├userCd  (String)ユーザコード 

//       └tranDate (String)処理日 

//=================================================================== 

function addTaskBusinessData(dispList){ 

 var manager = new ProgressManagerExtension(); 

 

 for(var i=0; i<dispList.length; i++) { 

  // プロセスインスタンス ID 

  var processInstanceId = dispList[i].processInstanceId; 

  // タスク ID 

  var noticeTaskId = dispList[i].noticeTaskId; 

 

  // 追加データ取得 

  var sql = "SELECT" 

    +   " ITEM_NAME," 

    +   " ITEM_VALUE " 

    + "FROM" 

    +   " SAMPLE_B_BPM_T_PURCHASE " 

    + "WHERE" 

    +   " PROCESS_INSTANCE_ID="+ "'" + processInstanceId + "'" 

    + "AND" 

    +   " NOTICE_TASK_ID=" + "'" + noticeTaskId + "'"; 

 

  var result = DatabaseManager.select(sql); 

 

  // エラー処理 

  if(result.error){ 

   message = "データの取得に失敗しました。"; 

   return; 

  } 

 

（次ページへ続く） 
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（前ページの続き） 

 

  // 品名 

  var itemName = result.data[0].item_name; 

  // 価格 

  var itemValue = result.data[0].item_value; 

 

  // データ追加 

  manager.setTaskBusinessData(dispList, 

         processInstanceId, 

         noticeTaskId, 

         "BUSINESS_DATA_KEY_01", 

         itemName); 

  manager.setTaskBusinessData(dispList, 

         processInstanceId, 

         noticeTaskId, 

         "BUSINESS_DATA_KEY_02", 

         itemValue); 

 } 

} 
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4 ワークフロー連携 

4.1 はじめに 
ビジネス・プロセスからワークフロー連携を行う場合、ドキュメントワークフロー・コネクタ機能を利用します。 

ドキュメントワークフロー・コネクタ機能を利用する事により、ビジネス・プロセスからドキュメントワークフローとの連

携を行う事が可能です。 

ドキュメントワークフロー・コネクタを利用した場合、ドキュメントワークフローとの連携時に任意のプログラムの実行

を行う事が可能となります。 

本章では、ドキュメントワークフローとの連携に必要なプログラムの作成例について説明します。 

 

 

4.1.1 概要 

ドキュメントワークフロー・コネクタ エディタによる 2 種類のモデルの生成方法について説明します。 

 JavaEE 開発モデル 

 JAXB に準拠した形式のモデルの生成方法について説明します。 

 スクリプト開発モデル 

 E4X を利用したモデルの生成方法について説明します。 

 

ドキュメントワークフロー・コネクタを利用した際のマッピング方法、マッピング項目に関して説明します。 

ドキュメントワークフロー・コネクタ エディタにより設定した起票時実行プログラム、完了時実行プログラムに関して

プログラム作成手順を 2 種類の開発モデルを例にとって実装方法について説明を行います。 

 JavaEE 開発モデル 

 生成したモデルを利用し、起票時実行プログラムを作成する手順について説明します。 

 生成したモデルを利用し、完了時実行プログラムを作成する手順について説明します。 

 スクリプト開発モデル 

 生成したモデルを利用し、起票時実行プログラムを作成する手順について説明します。 

 生成したモデルを利用し、完了時実行プログラムを作成する手順について説明します。 
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4.2 モデル生成 
本項では、ドキュメントワークフロー・コネクタ エディタを利用したモデル生成に関する内容、手順について説明し

ます。 

ドキュメントワークフロー・コネクタ エディタに関する操作方法は別紙 BPM デザイナ操作ガイドを参照してくださ

い。 

 

4.2.1 モデルの定義 

ドキュメントワークフロー・コネクタ エディタより、入力値、出力値タブそれぞれのタブにおいて入出力に関するモ

デルの定義が可能です。 

入力値タブでは、起票時実行プログラムに受け渡される要求値モデル、起票時実行プログラムからビジネス・プロ

セスに返却される返却値モデルの設定が可能です。 

出力値タブでは、完了時実行プログラムからビジネス・プロセスに受け渡される要求値モデル、ビジネス・プロセス

から完了時実行プログラムに受け渡される返却値モデルの設定が可能です。 

 

それぞれのモデルには要素、属性を設定する事が可能です。 

また、最上位のルート要素には、モデル生成時に利用されるパッケージ名、クラス名の設定が可能です。 

 

モデル定義画面 

 

 

属性、要素に設定できる型とプログラム上で利用できる型の関連は下記の通りです。 

XML Java JavaScript 

string String String 

dateTime XMLGregorianCalendar Date 

boolean boolean Boolean 

int int Number 

long long Number 

short short Number 

double double Number 

float float Number 

integer BigInteger Number 

decimal BigDecimal Number 

date XMLGregorianCalendar Date 

time XMLGregorianCalendar Date 
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モデルコード出力時に利用されるクラス名、パッケージ名は、最上位のルート要素を選択した状態でプロパティビ

ューより設定を行います。 

モデル出力設定 

 

 

 Java 開発モデルの場合 

 パッケージ名は Java パッケージ名として利用されます。 

 例: example.dto 

 クラス名は Java クラス名として利用されます。 

 スクリプト開発モデルの場合 

 パッケージ名はフォルダ階層として利用されます。 

 例: example.dto の場合 → example/dto 配下に出力されます。 

 クラス名は JavaScript 関数名として利用されます。 

 

 

作成したモデル定義より、モデル出力を行う場合はエディタ右上部にあるモデル出力ボタンをクリックし、モデル

の出力を行います。 

モデル出力ボタン 

 

 

モデル出力に関する詳細な手順に関しては別紙 BPM デザイナ操作ガイドを参照して下さい。 
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4.3 ワークフロー連携時のマッピング 
ビジネス・プロセス・ダイアグラム上にワークフロー連携用配置後、起票用の情報をマッピングする際のマッピング

項目について説明します。 

ワークフロー連携用タスクの配置、マッピング方法に関しては別紙 BPM デザイナ操作ガイドを参照して下さい。 

 

マッピング項目 
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起票時に必要な基本マッピング項目 

項目名 型 説明 

userCd string (必須)起票者ユーザコードを指定します。 

agentUserCd string 代理申請者を行う場合に、代理申請者コードを指定します。 

groupId string (必須) intra-mart ログイングループ ID を指定します。 

processDefCd string ワークフロー連携対象となるプロセス定義コードを指定します。 

通常、この項目を指定する必要はありません。 

ドキュメントワークフロー・コネクタ エディタにより設定されたプロ

セス定義コードがデフォルト値として格納されています。 

versionCd string ワークフロー連携対象となるプロセス履歴コードを指定します。 

通常、この項目を指定する必要はありません。 

ドキュメントワークフロー・コネクタ エディタにより設定されたプロ

セス履歴コードがデフォルト値として格納されています。 

processTemporaryCd string 一時プロセスコードを指定します。 

processName string (必須)案件名を指定します。 

マッピングを行わず、後述する起票時実行プログラム内で案件

名を指定する事も可能です。 

必ず、マッピングまたは起票時実行プログラムのどちらかで指

定する必要があります。 

comment String ワークフロー起票時のコメントを指定します。 

マッピングを行わず、後述する起票時実行プログラム内でコメン

トを指定する事も可能です。 

draftAppointDate date 起票指定日を指定します。 

compCd string 起票者の所属する会社コードを指定します。 

起票者が会社組織に所属していない場合は不要です。 

compCd を指定しない場合自動的に起票指定日に基づく起票

者の主所属組織を利用した申請が行われます。 

orgnCd string 起票者の所属する組織コードを指定します。 

起票者が会社組織に所属していない場合は不要です。 

orgnCd を指定しない場合自動的に起票指定日に基づく起票

者の主所属組織を利用した申請が行われます。 

locale string 起票時のロケールを指定します。 

未指定の場合はデフォルトロケールが利用されます。 

createProgram string 起票時実行用プログラムパスを指定します。 

通常、この項目を指定する必要はありません。 

createProgramType string 起票時実行用プログラム種別を指定します。 

通常、この項目を指定する必要はありません。 

completeProgram string 完了時実行用プログラムパスを指定します。 

通常、この項目を指定する必要はありません。 

completeProgramType string 完了時実行用プログラム種別を指定します。 

通常、この項目を指定する必要はありません。 

useLastestVersion boolean 起票指定日に基づくプロセス定義の最新バージョンを利用する

かを指定します。 

通常、この項目を指定する必要はありません。 
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アプリケーションキーの設定項目 

項目名 型 説明 

appKeys  アプリケーションキーを子要素に持つ要素です。 

子要素は 0～8 まで指定を行う事が可能です。 

appKey string (必須) アプリケーションキーを指定します。 

アプリケーションキーは最低 1 要素必要です。 

マッピングを行わず、後述する起票時実行プログラム内でアプリケ

ーションキーを指定する事も可能です。 

必ず、マッピングまたは起票時実行プログラムのどちらかで指定す

る必要があります。 

 

根回しメールの設定項目 

項目名 型 説明 

nego  根回しメール情報を格納する為の要素です。 

  title string 根回しメール送信時の件名を指定します。 

  comment string 根回しメール送信時の本文を指定します。 

  userList  根回しメール送信対象者を子要素に持つ要素です。 

子要素は複数(unbounded)指定する事が可能です。 

    userCd string 根回しメール送信対象者のユーザコードを指定します。 

 

ルート選択の項目設定 

項目名 型 説明 

routeSelectCd string ルート選択番号を指定します。 

ルート選択の項目設定は、連携するドキュメントワークフローがルート選択(次タスクがユーザ選択)設定されている

場合にのみ利用します。 

 

実行時選択の項目設定 

項目名 型 説明 

executant  実行時選択情報を格納する為の要素です。 

  type string 承認者種別を指定します。 

user: ユーザ 

orgn: 組織 

  code string コードを指定します。 

type の指定が user の場合は対象者ユーザコードを指定します。 

type の設定が orgn の場合は組織コードを指定します。 

  groupCd string 会社コードを指定します。 

type の指定が orgn の場合にのみ利用します。 

  postRestrict string 役職コードを指定します。 

type の指定が orgn とし、組織を指定した場合に、更に役職で絞り

込みを行う場合に指定します。 

  roleRestrict string ロールを指定します。 

type の指定を orgn とし、組織を指定した場合に、更にロールで絞

込みを行う場合に指定します。 
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ルート作成時の項目設定 

項目名 型 説明 

routeInfo  ルート作成情報を格納する為の要素です。 

  processDefCd string ルート作成時のプロセス定義コードを指定します。 

  versionCd string ルート作成時のプロセス履歴コードを指定します。 

  createRouteTargetList  ルート作成情報を子要素に持つ要素です。 

ルート作成対象のアクティビティ数の要素を指定する事が可能で

す。 

    createRouteTarget  ルート作成情報を格納する為の要素です。 

      activityCd string ルート作成時に指定するアクティビティコードを指定します。 

      targetType string ルート作成時に指定する対象者種別を指定します。 

user: ユーザ 

orgn: 組織 

official: オフィシャルグループ 

      targetCd string ルート作成時に指定する対象者コードを指定します。 

targetType の指定が user の場合、対象となるユーザコードを指定し

ます。 

targetType の指定が orgn の場合、対象となる組織コードを指定しま

す。 

targetType の指定が official の場合、対象となるパブリックグループ

コードを指定します。 

      targetGroupCd string ルート作成時に指定する対象グループコードを指定します。 

targetType の指定が orgn の場合、対象となる会社コードを指定しま

す。 

targetType の指定が official の場合対象と成るパブリックグループ

セットコードを指定します。 

      narrowPostCd string targetType の指定が orgn の場合、絞込みを行う役職コードを指定

します。 

 

ユーザ設定項目 

項目名 型 説明 

createInput  任意に指定した入力要求値の項目が格納されています。 

ワークフロー起票時に必要となる業務固有の情報の指定を行いま

す。 
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4.4 起票時実行プログラムの作成 
本項では、ワークフロー連携起票時における起票時実行プログラムの作成手順を説明します。 

本説明では、intra-mart サンプルに付属するドキュメントワークフローサンプルとの連携を行うプログラムの作成手

順を示します。 

サンプルとして利用するドキュメントワークフロープロセス定義は下記の通りです。 

 

 JavaEE 開発モデル 

 [標準]JavaEE 開発モデル - ドキュメントワークフロー1 

 スクリプト開発モデル 

 [標準]スクリプト開発モデル - ドキュメントワークフロー1 

 

本項で解説するサンプルは intra-mart に付属するサンプルに含まれております。 

 

4.4.1 起票時実行プログラムの設定 

起票時実行プログラムは、ドキュメントワークフロー・コネクタ エディタ内の入力値タブで設定を行います。 

処理種別、実行プログラムを指定します。 

 

 

処理種別により、実行プログラムの指定方法が変わりますのでご注意下さい。 

 

 JavaEE 開発モデル 

 実行プログラムのクラスを指定します。 

 例: sample.bpms.workflow.standard.java1.WorkflowListener 

 スクリプト開発モデル 

 実行プログラムパスを指定します。 

 例: sample/bpms/workflow/standard/javascript1/execution.js 
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4.4.2 JavaEE開発モデル 

JavaEE 開発モデルにおいて、起票時実行プログラムを実装する手順を示します。 

 

4.4.2.1 実装規約 

JavaEE 開発モデルにおいて、起票時実行プログラムを実装する場合、下記の制約に従って実装する必要があり

ます。 

 jp.co.intra_mart.foundation.bpms.bpw.event.DraftEventListener インタフェースを実装する 

 draft(jp.co.intra_mart.foundation.bpms.bpw.event.DraftEvent)メソッドを実装する 

 デフォルトコンストラクタを実装する 

 

上記の制約に従い実装したクラスが起票時実行プログラムとして指定してある場合、ビジネス・プロセス実行時に

ドキュメントワークフロー連携タスク実行時に draft メソッドが呼出されます。 

 

4.4.2.2 パラメータ 

ビジネス・プロセスからワークフロー連携時に受け渡されるパラメータは全て draft メソッドの引数に含まれます。 

DraftEvent が持つプロパティの詳細を示します。 

プロパティ名 詳細 

draftUserCd 申請者のユーザコードが格納されています。 

読み取り専用です、このプロパティは変更できません。 

agentUserCd 代理申請者コードが格納されています。 

読み取り専用です、このプロパティは変更できません。 

groupId 申請時のログイングループＩＤが格納されています。 

読み取り専用です、このプロパティは変更できません。 

createInput 申請時にビジネス・プロセスから受け渡された任意の業務情報が格納されていま

す。 

Ｄｏｃｕｍｅｎｔ形式で格納されていますので、ドキュメントワークフロー・コネクタ エ

ディタより生成したモデルに変換して利用する事を推奨します。 

読み取り専用です、このプロパティは変更できません。 

createOutput 起票時実行プログラムより、ビジネス・プロセスに対し任意の業務情報を受け渡す

際に設定します。 

Ｄｏｃｕｍｅｎｔ形式です、ドキュメントワークフロー・コネクタ エディタより生成したモ

デルから変換して利用する事を推奨します。 

applicationKeys ワークフローと業務情報をひも付ける為のキーを格納します。 

ワークフロー連携時に、applicationKeys 項目にデータをマッピングしている場合、

その値が格納されています。 

読み取り専用です、このプロパティは変更できません。 

processTemporaryCd 一時プロセスコードが格納されています。 

一時プロセスコードをプログラム上から設定する場合はこのプロパティを上書きし

てください。 

processName 案件名が格納されています。 

案件名をプログラム上から設定する場合はこのプロパティを上書きしてください。 

comment コメントが格納されています。 

コメントをプログラム上から設定する場合はこのプロパティを上書きしてください。 
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4.4.2.3 トランザクションの制御 

起票時実行プログラムはワークフロー起票処理中に呼出されますので、トランザクション管理内で実行されていま

す。 

その為、起票時実行プログラム中でトランザクションを開始する必要はありません。 

起票時実行プログラム中においてトランザクションのコミット、ロールバック等は行わないで下さい。 

 

4.4.2.4 JavaEEフレームワークとの連携 

起票時実行プログラム、JavaEE フレームワーク(イベントフレームワーク)との連携を行う場合、イベントフレームワ

ークの呼び出しをサポートした WorkflowConnectorEventAdapter を提供しています。 

 

jp.co.intra_mart.foundation.bpms.bpw.event.WorkflowConnectorEventAdapter 

 

前述の DraftEventListener インタフェース及び、後述する TerminateEventListener を実装したアダプタクラスを提

供しています。 

WorkflowConnectorEventAdapter クラスでは、イベントの生成用メソッド Event createEvent(String, String)及び、イ

ベントの実行用メソッド dispatchEvent(Event)が提供されます。 

また、申請者のユーザ情報を取得する為の UserInfo getUserInfo()メソッドが提供されます。 

一般的な開発において、起票時実行プログラムを実装する場合には、WorkflowConnectorEventAdapter クラスを

継承して作成する事を推奨します。 

 

4.4.2.5 起票処理の中断 

起票時実行プログラム中において、起票処理を中断させたい場合、draft メソッド内より、EventException 例外を通

知する事により起票処理の中断が行われます。 

 

jp.co.intra_mart.foundation.bpms.bpw.event.EventException 

 

例外通知時のメッセージは、ビジネス・プロセスに対し、fault メッセージとして返却されます。 

ビジネス・プロセスにおいて、例外の補足を行う為の設定方法は別紙 BPM デザイナ操作ガイドを参照して下さ

い。 

また、EventException のサブクラスとなる、EventFailureException 例外を通知することにより EventException と同様

に起票処理の中断が行われますが、BPM|Server 上では失敗(Failure)として扱われます。 

 

jp.co.intra_mart.foundation.bpms.bpw.event.EventException 

 

BPM|Server 上で失敗(Failure)となったプロセスは、管理画面から retry を行うことが可能です。 



intra-mart BPM プログラミングガイド

 

Page 44 Copyright 2000-2011 株式会社 NTT データ イントラマート All rights Reserved.

 

4.4.2.6 実装例 

intra-mart サンプルに含まれる[標準]JavaEE 開発モデル - ドキュメントワークフロー1 と連携する為の起票時実

行プログラムの実装例を示します。 

本実装例では、 [標準 ]JavaEE 開発モデル  - ドキュメントワークフロー1 で利用する為の業務情報を

sample_b_bpw_t_purchase テーブルへ格納しています。 

 

ドキュメントワークフロー･コネクタ エディタの設定は BPM|Designer に含まれるサンプルに含まれていますので参

照して下さい。 

 sample_workflow_java_standard.zip 

 

起票時実行プログラム例 

WorkflowListener クラス 
package sample.bpms.workflow.standard.java1; 

 

import jp.co.intra_mart.foundation.bpms.bpw.event.CallbackEvent; 

import jp.co.intra_mart.foundation.bpms.bpw.event.DraftEvent; 

import jp.co.intra_mart.foundation.bpms.bpw.event.EventException; 

import jp.co.intra_mart.foundation.bpms.bpw.event.TerminateEvent; 

import jp.co.intra_mart.foundation.bpms.exception.XMLConversionException; 

import jp.co.intra_mart.foundation.bpms.util.XMLConversionUtils; 

import sample.bpms.workflow.AbstractWorkflowListener; 

import sample.bpms.workflow.purchase.DataException; 

import sample.bpms.workflow.purchase.PurchaseEntity; 

import sample.bpms.workflow.purchase.PurchaseService; 

 

/** 

 * WorkflowListener. 

 *  

 */ 

public class WorkflowListener extends AbstractWorkflowListener { 

 

 /** 

  * 起票時に呼出されます. 

