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1 はじめに 

1.1 本書の目的 
 
本書は、ワークフローのサンプルプログラムを利用して、ワークフローの機能を使用する方法を記述しています。 

 
本書で使用するサンプルプログラムはあくまでも、ワークフローの機能および API 等の使用方法を理解することに

主眼をおいています。そのため、必ずしもベストなコーディング方法とはいえない方法もあえて取っている個所が

あります。あくまでも、サンプルとしての位置付けでとらえるようにしてください。 

 

1.2 前提条件 
 
 本書に記述されているサンプルプログラムは、JavaEE 開発モデルおよびスクリプト開発モデルで記述され

ています。そのため、JavaEE 開発モデルおよびスクリプト開発モデルに関する理解は必須です。各開発

モデルに関しては、付属する各種マニュアルおよび API リストを参照してください。 

 本書を理解するには、基本的なワークフローに関する理解が必要になります。付属する各種マニュアルお

よび API リストを参照してください。 

 

1.3 準備 
 
ワークフローのサンプルプログラムを実行するための準備をします。 

製品に付属するインストールガイドを参考に、ワークフローが動作する環境を構築します。 

 
本書では、以下の環境を用いて説明をおこないます。 

 intra-mart WebPlatform  (アドバンスト) 

製品については、最新パッチを適応することを推奨します。 

 
製品のインストール後は、システム管理者でログインし、メニュー[ライセンス]より、初期データインポートを行い、サ

ンプルデータインポートも必ず行ってください。 

 
また、JavaEE 開発モデルのサンプルプログラムについては、製品の CD-R 内に保存されています。 

また、製品最新情報ダウンロードページ（http://www.intra-mart.jp/download/product/index.html）から入手すること

もできます。 

 

 

 

 

http://www.intra-mart.jp/download/product/index.html
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2 リクエストパラメータ 
ワークフロー上で開発を行う際、システムからワークフロー連携に必要な情報をリクエストパラメータとして受け取る

事ができます。このリクエストパラメータの情報を利用して、汎用的なワークフローシステムを構築する事を可能と

します。 

 

2.1 パラメータの種類と意味 
 
リクエストパラメータの種類と、取得される情報の内容について解説します。 

 
プロセス種別 【ビジネスプロセスワークフロー】・【ドキュメントワークフロー】・【申請者/承認者ルート作成ワークフロー】 
すべてのプロセス種別にて共通パラメータ 

パラメータ 名称 詳細 
account ログインユーザコード  

group ログインしている 
ログイングループ ID 

 

caller 遷移前の画面情報  
path ページパス ページ種別が、 

【PresentationPage ページ】、 
【Servlet or JSP ページ】（JSP）・・・・・・・・・・・・・・・ 

 
取得可能 

【JavaEE FrameWorkページ】・・・・・・・・・・・・・・・・ 空文字 
 

application アプリケーション ID ページ種別が、 
【JavaEE FrameWorkページ】・・・・・・・・・・・・・・・・ 取得可能 
【PresentationPage ページ】、 
【Servlet or JSP ページ】（JSP）・・・・・・・・・・・・・・・ 

 
空文字 

 

service サービス ID 

parent_process_def_cd サブプロセス利用時の場合

の親プロセス定義 CD 
「ルート設定」内のプロセス定義の「設定区分」が、 

【サブプロセスとしてのプロセス定義】・・・・・・・・・ 取得可能 
【通常のプロセス定義】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 空文字 

 

parent_version_cd サブプロセス利用時の場合

の親バージョン CD 
parent_process_cd サブプロセス利用時の場合

の親プロセス CD 
bpw_draft_appoint_date 起票指定日 取得形式 「yyyy/MM/dd|HH:mm:ss」 
ｒunSelectActivityCd 次タスクのアクティビティ CD 【申請】・【再申請】・【審議】・【再審議】 

次タスクが 
実行時選択・ルート選択・ルート作成の場合・・・・ 取得可能 
それ以外（通常の対象者による審議者など）・・・・ 空文字 

 

im_mark URL 整合性チェック用 
パラメータ 

【スクリプト開発モデル】内でページにアクセスする場合に、 
システム内部で利用しているものであり、ワークフローには関連性は

ありません。⇒使用用途の必要性はありません。 
user_setting_key ユーザ任意指定 

リクエストパラメータ 
「ユーザ任意指定リクエストパラメータ」を参照ください。 
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プロセス種別 【ドキュメントワークフロー】・【申請者/承認者ルート作成ワークフロー】の場合 
 ・・・次のパラメータも取得します。 
パラメータ 名称 詳細 
bpw_process_def_cd プロセス定義 CD  

bpw_version_cd バージョン CD  
bpw_activity_cd アクティビティ CD  
bpw_process_cd プロセス CD  
bpw_agt_user_cd 代理元ユーザ CD  
bpw_app_type 代理フラグ 代理設定状態 

本人処理・・・・・ org 

代理処理・・・・・ agt 
 

bpw_parameter_cds ユーザアプリケーションキー 【ルート作成】・【ルート選択】・【実行時選択】の 
【申請】画面の次画面遷移が必要な場合、 
⇒遷移先から【申請】画面へ戻り時、遷移前にセットした値を取得 

bpw_ack_mode 申請区分 

【申請】 
デフォルト 
├─ 
├─ 
│ 
│ 
│ 
│ 
└─ 
 

  
通常・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ init 
ルート作成タスクの 
設定が必要な場合  

 

├─初期表示・・・・・・・ user_create_init 
└─ルート作成画面 

から戻った場合・・ 
 
user_create_back 

実行時選択、ルート選択 
     の設定が必要な場合 

 

├─初期表示・・・・・・・ others_init 
└─設定画面から 

戻った場合・・・ 
 
others_back 

カスタム   
└─ 通常・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ init 

【再申請】 
デフォル

ト 
├─ 
├─ 
│ 
│ 
│ 
│ 
└─ 
 

  
通常・・・・・・・・・・・・・・・・・・ retry 
ルート作成タスクの 
設定が必要な場合  

 

├─初期表・・・・・・・・・・・・ user_create_retry 
└─ルート作成画面 

から戻った場合・・・ 
 
user_create_retry_back 

実行時選択、ルート選択 
  の設定が必要な場合 

 

├─初期表示・・・・・・・・・・ others_retry 
└─設定画面から 

戻った場合・・・・・・・ 
 
others_retry_back 

カスタム   
└─ 通常・・・・・・・・・・・・・・・・・ retry 

 

bpw_ack_retry_type 再申請区分 
【再申請】・【再審議】 
差し戻しの場合・・・・・ return 
引き戻しの場合・・・・・ pull 

 

next_task_type 

次タスク処理タイプ 【申請】・【再申請】・【審議】・【再審議】 
通常・・・・・・・・・・・・・・ normal 
実行時選択・・・・・・・・ executant 
ルート選択・・・・・・・・・ select_route 
ルート作成・・・・・・・・・ create_route 

 

next_task_info_flg 次タスク情報設定フラグ 
次タスクが【実行時選択】・【ルート選択】・【ルート作成】 
実行時情報をセットする必要がある場合・・・・・ required 
実行時情報をセットする必要がない場合・・・・・ 空文字 
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プロセス種別 【ビジネスプロセスワークフロー】の場合 
 ・・・次のパラメータも取得します。 
パラメータ 名称 詳細 

process_def_cd プロセス定義 CD  

version_cd バージョン CD  
activity_cd アクティビティ CD  
process_cd プロセス CD  

agent_user_cd 代理元ユーザ CD  
mineTransferFlg 代理フラグ 代理設定状態 

本人処理・・・・・ org 

代理処理・・・・・ agt 
 

contentsType コンテンツ種別タイプ 本人起票・・・・・・・・・・・・ RUNUSER 
代理起票・・・・・・・・・・・・ TRANSFER 
処理・・・・・・・・・・・・・・・・ NORMAL 
引戻し後の再起票・・・・・ PULL 
差戻し後の再起票・・・・・ RETURN 
参照・・・・・・・・・・・・・・・・ REFER 

 

next_task_info_flg 動的タスク設定フラグ 次タスクが【実行時選択】 
実行時情報をセットする必要がある場合・・・・・ required 
実行時情報をセットする必要がない場合・・・・・ 空文字 
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2.2 画面別のリクエストパラメータ対照表 
 
各一覧画面別のリクエストパレメータ取得可否を表すものです。 

 

2.2.1 プロセス種別 【ドキュメントワークフロー】・【申請者/承認者ルート作成ワークフロー】 
 

パラメータ 本人 代理 
 起票 再起票 審議 再審議 詳細 参照 起票 再起票 審議 再審議 
account ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 
group ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 
                    
caller ○ ○ ○ ○ × × ○ ○ ○ ○ 
                    
path △ （ページ種別が【PresentationPage ページ】・【Servlet or JSP ページ】の「JSP」） 
application △ （ページ種別が【JavaEE FrameWork ページ】） 
service 
                  
bpw_process_def_cd ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 
bpw_version_cd ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 
bpw_activity_cd ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 
bpw_process_cd × ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ 
parent_process_def_cd △ （【サブプロセス】） 
parent_version_cd 
parent_process_cd 
bpw_draft_appoint_date ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 
bpw_app_type ○ × × ○ 
bpw_agt_user_cd × × × × × × ○ ○ ○ ○ 
                   
bpw_parameter_cds △ （※1） ○ ○ ○ ○ ○ △ （※1） ○ ○ ○ 
bpw_ack_mode ○ ○ × × ○ ○ ○ ○ × × 
bpw_ack_retry_type × ○ × ○ × × × ○ × ○ 
next_task_type △ （【カスタム】のみ） × × △ （【カスタム】のみ） 
runSelectActivityCd △ （次タスクが 