  *  

  * @param event 

  *            起票イベント. 

  */ 

 @Override 

 public void draft(DraftEvent event) throws EventException { 

 

  // 主キーの生成. 

  String parameterCd = createParameterCd(); 

 

  // 主キーをドキュメントワークフロー: applicationKeys に登録します. 

  // BPM|Designer 上で applicationKeys を設定済みの場合は不要です. 

  event.applicationKeys.add(parameterCd); 

 

  // BPM から受け渡される XML を Object に変換します. 

  PurchaseCreateInput createInput = null; 

  try { 

   createInput = XMLConversionUtils.convertToObject(event.createInput, PurchaseCreateInput.class); 

  } catch (XMLConversionException e) { 

   throw new EventException(e.getLocalizedMessage(), e); 

  } 

 

  // DB 登録用に Entity オブジェクトを生成します. 

  PurchaseEntity entity = new PurchaseEntity(); 

  entity.setParameterCd(parameterCd); 

  entity.setItemName(createInput.getItem().getItemName()); 

  entity.setItemAmount(createInput.getItem().getItemAmount()); 

  entity.setItemPrice(createInput.getItem().getItemPrice()); 
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  entity.setItemTotal(createInput.getItem().getItemAmount() * createInput.getItem().getItemPrice()); 

  entity.setDeliveredPlace(createInput.getItem().getDeliveredPlace()); 

  entity.setPurchasePurpose(createInput.getItem().getPurchasePurpose()); 

  entity.setRemarks(createInput.getItem().getRemarks()); 

  entity.setItemFlag("0"); 

  entity.setEndFlag("0"); 

 

  try { 

   // DB に申請内容を登録します. 

   new PurchaseService(event.groupId).entry(entity); 

  } catch (DataException e) { 

   // 失敗した場合、申請処理を失敗させる為に EventException を throw します. 

   throw new EventException(e.getLocalizedMessage(), e); 

  } 

 

  // 返却用オブジェトを生成します. 

  PurchaseCreateOutput createOutput = new ObjectFactory().createPurchaseCreateOutput(); 

 

  // 生成されたパラメータコードを設定します. 

  createOutput.setParameterCd(parameterCd); 

 

  // 返却用の XML を設定します. 

  try { 

   event.createOutput = XMLConversionUtils.convertToDocument(createOutput); 

  } catch (XMLConversionException e) { 

   // 失敗した場合、申請処理を失敗させる為に EventException を throw します. 

   throw new EventException(e.getLocalizedMessage(), e); 

  } 

 } 

  // {以下後述 ワークフロー完了時処理} 

} 

 

AbstractWorkflowListener クラス 
package sample.bpms.workflow; 

 

import java.io.IOException; 

 

import jp.co.intra_mart.foundation.bpms.bpw.event.WorkflowConnectorEventAdapter; 

import jp.co.intra_mart.foundation.service.client.information.Identifier; 

 

/** 

 * AbstractWorkflowListener. 

 *  

 */ 

public class AbstractWorkflowListener extends WorkflowConnectorEventAdapter { 

 

 public AbstractWorkflowListener() { 

  super(); 

 } 

 

 /** 

  * パラメータコードを生成します. 

  *  

  * @return パラメータコード. 

  */ 

 protected String createParameterCd() { 

 

  try { 

   return new Identifier().get(); 

  } catch (IOException e) { 

   return Identifier.make(); 

  } 

 } 

} 
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PurchaseService クラス 
package sample.bpms.workflow.purchase; 

 

import java.sql.Connection; 

import java.sql.PreparedStatement; 

import java.sql.SQLException; 

 

import javax.naming.NamingException; 

 

import jp.co.intra_mart.foundation.database.DatabaseManager; 

import jp.co.intra_mart.foundation.security.exception.AccessSecurityException; 

import jp.co.intra_mart.foundation.security.exception.NotExistException; 

 

/** 

 * PurchaseService. 

 *  

 */ 

public class PurchaseService { 

 

 /** insert query. */ 

 private static final String INSERT_QUERY = "INSERT INTO sample_b_bpw_t_purchase (parameter_cd, item_name, 

item_amount, item_price, item_total, delivered_place, purchase_purpose, remarks, item_flag, end_flag) VALUES 

(?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?)"; 

 

 /** グループ ID. */ 

 private final String groupId; 

 

 /** 

  * コンストラクタ. 

  *  

  * @param groupId 

  *            グループ ID. 

  */ 

 public PurchaseService(String groupId) { 

  super(); 

  this.groupId = groupId; 

 } 

 

 public void entry(PurchaseEntity entity) throws DataException { 

 

  Connection connection = null; 

  PreparedStatement statement = null; 

  try { 

   connection = DatabaseManager.getInstance().getLoginGroupConnection(groupId); 

   statement = connection.prepareStatement(PurchaseService.INSERT_QUERY); 

 

   int parameterIndex = 1; 

   // parameter_cd:String 

   statement.setString(parameterIndex++, entity.getParameterCd()); 

   // item_name:String 

   statement.setString(parameterIndex++, entity.getItemName()); 

   // item_amount:String 

   statement.setString(parameterIndex++, entity.getItemAmount() + ""); 

   // item_price:String 

   statement.setString(parameterIndex++, entity.getItemPrice() + ""); 

   // item_total:String 

   statement.setString(parameterIndex++, entity.getItemTotal() + ""); 

   // delivered_place:String 

   statement.setString(parameterIndex++, entity.getDeliveredPlace()); 

   // purchase_purpose:String 

   statement.setString(parameterIndex++, entity.getPurchasePurpose()); 

   // remarks:String 

   statement.setString(parameterIndex++, entity.getRemarks()); 

   // item_flag:String 

   statement.setString(parameterIndex++, entity.getItemFlag()); 

   // end_flag:String 

   statement.setString(parameterIndex++, entity.getEndFlag()); 
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   statement.executeUpdate(); 

  } catch (NotExistException e) { 

   throw new DataException(e.getLocalizedMessage(), e); 

  } catch (AccessSecurityException e) { 

   throw new DataException(e.getLocalizedMessage(), e); 

  } catch (NamingException e) { 

   throw new DataException(e.getLocalizedMessage(), e); 

  } catch (SQLException e) { 

   throw new DataException(e.getLocalizedMessage(), e); 

  } finally { 

   if (statement != null) { 

    try { 

     statement.close(); 

    } catch (SQLException e) { 

     // ignore. 

    } 

   } 

 

   if (connection != null) { 

    try { 

     connection.close(); 

    } catch (SQLException e) { 

     // ignore. 

    } 

   } 

  } 

 } 

} 

 

PurchaseEntity クラス 
package sample.bpms.workflow.purchase; 

 

import java.io.Serializable; 

 

/** 

 * PurchaseEntity. 

 *  

 */ 

public class PurchaseEntity implements Serializable { 

 

 /** SerialVersionUID. */ 

 private static final long serialVersionUID = 485637331339155571L; 

 

 /** パラメータコード. */ 

 private String parameterCd; 

 

 /** 品名. */ 

 private String itemName; 

 

 /** 数量. */ 

 private int itemAmount; 

 

 /** 金額. */ 

 private int itemPrice; 

 

 /** 総額. */ 

 private int itemTotal; 

 

 /** 納品場所. */ 

 private String deliveredPlace; 

 

 /** 購入目的. */ 

 private String purchasePurpose; 

 

 /** 備考. */ 

 private String remarks; 
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 /** アイテムフラグ. */ 

 private String itemFlag; 

 

 /** 終了フラグ. */ 

 private String endFlag; 

 

  // {以下 getter, setter の為省略} 

 

WorkflowListener クラスにおいて、draft メソッドを実装しています。 

draft メソッド内の処理概要は下記の通りです。 

 データベースへデータを登録する際の主キーの生成を行います。 

 String parameterCd = createPrameterCd(); 

createParameterCd メソッドは親クラスである AbstractWorkflowListener クラスで定義されています。 

 生成した主キーをドキュメントワークフロー上で利用するアプリケーションキーとして登録します。 

 DraftEvent#applicationKeys プロパティに格納する事により、アプリケーションキーとして登録されま

す。 

 ビジネス・プロセスから受け渡された業務情報は Document 型であるため、POJO 形式に変換します。 

 ドキュメントワークフロー・コネクタ エディタにより生成した PurchaseCreateInput クラスに変換していま

す。 

 データベース登録用に定義されている PurchaseEntity インスタンスを生成し、業務情報を加工、格納して

います。 

 生成した PurchaseEntity を PurchaseService へ受け渡し、データベースへ登録を行います。 

 PurchaseService は sample_b_bpw_t_purchase テーブルへの登録を行うクラスです。 

 ビジネスロジックの実行、データベースへの登録等は JavaEE 開発モデル イベントフレームワークを

利用する事も可能です。 

 データベースへの登録に失敗した場合、EventException 例外を通知し、ビジネス・プロセスに対し起

票時実行プログラム内の例外を通知します。 

 データベースへの登録に成功した場合、ビジネス・プロセスへ業務情報として生成した主キー

(parameterCd)を返却する為に、PurchaseCreateOutput インスタンスを生成しています。 

 PurchaseCreateOutput クラスはドキュメントワークフロー・コネクタ エディタにより生成されたクラスで

す。 

 PurchaseCreateOutput インスタンスを Document 形式に変換し、DraftEvent#createOutput に格納していま

す。 

 DraftEvent#createOutput に格納する事により、ビジネス・プロセスへ値が返却されます。 

 Document 形式への変換に失敗した場合、EventException 例外を通知し、ビジネス・プロセスに対し、

起票時実行プログラム内の例外を通知します。 
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4.4.3 スクリプト開発モデル 

スクリプト開発モデルにおいて、起票時実行プログラムを実装する手順を示します。 

 

4.4.3.1 実装規約 

スクリプト開発モデルにおいて、起票時実行プログラムを実装する場合、下記の制約に従って実装する必要があ

ります。 

 draft(DraftEvent)メソッドを実装する 

 

上記の制約に従い実装したプログラムが起票時実行プログラムとして指定してある場合、ビジネス・プロセス実行

時にドキュメントワークフロー連携タスク実行時に draft メソッドが呼出されます。 

 

4.4.3.2 パラメータ 

ビジネス・プロセスからワークフロー連携時に受け渡されるパラメータは全て draft メソッドの引数に含まれます。 

DraftEvent が持つプロパティの詳細を示します。 

プロパティ名 詳細 

draftUserCd 申請者のユーザコードが格納されています。 

読み取り専用です、このプロパティは変更できません。 

agentUserCd 代理申請者コードが格納されています。 

読み取り専用です、このプロパティは変更できません。 

groupId 申請時のログイングループＩＤが格納されています。 

読み取り専用です、このプロパティは変更できません。 

createInput 申請時にビジネス・プロセスから受け渡された任意の業務情報が格納されていま

す。 

XML(E4X)形式で格納されていますので、ドキュメントワークフロー・コネクタ エ

ディタより生成したモデルに変換して利用する事を推奨します。 

読み取り専用です、このプロパティは変更できません。 

createOutput 起票時実行プログラムより、ビジネス・プロセスに対し任意の業務情報を受け渡す

際に設定します。 

XML(E4X)形式です、ドキュメントワークフロー・コネクタ エディタより生成したモ

デルから変換して利用する事を推奨します。 

applicationKeys ワークフローと業務情報をひも付ける為のキーを格納します。 

ワークフロー連携時に、applicationKeys 項目にデータをマッピングしている場合、

その値が格納されています。 

読み取り専用です、このプロパティは変更できません。 

processTemporaryCd 一時プロセスコードが格納されています。 

一時プロセスコードをプログラム上から設定する場合はこのプロパティを上書きし

てください。 

processName 案件名が格納されています。 

案件名をプログラム上から設定する場合はこのプロパティを上書きしてください。 

comment コメントが格納されています。 

コメントをプログラム上から設定する場合はこのプロパティを上書きしてください。 

setFault ドキュメントワークフロー起票処理を中断させたい場合に利用します。 
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4.4.3.3 トランザクションの制御 

起票時実行プログラムはワークフロー起票処理中に呼出されますので、トランザクション管理内で実行されていま

す。 

その為、起票時実行プログラム中でトランザクションを開始する必要はありません。 

起票時実行プログラム中においてトランザクションのコミット、ロールバック等は行わないで下さい。 

 

4.4.3.4 起票処理の中断 

起票時実行プログラム中において、起票処理を中断させたい場合、draft メソッド内より、draft メソッドの第 1 引数と

して受け渡される DraftEvent#setFault メソッドを呼び出します。 

 

setFault メソッドは文字列のメッセージ引数を 1 つのみ受取ります。 

setFault メソッド時に指定したメッセージは、ビジネス・プロセスに対し、fault メッセージとして返却されます。 

ビジネス・プロセスにおいて、例外の補足を行う為の設定方法は別紙 BPM デザイナ操作ガイドを参照して下さ

い。 

また、setFault メソッドと同様に、DraftEvent#setFailure メソッドが提供されています。 

setFailure メソッドを呼び出した場合は、BPM|Server 上では失敗(Failure)として扱われます。 

失敗(Failure)状態となったプロセスは、管理画面から再開(retry)を行うことが可能です。 

 

4.4.3.5 実装例 

intra-mart サンプルに含まれる[標準]スクリプト開発モデル - ドキュメントワークフロー1 と連携する為の起票時実

行プログラムの実装例を示します。 

本実装例では、 [標準 ]スクリプト開発モデル  - ドキュメントワークフロー1 で利用する為の業務情報を

sample_b_bpw_t_purchase テーブルへ格納しています。 

 

ドキュメントワークフロー･コネクタ エディタの設定は BPM|Designer に含まれるサンプルに含まれていますので参

照して下さい。 

 sample_workflow_js_standard.zip 

 

起票時実行プログラム例 

sample/bpms/workflow/standard/javascript1/execution.js 
// 自動生成されたクラスのロード 

load("sample/bpms/workflow/standard/javascript1/PurchaseCreateInput"); 

load("sample/bpms/workflow/standard/javascript1/PurchaseCreateOutput"); 

 

/** 

 * 起票時に呼出されます. 

 * 

 * @param {DraftEvent} event. 

 */ 

function draft(event){ 

 

 // 主キーの生成 

 var parameterCd = Identifier.get(); 

 

 // 主キーをドキュメントワークフロー: applicationKeys に登録します. 

 // BPM|Designer 上で applicationKeys を設定済みの場合は不要です. 

 event.applicationKeys[0] = parameterCd; 

 

 // BPM から受け渡される XML を Object に変換します. 

 var createInput = new PurchaseCreateInput(event.createInput); 

 var item = createInput.getItem(); 
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 // DB 登録用に item オブジェクトを生成します. 

 var record = { 

  parameter_cd: parameterCd, 

  item_name: item.getItemName(), 

  item_amount: item.getItemAmount() + "", 

  item_price: item.getItemPrice() + "", 

  item_total: (item.getItemAmount() * item.getItemPrice()) + "", 

  delivered_place: item.getDeliveredPlace(), 

  purchase_purpose: item.getPurchasePurpose(), 

  remarks: item.getRemarks(), 

  item_flag: "0", 

  end_flag: "0" 

 }; 

 

 // DB に申請内容を登録します. 

 if(DatabaseManager.insert("sample_b_bpw_t_purchase", record).error){ 

  // 失敗した場合、申請処理を失敗させる為に setFault メソッドを呼出します. 

  event.setFault("データの登録に失敗しました。"); 

  return; 

 } 

 

 // 返却用オブジェトを生成します. 

 var createOutput = new PurchaseCreateOutput(); 

 

 // 生成されたパラメータコードを設定します. 

 createOutput.setParameterCd(parameterCd); 

 

 // 返却用の XML を設定します. 

 event.createOutput = createOutput.toXML(); 

} 

 

execution.js ファイルが読み込まれた段階で load メソッドが呼出され、下記のファイルが読み込まれます。 

sample/bpms/workflow/standard/javascript1/PurchaseCreateInput.js 

sample/bpms/workflow/standard/javascript1/PurchaseCreateOutput.js 

これらの load メソッドにより読み込まれるファイルはドキュメントワークフロー・コネクタ エディタより自動生成される

モデルです。 

execution.js において draft メソッドを実装しています、この draft メソッドはワークフロー連携実行時に呼出されま

す。 

 

draft メソッド内の処理概要は下記の通りです。 

 データベースへデータを登録する際の主キーの生成を行います。 

 生成した主キーをドキュメントワークフロー上で利用するアプリケーションキーとして登録します。 

 DraftEvent#applicationKeys 配列に格納する事により、アプリケーションキーとして登録されます。 

 ビジネス・プロセスから受け渡された業務情報は XML(E4X)型であるため、JavaScript Object 形式に変換

します。 

 ドキュメントワークフロー・コネクタ エディタにより生成した PurchaseCreateInput クラスに変換していま

す。 

 データベース登録用に record オブジェクトインスタンスを生成し、業務情報を加工、格納しています。 

 DatabaseManagerAPI を利用し、業務情報の登録を行っています。 

 データベースへの登録に失敗した場合、DraftEvent#setFault メソッドを呼び出し、ビジネスプロセス

に対し例外の通知を行います。 

 データベースへの登録に成功した場合、ビジネス・プロセスへ業務情報として生成した主キー

(parameterCd)を返却する為に、PurchaseCreateOutput インスタンスを生成しています。 

 PurchaseCreateOutput クラスはドキュメントワークフロー・コネクタ エディタにより生成されたクラスで

す。 



intra-mart BPM プログラミングガイド

 

Page 52 Copyright 2000-2011 株式会社 NTT データ イントラマート All rights Reserved.