【ルート選択】 
【実行時選択】 
【ルート作成】） 

× × △ （次タスクが 
【ルート選択】 
【実行時選択】 
【ルート作成】） 

next_task_info_flg △ （次タスクが 
【ルート選択】 
【実行時選択】 
【ルート作成】） 

× × △ （次タスクが 
【ルート選択】 
【実行時選択】 
【ルート作成】） 

im_mark △ （【スクリプト開発モデル】のみ） 
user_setting_key △ （ユーザ指定を行った場合のみ）  

 
＜凡例：「○」 = 取得可能、「×」 = 取得不可能、「△」 = 括弧内の条件つきで取得可能＞ 

 
（※1） 次タスクが【ルート作成】・【ルート選択】・【実行時選択】の【申請】画面の次画面遷移が必要な場合 
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2.2.2 プロセス種別 【ビジネスプロセスワークフロー】 
 

パラメータ 本人 代理 

起票 再起票 処理 再処理 詳細 参照 起票 再起票 処理 再処理 
account ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 
group ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 
caller ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

path △ （ページ種別が【PresentationPage ページ】、【Servlet or JSP ページ】の「JSP」） 
application △ （ページ種別が【JavaEE FrameWork ページ】） 
service 
process_def_cd ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 
version_cd ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 
activity_cd ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 
process_cd × ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ 
parent_process_def_cd △ （【サブプロセス】） 
parent_version_cd 
parent_process_cd 
bpw_draft_appoint_date ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 
mineTransferFlg ○ × × ○ 
agent_user_cd × × × × × × ○ ○ ○ ○ 
contentsType ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 
runSelectActivityCd △ （次タスクが【実行時選択】） × × △ （次タスクが【実行時選択】） 
next_task_info_flg △ （次タスクが【実行時選択】） × × △ （次タスクが【実行時選択】） 
user_setting_key △ （ユーザ指定を行った場合のみ） 

 
＜凡例：「○」 = 取得可能、「×」 = 取得不可能、「△」 = 括弧内の条件つきで取得可能＞ 
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2.3 ユーザ任意指定リクエストパラメータ 
 
各一覧画面内の画面遷移を行う＜FORM＞タグ内に、 

 
<input type="hidden" name="user_setting_key" value="xxxxx"> 

 ※“xxxxx”は任意の文字列 

 
を指定すると、この＜FORM＞タグの画面遷移が処理された際、遷移先の画面への取得パラメータに、リクエスト

パラメータ名“user_setting_key”として、各一覧画面内の画面遷移を行う＜FORM＞タグ内に指定した、文字列が

取得されます。 

 
☆参考☆ 

＜表 1＞ 「ユーザ任意指定リクエストパラメータ」が利用できる画面リストと画面パス 

 

本人 

起票一覧 doc/imart/bpw/business/ProcessInstanceEntry/ProcessInstanceEntryBody.jsp 
起票済一覧 doc/imart/bpw/business/TaskList/AppliedSelfBody.jsp 
未処理一覧 doc/imart/bpw/business/TaskList/NotCompletedBody.jsp 
処理済一覧 doc/imart/bpw/business/TaskList/ConsentedSelfBody.jsp 
参照 doc/imart/bpw/business/TaskList/ReferBody.jsp 
一括審議 doc/imart/bpw/business/Acknowledge/AcknowledgeList.jsp 

代理 

起票一覧 doc/imart/bpw/business/ProcessInstanceEntry/ProcessInstanceTransferBody.jsp 
起票済一覧 doc/imart/bpw/business/TaskList/AppliedAgentBody.jsp 
未処理一覧 doc/imart/bpw/business/TaskList/NotCompletedAgentBody.jsp 
処理済一覧 doc/imart/bpw/business/TaskList/ConsentedAgentBody.jsp 
一括審議 doc/imart/bpw/business/Acknowledge/AcknowledgeAgentList.jsp 

 
＜表２＞ 各一覧画面内＜FORM＞タグ内で指定される属性「service（※１）」リスト 

 

[起票]アイコン押下 
ドキュメントワークフロー application_apply_frame_call 
ビジネスプロセスワークフロー next_path_call 

[処理]アイコン押下 
ドキュメントワークフロー acknowledge_frame_call 
ビジネスプロセスワークフロー next_path_call 

[詳細]アイコン押下 
ドキュメントワークフロー detail_info_frame_call 
ビジネスプロセスワークフロー switch_link_call 

[一括審議]押下 ドキュメントワークフロー acknowledge_list_frame_call 

 
（※１） ＜FORM＞タグ内の属性「name」ではありません。注意ください。 
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3 起票（申請）画面の連携 
ワークフローモジュールと連携し、起票（申請）を行うには、３つのパターンが用意されています。 

 
 ワークフローモジュールの標準画面を使用する 

 起票（申請）画面のみ、ワークフローモジュールの標準画面を使用する（タグリブ） 

 ワークフローモジュールで提供する API を使用する 

 

3.1 ワークフローモジュールの標準画面を使用する 
 
メニューより、[ワークフロー]-[起票]画面より、起票（申請）画面に遷移することが前提となります。 

処理タスクのコンテンツフレームワーク種別は「標準」を選択してください。 

 
プロセス種別【ドキュメントワークフロー】、【申請者／承認者ルート作成ワークフロー】において、使用することがで

きます。 

起票（申請） 画面は、“ユーザアプリケーション画面”と“起票（申請）画面”の２画面で構成されており、表示形式

を「フレーム表示」、「タブ表示」のいずれかから選択することが可能となります。 

 
 タブ表示 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 フレーム表示 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ユーザアプリケーション画面 起票（申請）画面 

タブで切り替え 

起票（申請）画面 

ユーザアプリケーション画面 
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 表示形式の切り替えのみであり、機能、動作（仕様）に相違はありません。 

 フレーム/タブの選択機能は、起票（申請） / 審議画面共通となり、どちらか一方の画面のみ変更する

といったことはできません。 

 
“ユーザアプリケーション画面”と“起票（申請）画面”の連携は、「Cookie」を使用して行います。 

このため、Cookie を使用しない（出来ない）環境では、使用することが出来ません。 

 
“ユーザアプリケーション画面”から“起票（申請）画面”に対して、ユーザアプリケーションで一意となるキーをアプ

リケーションキー情報として、Cookie にセットします。 

 
Client-side JavaScript API として用意されている以下の API を使用します 

 
setCookie(sName, sValue, dExpires, sDomain, sPath, bSecure)  

 
sName 「bpw_parameter_cds」を指定してください。 
sValue 「String 文字列」を指定してください。 

引渡すデータが複数になる場合には、「,」カンマ区切りで指定してください。 
[ sample001,sample002,sample003,sample004・・・・・・]  

dExpires 動作環境に準じて指定します。通常、特に指定する必要はありません。 
sDomain 動作環境に準じて指定します。通常、特に指定する必要はありません。 
sPath 動作環境に準じて指定します。通常、特に指定する必要はありません。 
第 6 引数 動作環境に準じて指定します。通常、特に指定する必要はありません。 

 
アプリケーションキー情報をとして指定できるキーは 9 つまでとなっています。 

 
 JavaEE 開発モデル／スクリプト開発モデル 

 
<html> 

<head> 

<script src="csjs/im_cookie.js"></script> 

<script language="JavaScript"> 

 

   var parameterCd = “ユーザアプリケーションキー情報”; 

 

    setCookie( "bpw_parameter_cds" , parameterCd); 

 

</script> 

</head> 

<body> 

  ・ 

  ・ 

  ・ 

</body> 

<html> 
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3.1.1 起票指定日の指定 （任意） 
 
起票指定日をアプリケーションキー情報同様に、cookie を使用して指定することも可能です。 

cookie で指定しなかった場合は、起票一覧画面で選択した日付が、起票指定日としてワークフローへ登録されま

す。 

アプリケーションキー情報と同様に、Client-side JavaScript API として用意されている以下の API を使用します 

 
setCookie(sName, sValue, dExpires, sDomain, sPath, bSecure)  

 
sName 「bpw_draft_appoint_date」を指定してください。 
sValue 「String 文字列」を指定してください。 

「yyyy/MM/dd|kk:mm:ss」のフォーマットで指定してください。 
dExpires 動作環境に準じて指定します。通常、特に指定する必要はありません。 
sDomain 動作環境に準じて指定します。通常、特に指定する必要はありません。 
sPath 動作環境に準じて指定します。通常、特に指定する必要はありません。 
第 6 引数 動作環境に準じて指定します。通常、特に指定する必要はありません。 

 
 JavaEE 開発モデル／スクリプト開発モデル 

 
<html> 

<head> 

<script src="csjs/im_cookie.js"></script> 

<script language="JavaScript"> 

 

    setCookie( " bpw_draft_appoint_date " , “2008/07/07|00:00:00”); 

 

</script> 

</head> 

<body> 

  ・ 

  ・ 

  ・ 

</body> 

<html> 

 
「起票指定日」を指定する場合は、プロセス定義の有効期間やユーザの処理権限の範囲内であることに注意して

ください。 

また、所属組織情報との不整合がおきない様に注意が必要です。 

 