 

 PurchaseCreateOutput インスタンスを XML(E4X)形式に変換し、DraftEvent#createOutput に格納していま

す。 

 DraftEvent#createOutput に格納する事により、ビジネス・プロセスへ値が返却されます。 
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4.5 完了時実行プログラムの作成 
本項では、ワークフロー連携完了時における完了時実行プログラムの作成手順を説明します。 

ワークフロー連携完了時は下記の条件に当てはまる状態となります。 

 ワークフロー案件に対して最終承認が行われた場合 

 ワークフロー案件に対して否認が行われた場合 

 ワークフロー案件に対して承認が行われた場合(途中終了) 

 ワークフロー案件に対して取り止めが行われた場合 

 

本説明では、intra-mart サンプルに付属するドキュメントワークフローサンプルとの連携を行うプログラムの作成手

順を示します。 

サンプルとして利用するドキュメントワークフロープロセス定義は下記の通りです。 

 

 JavaEE 開発モデル 

 [標準]JavaEE 開発モデル - ドキュメントワークフロー1 

 スクリプト開発モデル 

 [標準]スクリプト開発モデル - ドキュメントワークフロー1 

 

本項で解説するサンプルは intra-mart に付属するサンプルに含まれております。 

 

4.5.1 完了時実行プログラムの設定 

完了時実行プログラムは、ドキュメントワークフロー・コネクタ エディタ内の出力値タブで設定を行います。 

処理種別、実行プログラムを指定します。 

 
処理種別により、実行プログラムの指定方法が変わりますのでご注意下さい。 

 

 JavaEE 開発モデル 

 実行プログラムのクラスを指定します。 

 例: sample.bpms.workflow.standard.java1.WorkflowListener 

 スクリプト開発モデル 

 実行プログラムパスを指定します。 

 例: sample/bpms/workflow/standard/javascript1/execution.js 
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4.5.2 JavaEE開発モデル 

JavaEE 開発モデルにおいて、完了時実行プログラムを実装する手順を示します。 

 

4.5.2.1 実装規約 

JavaEE 開発モデルにおいて、完了時実行プログラムを実装する場合、下記の制約に従って実装する必要があり

ます。 

 jp.co.intra_mart.foundation.bpms.bpw.event.TerminateEventListener インタフェースを実装する 

 terminate(jp.co.intra_mart.foundation.bpms.bpw.event.TerminateEvent)メソッドを実装する 

 callback(jp.co.intra_mart.foundation.bpms.bpw.event.CallbackEvent)メソッドを実装する 

 デフォルトコンストラクタを実装する 

 

上記の制約に従い実装したクラスが起票時実行プログラムとして指定してある場合、ワークフロー完了時に

terminate メソッドが呼出されます。 

terminate メソッド実行後、ビジネス・プロセスに対し、ワークフロー完了通知が行われます。 

ワークフロー完了通知後、ビジネス・プロセスより返却される応答を元に callback メソッドが呼出されます。 

 

4.5.2.2 パラメータ 

ワークフロー完了時に terminate メソッドには、ワークフロー連携により受け渡されたパラメータが含まれます。 

TerminateEvent が持つプロパティの詳細を示します。 

プロパティ名 詳細 

processDefCd プロセス定義コードが格納されています。 

読み取り専用です、このプロパティは変更できません。 

versionCd プロセス履歴コードが格納されています。 

読み取り専用です、このプロパティは変更できません。 

processCd プロセスコードが格納されています。 

読み取り専用です、このプロパティは変更できません。 

applicationKeys ワークフローと業務情報をひも付ける為のキーが格納されています。 

読み取り専用です、このプロパティは変更できません。 

createInput 申請時にビジネス・プロセスから受け渡された任意の業務情報が格納されていま

す。 

Document 形式で格納されていますので、ドキュメントワークフロー・コネクタ エデ

ィタより生成したモデルに変換して利用する事を推奨します。 

読み取り専用です、このプロパティは変更できません。 

createOutput 起票時実行プログラムより、ビジネス・プロセスに対し返却した任意の業務情報が

格納されています。 

Document 形式で格納されていますので、ドキュメントワークフロー・コネクタ エデ

ィタより生成したモデルから変換して利用する事を推奨します。 

読み取り専用です、このプロパティは変更できません。 

completeInput ワークフロー完了時にビジネス・プロセスへ受け渡す任意の業務情報を格納しま

す。 

Document 形式で格納されていますので、ドキュメントワークフロー・コネクタ エデ

ィタより生成したモデルから変換し利用される事を推奨します。 
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terminate メソッド完了後にビジネス・プロセスに対しワークフロー連携完了の通知が行われます。 

ビジネス・プロセスはワークフロー連携完了通知を受信後、応答を返却します。 

応答を受取った後、callback メソッドが呼出されます、callback メソッドの引数として CallbackEvent がワークフロー

連携に利用されたパラメータが受け渡されます。 

CallbackEvent がもつプロパティの詳細を示します。 

プロパティ名 詳細 

processDefCd プロセス定義コードが格納されています。 

読み取り専用です、このプロパティは変更できません。 

versionCd プロセス履歴コードが格納されています。 

読み取り専用です、このプロパティは変更できません。 

processCd プロセスコードが格納されています。 

読み取り専用です、このプロパティは変更できません。 

applicationKeys ワークフローと業務情報をひも付ける為のキーが格納されています。 

読み取り専用です、このプロパティは変更できません。 

また、applicationKeys は unmodifiable です、キーの追加、変更、削除は行えませ

ん。 

createInput 申請時にビジネス・プロセスから受け渡された任意の業務情報が格納されていま

す。 

Document 形式で格納されていますので、ドキュメントワークフロー・コネクタ エデ

ィタより生成したモデルに変換して利用する事を推奨します。 

読み取り専用です、このプロパティは変更できません。 

createOutput 起票時実行プログラムより、ビジネス・プロセスに対し返却した任意の業務情報が

格納されています。 

Document 形式で格納されていますので、ドキュメントワークフロー・コネクタ エデ

ィタより生成したモデルから変換して利用する事を推奨します。 

読み取り専用です、このプロパティは変更できません。 

completeInput ワークフロー完了時にビジネス・プロセスへ受け渡した任意の業務情報が格納さ

れています。 

Document 形式で格納されていますので、ドキュメントワークフロー・コネクタ エデ

ィタより生成したモデルから変換し利用される事を推奨します。 

読み取り専用です、このプロパティは変更できません。 

completeOutput ワークフロー完了時にビジネス・プロセスから返却された応答情報が格納されて

います。 

Document 形式で格納されていますので、ドキュメントワークフロー・コネクタ エデ

ィタより生成したモデルから変換し利用される事を推奨します。 

読み取り専用です、このプロパティは変更できません。 
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4.5.2.3 トランザクションの制御 

完了時実行プログラムはワークフロー完了処理中に呼出されますので、トランザクション管理内で実行されていま

す。 

その為、完了時実行プログラム中でトランザクションを開始する必要はありません。 

起票時実行プログラム中においてトランザクションのコミット、ロールバック等は行わないで下さい。 

 

4.5.2.4 JavaEEフレームワークとの連携 

完了時実行プログラム、JavaEE フレームワーク(イベントフレームワーク)との連携を行う場合、イベントフレームワ

ークの呼び出しをサポートした WorkflowConnectorEventAdapter を提供しています。 

 

jp.co.intra_mart.foundation.bpms.bpw.event.WorkflowConnectorEventAdapter 

 

前述の DraftEventListener インタフェース及び、TerminateEventListener を実装したアダプタクラスを提供していま

す。 

WorkflowConnectorEventAdapter クラスでは、イベントの生成用メソッド Event createEvent(String, String)及び、イ

ベントの実行用メソッド dispatchEvent(Event)が提供されます。 

また、完了処理実行者のユーザ情報を取得する為の UserInfo getUserInfo()メソッドが提供されます。 

一般的な開発において、完了時実行プログラムを実装する場合には、WorkflowConnectorEventAdapter クラスを

継承して作成する事を推奨します。 

 

4.5.2.5 完了処理の中断 

完了時実行プログラム中において、完了処理を中断させたい場合、terminate メソッド内より、EventException 例外

を通知する事により完了処理の中断が行われます。 

 

jp.co.intra_mart.foundation.bpms.bpw.event.EventException 

 

EventException 例外を通知する事により、ワークフローの完了処理自体が中断されます。 
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4.5.2.6 実装例 

intra-mart サンプルに含まれる[標準]JavaEE 開発モデル - ドキュメントワークフロー1 と連携する為の完了時実

行プログラムの実装例を示します。 

本実装例では、ワークフロー完了時に呼出される terminate, callback メソッドを実装しています。 

 

ドキュメントワークフロー･コネクタ エディタの設定は BPM|Designer に含まれるサンプルに含まれていますので参

照して下さい。 

 sample_workflow_java_standard.zip 

 

完了時実行プログラム例 

WorkflowListener クラス 
package sample.bpms.workflow.standard.java1; 

 

import jp.co.intra_mart.foundation.bpms.bpw.event.WorkflowConnectorEventAdapter; 

import jp.co.intra_mart.foundation.bpms.bpw.event.CallbackEvent; 

import jp.co.intra_mart.foundation.bpms.bpw.event.EventException; 

import jp.co.intra_mart.foundation.bpms.bpw.event.TerminateEvent; 

import jp.co.intra_mart.foundation.bpms.exception.XMLConversionException; 

import jp.co.intra_mart.foundation.bpms.util.XMLConversionUtils; 

import sample.bpms.workflow.AbstractWorkflowListener; 

import sample.bpms.workflow.purchase.DataException; 

 

/** 

 * WorkflowListener. 

 *  

 */ 

public class WorkflowListener extends WorkflowConnectorEventAdapter { 

 

 /** 

  * ワークフローが完了した場合に呼出されます.<br /> 完了した場合とは以下の場合です. 

  * <ul> 

  * <li>最終承認が行われた場合</li> 

  * <li>否認が行われた場合(途中終了)</li> 

  * <li>否認が行われた場合</li> 

  * <li>取り止めが行われた場合</li> 

  * </ul> 

  *  

  * @param event 

  *            完了イベント. 

  */ 

 @Override 

 public void terminate(TerminateEvent event) throws EventException { 

 

  // 完了通知用のオブジェクトを生成します 

  PurchaseCompleteInput completeInput = new ObjectFactory().createPurchaseCompleteInput(); 

 

  // 必要に応じてここで BPM|Server へ受け渡すパラメータを設定します. 

 

  // 完了通知内容を設定します. 

  try { 

   event.completeInput = XMLConversionUtils.convertToDocument(completeInput); 

  } catch (XMLConversionException e) { 

   // 失敗した場合、完了処理を失敗させる為に EventException を throw します. 

   throw new EventException(e.getLocalizedMessage(), e); 

  } 

 } 

 

 /** 

  * 完了イベント通知後に BPM|Server から返却される値を受け取るメソッドです. 

  *  

  * @param callback イベント 
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  */ 

 @Override 

 public void callback(CallbackEvent event) { 

 

  // 返却された値を取得します. 

  @SuppressWarnings("unused") 

  PurchaseCompleteOutput completeOutput = null; 

  try { 

   completeOutput = XMLConversionUtils.convertToObject(event.completeOutput, 

PurchaseCompleteOutput.class); 

  } catch (XMLConversionException e) { 

   // 返却された場合、処理は必ず継続される為例外の通知は行えません. 

   // ignore. 

  } 

 

  // 必要に応じてここで 返却された値を元に処理を行います. 

 } 

} 

 

WorkflowListener クラスにおいて、terminate メソッドを実装しています。 

terminate メソッド内の処理概要は下記の通りです。 

 ビジネス・プロセスへ完了通知を行う際に受け渡される業務情報を格納する為の PurchaseCompleteInput

インスタンスを生成します。 

 必要に応じてビジネス・プロセスへ通知する業務情報を格納してください。 

 PurchaseCompleteInput クラス及び ObjectFactory クラスはドキュメントワークフロー・コネクタ エディタ

より生成されたクラスです。 

 必要に応じて任意の業務処理を追加してください。 

 completeInput はドキュメントワークフロー稟議中に、承認画面、後処理等から追加された業務情報

をビジネス・プロセスへ受け渡す際の利用を想定しています。 

 PurchaseCompleteInput インスタンスを Document 形式に変換し、TerminateEvent#completeInput に格納し

ています。 

 TerminateEvent#completeInput に格納する事により、ビジネス・プロセスへ値が返却されます。 

 Document 形式への変換に失敗した場合、EventException 例外を通知し、ワークフロー完了処理を

中止します。 

 

callback メソッド内の処理概要は下記の通りです。 

 ビジネス・プロセスから応答された業務情報を PurchaseCompleteOutput インスタンスへ変換し、格納しま

す。 

 PurchaseCompleteOutput クラスはドキュメントワークフロー・コネクタ エディタにより生成されたモデル

です。 

 必要に応じて業務処理を追加してください。 

 callback メソッドは、ビジネス・プロセスへワークフロー連携完了通知が行われた後に動作します。そ

の為 EventException を通知し、ワークフロー連携自体を中止する事は出来ません。 

 通常、callback メソッドの実装を行う必要はありません。 
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4.5.3 スクリプト開発モデル 

スクリプト開発モデルにおいて、完了時実行プログラムを実装する手順を示します。 

 

4.5.3.1 実装規約 

スクリプト開発モデルにおいて、完了時実行プログラムを実装する場合、下記の制約に従って実装する必要があ

ります。 

 terminate(TerminateEvent)メソッドを実装する 

 callback(CallbackEvent)メソッドを実装する 

 

上記の制約に従い実装したクラスが起票時実行プログラムとして指定してある場合、ワークフロー完了時に

terminate メソッドが呼出されます。 

terminate メソッド実行後、ビジネス・プロセスに対し、ワークフロー完了通知が行われます。 

ワークフロー完了通知後、ビジネス・プロセスより返却される応答を元に callback メソッドが呼出されます。 

 

4.5.3.2 パラメータ 

ワークフロー完了時に terminate メソッドには、ワークフロー連携により受け渡されたパラメータが含まれます。 

TerminateEvent が持つプロパティの詳細を示します。 

プロパティ名 詳細 

processDefCd プロセス定義コードが格納されています。 

読み取り専用です、このプロパティは変更できません。 

versionCd プロセス履歴コードが格納されています。 

読み取り専用です、このプロパティは変更できません。 

processCd プロセスコードが格納されています。 

読み取り専用です、このプロパティは変更できません。 

applicationKeys ワークフローと業務情報をひも付ける為のキーが格納されています。 

読み取り専用です、このプロパティは変更できません。 

createInput 申請時にビジネス・プロセスから受け渡された任意の業務情報が格納されていま

す。 

XML(E4X)形式で格納されていますので、ドキュメントワークフロー・コネクタ エ

ディタより生成したモデルに変換して利用する事を推奨します。 

読み取り専用です、このプロパティは変更できません。 

createOutput 起票時実行プログラムより、ビジネス・プロセスに対し返却した任意の業務情報が

格納されています。 

XML(E4X)形式で格納されていますので、ドキュメントワークフロー・コネクタ エ

ディタより生成したモデルから変換して利用する事を推奨します。 

読み取り専用です、このプロパティは変更できません。 

completeInput ワークフロー完了時にビジネス・プロセスへ受け渡す任意の業務情報を格納しま

す。 

XML(E4X)形式で格納されていますので、ドキュメントワークフロー・コネクタ エ

ディタより生成したモデルから変換し利用される事を推奨します。 

terminate メソッド完了後にビジネス・プロセスに対しワークフロー連携完了の通知が行われます。 

ビジネス・プロセスはワークフロー連携完了通知を受信後、応答を返却します。 

応答を受取った後、callback メソッドが呼出されます、callback メソッドの引数として CallbackEvent がワークフロー
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連携に利用されたパラメータが受け渡されます。 

CallbackEvent がもつプロパティの詳細を示します。 

プロパティ名 詳細 

processDefCd プロセス定義コードが格納されています。 

読み取り専用です、このプロパティは変更できません。 

versionCd プロセス履歴コードが格納されています。 

読み取り専用です、このプロパティは変更できません。 

processCd プロセスコードが格納されています。 

読み取り専用です、このプロパティは変更できません。 

applicationKeys ワークフローと業務情報をひも付ける為のキーが格納されています。 

読み取り専用です、このプロパティは変更できません。 

createInput 申請時にビジネス・プロセスから受け渡された任意の業務情報が格納されていま

す。 

XML(E4X)形式で格納されていますので、ドキュメントワークフロー・コネクタ エ

ディタより生成したモデルに変換して利用する事を推奨します。 

読み取り専用です、このプロパティは変更できません。 

createOutput 起票時実行プログラムより、ビジネス・プロセスに対し返却した任意の業務情報が

格納されています。 

XML(E4X)形式で格納されていますので、ドキュメントワークフロー・コネクタ エ

ディタより生成したモデルから変換して利用する事を推奨します。 

読み取り専用です、このプロパティは変更できません。 

completeInput ワークフロー完了時にビジネス・プロセスへ受け渡した任意の業務情報が格納さ

れています。 

XML(E4X)形式で格納されていますので、ドキュメントワークフロー・コネクタ エ

ディタより生成したモデルから変換し利用される事を推奨します。 

読み取り専用です、このプロパティは変更できません。 

completeOutput ワークフロー完了時にビジネス・プロセスから返却された応答情報が格納されて

います。 

XML(E4X)形式で格納されていますので、ドキュメントワークフロー・コネクタ エ

ディタより生成したモデルから変換し利用される事を推奨します。 

読み取り専用です、このプロパティは変更できません。 
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4.5.3.3 トランザクションの制御 

完了時実行プログラムはワークフロー完了処理中に呼出されますので、トランザクション管理内で実行されていま

す。 

その為、完了時実行プログラム中でトランザクションを開始する必要はありません。 

起票時実行プログラム中においてトランザクションのコミット、ロールバック等は行わないで下さい。 

 

4.5.3.4 JavaEEフレームワークとの連携 

完了時実行プログラム、JavaEE フレームワーク(イベントフレームワーク)との連携を行う場合、イベントフレームワ

ークの呼び出しをサポートした WorkflowConnectorEventAdapter を提供しています。 

 

jp.co.intra_mart.foundation.bpms.bpw.event.WorkflowConnectorEventAdapter 

 

前述の DraftEventListener インタフェース及び、TerminateEventListener を実装したアダプタクラスを提供していま

す。 

WorkflowConnectorEventAdapter クラスでは、イベントの生成用メソッド Event createEvent(String, String)及び、イ

ベントの実行用メソッド dispatchEvent(Event)が提供されます。 

また、完了処理実行者のユーザ情報を取得する為の UserInfo getUserInfo()メソッドが提供されます。 

一般的な開発において、完了時実行プログラムを実装する場合には、WorkflowConnectorEventAdapter クラスを

継承して作成する事を推奨します。 

 

4.5.3.5 完了処理の中断 

完 了 時 実 行 プ ロ グ ラ ム 中 に お い て 、 完 了 処 理 を 中 断 さ せ た い 場 合 、 terminate メ ソ ッ ド 内 よ り 、

TerminateEvent#setFault メソッドを呼出す事により完了処理の中断が行われます。 

完了処理が中断された場合、ワークフロー自体の完了処理が中断されます。 
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4.5.3.6 実装例 

intra-mart サンプルに含まれる[標準]スクリプト開発モデル - ドキュメントワークフロー1 と連携する為の完了時実

行プログラムの実装例を示します。 

本実装例では、ワークフロー完了時に呼出される terminate, callback メソッドを実装しています。 

 

ドキュメントワークフロー･コネクタ エディタの設定は BPM|Designer に含まれるサンプルに含まれていますので参

照して下さい。 

 sample_workflow_js _standard.zip 

 

完了時実行プログラム例 

sample/bpms/workflow/standard/javascript1/execution.js 
// 自動生成されたクラスのロード 

load("sample/bpms/workflow/standard/javascript1/PurchaseCompleteInput"); 

load("sample/bpms/workflow/standard/javascript1/PurchaseCompleteOutput"); 

 

/** 

 * ワークフローが完了した場合に呼出されます.<br /> 完了した場合とは以下の場合です. 

 * <ul> 

 * <li>最終承認が行われた場合</li> 

 * <li>否認が行われた場合(途中終了)</li> 

 * <li>否認が行われた場合</li> 

 * <li>取り止めが行われた場合</li> 

 * </ul> 

 *  

 * @param {TerminateEvent} event 完了イベント. 

 */ 

function terminate(event){ 

 

 // 完了通知用のオブジェクトを生成します 

 var completeInput = new PurchaseCompleteInput(); 

 

 // 必要に応じてここで BPM|Server へ受け渡すパラメータを設定します. 

 

 // 完了通知内容を設定します. 

 event.completeInput = completeInput.toXML(); 

 

 // 完了処理を失敗させたい場合 event#setFault メソッドを呼出します. 

 // event.setFault("失敗しました。"); 

} 

 

/** 

 * 完了イベント通知後に BPM|Server から返却される値を受け取るメソッドです. 

 *  

 * @param {CallbackEvent} event callback イベント. 

 */ 

function callback(event) { 

 

 // 返却された値を取得します. 

 var completeOutput = new PurchaseCompleteOutput(event.completeOutput); 

 

 // 必要に応じてここで 返却された値を元に処理を行います. 