3.1.2 サンプルプログラム 
 
以下にサンプルプログラムが用意されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

■JavaEE 開発モデル 
% ApplicasionRuntime% 
/doc/imart/sample/bpw/purchase/standard/drafter/display.jsp 

 
■スクリプト開発モデル 

%Resource Service% 
/pages/src/sample/bpw/purchase/standard/drafter/display.html 
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3.2 起票（申請）画面のみ、標準画面を使用する（タグリブ） 
 
“ユーザアプリケーション画面”から、直接起票（申請）画面に遷移することが可能なります。 

独自に作成した“ユーザアプリケーション画面”から、専用の API（タグライブラリ）を利用することにより遷移が可能

です。 

処理タスクのコンテンツフレームワーク種別は「カスタム」を選択してください。 

 

 
 

 
 JavaEE 開発モデル 

 
 workflow:draft（申請画面に遷移） 

 workflow:retry（再申請画面に遷移） 

 workflow:subDraft（サブプロセスの申請画面に遷移） 

 workflow:switchLink（ステータスに応じた申請画面に遷移） 

 
 スクリプト開発モデル 

 
 <IMART type=”draft”>（申請画面に遷移） 

 <IMART type=”retry”>（再申請画面に遷移） 

 <IMART type=”subDraft”>（サブプロセスの申請画面に遷移） 

 <IMART type=”switchLink”>（ステータスに応じた申請画面に遷移） 

 
上記 API(タグライブラリ)を使用することで、<FORM>タグに変換されます。 

 

ユーザアプリケーション画面 



intra-mart ワークフロー プログラミングガイド 

 

Page 12 Copyright 2000-2014 株式会社 NTT データ イントラマート All rights Reserved. 

 

 

3.2.1 起票（申請）画面 
 
タグ名 
タグ名称 draft 

 
属性 説明 
name（必須） <FORM>タグの name 属性 
method <FORM>タグの method 属性 
target <FORM>タグの target 属性 
bpw_process_def_cd（必須） プロセス定義 CD 
bpw_version_cd（必須） バージョン CD 
bpw_activity_cd（必須） アクティビティ CD 
bpw_parameter_cds（必須） ユーザアプリケーションキー「カンマ区切り」 
bpw_app_type（必須） 代理フラグ 

※”org”（本人処理） 
”agt”（代理処理） 

bpw_agt_user_cd 代理元ユーザ CD 
※「bpw_app_type」が”agt“の場合は必須 

bpw_draft_appoint_date 起票指定日「yyyy/MM/dd|00:00:00」 
ｌocale ロケール ID 
callBackApplicationId 前画面遷移用のアプリケーション ID 
callBackServiceId 前画面遷移用のサービス ID 
callBackContentsPath 前画面遷移用のコンテンツパス 

・スクリプト開発モデル：“ / “区切りで記述（拡張子なし） 
successPageApplicationId 処理成功後の画面遷移用のアプリケーション ID 
successPageServiceId 処理成功後の画面遷移用のサービス ID 
successPageContentsPath 処理成功後の画面遷移用のコンテンツパス 

・スクリプト開発モデル：“ / “区切りで記述（拡張子なし） 
programPath 処理実行前に実行される任意プログラムのパス 

・JavaEE 開発モデル：フルパッケージで記述（拡張子なし） 
・スクリプト開発モデル：“ / “区切りで記述（拡張子なし） 
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3.2.2 起票（再申請）画面 
 
タグ名 
タグ名称 retry 

 
属性 説明 
name（必須） <FORM>タグの name 属性 
method <FORM>タグの method 属性 
target <FORM>タグの target 属性 
bpw_process_def_cd（必須） プロセス定義 CD 
bpw_process_cd（必須） プロセス CD 
bpw_version_cd（必須） バージョン CD 
bpw_activity_cd（必須） アクティビティ CD 
bpw_parameter_cds（必須） ユーザアプリケーションキー「カンマ区切り」 
bpw_app_type（必須） 代理フラグ 

※”org”（本人処理） 
”agt”（代理処理） 

bpw_agt_user_cd 代理元ユーザ CD 
※「bpw_app_type」が”agt“の場合は必須 

ｌocale ロケール ID 
callBackApplicationId 前画面遷移用のアプリケーション ID 
callBackServiceId 前画面遷移用のサービス ID 
callBackContentsPath 前画面遷移用のコンテンツパス 

・スクリプト開発モデル：“ / “区切りで記述（拡張子なし） 
successPageApplicationId 処理成功後の画面遷移用のアプリケーション ID 
successPageServiceId 処理成功後の画面遷移用のサービス ID 
successPageContentsPath 処理成功後の画面遷移用のコンテンツパス 

・スクリプト開発モデル：“ / “区切りで記述（拡張子なし） 
programPath 処理実行前に実行される任意プログラムのパス 

・JavaEE 開発モデル：フルパッケージで記述（拡張子なし） 
・スクリプト開発モデル：“ / “区切りで記述（拡張子なし） 
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3.2.3 起票（サブプロセスの申請）画面 
 
タグ名 
タグ名称 subDraft 

 
属性 説明 
name（必須） <FORM>タグの name 属性 
method <FORM>タグの method 属性 
target <FORM>タグの target 属性 
bpw_process_def_cd（必須） プロセス定義 CD 
bpw_process_cd（必須） プロセス CD 
bpw_version_cd（必須） バージョン CD 
bpw_activity_cd（必須） アクティビティ CD 
bpw_parameter_cds（必須） ユーザアプリケーションキー「カンマ区切り」 
bpw_app_type（必須） 代理フラグ 

※”org”（本人処理） 
”agt”（代理処理） 

bpw_agt_user_cd 代理元ユーザ CD 
※「bpw_app_type」が”agt“の場合は必須 

callBackApplicationId 前画面遷移用のアプリケーション ID 
callBackServiceId 前画面遷移用のサービス ID 
callBackContentsPath 前画面遷移用のコンテンツパス 

・スクリプト開発モデル：“ / “区切りで記述（拡張子なし） 
successPageApplicationId 処理成功後の画面遷移用のアプリケーション ID 
successPageServiceId 処理成功後の画面遷移用のサービス ID 
successPageContentsPath 処理成功後の画面遷移用のコンテンツパス 

・スクリプト開発モデル：“ / “区切りで記述（拡張子なし） 
programPath 処理実行前に実行される任意プログラムのパス 

・JavaEE 開発モデル：フルパッケージで記述（拡張子なし） 
・スクリプト開発モデル：“ / “区切りで記述（拡張子なし） 
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3.2.4 ステータスに応じた処理画面 
 
タグ名 
タグ名称 switchLink 

 
属性 説明 
name（必須） <FORM>タグの name 属性 
Method <FORM>タグの method 属性 
Target <FORM>タグの target 属性 
bpw_process_def_cd（必須） プロセス定義 CD 
bpw_process_cd プロセス CD 

※再申請や、サブプロセスの申請の場合は必須 
bpw_version_cd（必須） バージョン CD 
bpw_activity_cd（必須） アクティビティ CD 
bpw_parameter_cds（必須） ユーザアプリケーションキー「カンマ区切り」 

※申請、サブプロセスの申請の場合は必須 
bpw_app_type（必須） 代理フラグ 

※”org”（本人処理） 
”agt”（代理処理） 

bpw_agt_user_cd 代理元ユーザ CD 
※「bpw_app_type」が”agt“の場合は必須 

bpw_draft_appoint_date 起票指定日「yyyy/MM/dd|00:00:00」 
ｌocale ロケール ID 
callBackApplicationId 前画面遷移用のアプリケーション ID 
callBackServiceId 前画面遷移用のサービス ID 
callBackContentsPath 前画面遷移用のコンテンツパス 

・スクリプト開発モデル：“ / “区切りで記述（拡張子なし） 
successPageApplicationId 処理成功後の画面遷移用のアプリケーション ID 
successPageServiceId 処理成功後の画面遷移用のサービス ID 
successPageContentsPath 処理成功後の画面遷移用のコンテンツパス 

・スクリプト開発モデル：“ / “区切りで記述（拡張子なし） 
programPath 処理実行前に実行される任意プログラムのパス 

・JavaEE 開発モデル：フルパッケージで記述（拡張子なし） 
・スクリプト開発モデル：“ / “区切りで記述（拡張子なし） 

 

 

 

 



intra-mart ワークフロー プログラミングガイド 

 

Page 16 Copyright 2000-2014 株式会社 NTT データ イントラマート All rights Reserved. 