} 

 

execution.js において、terminate メソッドを実装しています。 

terminate メソッド内の処理概要は下記の通りです。 

 ビジネス・プロセスへ完了通知を行う際に受け渡される業務情報を格納する為の PurchaseCompleteInput

インスタンスを生成します。 

 必要に応じてビジネス・プロセスへ通知する業務情報を格納してください。 
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 PurchaseCompleteInput クラスはドキュメントワークフロー・コネクタ エディタより生成されたクラスで

す。 

 必要に応じて任意の業務処理を追加してください。 

 completeInput はドキュメントワークフロー稟議中に、承認画面、後処理等から追加された業務情報

をビジネス・プロセスへ受け渡す際の利用を想定しています。 

 PurchaseCompleteInputインスタンスをXML(E4X)形式に変換し、TerminateEvent#completeInputに格納し

ています。 

 TerminateEvent#completeInput に格納する事により、ビジネス・プロセスへ値が返却されます。 

 

callback メソッド内の処理概要は下記の通りです。 

 ビジネス・プロセスから応答された業務情報を PurchaseCompleteOutput インスタンスへ変換し、格納しま

す。 

 PurchaseCompleteOutput クラスはドキュメントワークフロー・コネクタ エディタにより生成されたモデル

です。 

 必要に応じて業務処理を追加してください。 

 callback メソッドは、ビジネス・プロセスへワークフロー連携完了通知が行われた後に動作します。そ

の為例外を通知し、ワークフロー連携自体を中止する事は出来ません。 

 通常、callback メソッドの実装を行う必要はありません。 
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5 プログラムコネクタ 

5.1 はじめに 
プログラムコネクタは、Web サービスを作成せずに、intra-mart 上に配備されたプログラムを実行するためのコネク

タです。 

本章では、プログラムコネクタの設定方法及び、呼び出されるプログラムの作成例について説明します。 

 

5.1.1 概要 

プログラムコネクタによる 2 種類のコード生成方法について説明します。 

 JavaEE 開発モデル 

 JAXB に準拠した形式のモデル及びサービスクラスの生成方法について説明します。 

 スクリプト開発モデル 

 E4X を利用したモデルの生成方法及びサービス関数の生成方法について説明します。 

 

5.2 モデル生成 
本項では、プログラムコネクタ・エディタを利用したモデル生成に関する内容、手順について説明します。 

プログラムコネクタ・エディタに関する操作方法は別紙 BPM デザイナ操作ガイドを参照してください。 

 

5.2.1 モデルの定義 

プログラムコネクタ エディタより、入出力に関するモデルの定義が可能です。 

プログラムを呼び出す際の引数型、及びプログラムの実行結果である応答型を定義します。 

 

それぞれのモデルには要素、属性を設定する事が可能です。 

また、最上位のルート要素には、モデル生成時に利用されるパッケージ名、クラス名の設定が可能です。 

 

モデル定義画面 
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属性、要素に設定できる型とプログラム上で利用できる型の関連は下記の通りです。 

XML Java JavaScript 

string String String 

dateTime XMLGregorianCalendar Date 

boolean boolean Boolean 

int int Number 

long long Number 

short short Number 

double double Number 

float float Number 

integer BigInteger Number 

decimal BigDecimal Number 

date XMLGregorianCalendar Date 

time XMLGregorianCalendar Date 

 

モデルコード出力時に利用されるクラス名、パッケージ名は、最上位のルート要素を選択した状態でプロパティビ

ューより設定を行います。 

モデル出力設定 

 

 

 Java 開発モデルの場合 

 パッケージ名は Java パッケージ名として利用されます。 

 例: example.dto 

 クラス名は Java クラス名として利用されます。 

 スクリプト開発モデルの場合 

 パッケージ名はフォルダ階層として利用されます。 

 例: example.dto の場合 → example/dto 配下に出力されます。 

 クラス名は JavaScript 関数名として利用されます。 
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作成したモデル定義より、モデル出力を行う場合はエディタ右上部にあるモデル出力ボタンをクリックし、モデル

の出力を行います。 

モデル出力ボタン 

 

 

モデル出力に関する詳細な手順に関しては別紙 BPM デザイナ操作ガイドを参照して下さい。 
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5.3 プログラムコネクタのマッピング 
ビジネス・プロセス・ダイアグラム上にプログラムコネクタタスクを配置後、処理呼び出し時のパラメータをマッピング

する際のマッピング項目について説明します。 

プログラムコネクタタスクの配置、マッピング方法に関しては別紙 BPM デザイナ操作ガイドを参照して下さい。 

 

マッピング項目 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

呼出し時に必要な基本マッピング項目 

項目名 型 説明 

name string プログラムコネクタ名称です。 

プログラムコネクタ・エディタにより設定された内容がデフォルト

値として格納されている為、通常この項目を指定する必要はあ

りません。 

program string 呼び出しを行うプログラムを指定します。 

プログラムコネクタ・エディタにより設定された内容がデフォルト

値として格納されている為、通常この項目を指定する必要はあ

りません。 

type string プログラム種別を指定します。 

プログラムコネクタ。エディタにより設定された内容がデフォルト

値として格納されている為、通常この項目を指定する必要はあ

りません。 

userCd string プログラム実行時の処理ユーザを指定します。 

処理ユーザが不要な場合指定する必要はありません。 

groupId string プログラム実行時のログイングループを指定します。 

未指定の場合、BPM|Server/conf/im-group.conf ファイルに指定

されているデフォルトのログイングループが設定されます。 

request  プログラム呼び出し時の引数として受け渡すためのパラメータを

指定します。 

型はプログラムコネクタ・エディタにより設定された型となります。
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5.4 実行プログラムの作成 
本項では、プログラムコネクタタスクより実行される実行プログラムの作成手順を示します。 

 

5.4.1 プログラムコネクタの設定 

プログラムコネクタタスク実行時に呼び出されるプログラムの処理種別、実行プログラムを指定します。 

 

 

処理種別により、実行プログラムの指定方法が変わりますのでご注意下さい。 

 

 JavaEE 開発モデル 

 実行プログラムのクラスを指定します。 

 例: sample.bpms.program.SampleService 

 スクリプト開発モデル 

 実行プログラムパスを指定します。 

 例: sample/bpms/program./service.js 
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5.4.2 JavaEE開発モデル 

JavaEE 開発モデルにおいて、実行プログラムを実装する手順を示します。 

 

5.4.2.1 実装規約 

JavaEE 開発モデルにおいて、プログラムコネクタ連携用プログラムを実装する場合、下記の制約に従って実装す

る必要があります。 

 実行するメソッドに jp.co.intra_mart.foundation.bpms.pgc.ServiceMethod アノテーションを付与する 

 実行するメソッドは public 修飾子である事 

 デフォルトコンストラクタを実装する 

 

上記の制約に従い実装したクラスがプログラムとして指定してある場合、プログラムコネクタタスク実行時にインス

タンス化、及びメソッドの呼出が行われます。 

 

5.4.2.2 引数型 

プログラムコネクタ連携用メソッドは、以下の規約に従った引数型を指定することにより、自動的にパラメータが受

渡されます。 

型 詳細 

org.w3c.dom.Document ビジネス・プロセスより受渡される XML パラメータを DOM 

Document として受け取ります。 

jp.co.intra_mart.framework.base.util.UserInfo プログラムコネクタ呼出時のユーザ情報を受け取ることが可能

です。 

JAXB(xjc)により生成されたクラス ビジネスプロセスより受渡される XML パラメータを JAXB により

オブジェクトに変換した状態で受け取ります。 

5.4.2.3 返却型 

プログラムコネクタ連携用メソッドは、以下の規約に従った返却型を指定することにより、自動的にパラメータが受

渡されます。 

型 詳細 

org.w3c.dom.Document DOM Document として返却することにより、XML 形式に変換

し、ビジネス・プロセスへ受渡します。 

JAXB(xjc)により生成されたクラス JAXB により、XML へ変換した情報をビジネス・プロセスへ受

渡します。 

 

5.4.2.4 処理の中断 

実行プログラム中において、処理を中断させたい場合、任意の例外を通知することにより中断することが可能で

す。 

例外を通知した場合、例外のメッセージをビジネスプロセスへ受渡します。 

また、ビジネスプロセス側では、サブプロセスを利用することにより、例外を補足することが可能です。 

実行時例外(RuntimeException)のサブクラスが通知された場合、BPM|Server 上では失敗(Failure)として扱われま

す。 

 

ビジネス・プロセスにおいて、例外の補足を行う為の設定方法は別紙 BPM デザイナ操作ガイドを参照して下さ

い。 
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5.4.2.5 コード生成 

プログラムコネクタ・エディタでは、コード生成時にプログラムコネクタから呼出しが行われる処理クラスのテンプレ

ートコードも生成されます。 

また、引数型、応答型を元に JAXB を利用したモデルコードが出力されます。 

 

 

intra-mart サンプルに含まれるプログラムコネクタサンプル –JavaEE 開発モデルの実装例を示します。 

SampleService クラス 
package sample.bpms.program; 

 

import jp.co.intra_mart.common.platform.log.Logger; 

import jp.co.intra_mart.foundation.bpms.pgc.ServiceMethod; 

import jp.co.intra_mart.framework.base.util.UserInfo; 

 

/** 

 * プログラムコネクタから呼出されるサンプルサービスです.<br /> 

 * このクラスは BPM|Designer に含まれるプログラムコネクタエディタより雛形の自動生成を行うことが可能です。 

 *  

 */ 

public class SampleService { 

 

 /** logger. */ 

 private static final Logger logger = Logger.getLogger(SampleService.class); 

 

 /** 

  * 必ずデフォルトコンストラクタが必要です。 

  */ 

 public SampleService() {} 

 

 /** 

  * プログラムコネクタから呼出されるメソッドには必ず ServiceMethod アノテーションを付与する必要があります。<br /> 

  * 引数、及び戻り値には、JAXB に対応した型の場合、BPM|Server から受渡されるパラメータは全て変換され受渡され

ます。<br /> 

  * 引数、及び戻り値には Document 型を指定することも可能です。<br /> 

  * また、引数に UserInfo 型を指定した場合、プログラムコネクタ呼出しユーザ情報が受渡されます。<br /> 

  * 任意の例外を throw した場合、BPM 側では WebService Fault(SOAPFault)扱いとなります。 

  *  

  * @paam request 呼出しパラメータ 

  * @return 実行結果 
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  * @throws SampleException 

  *             呼出しパラメータ中に makeFault が含まれている場合例外を throw します。 

  */ 

 @ServiceMethod 

 public Response service(Request request, UserInfo userInfo) throws SampleException { 

 

  if (request.isMakeFault()) { 

   final SampleException exception = new SampleException("makeFault フラグが設定されているため、プログラム

コネクタから例外を通知しました。"); 

   if (logger.isInfoEnabled()) { 

    logger.info(exception.getLocalizedMessage(), exception); 

   } 

 

   throw exception; 

  } 

 

  // 実行ユーザ情報を表示します 

  if (logger.isInfoEnabled()) { 

   logger.info("userInfo#userId={}", userInfo.getUserID()); 

   logger.info("userInfo#loginGroupId={}", userInfo.getLoginGroupID()); 

  } 

 

  // 受渡されたパラメータを表示します 

  if (logger.isInfoEnabled()) { 

   logger.info("request/parameters/string={}", request.getParameters().getString()); 

   logger.info("request/parameters/int={}", request.getParameters().getInt()); 

   logger.info("request/parameters/date={}", request.getParameters().getDate()); 

   logger.info("request/parameters/boolean={}", request.getParameters().isBoolean()); 

  } 

 

  Response response = new Response(); 

  response.setMessage("プログラムコネクタより呼出された SampleService#service の実行に成功しました。"); 

 

  return response; 

 } 

} 

 

Request クラス 
 

package sample.bpms.program; 

 

import javax.xml.bind.annotation.XmlAccessType; 

import javax.xml.bind.annotation.XmlAccessorType; 

import javax.xml.bind.annotation.XmlElement; 

import javax.xml.bind.annotation.XmlRootElement; 

import javax.xml.bind.annotation.XmlType; 

import javax.xml.datatype.XMLGregorianCalendar; 

 

 

/** 

 * <p>Java class for request element declaration. 

 *  

 * <p>The following schema fragment specifies the expected content contained within this class. 

 *  

 * <pre> 

 * &lt;element name="request"> 

 *   &lt;complexType> 

 *     &lt;complexContent> 

 *       &lt;restriction base="{http://www.w3.org/2001/XMLSchema}anyType"> 

 *         &lt;sequence> 

 *           &lt;element name="parameters"> 

 *             &lt;complexType> 

 *               &lt;complexContent> 

 *                 &lt;restriction base="{http://www.w3.org/2001/XMLSchema}anyType"> 

 *                   &lt;sequence> 

 *                     &lt;element name="string" type="{http://www.w3.org/2001/XMLSchema}string"/> 

 *                     &lt;element name="int" type="{http://www.w3.org/2001/XMLSchema}int"/> 
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 *                     &lt;element name="date" type="{http://www.w3.org/2001/XMLSchema}date"/> 

 *                     &lt;element name="boolean" type="{http://www.w3.org/2001/XMLSchema}boolean"/> 

 *                   &lt;/sequence> 

 *                 &lt;/restriction> 

 *               &lt;/complexContent> 

 *             &lt;/complexType> 

 *           &lt;/element> 

 *           &lt;element name="makeFault" type="{http://www.w3.org/2001/XMLSchema}boolean"/> 

 *         &lt;/sequence> 

 *       &lt;/restriction> 

 *     &lt;/complexContent> 

 *   &lt;/complexType> 

 * &lt;/element> 

 * </pre> 

 *  

 *  

 */ 

@XmlAccessorType(XmlAccessType.FIELD) 

@XmlType(name = "", propOrder = { 

    "parameters", 

    "makeFault" 

}) 

@XmlRootElement(name = "request", namespace = 

"http://www.intra-mart.jp/bpms/sample/java/pgc/services/sample/pgc") 

public class Request { 

 

    @XmlElement(namespace = "http://www.intra-mart.jp/bpms/sample/java/pgc/services/sample/pgc", required = 

true) 

    protected Request.Parameters parameters; 

    @XmlElement(namespace = "http://www.intra-mart.jp/bpms/sample/java/pgc/services/sample/pgc") 

    protected boolean makeFault; 

 

    /** 

     * Gets the value of the parameters property. 

     *  

     * @return 

     *     possible object is 

     *     {@link Request.Parameters } 

     *      

     */ 

    public Request.Parameters getParameters() { 

        return parameters; 

    } 

 

    /** 

     * Sets the value of the parameters property. 

     *  

     * @param value 

     *     allowed object is 

     *     {@link Request.Parameters } 

     *      

     */ 

    public void setParameters(Request.Parameters value) { 

        this.parameters = value; 

    } 

 

    /** 

     * Gets the value of the makeFault property. 

     *  

     */ 

    public boolean isMakeFault() { 

        return makeFault; 

    } 

 

    /** 

     * Sets the value of the makeFault property. 

     *  

     */ 
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    public void setMakeFault(boolean value) { 

        this.makeFault = value; 

    } 

 

 

    /** 

     * <p>Java class for anonymous complex type. 

     *  

     * <p>The following schema fragment specifies the expected content contained within this class. 

     *  

     * <pre> 

     * &lt;complexType> 

     *   &lt;complexContent> 

     *     &lt;restriction base="{http://www.w3.org/2001/XMLSchema}anyType"> 

     *       &lt;sequence> 

     *         &lt;element name="string" type="{http://www.w3.org/2001/XMLSchema}string"/> 

     *         &lt;element name="int" type="{http://www.w3.org/2001/XMLSchema}int"/> 

     *         &lt;element name="date" type="{http://www.w3.org/2001/XMLSchema}date"/> 

     *         &lt;element name="boolean" type="{http://www.w3.org/2001/XMLSchema}boolean"/> 

     *       &lt;/sequence> 

     *     &lt;/restriction> 

     *   &lt;/complexContent> 

     * &lt;/complexType> 

     * </pre> 

     *  

     *  

     */ 

    @XmlAccessorType(XmlAccessType.FIELD) 

    @XmlType(name = "", propOrder = { 

        "string", 

        "_int", 

        "date", 

        "_boolean" 

    }) 

    public static class Parameters { 

 

        @XmlElement(namespace = "http://www.intra-mart.jp/bpms/sample/java/pgc/services/sample/pgc", required = 

true) 

        protected String string; 

        @XmlElement(name = "int", namespace = 

"http://www.intra-mart.jp/bpms/sample/java/pgc/services/sample/pgc") 

        protected int _int; 

        @XmlElement(namespace = "http://www.intra-mart.jp/bpms/sample/java/pgc/services/sample/pgc", required = 

true) 

        protected XMLGregorianCalendar date; 

        @XmlElement(name = "boolean", namespace = 

"http://www.intra-mart.jp/bpms/sample/java/pgc/services/sample/pgc") 

        protected boolean _boolean; 

 

        /** 

         * Gets the value of the string property. 

         *  

         * @return 

         *     possible object is 

         *     {@link String } 

         *      

         */ 

        public String getString() { 

            return string; 

        } 

 

        /** 

         * Sets the value of the string property. 

         *  

         * @param value 

         *     allowed object is 

         *     {@link String } 

         *      
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         */ 

        public void setString(String value) { 

            this.string = value; 

        } 

 

        /** 

         * Gets the value of the int property. 

         *  

         */ 

        public int getInt() { 

            return _int; 

        } 

 

        /** 

         * Sets the value of the int property. 

         *  

         */ 

        public void setInt(int value) { 

            this._int = value; 

        } 

 

        /** 

         * Gets the value of the date property. 

         *  

         * @return 

         *     possible object is 

         *     {@link XMLGregorianCalendar } 

         *      

         */ 

        public XMLGregorianCalendar getDate() { 

            return date; 

        } 

 

        /** 

         * Sets the value of the date property. 

         *  

         * @param value 

         *     allowed object is 

         *     {@link XMLGregorianCalendar } 

         *      

         */ 

        public void setDate(XMLGregorianCalendar value) { 

            this.date = value; 

        } 

 

        /** 

         * Gets the value of the boolean property. 

         *  

         */ 

        public boolean isBoolean() { 

            return _boolean; 

        } 

 

        /** 

         * Sets the value of the boolean property. 

         *  

         */ 

        public void setBoolean(boolean value) { 

            this._boolean = value; 

        } 

 

    } 

 

} 

 

Response クラス 
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package sample.bpms.program; 

 

import javax.xml.bind.annotation.XmlAccessType; 

import javax.xml.bind.annotation.XmlAccessorType; 

import javax.xml.bind.annotation.XmlElement; 

import javax.xml.bind.annotation.XmlRootElement; 

import javax.xml.bind.annotation.XmlType; 

 

 

/** 

 * <p>Java class for response element declaration. 

 *  

 * <p>The following schema fragment specifies the expected content contained within this class. 

 *  

 * <pre> 

 * &lt;element name="response"> 

 *   &lt;complexType> 

 *     &lt;complexContent> 

 *       &lt;restriction base="{http://www.w3.org/2001/XMLSchema}anyType"> 

 *         &lt;sequence> 

 *           &lt;element name="message" type="{http://www.w3.org/2001/XMLSchema}string"/> 

 *         &lt;/sequence> 

 *       &lt;/restriction> 

 *     &lt;/complexContent> 

 *   &lt;/complexType> 

 * &lt;/element> 

 * </pre> 

 *  

 *  

 */ 

@XmlAccessorType(XmlAccessType.FIELD) 

@XmlType(name = "", propOrder = { 

    "message" 

}) 

@XmlRootElement(name = "response", namespace = 

"http://www.intra-mart.jp/bpms/sample/java/pgc/services/sample/pgc") 

public class Response { 

 

    @XmlElement(namespace = "http://www.intra-mart.jp/bpms/sample/java/pgc/services/sample/pgc", required = 

true) 

    protected String message; 

 

    /** 

     * Gets the value of the message property. 