 

 

3.2.5 任意プログラム 
 
タグライブラリの起票といった各処理において、ワークフローモジュールと同一トランザクション内で予め指定した

プログラム（前処理プログラム）を実行する事ができます。 

前処理プログラムは、API（タグリブ）で指定します。 

前処理プログラム内では、ユーザアプリケーション画面で設定したリクエストパラメータを取得することも可能です。 

 
ワークフローモジュールと同一トランザクション内で実行されるため、このプログラム内でトランザクション制御を行

う事はできません。 

 

 
 
以下に前処理プログラムのテンプレートが用意されています。 

 

 

 

 

 

 

 
前処理プログラムは、各タスクで実行される処理により、呼び出されるメソッド名が変わります。次の通りです。 

 
処理名 メソッド名 取得パラメータ 

起票・再起票 proceed（） userRequestMap 、 groupId 、userId 
（ユーザ設定リクエストパラメータマップ、ログイングループ ID、ユー

ザ ID）が取得されます。 取り止め compulsion（） 

 

 

■JavaEE 開発モデル 
%im_sample4advanced-src.zip% 
/im_sample4advanced/src/main/java/jp/co/intra_mart/sample/bpw/template/DrafterPreprocessing.java 

 
■スクリプト開発モデル 
%Resource Service% 
/pages/src/sample/bpw/template/drafter_preprocessing.js 
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各開発モデルでは次のような規約があります。 

 
 JavaEE 開発モデル 

jp.co.intra_mart.foundation.bpw.model.data クラス BPWPreprocessingLogic を継承した任意クラスを使用し

ます。 

返却値は、jp.co.intra_mart.foundation.bpw.model.data インタフェース EISModelStaticIF のフィールド値

を返却します。 

 
 スクリプト開発モデル 

返却値は、java ライブラリを読み込んだ定数を返却します。 

 
// 定数定義 

var STATUS_COMPLETED =  

Packages.jp.co.intra_mart.foundation.bpw.model.data.EISModelStaticIF.STATUS_COMPLETED + ""; 

ｖar STATUS_FAULT =  

Packages.jp.co.intra_mart.foundation.bpw.model.data.EISModelStaticIF.STATUS_FAULT + ""; 

 

// 「完了」のステータスとして返却 

return STATUS_COMPLETED; 

 

3.2.6 サンプルプログラム 
 
以下にサンプルプログラムが用意されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■JavaEE 開発モデル 
% ApplicasionRuntime% 
/doc/imart/sample/bpw/purchase/taglib/drafter/display.jsp 
 
%im_sample4advanced-src.zip% 
/im_sample4advanced/src/main/java/jp/co/intra_mart/sample/bpw/purchase/appendix/DrafterPreprocessing.

java 
 

■スクリプト開発モデル 
%Resource Service% 
/pages/src/sample/bpw/purchase/taglib/drafter/display.html 
/pages/src/sample/bpw/purchase/taglib/drafter/display.js 
 
/pages/src/sample/bpw/purchase/appendix/drafter_preprocessing.js 
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3.3 API を使用する 
 
“ユーザアプリケーション画面”から、ワークフローモジュールで提供する起票（申請）画面に遷移することなく、独

自に作成した画面内で、ワークフローの申請処理を行うことが可能です。 

処理タスクのコンテンツフレームワーク種別は「カスタム」を選択してください。 

 

 
 
 JavaEE 開発モデル 

 
 jp.co.intra_mart.foundation.wkf.Drafter # draft（申請） 

 jp.co.intra_mart.foundation.wkf.Drafter # retry（再申請） 

 jp.co.intra_mart.foundation.wkf.Drafter # subProcessDraft（サブプロセスの申請） 

 jp.co.intra_mart.foundation.wkf.Drafter # cancel（取り止め） 

 
 スクリプト開発モデル 

 
 WkfDrafter # draft（申請） 

 WkfDrafter # retry（再申請） 

 WkfDrafter # subProcessDraft（サブプロセスの申請） 

 WkfDrafter # cancel（取り止め） 

 
上記 API を、ユーザアプリケーション画面と組み合わせて使用します。 

 

3.3.1 データベーストランザクションの統一 
 
API を使用してワークフローの起票（申請）画面を作成する場合は、ユーザアプリケーション内でワークフローAPI

を使用します。 

この時に、“ユーザアプリケーション側の DB 処理”と“ワークフローの起票（申請）処理の DB 処理”を同じ DB トラ

ンザクション内で対応したいというケースがあります。このような場合には、以下の API を利用します。 

 
このメソッド使用すると、メソッド内でトランザクション制御は行いません。外部（ユーザプログラム）側のトランザクシ

ョン制御に依存されます。 

 

ユーザアプリケーション画面 
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 JavaEE 開発モデル 

 
//コンストラクタ生成 

Drafter drft = new Drafter(“ユーザ CD”, “ログイングループ ID”); 

 

//トランザクションモードを OFF にする 

 drft.noTransaction(); 

 

//起票 

ProcessInfoModel reseltModel = drft.draft(・,・,・,・,・); 

 
 スクリプト開発モデル 

 
//コンストラクタ生成 

var oDraft = new WkfDrafter(“ユーザ CD”, “ログイングループ ID”); 

 

//トランザクションモードを OFF にする 

oDraft.noTransaction(); 

 

//起票 

var result = oDraft.draft(・,・,・,・,・); 

 

3.3.2 アプリケーションロックの実装方法 
 
ワークフローでは、処理が集中する処理において、アプリケーションロック（処理の直列化）を行うことを推奨します。

アプリケーションロックを使用しない場合、ワークフローの処理が並列化され、マスタデータとの整合性が保てない

場合があります。 

 
アプリケーションロックの実装については、DB トランザクションの外で実装してください。im-JavaEE Framework の

場合、ServiceControllor で行ってください。Event（StandardEventListener、StandardEJBEventListener のようなトラ

ンザクション機能を備えている Event）内でトランザクション制御を行っている場合、DB によってはアプリケーション

ロック機能の効果が期待できない（つまり、データ不整合が発生してしまう）恐れがあります。 

 

 
 JavaEE 開発モデル 

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

    ・ 

    ・ 

    ・ 

        // アプリケーションロックの取得 

        String id = "bpw_WORK_FLOW" + getUserInfo().getLoginGroupID(); 

        Lock lock = new Lock(id); 

        try { 

            lock.begin(); 

        } catch ( IOException i ) { 

            ”エラー処理” 

        } 

 

        try{ 

 

             ”ワークフローAPI を利用したイベント処理を実行” 

 

        } catch (SystemException e) { 

         

        }finally{ 

            // アプリケーションロックの開放 
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            try { 

                lock.end(); 

            } catch ( IOException i ) { 

 

            } 

        } 

 
JaveEE 開発モデルでアプリケーションロックを行うには、下記の API を使用します。 

 

 jp.co.intra_mart.foundation.service.client.information.Lock 

 
API に引き渡すロックキーは、下記のように生成します。 

 
"bpw_WORK_FLOW" + “ログイングループ ID” 

 
※ 「bpw_WORK_FLOW」は固定となります。 

 
 スクリプト開発モデル 

 
    ・ 

    ・ 

    ・ 

    // ワークフローユーザトランザクションの準備 

    var ut = new UserTransaction(); 

    if( ut == null ) { 

        ”エラー処理” 

     } 

    // ワークフローユーザトランザクションの開始 

    if( !ut.begin() ) { 

        ”エラー処理” 

    } 

 

    ”ワークフローAPI を利用した処理を実行” 

 

    if( !result.isSuccess ) { 

        // ワークフローユーザトランザクションのロールバック 

        if( !ut.rollback() ) { 

            ”エラー処理” 

        } 

        ”エラー処理” 

    } 

 

    // ワークフローユーザトランザクションのコミット 

    if( !ut.commit() ) { 

        ”エラー処理” 

    } 

 
スクリプト開発モデルでは、ワークフローAPI である下記の API を使用します。 

 

 UserTransaction 

 
このAPIは、DBトランザクションの制御に合わせ、「トランザクションの開始と同時にアプリケーションロックの開始」、

「トランザクションの確定／中止と同時にアプリケーションロックの開放」を行うワークフロー専用の API です。 

アプリケーションロックの有無については、「BPWCore.properties」の“アプリケーションロック機能関連設定”の影

響を受けます。 

“アプリケーションロック機能関連設定”については、「ワークフロー仕様書」を参照ください。 

※ ワークフロー以外での処理には使用しないでください。 
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3.3.3 サンプルプログラム 
 
以下にサンプルプログラムが用意されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

■JavaEE 開発モデル 
%im_sample4advanced-src.zip% 
/im_sample4advanced/src/main/java/jp/co/intra_mart/sample/bpw/purchase/custom/controller/service/Custo

mDrafterDraftServiceController.java 
 

■スクリプト開発モデル 
%Resource Service% 
/pages/src/sample/bpw/purchase/custom/drafter/draft.js 
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4 審議（承認）画面の連携 
ワークフローモジュールと連携し、審議（承認）を行うには、３つのパターンが用意されています。 

 
 ワークフローモジュールの標準画面を使用する 

 起票（申請）画面のみ、ワークフローモジュールの標準画面を使用する（タグリブ） 

 ワークフローモジュールで提供する API を使用する 

 

4.1 ワークフローモジュールの標準画面を使用する 
 
メニューより、[ワークフロー]-[未処理]画面より、審議（承認）画面に遷移することが前提となります。 

処理タスクのコンテンツフレームワーク種別は「標準」を選択してください。 

 
プロセス種別【ドキュメントワークフロー】、【申請者／承認者ルート作成ワークフロー】において、使用することがで

きます。 

審議（承認）画面は、“ユーザアプリケーション画面”と“審議（承認）画面”の２画面で構成されており、表示形式を

「フレーム表示」、「タブ表示」のいずれかから選択することが可能となります。（詳細は、起票（承認）画面の章を参

照ください。） 

 

4.1.1 アプリケーションキー情報の取得 
 
審議（承認）画面（“ユーザアプリケーション画面”）では、リクエストパラメータとして起票（申請）画面で設定したア

プリケーションキーの情報が取得できます。 

 
bpw_parameter_cds 

 
取得したアプリケーションキーの情報より、“ユーザアプリケーション画面”のデータを特定し、画面の生成を行っ

てください。 

 