     *  

     * @return 

     *     possible object is 

     *     {@link String } 

     *      

     */ 

    public String getMessage() { 

        return message; 

    } 

 

    /** 

     * Sets the value of the message property. 

     *  

     * @param value 

     *     allowed object is 

     *     {@link String } 

     *      

     */ 

    public void setMessage(String value) { 

        this.message = value; 

    } 

 

} 
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SampleService クラスにおいて、service メソッドを実装しています。 

service メソッド内の処理概要は下記の通りです。 

 プログラムへ受渡されたパラメータに含まれる makeFault フラグが設定されている場合、例外を生成、及び

ログ出力を行った後、例外を通知します。 

 実行時のユーザ情報をログに出力します。 

 プログラムへ受渡されたパラメータの情報をログに出力します。 

 応答用のインスタンスを生成します。 

 応答メッセージを設定し、返却します。 
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5.4.3 スクリプト開発モデル 

スクリプト開発モデルにおいて、実行プログラムを実装する手順を示します。 

 

5.4.3.1 実装規約 

スクリプト開発モデルにおいて、プログラムコネクタ連携用プログラムを実装する場合、下記の制約に従って実装

する必要があります。 

 実行するプログラムに service 関数を定義する 

 

上記の制約に従い実装したプログラムがプログラムコネクタに指定してある場合、プログラムコネクタタスク実行時

に関数の呼出が行われます。 

 

5.4.3.2 引数型 

プログラムコネクタ連携用関数には、ビジネスプロセスより受渡される XML 情報が E4X XML 型として変換され関

数の引数として渡されます。 

5.4.3.3 返却型 

プログラムコネクタ連携用関数は、ビジネスプロセスへ返却するための XML 情報を E4X XML 型として返却する

必要があります。 

 

5.4.3.4 処理の中断 

実行プログラム中において、処理を中断させたい場合、任意の例外を通知することにより中断することが可能で

す。 

例外を通知した場合、例外のメッセージをビジネスプロセスへ受渡します。 

また、ビジネスプロセス側では、サブプロセスを利用することにより、例外を補足することが可能です。 

例外を通知する際に、failure プロパティに true を設定することにより、BPM|Server 上では失敗(Failure)として扱わ

れます。 

 
var probrem = new Error(’error message here.’); 

probrem.failure = true; 

throw probrem; 

 

ビジネス・プロセスにおいて、例外の補足を行う為の設定方法は別紙 BPM デザイナ操作ガイドを参照して下さ

い。 
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5.4.3.5 コード生成 

プログラムコネクタ・エディタでは、コード生成時にプログラムコネクタから呼出しが行われるプログラムのテンプレ

ートコードも生成されます。 

また、引数型、応答型を元に E4X XML 型を簡単に利用するためのラッパーコードが出力されます。 

 

 

intra-mart サンプルに含まれるプログラムコネクタサンプル – スクリプト開発モデルの実装例を示します。 

service.js 
// XML Wrapper 型をロードします. 

load("sample/bpms/program/Request"); 

load("sample/bpms/program/Response"); 

 

/** 

 * プログラムコネクタ用サービス関数. 

 * 

 * @param {XML} xml BPM から受渡される XML. 

 * @returns {XML} BPM へ返却する XML/ 

 */ 

function service(xml){ 

 

 var request = new Request(xml); 

 var response = new Response(); 

 

 Debug.console(xml); 

 

 if(request.isMakeFault()){ 

  throw new Error('makeFault フラグが設定されているため、プログラムコネクタから例外を通知しました。'); 

 } 

 

 response.setMessage('プログラムコネクタより呼出された sample/bpms/program/service.js#service の実行に成功しまし

た。'); 

 return response.toXML(); 

} 

 

Request.js 
/** 

 * Request 

 * 
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 * @class 

 * @constructor 

 * @param {XML} xml 

 */ 

var Request = function(xml){ 

 

 default xml namespace = new Namespace("http://www.intra-mart.jp/bpms/sample/script/pgc/services/sample/pgc"); 

 

 if(xml){ 

  this._parameters = new Request.Parameters(xml.parameters); 

  this._makeFault = XMLConversionUtils.stringToBoolean(xml.makeFault.text().toXMLString()); 

 }else{ 

  this._parameters = null; 

  this._makeFault = null; 

 } 

} 

 

/** 

 * toXML 

 * 

 * @type {XML} 

 */ 

Request.prototype.toXML = function(){ 

 

 default xml namespace = new Namespace("http://www.intra-mart.jp/bpms/sample/script/pgc/services/sample/pgc"); 

 

 var xml = <request></request>; 

 

 if(this._parameters !== null){ 

  xml.appendChild(this._parameters.toXML()); 

 }else{ 

  xml.appendChild((new Request.Parameters()).toXML()); 

 } 

 if(this._makeFault !== null){ 

  xml.appendChild(<makeFault>{XMLConversionUtils.booleanToString(this._makeFault)}</makeFault>); 

 }else{ 

  xml.appendChild(<makeFault></makeFault>); 

 } 

 

 return xml; 

} 

 

/** 

 * getParameters 

 * 

 * @type {Request.Parameters} 

 */ 

Request.prototype.getParameters = function(){ 

 return this._parameters; 

} 

 

/** 

 * setParameters 

 * 

 * @param {Request.Parameters} value 

 */ 

Request.prototype.setParameters = function(value){ 

 this._parameters = value; 

} 

 

/** 

 * isMakeFault 

 * 

 * @type {Boolean} 

 */ 

Request.prototype.isMakeFault = function(){ 

 return this._makeFault; 

} 
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/** 

 * setMakeFault 

 * 

 * @param {Boolean} value 

 */ 

Request.prototype.setMakeFault = function(value){ 

 this._makeFault = value; 

} 

 

/** 

 * Request.Parameters 

 * 

 * @class 

 * @constructor 

 * @param {XML} xml 

 */ 

Request.Parameters = function(xml){ 

 

 default xml namespace = new Namespace("http://www.intra-mart.jp/bpms/sample/script/pgc/services/sample/pgc"); 

 

 if(xml){ 

  this._string = xml.string.text().toXMLString(); 

  this._int = XMLConversionUtils.stringToInt(xml['int'].text().toXMLString()); 

  this._date = XMLConversionUtils.stringToDate(xml.date.text().toXMLString()); 

  this._boolean = XMLConversionUtils.stringToBoolean(xml['boolean'].text().toXMLString()); 

 }else{ 

  this._string = null; 

  this._int = null; 

  this._date = null; 

  this._boolean = null; 

 } 

} 

 

/** 

 * toXML 

 * 

 * @type {XML} 

 */ 

Request.Parameters.prototype.toXML = function(){ 

 

 default xml namespace = new Namespace("http://www.intra-mart.jp/bpms/sample/script/pgc/services/sample/pgc"); 

 

 var xml = <parameters></parameters>; 

 

 if(this._string !== null){ 

  xml.appendChild(<string>{this._string}</string>); 

 }else{ 

  xml.appendChild(<string></string>); 

 } 

 if(this._int !== null){ 

  xml.appendChild(<int>{XMLConversionUtils.intToString(this._int)}</int>); 

 }else{ 

  xml.appendChild(<int></int>); 

 } 

 if(this._date !== null){ 

  xml.appendChild(<date>{XMLConversionUtils.dateToString(this._date)}</date>); 

 }else{ 

  xml.appendChild(<date></date>); 

 } 

 if(this._boolean !== null){ 

  xml.appendChild(<boolean>{XMLConversionUtils.booleanToString(this._boolean)}</boolean>); 

 }else{ 

  xml.appendChild(<boolean></boolean>); 

 } 

 

 return xml; 

} 
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/** 

 * getString 

 * 

 * @type {String} 

 */ 

Request.Parameters.prototype.getString = function(){ 

 return this._string; 

} 

 

/** 

 * setString 

 * 

 * @param {String} value 

 */ 

Request.Parameters.prototype.setString = function(value){ 

 this._string = value; 

} 

 

/** 

 * getInt 

 * 

 * @type {Number} 

 */ 

Request.Parameters.prototype.getInt = function(){ 

 return this._int; 

} 

 

/** 

 * setInt 

 * 

 * @param {Number} value 

 */ 

Request.Parameters.prototype.setInt = function(value){ 

 this._int = value; 

} 

 

/** 

 * getDate 

 * 

 * @type {Date} 

 */ 

Request.Parameters.prototype.getDate = function(){ 

 return this._date; 

} 

 

/** 

 * setDate 

 * 

 * @param {Date} value 

 */ 

Request.Parameters.prototype.setDate = function(value){ 

 this._date = value; 

} 

 

/** 

 * isBoolean 

 * 

 * @type {Boolean} 

 */ 

Request.Parameters.prototype.isBoolean = function(){ 

 return this._boolean; 

} 

 

/** 

 * setBoolean 

 * 

 * @param {Boolean} value 
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 */ 

Request.Parameters.prototype.setBoolean = function(value){ 

 this._boolean = value; 

} 

 

Response.js 
/** 

 * Response 

 * 

 * @class 

 * @constructor 

 * @param {XML} xml 

 */ 

var Response = function(xml){ 

 

 default xml namespace = new Namespace("http://www.intra-mart.jp/bpms/sample/script/pgc/services/sample/pgc"); 

 

 if(xml){ 

  this._message = xml.message.text().toXMLString(); 

 }else{ 

  this._message = null; 

 } 

} 

 

/** 

 * toXML 

 * 

 * @type {XML} 

 */ 

Response.prototype.toXML = function(){ 

 

 default xml namespace = new Namespace("http://www.intra-mart.jp/bpms/sample/script/pgc/services/sample/pgc"); 

 

 var xml = <response></response>; 

 

 if(this._message !== null){ 

  xml.appendChild(<message>{this._message}</message>); 

 }else{ 

  xml.appendChild(<message></message>); 

 } 

 

 return xml; 

} 

 

/** 

 * getMessage 

 * 

 * @type {String} 

 */ 

Response.prototype.getMessage = function(){ 

 return this._message; 

} 

 

/** 

 * setMessage 

 * 

 * @param {String} value 

 */ 

Response.prototype.setMessage = function(value){ 

 this._message = value; 

} 

 

service 関数の処理概要は下記の通りです。 

 パラメータとして受渡される XML 情報を元に Request クラスをインスタンス化します。 

 ビジネスプロセスへ返却するための応答型を生成します。 
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 Debug.console API を利用し、コンソールに引数として受渡された XML 情報を出力します。 

 プログラムへ受渡されたパラメータに含まれる makeFault フラグが設定されている場合、例外を生成、及び

ログ出力を行った後、例外を通知します。 

 応答メッセージを設定し、返却します。 
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6 メールコネクタ 

6.1 はじめに 
メールコネクタは、Web サービスを作成せずに、任意の宛先に対しメールを送信するための機能です。 

本章では、メールコネクタのマッピング設定方法について説明します。 

 

6.1.1 概要 

メールコネクタは特別なマッピングを行うこと無く利用することが可能です。 

しかし、動的に送信先や宛先、またはメールの件名、本文を変更したい場合にはマッパーよりメール送信に関す

るパラメータのマッピング設定を行うことにより変更することが可能です。 

本項ではメールコネクタの持つ各種パラメータに関して説明します。 

 

6.1.2 モデルの定義 

メールコネクタは、メールの件名、及び本文に記述する置換文字列を元にパラメータが生成されます。 

他のコネクタの様に多階層のパラメータを設定することは出来ません。 

また、置換文字列を元に生成されるパラメータは全て string 型として扱われます。 

 

メール設定画面 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

メール設定に基づき生成されたパラメータ 
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6.1.3 メールコネクタのマッピング 

ビジネス・プロセス・ダイアグラム上にメールコネクタタスクを配置後、パラメータをマッピングする際のマッピング項

目について説明します。 

メールコネクタタスクの配置、マッピング方法に関しては別紙 BPM デザイナ操作ガイドを参照して下さい。 
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マッピング項目 
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呼出し時に必要な基本マッピング項目 

項目名 型 説明 

uuid string メールコネクタ内部で利用するユニークな ID です。 

この項目は利用しないで下さい。 

設定によりメール送信が行えなくなる場合があります。 

userCd string intra-mart 上からメール送信処理を行う際の実行ユーザを指定

します。 

通常、このパラメータを指定する必要はありません。 

groupId string intra-mart 上からメール送信処理を行う際の実行グループ ID を

指定します。 

こ の パ ラ メ ー タ を 指 定 し な い 場

合、%BPM|Server%/conf/im-group.conf ファイルに設定されて

いるデフォルトのログイングループを利用しメール送信処理が

行われます。 

sendAppointDate string メール送信先に会社組織、パブリックグループ等期間を持つ送

信先が存在した場合、この項目に指定された日付を元に会社

組織情報、パブリックグループ情報を取得します。 

未指定の場合、メール送信処理時のシステム日付が利用され

ます。 

locale string メール送信処理を行う際のロケールを指定します。 

subject string メールの件名を指定します。 

デフォルトでは、メールコネクタエディタにより設定された内容が

指定されています。 

alternateViews  コンテンツタイプ毎のメール本文を格納するための要素です。 

コンテンツタイプ及び、メール本文を含みます。 

この要素は将来の拡張の為の要素です。 

メールコネクタでは、text/plain 以外のコンテンツタイプに関して

はサポートしていません。 

alternateView  メール本文を格納するための要素です。 

from  送信者を指定するための要素です。 

type 要素に対し、送信者の種別を指定します。 

指定可能な値は(メールアドレス: address)(ユーザ user)です。 

code 要素は、type 要素の値として”address” を指定した場合、メ

ールアドレスを"フレーズ"<ユーザー名@ドメイン名またはサー

バ名> で設定します。  

また、type 要素に値として”user”を指定した場合はユーザコード

を指定します。 

replyTo  返信先を指定するための要素です。 

要素の構造は後述の宛先に関するマッピング項目を参照下さ

い。 

to  宛先を指定するための要素です。 

要素の構造は後述の宛先に関するマッピング項目を参照下さ

い。 

individually boolean 宛先毎にメールを送信する(true),一括で送信する(false)を指定

します。 

メールコネクタエディタに設定された内容がデフォルト値として
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指定されています。 

cc  CC を指定するための要素です。 

要素の構造は後述の宛先に関するマッピング項目を参照下さ

い。 

bcc  BCC を指定するための要素です。 

要素の構造は後述の宛先に関するマッピング項目を参照下さ

い。 

attachmentFiles  メールに添付ファイルを利用する場合に指定します。 

複数の添付ファイルを指定するための要素です。 

attachmentFile  メールに添付ファイルを利用する場合に指定します。 

配下の path 要素には Storage サービス上に格納されているファ

イルの相対パスを指定してください。 

また、name 要素には添付ファイルの名前を指定します。 

 

宛先に関するマッピング項目 

項目名 型 説明 

type string タイプを (アドレス address)|(ユーザ user)|(ロール role)|(組織 

department)|(パブリックグループ public）で設定します。 

code string type に address を指定した場合、メールアドレスを"フレーズ"<

ユーザー名@ドメイン名またはサーバ名> で設定します。 

type に user を指定した場合、ユーザコードを設定します。 

type に role を指定した場合、ロール ID を設定します。 

type に department を指定した場合、組織コードを設定しま

す。 

type に public を指定した場合、パブリックグループコードを設

定します。 

groupCd string type に department を指定した場合、会社コードを設定しま

す。 

type に public を指定した場合、パブリックグループセットコー

ドを設定します。 

postRestrict string type に department を指定した場合、役職コードを設定しま

す。 

roleRestrict string type に department | public を指定した場合、ロール ID を設定

します。 
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7 API 使用例 

7.1 はじめに 
ここでは、IM-BPM の API 使用例について説明します。以下の JavaEE 開発モデルで利用するクラスと、スクリプト

開発モデルで利用するオブジェクトの使用例について説明します。 

 

 JavaEE 開発モデル 

 

 

 

 

 

 

 

 

 スクリプト開発モデル 

 

 

 

 

 

NoticeProgressManager 進捗通知マネージャクラス 

TaskManager タスクマネージャクラス 

TokenManager トークンマネージャクラス 

QuestionManager 質問マネージャクラス 

AnswerManager アンケート回答マネージャクラス 

NoticeProgressManager 進捗通知マネージャオブジェクト 

TaskManager タスクマネージャオブジェクト 

TokenManager トークンマネージャオブジェクト 

QuestionManager 質問マネージャオブジェクト 

AnswerManager アンケート回答マネージャクラス 
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7.2 NoticeProgressManager 

7.2.1 プロセス詳細情報の登録 

プロセス詳細情報とは、ユーザが業務プロセスの進捗状況を確認ための情報です。ここではプロセス詳細情報の

登録を行います。 

 
■ JavaEE 開発モデル 

      // プロセスインスタンス ID 

     String processInstanceId = "169875"; 

 

     // ------------- 処理ユーザ情報を設定する ------------- 

     // 処理ユーザのリスト 

     List<BpmsUser> userList = new ArrayList<BpmsUser>(); 

     // 処理ユーザのインスタンス生成 

     BpmsUser user = new BpmsUser(); 

     // ユーザＣＤ 

     user.setUserCd("aoyagi"); 

     // 処理ユーザをリストにセット 

     userList.add(user); 

 

     // ------------- 進捗通知タスク情報を設定する ------------- 

     // 進捗通知タスクのリスト 

     List<NoticeProgressTask> noticeTaskList = new ArrayList<NoticeProgressTask>(); 

     // 進捗通知タスクのインスタンス生成 

     NoticeProgressTask noticeTask = new NoticeProgressTask(); 

     // 進捗通知タスクＩＤ 

     noticeTask.setNoticeTaskId("task1"); 

     // 進捗通知タスク名 

     noticeTask.setNoticeTaskName("タスク名"); 

     // プロセスインスタンスＩＤ 

     noticeTask.setProcessInstanceId(processInstanceId); 

     // 進捗通知タスクステータス。以下の何れかを指定する。 

     // 「未処理」：BPMS_STATUS_READY 

     // 「処理中」：BPMS_STATUS_ACTIVE 

     // 「完了」：BPMS_STATUS_COMPLETE 

     noticeTask.setTaskStatus(NoticeProgressManager.BPMS_STATUS_READY); 

     // 処理ユーザリスト 

     noticeTask.setUserList(userList); 

     // 進捗通知タスクをリストにセット 

     noticeTaskList.add(noticeTask); 

 

     // ------------- プロセス情報を設定する ------------- 

     // プロセスのインスタンス生成 

     BpmsProcess process = new BpmsProcess(); 

     // 業務プロセス名 

     process.setBusinessProcessName("業務プロセス"); 

     // プロセスインスタンスＩＤ 

     process.setProcessInstanceId(processInstanceId); 

     // 案件名 

     process.setProcessName("案件"); 

     // プロセスステータス。以下の何れかを指定する。 

intra-mart 

 

BPM|Server 

 

登録 

プロセス 

進捗通知 

タスク 
処理 

ユーザ 

（プロセス詳細情報） 
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     // 「未処理」：BPMS_STATUS_READY 

     // 「処理中」：BPMS_STATUS_ACTIVE 

     // 「完了」：BPMS_STATUS_COMPLETE 

     process.setProcessStatus(NoticeProgressManager.BPMS_STATUS_ACTIVE) ; 

     // 進捗通知タスクリスト 

     process.setNoticeTaskList(noticeTaskList); 