4.1.2 サブプロセスで、親プロセスのでアプリケーションキー情報の取得 
 
サブプロセスは、親プロセスとは別のルート定義を行っている仕組上、別プロセスとしてワークフローモジュールで

管理されています。 

そのため、リクエストパラメータとして親プロセスのアプリケーションキーの情報（bpw_parameter_cds）を取得するこ

とは出来ません。 

 
親プロセスのアプリケーションキーの情報を取得するには、ワークフローAPI を使用します。 

 
※ 下記のサンプルプログラムの例では、アプリケーションキーの情報が１つの場合の例です。 
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 JavaEE 開発モデル 

 jp.co.intra_mart.foundation.wkf # getApplicationKeys() 

 
//アプリケーションキー取得 

Process process = new Process(request.getParameter("bpw_process_def_cd"), 

                              request.getParameter("bpw_version_cd"), 

                              request.getParameter("bpw_process_cd"), 

                              request.getParameter("group")); 

 

String parameterCd = (String)((Map)process.getApplicationKeys().get(0)).get("parameter_cd"); 

 
 スクリプト開発モデル 

 WkfProcess # getApplicationKeys() 

 
// アプリケーションキー取得 

var oWkfProcess  = new WkfProcess ( request.bpw_process_def_cd, 

                                    request.bpw_version_cd, 

                                    request.bpw_process_cd, 

                                    request.group ); 

 

var parameter_cd = oWkfProcess.getApplicationKeys()[0].parameter_cd; 

 

4.1.3 サンプルプログラム 
 
以下にサンプルプログラムが用意されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

■JavaEE 開発モデル 
%im_sample4advanced-src.zip% 
/im_sample4advanced/src/main/java/jp/co/intra_mart/sample/bpw/purchase/standard/controller/service/Stan

dardDetailServiceController.java 
 

■スクリプト開発モデル 
%Resource Service% 
/pages/src/sample/bpw/purchase/standard/detail/detail.js 
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4.2 審議（承認）画面のみ、標準画面を使用する（タグリブ） 
 
“ユーザアプリケーション画面”から、直接審議（承認）画面に遷移することが可能なります。 

独自に作成した“ユーザアプリケーション画面”から、専用の API（タグライブラリ）を利用することにより遷移が可能

です。 

処理タスクのコンテンツフレームワーク種別は「カスタム」を選択してください。 

 
 JavaEE 開発モデル 

 
 workflow: approve（承認画面に遷移） 

 workflow: switchLink（ステータスに応じた処理画面に遷移） 

 
 スクリプト開発モデル 

 
 <IMART type=” approve”>（承認画面に遷移） 

 <IMART type=” switchLink”>（ステータスに応じた処理画面に遷移） 

 
上記 API(タグライブラリ)を使用することで、<FORM>タグに変換されます。 

“switchLink”タグについては、起票（申請）ステータスに応じた処理画面の“switchLink”タグを参照してください。 

4.2.1 審議（承認）画面 
 
タグ名 
タグ名称 approve 

 
属性 説明 
name（必須） <FORM>タグの name 属性 
method <FORM>タグの method 属性 
target <FORM>タグの target 属性 
bpw_process_def_cd（必須） プロセス定義 CD 
bpw_process_cd（必須） プロセス CD 
bpw_version_cd（必須） バージョン CD 
bpw_activity_cd（必須） アクティビティ CD 
bpw_app_type（必須） 代理フラグ 

※”org”（本人処理） 
”agt”（代理処理） 

bpw_agt_user_cd 代理元ユーザ CD 
※「bpw_app_type」が”agt“の場合は必須 

callBackApplicationId 前画面遷移用のアプリケーション ID 
callBackServiceId 前画面遷移用のサービス ID 
callBackContentsPath 前画面遷移用のコンテンツパス 

・スクリプト開発モデル：“ / “区切りで記述（拡張子なし） 
successPageApplicationId 処理成功後の画面遷移用のアプリケーション ID 
successPageServiceId 処理成功後の画面遷移用のサービス ID 
successPageContentsPath 処理成功後の画面遷移用のコンテンツパス 

・スクリプト開発モデル：“ / “区切りで記述（拡張子なし） 
programPath 処理実行前に実行される任意プログラムのパス 

・JavaEE 開発モデル：フルパッケージで記述（拡張子なし） 
・スクリプト開発モデル：“ / “区切りで記述（拡張子なし） 
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4.2.2 任意プログラム 
 
タグライブラリの審議といった各処理において、ワークフローモジュールと同一トランザクション内で予め指定した

プログラム（前処理プログラム）を実行する事ができます。 

前処理プログラムは、API（タグリブ）で指定します。 

前処理プログラム内では、ユーザアプリケーション画面で設定したリクエストパラメータを取得することも可能です。 

 
ワークフローモジュールと同一トランザクション内で実行されるため、このプログラム内でトランザクション制御を行

う事はできません。 

 
以下に前処理プログラムのテンプレートが用意されています。 

 

 

 

 

 

 

 
前処理プログラムは、各タスクで実行される処理により、呼び出されるメソッド名が変わります。次の通りです。 

 
処理名 メソッド名 取得パラメータ 

承認 proceed（） userRequestMap 、 groupId 、userId 
（ユーザ設定リクエストパラメータマップ、ログイングルー

プ ID、ユーザ ID）が取得されます。 
引戻し pullDraft（） 
承認者への差戻し returnDraft（） 
起票者への差戻し returnStart（） 
否認 rejection（） 

 
各開発モデルでは次のような規約があります。 

 
 JavaEE 開発モデル 

jp.co.intra_mart.foundation.bpw.model.data クラス BPWPreprocessingLogic を継承した任意クラスを使用し

ます。 

返却値は、jp.co.intra_mart.foundation.bpw.model.data インタフェース EISModelStaticIF のフィールド値

を返却します。 

 
 スクリプト開発モデル 

返却値は、java ライブラリを読み込んだ定数を返却します。 

 
// 定数定義 

var STATUS_COMPLETED =  

Packages.jp.co.intra_mart.foundation.bpw.model.data.EISModelStaticIF.STATUS_COMPLETED + ""; 

ｖar STATUS_FAULT =  

Packages.jp.co.intra_mart.foundation.bpw.model.data.EISModelStaticIF.STATUS_FAULT + ""; 

 

// 「完了」のステータスとして返却 

return STATUS_COMPLETED; 

 

■JavaEE 開発モデル 
%im_sample4advanced-src.zip% 
/im_sample4advanced/src/main/java/jp/co/intra_mart/sample/bpw/template/ApproverPreprocessing.java 

 
■スクリプト開発モデル 
%Resource Service% 
/pages/src/sample/bpw/template/approver_preprocessing.js 
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4.2.3 サンプルプログラム 
 
以下にサンプルプログラムが用意されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■JavaEE 開発モデル 
% ApplicasionRuntime% 
/doc/imart/sample/bpw/purchase/taglib/approver/approve.jsp 
 
%im_sample4advanced-src.zip% 
/im_sample4advanced/src/main/java/jp/co/intra_mart/sample/bpw/purchase/appendix/ApproverPreprocessin

g.java 
 

■スクリプト開発モデル 
%Resource Service% 
/pages/src/sample/bpw/purchase/taglib/approver/approve.html 
/pages/src/sample/bpw/purchase/taglib/approver/approve.js 
 
/pages/src/sample/bpw/purchase/appendix/approver_preprocessing.js 
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4.3 API を使用する 
 
“ユーザアプリケーション画面”から、ワークフローモジュールで提供する審議（承認）画面に遷移することなく、独

自に作成した画面内で、ワークフローの承認処理を行うことが可能です。 

処理タスクのコンテンツフレームワーク種別は「カスタム」を選択してください。 

 
 JavaEE 開発モデル 

 
 jp.co.intra_mart.foundation.wkf.Approver # approve（承認） 

 jp.co.intra_mart.foundation.wkf.Approver # denial（否認） 

 jp.co.intra_mart.foundation.wkf.Approver # pullBack（引戻し） 

 jp.co.intra_mart.foundation.wkf.Approver # sendBack（差戻し） 

 jp.co.intra_mart.foundation.wkf.Approver # suspend（保留） 

 
 スクリプト開発モデル 

 
 WkfApprover # approve（承認） 

 WkfApprover # denial（否認） 

 WkfApprover # pullBack（引戻し） 

 WkfApprover # sendBack（差戻し） 

 WkfApprover # suspend（保留） 

 
上記 API を、ユーザアプリケーション画面と組み合わせて使用します。 

 
「データベーストランザクションの統一」、「アプリケーションロック」については、起票（申請）同様に実装する必要

があります。 

 

4.3.1 サンプルプログラム 
 
以下にサンプルプログラムが用意されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■JavaEE 開発モデル 
%im_sample4advanced-src.zip% 
/im_sample4advanced/src/main/java/jp/co/intra_mart/sample/bpw/purchase/custom/controller/service/Custo

mApproverApproveServiceController.java 
 

■スクリプト開発モデル 
%Resource Service% 
/pages/src/sample/bpw/purchase/custom/approver/approve.js 
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5 メール送信 API 
ワークフローモジュールで提供するメール送信 API には、２つのパターンが用意されています。 