 

     try { 

          // 進捗通知マネージャの生成 

      NoticeProgressManager manager = new NoticeProgressManager("aoyagi", "default"); 

 

         // プロセス詳細情報（プロセス・進捗通知タスク・処理ユーザ）の登録 

manager.addBpmsProcess(process); 

 

      } catch (BPMSApplicationException e) { 

          throw new SystemException(e); 

      } 

 

 

■ スクリプト開発モデル 
      // ------------- プロセス情報を設定する ------------- 

      // 進捗通知タスク詳細オブジェクトの生成 

      var processDetailInfo = new Object(); 

      // プロセスインスタンス ID 

      processDetailInfo.processInstanceId = "169875"; 

      // 業務プロセス名 

      processDetailInfo.businessProcessName = "業務プロセス"; 

      // 案件名 

      processDetailInfo.processName = "案件"; 

      // プロセスステータス。以下の何れかを指定する。 

      // 「未処理」：BPMS_STATUS_READY 

      // 「処理中」：BPMS_STATUS_ACTIVE 

      // 「完了」：BPMS_STATUS_COMPLETE 

      processDetailInfo.processStatus = NoticeProgressManager.BPMS_STATUS_ACTIVE; 

 

 

      // ------------- 進捗通知タスク情報を設定する ------------- 

      // 進捗通知タスクオブジェクトの生成 

      processDetailInfo.noticeTask = new Array(1);; 

      processDetailInfo.noticeTask[0] = new Object(); 

      // 進捗通知タスク ID 

      processDetailInfo.noticeTask[0].noticeTaskId = "task1"; 

      // 進捗通知タスク名 

      processDetailInfo.noticeTask[0].noticeTaskName = "タスク"; 

      // 進捗通知タスクステータス。以下の何れかを指定する。 

      // 「未処理」：BPMS_STATUS_READY 

      // 「処理中」：BPMS_STATUS_ACTIVE 

      // 「完了」：BPMS_STATUS_COMPLETE 

      processDetailInfo.noticeTask[0].taskStatus = NoticeProgressManager.BPMS_STATUS_READY; 

 

 

      // ------------- 処理ユーザ情報を設定する ------------- 

      // 処理ユーザオブジェクトの生成 

      processDetailInfo.noticeTask[0].userList = new Array(1); 

      processDetailInfo.noticeTask[0].userList[0] = new Object(); 

      // ユーザ CD 

      processDetailInfo.noticeTask[0].userList[0].userCd = "aoyagi"; 

 

 

      // 進捗通知マネージャの生成 

      var manager = new NoticeProgressManager("aoyagi", "default"); 

 

      // プロセス詳細情報（プロセス・進捗通知タスク・処理ユーザ）の登録 

      manager.addBpmsProcess (processDetailInfo); 
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7.2.2 進捗通知タスク情報の登録／更新、処理ユーザ情報の登録 

進捗通知タスク情報の登録または更新を行います。また同時にその進捗通知タスクに紐づく処理ユーザの登録も

行います。 

このとき、進捗通知タスク ID が登録済の場合は、進捗通知タスク情報の更新と、処理ユーザの登録を行い、進捗

通知タスク ID が未登録の場合は、進捗通知タスク情報の登録と、処理ユーザの登録を行います。 

 

 
■ JavaEE 開発モデル 

  // ------------- 処理ユーザ情報を設定する ------------- 

  // 処理ユーザのリスト 

  List<BpmsUser> userList = new ArrayList<BpmsUser>(); 

  // 処理ユーザ 1 

  BpmsUser user1 = new BpmsUser(); 

  // ユーザＣＤ 

  user1.setUserCd("harada"); 

  // 処理ユーザ 1 をリストにセット 

  userList.add(user1); 

  // 処理ユーザ 2 

  BpmsUser user2 = new BpmsUser(); 

  // ユーザＣＤ 

  user2.setUserCd("aoyagi"); 

  // 処理ユーザ 2 をリストにセット 

  userList.add(user2); 

 

  // ------------- 進捗通知タスク情報を設定する ------------- 

  // 進捗通知タスクのインスタンス生成 

  NoticeProgressTask noticeTask = new NoticeProgressTask(); 

  // 進捗通知タスク ID 

  // "task1"が未登録の場合 →進捗通知タスク情報の登録 

  // "task1"が登録済の場合 →進捗通知タスク情報の更新 

  noticeTask.setNoticeTaskId("task1"); 

  // 進捗通知タスク名 

  noticeTask.setNoticeTaskName("タスク名"); 

  // プロセスインスタンスＩＤ 

  noticeTask.setProcessInstanceId("169875"); 

  // 進捗通知タスクステータス。以下の何れかを指定する。 

  // 「未処理」：BPMS_STATUS_READY 

  // 「処理中」：BPMS_STATUS_ACTIVE 

  // 「完了」：BPMS_STATUS_COMPLETE 

  noticeTask.setTaskStatus(NoticeProgressManager.BPMS_STATUS_COMPLETE); 
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  // 処理ユーザリスト 

  noticeTask.setUserList(userList); 

 

 

  // 最終タスクフラグ 

  boolean endTaskFlg = false; 

 

  try { 

      // 進捗通知マネージャの生成 

      NoticeProgressManager manager = new NoticeProgressManager("aoyagi", "default"); 

 

      // 進捗通知タスク情報の登録 or 更新と、処理ユーザの登録 

      manager.addNoticeTask(noticeTask, endTaskFlg); 

      } catch (BPMSApplicationException e) { 

          throw new SystemException(e); 

      } 

 

 

 

■ スクリプト開発モデル 
  // ------------- 進捗通知タスク情報を設定する ------------- 

  // 進捗通知タスク詳細オブジェクトの生成 

  var noticeTaskDetailInfo = new Object(); 

  // プロセスインスタンスＩＤ 

  noticeTaskDetailInfo.processInstanceId = "169875"; 

  // 進捗通知タスクＩＤ 

  noticeTaskDetailInfo.noticeTaskId = "task1"; 

  // 進捗タスク名 

  noticeTaskDetailInfo.noticeTaskName = "タスク"; 

  // 進捗タスクステータス。以下の何れかを指定する。 

  // 「未処理」：BPMS_STATUS_READY 

  // 「処理中」：BPMS_STATUS_ACTIVE 

  // 「完了」：BPMS_STATUS_COMPLETE 

  noticeTaskDetailInfo.taskStatus = NoticeProgressManager.BPMS_STATUS_COMPLETE; 

 

  // ------------- 処理ユーザ情報を設定する ------------- 

  // 処理ユーザオブジェクトの生成 

  noticeTaskDetailInfo.userList = new Array(2); 

  // 処理ユーザオブジェクト 1 

  noticeTaskDetailInfo.userList[0] = new Object(); 

  // ユーザ CD 

  noticeTaskDetailInfo.userList[0].userCd = "harada"; 

  // 処理ユーザオブジェクト 2 

  noticeTaskDetailInfo.userList[1] = new Object(); 

  // ユーザ CD 

  noticeTaskDetailInfo.userList[1].userCd = "aoyagi"; 

 

  // 最終タスクフラグ 

  var endTaskFlg = false; 

 

  // 進捗通知マネージャの生成 

  var manager = new NoticeProgressManager("aoyagi", "default"); 

 

  // 進捗タスク情報の登録 or 更新と、処理ユーザの登録 

  manager.addNoticeTask (noticeTaskDetailInfo, endTaskFlg); 

 

 

（※）[進捗一覧-詳細]画面では、進捗通知タスク ID の昇順で進捗通知タスク情報を表示しますので、 

   表示時順を考慮した進捗通知タスク ID を設定してください。 

   進捗通知タスク ID を省略した場合は一意の値（[4 桁の連番]＋ユニークな ID）が自動的に振られます。 
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7.2.3 進捗通知タスクステータスの更新、処理ユーザ情報の登録 

登録された進捗通知タスクのステータスを更新し、更新した進捗通知タスクに紐づく処理ユーザ情報の登録を行

います。 

 
■ JavaEE 開発モデル 

  // プロセスインスタンス ID 

  String processInstanceId = "169875"; 

 

  // 進捗通知タスクＩＤ 

  String noticeTaskId = "task1"; 

 

  // 進捗通知タスクステータス。以下の何れかを指定する。 

  // 「未処理」：BPMS_STATUS_READY 

  // 「処理中」：BPMS_STATUS_ACTIVE 

  // 「完了」：BPMS_STATUS_COMPLETE 

  String taskStatus = NoticeProgressManager.BPMS_STATUS_COMPLETE; 

 

  // ------------- 処理ユーザ情報を設定する ------------- 

  // 処理ユーザのリスト 

  List<BpmsUser> userList = new ArrayList<BpmsUser>(); 

  // 処理ユーザ 

  BpmsUser user = new BpmsUser(); 

  // ユーザＣＤ 

  user.setUserCd("aoyagi"); 

  // 処理ユーザをリストにセット 

  userList.add(user); 

 

 

  // 最終タスクフラグ 

  boolean endTaskFlg = false; 

 

 

  try { 

  // 進捗通知マネージャの生成 

      NoticeProgressManager manager = new NoticeProgressManager("aoyagi", "default"); 

 

      // 進捗通知タスクステータスの更新と、処理ユーザの登録 

      manager.updateNoticeTaskStatus(processInstanceId, noticeTaskId, 

                     taskStatus, userList, endTaskFlg); 

  } catch (BPMSApplicationException e) { 

   throw new SystemException(e); 

  } 

 

 

■ スクリプト開発モデル 
  // プロセスインスタンス ID 

  var processInstanceId = "169875"; 

 

  // 進捗通知タスク ID 

  var noticeTaskId = "task1"; 

 

intra-mart 

 

BPM|Server 

 

ステータス更新 

処理ユーザ登録

進捗通知 

タスク 処理 

ユーザ 

（登録） 

（更新） 

・ステータス 



 7 API 使用例

 

作成者：株式会社 NTT データ イントラマート Page 95

 

  // 進捗タスクステータス。以下の何れかを指定する。 

  // 「未処理」：BPMS_STATUS_READY 

  // 「処理中」：BPMS_STATUS_ACTIVE 

  // 「完了」：BPMS_STATUS_COMPLETE 

  var taskStatus = NoticeProgressManager.BPMS_STATUS_COMPLETE; 

 

  // ------------- 処理ユーザ情報を設定する ------------- 

  // 処理ユーザオブジェクトの生成 

  userList = new Array(1); 

  userList[0] = new Object(); 

  // ユーザ CD 

  userList[0].userCd = "aoyagi"; 

 

 

  // 最終タスクフラグ 

  var endTaskFlg = false; 

 

 

  // 進捗通知マネージャの生成 

  var manager = new NoticeProgressManager("aoyagi", "default"); 

 

  // 進捗通知タスクのステータス更新と、処理ユーザ情報の登録 

  manager.updateNoticeTaskStatus (processInstanceId, noticeTaskId, taskStatus, userList, endTaskFlg); 

 

 

7.2.4 プロセスステータスの更新 

登録されたプロセスのステータスの更新を行います。 

 
■ JavaEE 開発モデル 

  // プロセスインスタンス ID 

  String processInstanceId = "169875"; 

   

  // プロセスステータス。以下の何れかを指定する。 

  // 「未処理」：BPMS_STATUS_READY 

  // 「処理中」：BPMS_STATUS_ACTIVE 

  // 「完了」：BPMS_STATUS_COMPLETE 

  String status = NoticeProgressManager. BPMS_STATUS_COMPLETE; 

 

 

  try { 

      // 進捗通知マネージャの生成 

      NoticeProgressManager manager = new NoticeProgressManager("aoyagi", "default"); 

 

      // プロセスステータスの更新 

      manager.updateProcessStatus(processInstanceId, status); 

  } catch (BPMSApplicationException e) { 

   throw new SystemException(e); 

  } 
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■ スクリプト開発モデル 
  // プロセスインスタンス ID 

  var processInstanceId = "169875"; 

 

  // プロセスステータス。以下の何れかを指定する。 

  // 「未処理」：BPMS_STATUS_READY 

  // 「処理中」：BPMS_STATUS_ACTIVE 

  // 「完了」：BPMS_STATUS_COMPLETE 

  var status = NoticeProgressManager.BPMS_STATUS_COMPLETE; 

 

  // 進捗通知マネージャの生成 

  var manager = new NoticeProgressManager("aoyagi", "default"); 

 

  // プロセスステータスの更新 

  manager.updateProcessStatus (processInstanceId, status); 

 

 

7.2.5 プロセス詳細情報の削除 

プロセスインスタンス ID を指定して、プロセス詳細情報（プロセス・進捗通知タスク・処理ユーザ情報）の削除を行

います。削除を実行する前にプロセスのステータスを取得し、削除可能なステータスであるかの判定を行います。 

 
■ JavaEE 開発モデル 

  // プロセスインスタンス ID 

  String processInstanceId = "169875"; 

 

     try { 

      // 進捗通知マネージャの生成 

      NoticeProgressManager manager = new NoticeProgressManager("aoyagi", "default"); 

      // 削除可能なステータスであるかを判定 

      if (manager.isCompleteProcessInstance(processInstanceId)) { 

       // プロセス詳細情報の削除 

       manager.deleteProgress(processInstanceId); 

      } 

  } catch (BPMSApplicationException e) { 

   throw new SystemException(e); 

  } 
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■ スクリプト開発モデル 
  // プロセスインスタンス ID 

  var processInstanceId = "169875"; 

 

  // 進捗通知マネージャの生成 

  var manager = new NoticeProgressManager("aoyagi", "default"); 

  // 削除可能なステータスになっているかの判定を取得 

  var statusComplete = manager.isCompleteProcessInstance(processInstanceId); 

 

  // 削除可能なステータスであるかを判定 

  if (statusComplete.data.isComplete == true){ 

      // プロセス詳細情報の削除 

     manager.deleteProgress(processInstanceId); 

  } 
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7.2.6 プロセス一覧の取得 

検索条件を指定して、登録されたプロセスの一覧を取得します。 

 
■ JavaEE 開発モデル 

  // ユーザ ID 

  String userId = "aoyagi"; 

  // 業務プロセス名 

  String bussinessProcessName = "foo"; 

  // プロセスインスタンス ID →指定なし 

  String processInstanceId = null,  

  // 案件名 →指定なし 

  String processName = null, 

 

  // 開始日が"2008/06/1"から"2008/06/30"。 

// [yyyy/mm/dd]または[ yyyy/mm/dd|24h:mi:ss]で指定する。 

  String startDateFrom = "2008/06/1"; 

  String startDateTo = "2008/06/30"; 

 

  // 先頭 1 レコード目から 

  int startRow = 1; 

  // 10 件取得 

  int length = 10; 

 

  try { 

      // 進捗通知マネージャの生成 

      NoticeProgressManager manager = new NoticeProgressManager("aoyagi", "default"); 

 

      // ソートを設定 開始日（昇順） 

      manager.setProgressSortCondition("start_date asc"); 

 

      // プロセス一覧の取得 

      BpmsProcess[] proc = manager.getProcessProgresses(userId, bussinessProcessName,  

processInstanceId, processName, startDateFrom, startDateTo, startRow, length); 

  } catch (BPMSApplicationException e) { 

   throw new SystemException(e); 

  } 

 

 

■ スクリプト開発モデル 
  // ユーザ ID 

  var userId = "aoyagi"; 

  // 業務プロセス名 

  var bussinessProcessName = "foo"; 

  // プロセスインスタンス ID →指定なし 

  var processInstanceId= ""; 

  // 案件名 →指定なし 

  var processName = ""; 

 

  // 開始日が"2008/06/1"から"2008/06/30"。 

  // [yyyy/mm/dd]または[ yyyy/mm/dd|24h:mi:ss]で指定する。 

  var startDateFrom = "2008/06/01"; 

  var startDateTo = "2008/06/30"; 
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  // 先頭 1 レコード目から 

  var startRow = 1; 

  // 10 件取得 

  var length = 10; 

 

 

  // 進捗通知マネージャの生成 

  var manager = new NoticeProgressManager("aoyagi", "default"); 

 

  // ソートを設定 開始日（昇順） 

  manager.setProgressSortCondition("start_date asc"); 

 

  // プロセス一覧の取得 

  var result = manager.getProcessProgresses(userId, bussinessProcessName, processInstanceId, processName, 

                                        startDateFrom, startDateTo, startRow, length); 

  var processList = result.data; 

 

 

7.2.7 プロセス件数の取得 

検索条件を指定して、登録されたプロセスの件数を取得します。 

 
■ JavaEE 開発モデル 

  // ユーザ ID 

  String userId = "aoyagi"; 

  // 業務プロセス名 

  String bussinessProcessName = "foo"; 

      // プロセスインスタンス ID →指定なし 

String processInstanceId = null; 

// 案件名 →指定なし 

String processName = null; 

 

  // 開始日が"2008/06/1"から"2008/06/30"。 

//  [yyyy/mm/dd]または[ yyyy/mm/dd|24h:mi:ss]で指定する。 

  String startDateFrom = "2008/06/01"; 

  String startDateTo = "2008/06/30"; 

 

  try { 

      // 進捗通知マネージャの生成 

      NoticeProgressManager manager = new NoticeProgressManager("aoyagi", "default"); 

 

      // プロセス件数の取得 

      int count = manager.getProcessProgressCount(userId, bussinessProcessName, processInstanceId, 

                                                  processName, startDateFrom, startDateTo); 

  } catch (BPMSApplicationException e) { 

   throw new SystemException(e); 

  } 
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■ スクリプト開発モデル 
  // ユーザ ID 

  var userId = "aoyagi"; 

  // 業務プロセス名 

  var bussinessProcessName = "foo"; 

  // プロセスインスタンス ID →指定なし 

  var processInstanceId= ""; 

  // 案件名 →指定なし 

  var processName = ""; 

 

  // 開始日が"2008/06/1"から"2008/06/30"。 

  // [yyyy/mm/dd]または[ yyyy/mm/dd|24h:mi:ss]で指定する。 

  var startDateFrom = "2008/06/01"; 

  var startDateTo = "2008/06/30"; 

 

 

  // 進捗通知マネージャの生成 

  var manager = new NoticeProgressManager("aoyagi", "default"); 

 

  // プロセス件数の取得 

  var result = manager. getProcessProgressCount(userId, bussinessProcessName, processInstanceId,  

  processName, startDateFrom, startDateTo); 

  var processCount = result.data.count; 
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7.3 TaskManager 

7.3.1 タスクの取得 

指定したタスク IDのタスクを取得します。タスクマネージャ生成時に指定したユーザ IDに関するタスクのみを取得

します。 

■ JavaEE 開発モデル 
  // タスク ID 

  String taskId = "task_id"; 

 

  // タスクマネージャの生成 

  TaskManager manager = new TaskManager("aoyagi", "default"); 

 

  // ユーザ"aoyagi"に関するタスクの取得 

  Task task = manager.getTask(taskId); 

 

 

■ スクリプト開発モデル 
  // タスク ID 

  var taskId = "task_id"; 

 

  // タスクマネージャの生成 

  var taskManager = new TaskManager("aoyagi", "default"); 

 

  // タスクの取得 

  var result = taskManager.getTask(taskId); 

  var task = result.data; 

 

7.3.2 タスク一覧の取得 

■ JavaEE 開発モデル 

タスク一覧を全件取得します。タスクマネージャ生成時に指定したユーザ ID に関するタスクのみを取得します。 
  // タスクマネージャの生成 

  TaskManager manager = new TaskManager("aoyagi", "default"); 

 

  // ユーザ"aoyagi"に関するタスク一覧の取得 

  Task[] tasks = manager.getTaskList(); 

 

 

検索条件を指定してタスク一覧を取得します。タスクマネージャ生成時に指定したユーザ ID に関するタスクのみ

を取得します。 
  // 検索条件 

  TaskCondition condition = new TaskCondition(); 

  // 案件に「foo」が含まれる 

  condition.descriptionContains("foo"); 

  // タスク種別：「処理」、「通知」 

  condition.taskTypeIn(TaskType.ACTIVITY, TaskType.NOTIFICATION); 

  // タスク状態：「通常」、「保留」 

  condition.taskStateIn(TaskState.READY, TaskState.CLAIMED); 

  // 作成日(昇順), 案件名(降順) 

  condition.orderBy(TaskColumn.CREATION_DATE, true); 

  condition.orderBy(TaskColumn.DESCRIPTION, false); 

 

  // タスクマネージャの生成 

  TaskManager manager = new TaskManager("aoyagi", "default"); 

 

  // ユーザ"aoyagi"に関するタスク一覧の取得 

  Task[] tasks = manager.getTaskList(condition); 
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■ スクリプト開発モデル 

検索条件を指定してタスク一覧を取得します。タスクマネージャ生成時に指定したユーザ ID に関するタスクのみ

を取得します。 
  // 検索条件 

  var condition = { 

      // タスク種別：「処理」、「通知」 

      taskTypeIn: [TaskType.ACTIVITY, TaskType.NOTIFICATION],  

      // タスク状態：「通常」、「保留」 

      taskStateIn: [TaskState.READY, TaskState.CLAIMED],  

      // 案件名に”foo”が含まれる 

      descriptionContains: "foo",  

      // 作成日(昇順), 案件名(降順) 

      orderBy: [TaskColumn.CREATION_DATE_ASC, TaskColumn.DESCRIPTION_DESC],  

      // 先頭 1 レコード目から 

      offset: 1,  

      // 10 件取得 

      count: 10 

  }; 

 

  // タスクマネージャの生成 

  var taskManager = new TaskManager("aoyagi", "default"); 

 

  // ユーザ"aoyagi"に関するタスク一覧の取得 

  var result = taskManager.getTaskList(condition); 

  var tasks = result.data; 
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7.3.3 タスク件数の取得 

■ JavaEE 開発モデル 

タスクの件数を取得します。タスクマネージャ生成時に指定したユーザ ID に関するタスクのみをカウントします。 
  // タスクマネージャの生成 

  TaskManager manager = new TaskManager("aoyagi", "default"); 

 

  // ユーザ"aoyagi"に関するタスク件数の取得 

  int count = manager.getTaskCount(); 

 

 

検索条件を指定して、タスク件数を取得します。タスクマネージャ生成時に指定したユーザ IDに関するタスクのみ

をカウントします。 
  // 検索条件 

  TaskCondition condition = new TaskCondition(); 

  // タスク種別：「処理」 

  condition.taskTypeIn(TaskType.ACTIVITY); 

  // タスク状態：「通常」、「保留」 

  condition.taskStateIn(TaskState.READY, TaskState.CLAIMED); 

 

  // タスクマネージャの生成 

  TaskManager manager = new TaskManager("aoyagi", "default"); 

 

  // ユーザ"aoyagi"に関するタスク件数の取得 

  int count = manager.getTaskCount(condition); 

 

 

■ スクリプト開発モデル 

検索条件を指定して、タスク件数を取得します。タスクマネージャ生成時に指定したユーザ IDに関するタスクのみ

をカウントします。 
  // 検索条件 

  var condition = { 

  // タスク種別：「処理」 

   taskTypeIn: [TaskType.ACTIVITY], 

      // タスク状態：「通常」、 「保留」 

      taskStateIn: [TaskState.READY, TaskState.CLAIMED] 

  }; 

 

  // タスクマネージャの生成 

  var taskManager = new TaskManager("aoyagi", "default"); 

 

  // ユーザ"aoyagi"に関するタスク件数の取得 

  var result = taskManager.getTaskCount(condition); 

  var count = result.data; 

 

 

7.3.4 起票タスク一覧の取得 

起票タスク一覧を取得します。タスクマネージャ生成時に指定したユーザ ID に関するタスクのみを取得します。 

■ JavaEE 開発モデル 
  // タスクマネージャの生成 

  TaskManager manager = new TaskManager("aoyagi", "default"); 

 

  // ユーザ"aoyagi"に関する起票タスク一覧の取得 

  InitialTask[] tasks = manager.getInitialTaskList(); 
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■ スクリプト開発モデル 
  // タスクマネージャの生成 

  var taskManager = new TaskManager("aoyagi", "default"); 

 

  // ユーザ"aoyagi"に関する起票タスク一覧の取得 

  var result = taskManager.getInitialTaskList(); 

  var initialTasks = result.data; 

 

 

7.3.5 処理タスク一覧の取得 

処理タスク一覧を取得します。タスクマネージャ生成時に指定したユーザ ID に関するタスクのみを取得します。 

■ JavaEE 開発モデル 
  // タスクマネージャの生成 

  TaskManager manager = new TaskManager("aoyagi", "default"); 

 

  // ユーザ"aoyagi"に関する処理タスク一覧の取得 

  ActivityTask[] tasks = manager.getActivityTaskList(); 

 

 

■ スクリプト開発モデル 
  // タスクマネージャの生成 

  var taskManager = new TaskManager("aoyagi", "default"); 

 

  // ユーザ"aoyagi"に関する処理タスク一覧の取得 

  var result = taskManager.getActivityTaskList(); 

  var activityTasks = result.data; 

 

 

7.3.6 通知タスク一覧の取得 

通知タスク一覧を取得します。タスクマネージャ生成時に指定したユーザ ID に関するタスクのみを取得します。 

■ JavaEE 開発モデル 
  // タスクマネージャの生成 

  TaskManager manager = new TaskManager("aoyagi", "default"); 

 

  // ユーザ"aoyagi"に関する通知タスク一覧の取得 

  NotificationTask[] tasks = manager.getNotificationTaskList(); 

 

 

■ スクリプト開発モデル 
  // タスクマネージャの生成 

  var taskManager = new TaskManager ("aoyagi", "default"); 

 

  // ユーザ"aoyagi"に関する通知タスク一覧の取得 

  var result = taskManager.getNotificationTaskList(); 

  var notificationTasks = result.data; 
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7.3.7 処理済タスク一覧の取得 

処理済タスク一覧を取得します。タスクマネージャ生成時に指定したユーザ ID に関するタスクのみを取得します。 

■ JavaEE 開発モデル 
  // タスクマネージャの生成 

  TaskManager manager = new TaskManager("aoyagi", "default"); 

 

  // ユーザ"aoyagi"に関する処理済タスク一覧の取得 

  Task[] tasks = manager.getCompletedTaskList(); 

 

 

■ スクリプト開発モデル 
  // タスクマネージャの生成 

  var taskManager = new TaskManager ("aoyagi", "default"); 

 

  // ユーザ"aoyagi"に関する処理済タスク一覧の取得 

var result = taskManager.getCompletedTaskList(); 

var completedTasks = result.data; 

 

 

 

7.3.8 プロセスの開始 

タスク ID を指定して、プロセスの開始を行います。 

■ JavaEE 開発モデル 
  // タスク ID 

  String taskId = "task_id"; 

  // 出力ドキュメント 

  Document doc = XMLConversionUtils.convertToDocument("<input xmlns=\"http://...\" />"); 

 

  // タスクマネージャの生成 

  TaskManager manager = new TaskManager("aoyagi", "default"); 

 

  // プロセスの開始 

  manager.initTask(taskId, doc); 

 

 

■ スクリプト開発モデル 
  // タスク ID 

  var taskId = "task_id"; 

  // 出力ドキュメント 

  var output = <input xmlns="http://..." />; 

 

 

  // タスクマネージャの生成 

  var taskManager = new TaskManager("aoyagi", "default"); 

 

  // プロセスの開始 

  taskManager.init(taskId, output); 
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7.3.9 処理タスクの完了 

タスク ID を指定して、処理タスクの完了を行います。 

■ JavaEE 開発モデル 
  // タスク ID 

  String taskId = "task_id"; 

  // 出力ドキュメント 

  Document doc = XMLConversionUtils.convertToDocument("<input xmlns=\"http://...\" />"); 

 

  // タスクマネージャの生成 

  TaskManager manager = new TaskManager("aoyagi", "default"); 

  // 処理タスクの完了 

  manager.completeTask(taskId, doc); 

 

 

■ スクリプト開発モデル 
  // タスク ID 

  var taskId = "task_id"; 

  // 出力ドキュメント 

  var output = <input xmlns="http://..." />; 

 

  // タスクマネージャの生成 

  var taskManager = new TaskManager("aoyagi", "default"); 

   

  // 処理タスクの完了 

  taskManager.complete(taskId, output); 

 

 

 

7.3.10 処理タスクの保留 

タスク ID を指定して、処理タスクの保留を行います。 

■ JavaEE 開発モデル 
  // タスク ID 

  String taskId = "task_id"; 

 

  // タスクマネージャの生成 

  TaskManager manager = new TaskManager("aoyagi", "default"); 

 

  // 処理タスクの保留 

  manager.claimTask(taskId); 

  

 

■ スクリプト開発モデル 
  // タスク ID 

  var taskId = "task_id"; 

 

  // タスクマネージャの生成 

  var taskManager = new TaskManager("aoyagi", "default"); 

 

  // 処理タスクの保留 

  taskManager.claim(taskId); 
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7.3.11 処理タスクの保留→完了 

タスク ID を指定して、処理タスクを保留した後、完了を行います。 

■ JavaEE 開発モデル 
  // タスク ID 

  String taskId = "task_id"; 

 

  // 出力ドキュメント 

  Document doc = XMLConversionUtils.convertToDocument("<input xmlns=\"http://...\" />"); 

 

 

  // タスクマネージャの生成 

  TaskManager manager = new TaskManager("aoyagi", "default"); 

 

  // 処理タスクの保留→完了 

  manager.claimAndCompleteTask(taskId, doc); 

 

 

■ スクリプト開発モデル 
  // タスク ID 

  var taskId = "task_id"; 

 

  // 出力ドキュメント 

  var output = <input xmlns="http://..." />; 

 

  // タスクマネージャの生成 

  var taskManager = new TaskManager ("aoyagi", "default"); 

 

  // 処理タスクの保留→完了 

  taskManager.claimAndComplete(taskId, output); 

. 

 

 

7.3.12 処理タスクの保留取消 

タスク ID を指定して、処理タスクの保留取消を行います。 

■ JavaEE 開発モデル 
  // タスク ID 

  String taskId = "task_id"; 

 

  // タスクマネージャの生成 

  TaskManager manager = new TaskManager("aoyagi", "default"); 

 

  // 処理タスクの保留取消 

  manager.revokeTask(taskId); 

 

 

■ スクリプト開発モデル 
  // タスク ID 

  var taskId = "task_id"; 

 

  // タスクマネージャの生成 

  var taskManager = new TaskManager ("aoyagi", "default"); 

 

  // 処理タスクの保留取り消し 

  taskManager.revoke(taskId); 
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7.3.13 処理タスクの一時保存 

タスク ID を指定して、処理タスクの一時保存を行います。 

■ JavaEE 開発モデル 
  // タスク ID 

  String taskId = "task_id"; 

  // 出力ドキュメント 

  Document doc = XMLConversionUtils.convertToDocument("<input xmlns=\"http://...\" />"); 

 

 

  // タスクマネージャの生成 

  TaskManager manager = new TaskManager("aoyagi", "default"); 

 

  // 処理タスクの一時保存 

  manager.saveTask(taskId, doc); 

 

 

■ スクリプト開発モデル 
  // タスク ID 

  var taskId = "task_id"; 

  // 出力ドキュメント 

  var output = <input xmlns="http://..." />; 

 

  // タスクマネージャの生成 

  var taskManager = new TaskManager ("aoyagi", "default"); 

 

  // 処理タスクの一時保存 

  taskManager.save(ｔaskId, output); 

 

 

7.3.14 通知タスクの確認 

タスク ID を指定して、通知タスクの確認を行います。 

■ JavaEE 開発モデル 
  // 通知タスクのタスク ID 

  String taskId = "task_id"; 

 

  // タスクマネージャの生成 

  TaskManager manager = new TaskManager("aoyagi", "default"); 

 

  // 通知タスクの確認 

  manager.dismissTask(taskId); 

 

 

■ スクリプト開発モデル 
  // タスク ID 

  var taskId = "task_id"; 

 

  // タスクマネージャの生成 

  var taskManager = new TaskManager ("aoyagi", "default"); 

 

  // 通知タスクの確認 

  taskManager.dismiss(taskId); 
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7.4 TokenManager 

7.4.1 トークンの生成 

トークンの生成を行います。 

■ JavaEE 開発モデル 
  // トークンマネージャの生成 

  TokenManager manager = new TokenManager ("default"); 

 

  // トークンの生成 

  String token = manager.createToken("aoyagi"); 

 

 

■ スクリプト開発モデル 
  // トークンマネージャの生成 

  var tokenManager = new TokenManager("default"); 

 

  // トークンの生成 

  var result = tokenManager.createToken("aoyagi"); 

  var participantToken = result.data; 

 

 

7.4.2 ユーザIDの変換 

BPMS 上で利用されるユーザコードに変換を行います。ユーザコードを「グループ ID + "¥" + ユーザ ID」形式の

文字列に変換します。 

■ JavaEE 開発モデル 
  // トークンマネージャの生成 

  TokenManager manager = new TokenManager ("default"); 

 

  // 「グループ ID + "\" + ユーザ ID」形式の文字列に変換 

  String user = getBPMSUser("aoyagi"); 

 

 

■ スクリプト開発モデル 
  // トークンマネージャの生成 

  var tokenManager = new TokenManager("default"); 

 

  // 「グループ ID + "\" + ユーザ ID」形式の文字列に変換。 

  var result = tokenManager.getBPMSUser ("aoyagi"); 

  var bpmsUser = result.data; 
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7.4.3 ロール一覧の取得 

BPMS サーバ上で利用されるロール一覧を取得します。 

■ JavaEE 開発モデル 
  // トークンマネージャの生成 

  TokenManager manager = new TokenManager ("default"); 

 

  // ロール一覧の取得 

  String[] roles = manager.getUserRoles("aoyagi"); 

 

 

7.4.4 トークンの解析 

トークンの解析を行います。 

■ JavaEE 開発モデル 
  String token = "......"; 

 

  // トークンマネージャの生成 

  TokenManager manager = new TokenManager ("default"); 

 

  // トークンの解析 

  Properties properties = manager.parseToken(token); 

 

  // 解析結果取得 

  String issued = properties.getProperty(TokenManager.ISSUED); 

  String user = properties.getProperty(TokenManager.USER); 

  String roles = properties.getProperty(TokenManager.ROLES); 

  String fullName = properties.getProperty(TokenManager.FULLNAME); 
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7.5 QuestionManager 

7.5.1 質問マスタの取得 

質問マスタの取得を行います。 

■ JavaEE 開発モデル 
  // 質問マネージャの生成 

  QuestionManager manager = new QuestionManager(true); 

 

  // 取得する質問マスタコード 

  String questionMasterCode = "questionMasterCode"; 

 

  QuestionMaster questionMaster = null; 

  try { 

   // 質問マスタの取得 

   questionMaster = manager.getQuestionMaster(questionMasterCode); 

  } catch (SQLException e) { 

   // 例外処理 

  } 

 

■ スクリプト開発モデル 
  // 質問マネージャの生成 

  var manager = new QuestionManager(true); 

  

  // 取得する質問マスタコード 

  var questionMasterCode = "questionMasterCode"; 

  

  // 質問マスタの取得 

  var result = manager.getQuestionMaster(questionMasterCode); 

  var questionMaster = result.data; 

7.5.2 質問選択肢マスタの取得 

質問選択肢マスタの取得を行います。 

■ JavaEE 開発モデル 
  // 質問マネージャの生成 

  QuestionManager manager = new QuestionManager(true); 

 

  // 取得する質問選択肢マスタの質問マスタコード 

  String questionMasterCode = "questionMasterCode"; 

 

  QuestionChoiceMaster[] questionChoiceMasters = null; 

  try { 

   // 質問選択肢マスタの取得 

   questionChoiceMasters = manager.getQuestionChoiceMasters(questionMasterCode); 

  } catch (SQLException e) { 

   // 例外処理 

  } 
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■ スクリプト開発モデル 
  // 質問マネージャを生成 

  var manager = new QuestionManager(true); 

 

  // 取得する質問選択肢マスタの質問マスタコード 

  var questionMasterCode = "questionMasterCode"; 

 

  // 質問選択肢マスタの取得 

  var result = manager.getQuestionChoiceMasters(questionMasterCode); 

  var questionChoiceMasters = result.data; 

7.5.3 質問マスタの検索 

質問マスタの検索を行います。以下の例では 

カテゴリ名   ： ”questionCategory”と一致 

 質問マスタコード  ： 質問マスタコードが”code”という文字列で終わるもの 

 質問タイトル   ： タイトル中に”Title”という文字列が含まれるもの 

 (更新日(from, to) 更新ユーザコードについては検索条件から除外) 

の条件を元に検索を行うものです。 

■ JavaEE 開発モデル 
  // 質問マネージャの生成 

  QuestionManager manager = new QuestionManager(true); 

 

  // 質問マスタの検索条件 

  String categoryName = "questionCategory"; 

  String masterCode = "*ｃode"; 

  String title = "*Title*"; 

   

  QuestionMaster[] questionMasters = null; 

  try { 

   // 質問マスタの検索 

   questionMasters = manager.searchQuestionMasters(categoryName, masterCode, title, null, null, null); 

  } catch(SQLException e){ 

   // 例外処理 

  } 

 

■ スクリプト開発モデル 
  // 質問マネージャの生成 

var manager = new QuestionManager(true); 

 

  // 質問マスタの検索条件 

  var categoryName = "QuestionCategory"; 

  var masterCode = "*code"; 

  var title = "*Title*"; 

 

  // 質問マスタの検索 

  var result = manager.searchQuestionMasters(categoryName, masterCode, title, null, null, null); 

  var questionMasters = result.data; 
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7.5.4 質問マスタの登録・更新 

質問マスタの登録および更新を行います。 

処理を行う質問マスタが DB 上に存在しない場合は新規登録。存在する場合は更新処理が行われます。 

■ JavaEE 開発モデル 
  // 質問マネージャの生成 

  QuestionManager manager = new QuestionManager(true); 

 

  // 登録する質問マスタ 

  Date today = new Date(); 

  QuestionMaster questionMaster = new QuestionMaster(); 

  questionMaster.setMasterCode("questionMasterCode"); 

  questionMaster.setCategoryName("QuestinoCategory"); 

  questionMaster.setTitle("Title"); 

  questionMaster.setType(QuestionMaster.QTYPE_CHECKBOX); 

  questionMaster.setDescription("Description"); 

  questionMaster.setUpdated(today); 

  questionMaster.setCreated(today); 

 

  // 登録する質問選択肢マスタ群 

  QuestionChoiceMaster choice = new QuestionChoiceMaster(); 

  choice.setQuestionMasterCode("questionMasterCode"); 

  choice.setQuestionChoiceMasterCode("questionChoiceMasterCode"); 

  choice.setContents("contents"); 

  choice.setAchievement(30); 

  choice.setSortKey(1); 

  QuestionChoiceMaster choice2 = new QuestionChoiceMaster(); 

  choice2.setQuestionMasterCode("questionMasterCode"); 

  choice2.setQuestionChoiceMasterCode("questionChoiceMasterCode2"); 

  choice2.setContents("contents2"); 

  choice2.setAchievement(70); 

  choice2.setSortKey(2); 