 
 起票／審議といった処理と関係ない任意（ユーザが独自に用意したアプリケーション）のプログラム内

で、ワークフローモジュールに関するメール送信する。 

 起票／審議の後処理プログラム内などで、ワークフローモジュールに関するメール送信する。 

 

 

5.1 ユーザアプリケーション内で、ワークフローのメール送信 
 
任意（ユーザが独自に用意したアプリケーション）のプログラム内で、ワークフローモジュールに関するメール送信

を行う場合は、以下のようなメール送信 API を利用する事で対応することができます。 

 
 JavaEE 開発モデル 

jp.co.intra_mart.foundation.wkf.Util # sendMail () 
 スクリプト開発モデル 

WkfUtil # sendMail () 

 
このメール送信 API では、第１引数に“テンプレートファイルのパス“を指定し、第 2 引数から第 5 引数にプロセス

（案件）を特定するキーを指定することで、ワークフローモジュールにて用意されて置換文字列を利用する事がで

きます。 
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5.2 後処理プログラム内で、ワークフローのメール送信 
 
起票／審議の後処理プログラム内で、ワークフローモジュールに関するメール送信を行う場合は、次のような注意

が必要です。 

 
後処理プログラムは、タスクの処理内で実行されています。 

そのため、後処理プログラムで即座にメールの送信を行うと、後処理プログラム以降のワークフローモジュール内

の処理でエラーが発生した場合など、メールの送信を取り消すことが出来ません。 

ワークフローモジュールの処理はロールバックされ処理が取り消されますが、メールのみが送信されてしまいま

す。 

 
このような状態を避けるためには、ワークフローモジュールの処理が確定後に、メール送信を行う必要があります。 

後処理プログラムでメールの予約（設定）のみを行い、処理確定後に送信を行います。 

 

Transaction
bigin

Transaction
commit

起票／審議
処理

後処理
プログラム

メール送信予約

 
 
このような場合、以下のようなメール送信 API を利用する事で対応することができます。 

 
 JavaEE 開発モデル 

jp.co.intra_mart.system.bpw.WfeResultMailManager 
 スクリプト開発モデル 

WkfMailSettingBehavior 

 
コンテンツフレーム種別に「カスタム」を使用している場合（API を使用して、起票／審議を行う場合）に、上記メー

ル API を使用する場合は、処理確定後（ServiceController および関数（function）内で）必ず「send」または、

「removeInfo(remove)」を行ってください。 
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5.2.1 テンプレートメールを“処理の確定後”に送信する 
 
後処理プログラムで、以下のメール送信 API を使用して、メールの予約を行います。 

 
 JavaEE 開発モデル 

jp.co.intra_mart.system.bpw.WfeResultMailManager # reserveRequest () 
 スクリプト開発モデル 

WkfMailSettingBehavior # reserveRequest () 

 
後処理プログラム（JavaEE 開発モデル） 
import jp.co.intra_mart.system.bpw.WfeResultMailManager; 

          ・ 

          ・ 

          ・ 

    public String proceed ( String processDefCd , String versionCd , String processCd , 

                             String activityCd , String groupId , String userId ) 

                   throws SystemException , ApplicationException , WKFApplicationException { 

          ・ 

        try { 

 

            WfeResultMailManager.reserveRequest(); 

          ・ 

 
後処理プログラム（スクリプト開発モデル） 
function proceed( processDefCd , versionCd , processCd , activityCd , groupId , userId ){ 

          ・ 

          ・ 

im var mailBehavior = new WkfMailSettingBehavior(); 

var result = mailBehavior. reserveRequest ();  

          ・ 

          ・ 

} 

 
コンテンツフレーム種別に「カスタム」を使用している場合（API を使用して、起票／審議を行う場合）は、JavaEE

開発モデルの場合は ServiceController で、スクリプト開発モデルは処理を行っている関数内で、次の処理を行い、

メール送信を行います。 

また、起票／審議処理でエラー等が発生した場合は、ServiceController および関数（function）内で後処理プログ

ラムで設定したメールの予約を取り消す必要があります。 

 
ServiceController（JavaEE 開発モデル） 
import jp.co.intra_mart.system.bpw.WfeResultMailManager; 

          ・ 

          ・ 

          ・ 

try { 

          ・ 

    "起票／審議のイベント" 

 

    WfeResultMailManager.send(); 

 

} catch (SystemException e) { 

    WfeResultMailManager.removeInfo(); 

          ・ 

} 

          ・ 
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function（スクリプト開発モデル） 
function “申請／審議“ { 

          ・ 

          ・ 

    "起票／審議の処理" 

 

var mailBehavior = new WkfMailSettingBehavior(); 

 

if (”申請／審議”が成功したら) { 

        mailBehavior.send(); 

} else { 

        mailBehavior.remove(); 

} 

          ・ 

          ・ 

} 

 
コンテンツフレーム種別に「標準」を使用している場合は、ワークフローモジュールで提供している画面で上記の

処理を行っているため、独自にメール送信または予約の取り消しを行う必要はありません。 

 

5.2.2 特定の処理内ですべてのテンプレートメールを送信させない 
 
後処理プログラムで、以下のメール送信 API を使用して、メール停止の予約を行います。 

 
 JavaEE 開発モデル 

jp.co.intra_mart.system.bpw.WfeResultMailManager # stopRequest () 
 スクリプト開発モデル 

WkfMailSettingBehavior # stopRequest () 

 
後処理プログラム（JavaEE 開発モデル） 
import jp.co.intra_mart.system.bpw.WfeResultMailManager; 

          ・ 

          ・ 

          ・ 

    public String proceed ( String processDefCd , String versionCd , String processCd , 

                             String activityCd , String groupId , String userId ) 

                   throws SystemException , ApplicationException , WKFApplicationException { 

          ・ 

        try { 

 

            WfeResultMailManager. stopRequest(); 

          ・ 

 
後処理プログラム（スクリプト開発モデル） 
function proceed( processDefCd , versionCd , processCd , activityCd , groupId , userId ){ 

          ・ 

          ・ 

im var mailBehavior = new WkfMailSettingBehavior(); 

var result = mailBehavior. stopRequest();  

          ・ 

          ・ 

} 
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コンテンツフレーム種別に「カスタム」を使用している場合（API を使用して、起票／審議を行う場合）は、JavaEE

開発モデルの場合は ServiceController で、スクリプト開発モデルは処理を行っている関数（function）内で、次の

処理を行い、メール停止を行います。 

また、起票／審議処理でエラー等が発生した場合は、ServiceController および関数（function）内で後処理プログ

ラムで設定したメール停止の予約を取り消す必要があります。 

 
ServiceController（JavaEE 開発モデル） 
import jp.co.intra_mart.system.bpw.WfeResultMailManager; 

          ・ 

          ・ 

          ・ 

try { 

          ・ 

    "起票／審議のイベント" 

 

    WfeResultMailManager.send(); 

 

} catch (SystemException e) { 

    WfeResultMailManager.removeInfo(); 

          ・ 

} 

          ・ 

 
function（スクリプト開発モデル） 
function “申請／審議“ { 

          ・ 

          ・ 

    "起票／審議の処理" 

 

var mailBehavior = new WkfMailSettingBehavior(); 

 

if (”申請／審議”が成功したら) { 

        mailBehavior.send(); 

} else { 

        mailBehavior.remove(); 

} 

          ・ 

          ・ 

} 

 
コンテンツフレーム種別に「標準」を使用している場合は、ワークフローモジュールで提供している画面で上記の

処理を行っているため、独自にメール送信または予約の取り消しを行う必要はありません。 
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6 後処理プログラム 
後処理プログラムとは、起票／審議といった各タスクの処理において、ワークフローモジュールと同一トランザクシ

ョン内で予め指定したプログラムを実行する事ができる機能です。 

 
ワークフローモジュールと同一トランザクション内で実行されるため、このプログラム内でトランザクション制御を行

う事はできません。 

 
以下に後処理プログラムのテンプレートが用意されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 
設定は、Workflow Designer の各タスクで後処理プログラムを設定します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■JavaEE 開発モデル 
%im_sample4advanced-src.zip% 
/im_sample4advanced/src/main/java/jp/co/intra_mart/sample/bpw/template/PostProcessing.java 

 
■スクリプト開発モデル 
%Resource Service% 
/pages/src/sample/bpw/template/post_processing.js 
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後処理プログラムは、各タスクで実行される処理により、呼び出されるメソッド名が変わります。次の通りです。 

 
処理名 メソッド名 取得パラメータ 

起票・再起票・承認 proceed（） processDefCd、versionCd 、processCd 、activityCd 、groupId 、
userId 
（プロセス定義 CD、バージョン CD、プロセス CD、アクティビティ

CD、ログイングループ ID、ユーザ ID）が取得できます。 

引戻し pullDraft（） 
承認者への差戻し returnDraft（） 
起票者への差戻し returnStart（） 
任意処理者へ差し戻し returnTask() 
取り止め compulsion（） 
否認 rejection（） 

 
各開発モデルでは次のような規約があります。 

 
 JavaEE 開発モデル 

jp.co.intra_mart.foundation.bpw.model.dataクラス BPWExecuteLogic を継承した任意クラスを使用します。 

返却値は、jp.co.intra_mart.foundation.bpw.model.data インタフェース EISModelStaticIF のフィールド値

を返却します。 

 
 スクリプト開発モデル 

返却値は、java ライブラリを読み込んだ定数を返却します。 

 
// 定数定義 

var STATUS_COMPLETED =  

Packages.jp.co.intra_mart.foundation.bpw.model.data.EISModelStaticIF.STATUS_COMPLETED + ""; 