  QuestionChoiceMaster[] questionChoiceMasters = {choice, choice2}; 

  try { 

   // 質問マスタを登録する 

   manager.registQuestionMaster(questionMaster, questionChoiceMasters); 

  } catch(SQLException e){ 

   // 例外処理 

  } 

 

■ スクリプト開発モデル 
  // 質問マネージャの生成 

  var manager = new QuestionManager(true); 

 

  // 登録する質問マスタ 

  var today = new Date(); 

  var questionMaster = { 

   masterCode  : "questionMasterCode", 

   categoryName: "QuestionCategory", 

   title   : "Title", 

   type   : 1, 

   description : "Description", 

   updated  : today, 

   created  : today, 

  }; 

 

  // 登録する質問選択肢マスタ群 

  var questionChoiceMasters = new Array(); 

  questionChoiceMasters.push( 

    { questionMasterCode  : "questionMasterCode", 

      questionChoiceMasterCode : "questionChoiceMasterCode", 

      contents     : "contents", 

      achievement    : 30, 

      sortKey     : 1 
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    }, 

    { questionMasterCode  : "questionMasterCode", 

      questionChoiceMasterCode : "questionChoiceMasterCode2", 

      contents     : "contents2", 

      achievement    : 70, 

      sortKey     : 2 

    } 

  ); 

 

  // 質問マスタを登録する 

  var result = manager.registQuestionMaster(questionMaster, questionChoiceMasters); 

7.5.5 質問マスタの削除 

質問マスタおよびそれに付随する質問選択肢マスタの削除を行います。 

■ JavaEE 開発モデル 
 

  // 質問マネージャの生成 

  QuestionManager manager = new QuestionManager(true); 

 

  // 削除する質問マスタの質問マスタコード 

  String questionMasterCode = "questionMasterCode"; 

 

  try { 

   // 質問マスタの削除 

   manager.removeQuestionMaster(questionMasterCode); 

  } catch(SQLException e){ 

   // 例外処理 

  } 

 

■ スクリプト開発モデル 
  // 質問マネージャを生成 

  var manager = new QuestionManager(true); 

 

  // 取得する質問選択肢マスタの質問マスタコード 

  var questionMasterCode = "questionMasterCode"; 

 

  // 質問マスタの削除 

  var result = manager.removeQuestionMaster(questionMasterCode); 

7.5.6 質問カテゴリ名称の検索 

質問カテゴリ名称の検索を行います。 

この検索では、カテゴリ名称が”Category”で終わるものについて行います。 

■ JavaEE 開発モデル 
  // 質問マネージャの生成 

  QuestionManager manager = new QuestionManager(true); 

 

  // 質問カテゴリの検索条件 

  String categoryName = "*Category"; 

 

  String[] categoryNames = null; 

  try { 

   // 質問カテゴリの検索 

   categoryNames = manager.searchQuestionCategories(categoryName); 

  } catch(SQLException e){ 

   // 例外処理 

  } 
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■ スクリプト開発モデル 
  // 質問マネージャを生成 

  var manager = new QuestionManager(true); 

 

  // 質問カテゴリの検索条件 

  var categoryName = "*Category"; 

 

  // 質問カテゴリの検索 

  var result = manager.searchQuestionCategories(categoryName); 

  var categories = result.data; 

7.5.7 アンケートの取得 

アンケートの取得を行います。 

■ JavaEE 開発モデル 
// 質問マネージャの生成 

  QuestionManager manager = new QuestionManager(true); 

 

  // 取得するアンケートコード 

  String questionnaireCode = "questionnaireCode"; 

 

  Questionnaire questionnaire = null; 

  try{ 

          // アンケートの取得 

   questionnaire = manager.getQuestionnaire(questionnaireCode); 

  } catch(SQLException e){ 

   // 例外処理 

  } 

 

■ スクリプト開発モデル 
  // 質問マネージャを生成 

  var manager = new QuestionManager(true); 

 

  // 取得するアンケートコード 

  var questionnaireCode = "questionnaireCode"; 

 

  // アンケートの取得 

  var result = manager.getQuestionnaire(questionnaireCode); 

  var questionnaire = result.data; 

7.5.8 アンケートの検索 

アンケートの検索を行います。以下の例では 

アンケートコード ： アンケートコードが”code”という文字列で終わるもの  

タイトル   ： タイトル中に”Title”という文字列が含まれるもの 

 (調査対象日、配信状況、プロセス情報については検索条件から除外) 

の条件を元に検索を行うものです。 

■ JavaEE 開発モデル 
// 質問マネージャの生成 

  QuestionManager manager = new QuestionManager(true); 

 

  // アンケートの検索条件 

  String questionnaireCode = "*code"; 

  String title = "*Title*"; 

 

  Questionnaire[] questionnaires = null; 

  try{ 

   // アンケートの検索 

   questionnaires = manager.searchQuestionnaires(questionnaireCode, title, null, null, null); 

  } catch(SQLException e){ 

   // 例外処理 

  } 
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■ スクリプト開発モデル 
  // 質問マネージャの生成 

  var manager = new QuestionManager(true); 

 

  // アンケートの検索条件 

  var questionnaireCode = "*code"; 

  var title = "*Title*"; 

 

  // アンケートの検索 

  var result = manager.searchQuestionnaires(questionnaireCode, title, null, null, null); 

  var questionnaire = result.data; 

7.5.9 アンケートの登録・更新 

アンケートの登録・更新を行います。 

処理を行うアンケートが DB 上に存在しない場合は新規登録。存在する場合は更新処理が行われます。 

■ JavaEE 開発モデル 
  // 質問マネージャの生成 

  QuestionManager manager = new QuestionManager(true); 

 

  // 登録するアンケート 

  Date today = new Date(); 

  Questionnaire questionnaire = new Questionnaire(); 

  questionnaire.setQuestionnaireCode("questionnaireCode"); 

  questionnaire.setTitle("Title"); 

  questionnaire.setUpdated(today); 

  questionnaire.setCreated(today); 

 

  // 登録するアンケートの設問 

  Question question = new Question(); 

  question.setQuestionnaireCode("questionnaireCode"); 

  question.setQuestionCode("questionCode"); 

  question.setQuestionMasterCode("questionMasterCode"); 

  question.setImportance(100); 

  question.setSortKey(1); 

  question.setTitle("Title"); 

  question.setType(2); 

 

  QuestionChoice choice = new QuestionChoice(); 

  choice.setQuestionnaireCode("questionnaireCode"); 

  choice.setQuestionCode("questionCode"); 

  choice.setQuestionChoiceCode("questionChoiceCode"); 

  choice.setQuestionMasterCode("questionMasterCode"); 

  choice.setQuestionChoiceMasterCode("questionChoiceMasterCode"); 

  choice.setImportance(1); 

  choice.setContents("contents"); 

  choice.setAchievement(70); 

  choice.setSortKey(1); 

 

  QuestionChoice choice2 = new QuestionChoice(); 

  choice2.setQuestionnaireCode("questionnaireCode"); 

  choice2.setQuestionCode("questionCode"); 

  choice2.setQuestionChoiceCode("questionChoiceCode2"); 

  choice2.setQuestionMasterCode("questionMasterCode"); 

  choice2.setQuestionChoiceMasterCode("questionChoiceMasterCode2"); 

  choice2.setImportance(1); 

  choice2.setContents("contents2"); 

  choice2.setAchievement(30); 

  choice2.setSortKey(2); 

 

  List<QuestionChoice> choices = new ArrayList<QuestionChoice>(); 

  choices.add(choice); 

  choices.add(choice2); 

  question.setQuestionChoices(choices); 

  Question[] questions = {question}; 
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  try{ 

   // アンケートの登録 

   manager.registQuestionnaire(questionnaire, questions); 

  } catch(SQLException e){ 

   // 例外処理 

  } 

 

■ スクリプト開発モデル 
  // 質問マネージャの生成 

  var manager = new QuestionManager(true); 

 

  // 登録するアンケート 

  var today = new Date(); 

  var questionnaire = { 

   questionnaireCode  : "questionnaireCode", 

   title    : "Title", 

   updated    : today, 

   created    : today 

  }; 

 

  var question = { 

   questionnaireCode : "questionnaireCode", 

   questionCode  : "questionCode", 

   questionMasterCode : "questionMasterCode", 

   importance   : 100, 

   sortKey    : 1, 

   title    : "Title", 

   type    : 2, 

   questionChoices  : [ 

    { 

     questionnaireCode  : "questionnaireCode", 

     questionCode     : "questionCode", 

     questionChoiceCode   : "questionChoiceCode", 

     questionMasterCode  : "questionMasterCode", 

     questionChoiceMasterCode: "questionChoiceMasterCode", 

     importance    : 1, 

     contents    : "contents", 

     achievement    : 70, 

     sortKey     : 1 

    }, 

    { 

     questionnaireCode  : "questionnaireCode", 

     questionCode     : "questionCode", 

     questionChoiceCode   : "questionChoiceCode2", 

     questionMasterCode  : "questionMasterCode", 

     questionChoiceMasterCode: "questionChoiceMasterCode2", 

     importance    : 1, 

     contents    : "contents2", 

     achievement    : 30, 

     sortKey     : 2 

    } 

   ] 

  } 

 

  // アンケートの登録 

  var result = manager.registQuestionnaire(questionnaire, [question]); 

 



intra-mart BPM プログラミングガイド

 

Page 118 Copyright 2000-2011 株式会社 NTT データ イントラマート All rights Reserved.

 

7.5.10 アンケートの削除 

アンケートの削除を行います。 

■ JavaEE 開発モデル 
  // 質問マネージャの生成 

  QuestionManager manager = new QuestionManager(true); 

 

  // 削除するアンケートコード 

  String questionnaireCode = "questionnaireCode"; 

 

  try{ 

   // アンケートの削除 

   manager.removeQuestionnaire(questionnaireCode); 

  } catch(SQLException e){ 

   // 例外処理 

  } 

 

■ スクリプト開発モデル 
  // 質問マネージャの生成 

  var manager = new QuestionManager(true); 

 

  // 削除するアンケートコード 

  var questionnaireCode = "questionnaireCode"; 

 

  // アンケートの削除 

  var result = manager.removeQuestionnaire(questionnaireCode); 
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7.6 AnswerManager 

7.6.1 アンケート回答の取得 

アンケート回答の取得を行います。 

■ JavaEE 開発モデル 
// アンケート回答マネージャの生成 

  AnswerManager manager = new AnswerManager(true); 

 

  // 取得するアンケートコード 

  String answerCode = "5htgkz3dhe3w5kg"; 

 

  Answer answer = null; 

  try { 

   // アンケート回答の取得 

   answer = manager.getAnswer(answerCode); 

  } catch(SQLException e){ 

   // 例外処理 

  } 

 

■ スクリプト開発モデル 
  // アンケート回答マネージャの生成 

  var manager = new AnswerManager(true); 

 

  // 取得するアンケートコード 

  var answerCode = "5htgkz3dhe3w5kg"; 

 

  // アンケート回答の取得 

  var result = manager.getAnswer(answerCode); 

  var answer = result.data; 

7.6.2 アンケート回答の検索 

アンケート回答の検索を行います。以下の例では 

ユーザコード ： ユーザコードが”aoyagi”のもの  

アンケートコード ： アンケートコードが”code”という文字列で終わるもの 

 (プロセス情報、回答日(from, to)、会社組織については検索条件から除外) 

の条件を元に検索を行うものです。 

■ JavaEE 開発モデル 
  // アンケート回答マネージャの生成 

  AnswerManager manager = new AnswerManager(true); 

 

  // アンケート回答の検索条件 

  String userCd = "aoyagi"; 

  String questionnaireCode = "*code"; 

 

  Answer[] answers = null; 

  try { 

   // アンケート回答の検索 

   answers = manager.searchAnswers(null, userCd, questionnaireCode, null, null, null, null); 

  } catch(SQLException e){ 

   // 例外処理 

  } 
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■ スクリプト開発モデル 
  // アンケート回答マネージャの生成 

  var manager = new AnswerManager(true); 

 

  // アンケート回答の検索条件 

  var userCd = "aoyagi"; 

  var questionnaireCode = "*code"; 

 

  // アンケート回答の検索 

  var result = manager.searchAnswers(null, userCd, questionnaireCode, null, null, null, null); 

  var answer = result.data; 

7.6.3 アンケート回答の登録・更新 

アンケート回答の登録・更新を行います。 

処理を行うアンケート回答が DB 上に存在しない場合は新規登録。存在する場合は更新処理が行われます 

■ JavaEE 開発モデル 
  // アンケート回答マネージャの生成 

  AnswerManager manager = new AnswerManager(true); 

 

  // 登録するアンケート回答 

  User user = new User(); 

  user.setUserCode("aoyagi"); 

 

  Answer answer = new Answer(); 

  answer.setAnswerCode("answerCode"); 

  answer.setQuestionnaireCode("questionnaireCode"); 

  answer.setAnswerUser(user); 

  answer.setAchievement(0); 

  answer.setFilterAchievement(0); 

 

  AnswerChoice choice = new AnswerChoice(); 

  choice.setAnswerCode("answerCode"); 

  choice.setAnswerChoiceCode("answerChoiceCode"); 

  choice.setQuestionnaireCode("questionnaireCode"); 

  choice.setQuestionCode("questionCode"); 

  choice.setQuestionChoiceCode("questionChoiceCode"); 

  choice.setAnswerSelect(true); 

 

  AnswerChoice choice2 = new AnswerChoice(); 

  choice2.setAnswerCode("answerCode"); 

  choice2.setAnswerChoiceCode("answerChoiceCode2"); 

  choice2.setQuestionnaireCode("questionnaireCode"); 

  choice2.setQuestionCode("questionCode"); 

  choice2.setQuestionChoiceCode("questionChoiceCode2"); 

  choice2.setAnswerSelect(false); 

 

  AnswerChoice[] choices = {choice, choice2}; 

  try{ 

   // アンケートの登録 

   manager.registAnswer(answer, choices); 

  } catch(SQLException e){ 

   // 例外処理 

  } 
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■ スクリプト開発モデル 
  // アンケート回答マネージャの生成 

  var manager = new AnswerManager(true); 

 

  // 登録するアンケート回答 

  var answer = { 

   answerCode    : "answerCode", 

   questionnaireCode  : "questionnaireCode", 

   answerUser   : "aoyagi", 

   achievement   : 0, 

   filterAchievement  : 0 

  }; 

 

  var choices = 

   [ 

     { 

      answerCode   : "answerCode", 

     answerChoiceCode : "answerChoiceCode", 

     questionnaireCode  : "questionnaireCode", 

     questionCode   : "questionCode", 

     questionChoiceCode : "questionChoiceCode", 

     answerSelect   : true 

     }, 

     { 

     answerCode   : "answerCode", 

     answerChoiceCode : "answerChoiceCode2", 

     questionnaireCode  : "questionnaireCode", 

     questionCode   : "questionCode", 

     questionChoiceCode : "questionChoiceCode2", 

     answerSelect   : false 

     } 

    ]; 

 

  // アンケートの登録 

  var result = manager.registAnswer(answer, choices); 

7.6.4 アンケート回答の削除 

アンケート回答の削除を行います。 

■ JavaEE 開発モデル 
  // アンケート回答マネージャの生成 

  AnswerManager manager = new AnswerManager(true); 

 

  // 削除するアンケート回答のアンケートコード 

  String answerCode = "answerCode"; 

 

  try{ 

   // アンケート回答の削除 

   manager.removeAnswer(answerCode); 

  } catch(SQLException e){ 

   // 例外処理 

  } 

 

■ スクリプト開発モデル 
  // アンケート回答マネージャの生成 

  var manager = new AnswerManager(true); 

 

  // 削除するアンケート回答のアンケートコード 

  var answerCode = "answerCode"; 

 

  // アンケート回答の削除 

  var result = manager.removeAnswer(answerCode); 
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7.6.5 アンケート回答率の取得 

アンケート回答率の取得を行います。 

以下の例では、取得対象のアンケートから回答率が 30%以上のものを回答率の降順で取得しています。 

■ JavaEE 開発モデル 
  // アンケート回答マネージャの生成 

  AnswerManager manager = new AnswerManager(true); 

 

  // 回答率を取得するアンケートコード 

  String[] questionnaireCodes = {"questionnaireCode", "questionnaireCode2"}; 

 

  AnswerRate[] answerRates = null; 

  try{ 

   // 回答率の取得 

   answerRates = manager.getAnswerRates(questionnaireCodes, 30, true); 

  } catch(SQLException e){ 

   // 例外処理 

  } 

 

■ スクリプト開発モデル 
  // アンケート回答マネージャの生成 

  var manager = new AnswerManager(true); 

 

  // 回答率を取得するアンケートコード 

  var questionnaireCodes =["questionnaireCode", "questionnaireCode2"]; 

 

  // 回答率の取得 

  var result = manager.getAnswerRates(questionnaireCodes, 30, true); 

  var answerRate = result.data; 

7.6.6 アンケートの配信 

アンケートの配信を行います。 

■ JavaEE 開発モデル 
  // アンケート回答マネージャの生成 

  AnswerManager manager = new AnswerManager(true); 

 

  // 配信を行うアンケート 

  Date today = new Date(); 

  Questionnaire questionnaire = new Questionnaire(); 

  questionnaire.setQuestionnaireCode("questionnaireCode"); 

  questionnaire.setTitle("Title"); 

  questionnaire.setLimitDate(today); 

  questionnaire.setUpdated(today); 

  questionnaire.setCreated(today); 

 

  // 配信用初期回答データ群 

  User user = new User(); 

  user.setUserCode("aoyagi"); 

 

  Answer answer = new Answer(); 

  answer.setAnswerCode("answerCode"); 

  answer.setQuestionnaireCode("questionnaireCode"); 

  answer.setAnswerUser(user); 

  answer.setAchievement(0); 

  answer.setFilterAchievement(0); 

 

  User user2 = new User(); 

  user2.setUserCode("hayashi"); 

 

  Answer answer2 = new Answer(); 

  answer2.setAnswerCode("answerCode2"); 

  answer2.setQuestionnaireCode("questionnaireCode"); 

  answer2.setAnswerUser(user2); 
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  answer2.setAchievement(0); 

  answer2.setFilterAchievement(0); 

 

  Answer[] answers = {answer, answer2}; 

  try{ 

   // アンケートの配信 

   manager.delivery(questionnaire, answers); 

  } catch(SQLException e){ 

   // 例外処理 

  } 

 

■ スクリプト開発モデル 
  // アンケート回答マネージャの生成 

  var manager = new AnswerManager(true); 

 

  // 配信を行うアンケート 

  var today = new Date(); 

  var questionnaire = { 

   questionnaireCode : "5htgkzdjj5o9lkg", 

   title    : "DevTitle", 

   limitDate   : today, 

   updated   : today, 

   created   : today 

  }; 

 

  // 配信用初期回答データ群 

  var answers = 

   [ 

     { 

     answerCode   : "answerCode", 

     questionnaireCode : "questionnaireCode", 

     answerUser  : "aoyagi", 

     achievement  : 0, 

     filterAchievement : 0 

     }, 

     { 

     answerCode   : "answerCode2", 

     questionnaireCode : "questionnaireCode", 

     answerUser  : "hayashi", 

     achievement  : 0, 

     filterAchievement : 0 

     } 

    ]; 

 

  // アンケートの配信 

  var result = manager.delivery(questionnaire, answers); 
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