ｖar STATUS_FAULT =  

Packages.jp.co.intra_mart.foundation.bpw.model.data.EISModelStaticIF.STATUS_FAULT + ""; 

 

// 「完了」のステータスとして返却 

return STATUS_COMPLETED; 

 

6.1 後処理プログラム内で取得されるアクティビティ CD 
 
後処理プログラム内で取得されるアクティビティCDは、処理タスクのアクティビティCDとは異なり、自身のアクティ

ビティ CD（後処理のアクティビティ CD）となります。 

そのため、後修理プログラム内で処理タスクのアクティビティ CD を取得するには、「1」デクリメントして使用する必

要があります。 

 
 JavaEE 開発モデル 
public String proceed ( String processDefCd , String versionCd , String processCd , 

  String activityCd , String groupId , String userId ) 

    throws SystemException , ApplicationException , WKFApplicationException { 

 

//アクティビティ CD を 1 つデクリメントします 

int activityNo = Integer.parseInt(activityCd); 

activityNo--; 

String receveActivityCd = String.valueOf( activityNo ); 

 
 スクリプト開発モデル 
function proceed( processDefCd , versionCd , processCd , activityCd , groupId , userId ){ 

 

// アクティビティ CD を 1 つデクリメントします 

var activityNo = Number(activityCd); 

activityNo--; 
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var receveActivityCd = activityNo +  ""; 

6.2 差戻し／引戻しの動作するタスク 
 
差戻し／引戻しが行われた場合に実行される後処理プログラムは、処理を行ったタスクの後処理プログラムが実

行されます。 

 

申請者 第1承認者 第2承認者

「第2承認者」タスク

に設定されている後

処理プログラムが実

行される。

「第1承認者」タスク

に設定されている後

処理プログラムが実

行される。

「第2承認者」が”差戻し”

「第1承認者」が”引戻し”

 
 

6.3 エラーメッセージの指定 
 
後処理プログラム内でエラーが発生した場合に、以下 2 通りの方法で任意のメッセージを画面に表示することが

できます。 

 プロパティファイルに定義したメッセージを表示する 

 プログラム内に直接記述したメッセージを表示する 

 

6.3.1 プロパティファイルに定義したメッセージを表示する 
 
プロパティファイル（bpw-message_ja.properties）に定義したメッセージ ID を、後処理プログラム内ので指定するこ

とにより、エラー時に任意のメッセージを表示することが可能となります。 

 
表示するメッセージ ID およびメッセージは、次の設定ファイルにて指定してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

％ServerManager％/conf/message/bpw-message_ja.properties 
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bpw-message_ja.properties の記述例 

 
BpwError.BPW_Error_Sample[*1]    = エラーが発生しました。[*2] 

BpwError.BPW_Error_Sample_sub[*3] = ユーザ情報の取得に失敗しました。[*4] 

 
*1 メッセージ ID メッセージ ID を指定します。 
*2 メッセージ メッセージを指定します。 
*3 サブメッセージ ID サブメッセージ ID を指定します。 

*1 を指定している場合は必須の設定となります。 
メッセージ ID は「*1 のメッセージ ID＋“_sub”」を指定します。 
（例） 
*1 が“BpwError.BPW_Sample_Message”の場合 
“BpwError.BPW_Sample_Message_sub” となります。 

*4 サブメッセージ サブメッセージを指定します。 
サブメッセージを表示させない場合は、 
「メッセージ ID=」を指定してください。 
（例） 
“BpwError.BPW_Sample_Message_sub=” 

以下に使用例（スクリプト開発モデル）を記載します。 

 
    // 定数定義 

    var STATUS_COMPLETED = Packages.jp.co.intra_mart・・・・； 

    var STATUS_FAULT     = Packages.jp.co.intra_mart.・・・； 

    var 返却値； 

   ・ 

   ・ 

    if (エラーではない) { 

        返却値 = STATUS_COMPLETED; 

    } else { 

        返却値 ＝ “BPW_Error_Sample“； 

    } 

    return 返却値; 

6.3.2 プログラム内に直接記述したメッセージを表示する 
 
後処理プログラム内のエラー処理に直接メッセージ（文字列）を記述することで、エラー時に任意のメッセージを

表示することが可能となります。 

 
以下に使用例（スクリプト開発モデル）を記載します。 

 
    // 定数定義 

    var STATUS_COMPLETED = Packages.jp.co.intra_mart・・・・； 

    var STATUS_FAULT     = Packages.jp.co.intra_mart.・・・； 

    var 返却値； 

   ・ 

   ・ 

    if (エラーではない) { 

        返却値 = STATUS_COMPLETED; 

    } else { 

        返却値 ＝ “エラーが発生しました。“； 

    } 

    return 返却値; 

 
後処理プログラム内のエラー処理に、直接エラーメッセージを記述する場合には、サブメッセージを指定すること

は出来ません。 
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6.4 「インタフェース UserInfo」の取得方法 
 
後処理プログラムを JavaEE 開発モデルで作成した場合に、イベントを生成するには「インタフェース UserInfo」を

取得する必要があります。 

取得される「インタフェース UserInfo」については、API リスト「jp.co.intra_mart.framework.base.util インタフェース

UserInfo」を参照ください。 

 
 JavaEE 開発モデル 
public String proceed ( String processDefCd , String versionCd , String processCd , 

  String activityCd , String groupId , String userId ) 

    throws SystemException , ApplicationException , WKFApplicationException { 

 

UserInfo userInfo    = this.getLoginUserInfo(); 

 

 

6.5 サンプルプログラム 
 
以下にサンプルプログラムが用意されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

■JavaEE 開発モデル 
%im_sample4advanced-src.zip% 
/im_sample4advanced/src/main/java/jp/co/intra_mart/sample/bpw/purchase/ appendix/PostProcessing.java 

 
■スクリプト開発モデル 

%Resource Service% 
/pages/src/sample/bpw//purchase/appendix/post_processing.js 
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7 案件終了実行クラス 
案件終了実行時クラスとは、案件の終了時（END タスクに処理が到達した時点）で任意のプログラムを実行する

事ができる機能です。 

 
ワークフローモジュールと同一トランザクション内で実行されるため、このプログラム内でトランザクション制御を行

う事はできません。 

 
以下に案件終了実行時クラスのテンプレートが用意されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 
設定は、Workflow Designer のエンドタスクで案件終了実行時クラスを設定します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
案件終了実行時クラスで呼び出されるメソッド名は、次の通りです。 

 
処理名 メソッド名 取得パラメータ 

エンド proceed（） processDefCd、 versionCd 、 processCd 、 activityCd 、 groupId 、
userId 
（プロセス定義 CD、バージョン CD、プロセス CD、アクティビティ

CD、ログイングループ ID、ユーザ ID）が取得できます。 

 
各開発モデルでは次のような規約があります。 

 
 JavaEE 開発モデル 

jp.co.intra_mart.foundation.bpw.model.dataクラス BPWExecuteLogic を継承した任意クラスを使用します。 

返却値は、jp.co.intra_mart.foundation.bpw.model.data インタフェース EISModelStaticIF のフィールド値

■JavaEE 開発モデル 
%im_sample4advanced-src.zip% 
/im_sample4advanced/src/main/java/jp/co/intra_mart/sample/bpw/template/EndExecution.java 

 
■スクリプト開発モデル 

%Resource Service% 
/pages/src/sample/bpw/template/end_execution.js 



 7

 

案件終了実行クラス 
 

作成者：株式会社 NTT データ イントラマート Page 39 

 

を返却します。 

 
 スクリプト開発モデル 

返却値は、java ライブラリを読み込んだ定数を返却します。 

 
// 定数定義 

var STATUS_COMPLETED =  

Packages.jp.co.intra_mart.foundation.bpw.model.data.EISModelStaticIF.STATUS_COMPLETED + ""; 

ｖar STATUS_FAULT =  

Packages.jp.co.intra_mart.foundation.bpw.model.data.EISModelStaticIF.STATUS_FAULT + ""; 

 

// 「完了」のステータスとして返却 

return STATUS_COMPLETED; 

 

7.1 エラーメッセージの指定 
 
案件終了実行時クラスでも、後処理プログラムと同様に、案件終了実行時クラス内でエラーが発生した場合に、

任意のメッセージを画面に表示することが可能です。 

後処理プログラム章を参照ください。 

 

7.2 「インタフェース UserInfo」の取得方法 
 
案件終了実行時クラスでも、後処理プログラムと同様に、「インタフェース UserInfo」を取得することが可能です。 

後処理プログラム章を参照ください。 

 

7.3 注意事項 
 
サブプロセスの END タスクに案件終了実行時クラスを設定した場合に、プロセス間をまたがる操作（親プロセスと

サブプロセスをまたがる差戻しおよび引戻し等）をおこなうと、サブプロセスが END になるたびに案件終了実行時

クラスに指定したプログラムが実行されます。 

 
案件終了実行時クラスとは、案件の終了時（END タスクに処理が到達した時点）で任意のプログラムを実行する

機能ですので、取り止めや否認／途中終了の場合は実行されません。 

 

7.4 サンプルプログラム 
 
以下にサンプルプログラムが用意されています。 

 

 

 

 

 

 

■JavaEE 開発モデル 
%im_sample4advanced-src.zip% 
/im_sample4advanced/src/main/java/jp/co/intra_mart/sample/bpw/purchase/appendix/EndExecution.java 

 
■スクリプト開発モデル 

%Resource Service% 
/pages/src/sample/bpw//purchase/appendix/end_execution.js 
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8 条件分岐プログラム 
条件分岐プログラムとは、フロー上の複数のルートから単一または複数のルートを決定するために実行されるプロ

グラムです。 

条件分岐プログラムは、前タスクの処理時に同一トランザクション内でこのプログラムが実行されます。 

 
ワークフローモジュールと同一トランザクション内で実行されるため、このプログラム内でトランザクション制御を行

う事はできません。 

 
以下に条件分岐プログラムのテンプレートが用意されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 
プロセス定義のフロー上に、分岐タスクを配置して設定します。 

設定は、Workflow Designer の分岐タスクで条件クラスを設定します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■JavaEE 開発モデル 
%im_sample4advanced-src.zip% 
/im_sample4advanced/src/main/java/jp/co/intra_mart/sample/bpw/template/BranchCondition.java 

 
■スクリプト開発モデル 

%Resource Service% 
/pages/src/sample/bpw/template/branch_condition.js 
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条件分岐プログラムで呼び出されるメソッド名は、各開発モデルによりメソッド名が変わります。次の通りです。 

 
処理名 メソッド名 取得パラメータ 

JavaEE 開発モデル execute（） processDefCd、versionCd 、processCd 、activityCd 、groupId 、
userId 
（プロセス定義 CD、バージョン CD、プロセス CD、アクティビティ

CD、ログイングループ ID、ユーザ ID）が取得されます。 

スクリプト開発モデル isSatisfied（） 

 
各開発モデルでは次のような規約があります。 

 
 JavaEE 開発モデル 

jp.co.intra_mart.foundation.bpw.model.data.ConditionAdapter を継承した任意クラスを使用します。 

返却値は、java.langクラス Booleanのプリミティブ値 true に対応する Boolean オブジェクト「true」、も
しくは、プリミティブ値 false に対応する Boolean オブジェクト「false」を返却します。 

 
 スクリプト開発モデル 

返却値は、Boolean 型の真値「true」もしくは、偽値「false」を返却します。 

 

8.1 「インタフェース UserInfo」の取得方法 
 
条件分岐プログラムでも、後処理プログラムと同様に、「インタフェース UserInfo」を取得することが可能です。 

後処理プログラム章を参照ください。 
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8.2 分岐種別について 
 
分岐タスクには以下の 2 つの分岐種別が用意されています。 

 
 単一ルート 

→ 分岐タスク後、単一ルートへ処理が進みます。 

 複数ルート 

→ 分岐タスク後、複数ルートへ処理が進みます。  

 

8.2.1 単一ルート 
 
分岐種別に「単一ルート」を設定した場合は、条件判断の優先度に従い、順番に条件クラスに設定したプログラム

が実行され、「true」が返却された時点でルートが決定され設定されているタスクに進みます。 

条件クラスに設定した全てのプログラムで「false」が返却された場合は、DEFAULTに設定されているタスクに進み

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
条件分岐プログラムは次のように動作します。 

 
1. 優先度に従い、条件クラス：「jp.co.intra_mart.sample.bpw.template.BranchCondition_1」を実行します。 

 条件クラスが、「true」値を返却した場合 

→ 「承認者１」のタスクへ進みます。 

（条件クラス：「jp.co.intra_mart.sample.bpw.template.BranchCondition_2」は実行されません） 
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 条件クラスが、「false」値を返却した場合 

→ 優先度に従い、次の条件クラスを実行します。 
2. 優先度に従い、条件クラス：「jp.co.intra_mart.sample.bpw.template.BranchCondition_2」を実行します。 

 条件クラスが、「true」値を返却した場合 

 → 「承認者２」のタスクへ進みます。 

 条件クラスが、「false」値を返却した場合 

 → 実行した条件クラスが全て「false」を返却したため、DEFAULT に設定されている「SKIP」 

 のタスクに進みます。 

 

8.2.2 複数ルート 
 
分岐種別に「複数ルート」を設定した場合は、条件判断の優先度に従い、順番に条件クラスに設定したプログラム

が全て実行されます。 

実行した条件クラスのプログラムで、「true」が返却された全てのタスクに進み、ルートが決定されます。 

条件クラスに設定した全てのプログラムで「false」が返却された場合は、DEFAULTに設定されているタスクに進み

ます。 
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条件分岐プログラムは次のように動作します。 

 
1. 優先度に従い、条件クラス：「jp.co.intra_mart.sample.bpw.template.BranchCondition_1」を実行します。 
2. 優先度に従い、条件クラス：「jp.co.intra_mart.sample.bpw.template.BranchCondition_2」を実行します。 

 条件クラスが、”BranchCondition_1”および”BranchCondition_2”が「true」値を返却した場合 

 → 「承認者１」および「承認者２」のタスクへ進みます。 

 条件クラスが、”BranchCondition_1”が「true」、”BranchCondition_2”が「false」値を返却した場合 

 → 「承認者１」のタスクへ進みます。 

 条件クラスが、”BranchCondition_1”が「false」、”BranchCondition_2”が「true」値を返却した場合 

 → 「承認者 2」のタスクへ進みます。 

 条件クラスが、”BranchCondition_1”および”BranchCondition_2”が「false」値を返却した場合 

 → 実行した条件クラスが全て「false」を返却したため、DEFAULT に設定されている「SKIP」 

 のタスクに進みます。 

 

8.3 サンプルプログラム 
 
以下にサンプルプログラムが用意されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 
このサンプルプログラムは、サンプルアプリケーションである”物品購買”で入力された「数量」と「金額」の「合計金

額」を条件判断の基準としています。 

「合計金額」が 1 万円以上の場合は「true」を返却し、1 万円未満の場合は「false」を返却します。 

 

 

■JavaEE 開発モデル 
%im_sample4advanced-src.zip% 
/im_sample4advanced/src/main/java/jp/co/intra_mart/sample/bpw/purchase/appendix/BranchCondition.java 

 
■スクリプト開発モデル 

%Resource Service% 
/pages/src/sample/bpw//purchase/appendix/branch_condition.js 
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9 同期結合プログラム 
同期結合プログラムとは、フロー上の複数のルートを結合するために実行されるプログラムです。 

同期結合プログラムは、同期結合タスクの処理時に同一トランザクション内でこのプログラムが実行されます。 

 
ワークフローモジュールと同一トランザクション内で実行されるため、このプログラム内でトランザクション制御を行

う事はできません。 

 
同期タスクを使用したプロセス定義の場合、同期ルート内の各ルートの最終審議が行われた度に、同期結合プロ

グラムが実行されます。 

同期結合プログラムが「true」が返却された場合、同期内の全ての審議が終了していない状態でも、同期結合後

の次のタスクへ処理が進みます。 

 
以下に同期結合プログラムのテンプレートが用意されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 
プロセス定義のフロー上に、同期タスクを配置して設定します。 

設定は、Workflow Designer の同期タスクで条件結合クラスを設定します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■JavaEE 開発モデル 
%im_sample4advanced-src.zip% 
/im_sample4advanced/src/main/java/jp/co/intra_mart/sample/bpw/template/JoinCondition.java 

 
■スクリプト開発モデル 

%Resource Service% 
/pages/src/sample/bpw/template/ join_condition.js 
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同期結合プログラムで呼び出されるメソッド名は、各開発モデルによりメソッド名が変わります。次の通りです。 

 
処理名 メソッド名 取得パラメータ 

JavaEE 開発モデル execute（） processDefCd、versionCd 、processCd 、activityCd 、groupId 、
userId 
（プロセス定義 CD、バージョン CD、プロセス CD、アクティビティ

CD、ログイングループ ID、ユーザ ID）が取得されます。 

スクリプト開発モデル isSatisfied（） 

 
各開発モデルでは次のような規約があります。 

 
 JavaEE 開発モデル 

jp.co.intra_mart.foundation.bpw.model.data.ConditionAdapter を継承した任意クラスを使用します。 

返却値は、java.langクラス Booleanのプリミティブ値 true に対応する Boolean オブジェクト「true」、も
しくは、プリミティブ値 false に対応する Boolean オブジェクト「false」を返却します。 

 
 スクリプト開発モデル 

返却値は、Boolean 型の真値「true」もしくは、偽値「false」を返却します。 

 

9.1 「インタフェース UserInfo」の取得方法 
 
同期結合プログラムでも、後処理プログラムと同様に、「インタフェース UserInfo」を取得することが可能です。 

後処理プログラム章を参照ください。 

 

9.2 サンプルプログラム 
 
以下にサンプルプログラムが用意されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 
このサンプルプログラムは、同期処理内の処理状況を同期結合の基準としています。 

同期処理内の処理状況を取得し、2 人以上が”承認”を行っていたら同期結合を行います。 

 

 

■JavaEE 開発モデル 
%im_sample4advanced-src.zip% 
/im_sample4advanced/src/main/java/jp/co/intra_mart/sample/bpw/purchase/appendix/JoinCondition.java 

 
■スクリプト開発モデル 

%Resource Service% 
/pages/src/sample/bpw//purchase/appendix/join_condition.js 
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10 プロセス CD 任意採番プログラム 
プロセス CD 任意採番プログラムとは、ワークフローのプロセス CD（案件番号）を独自に採番するプログラムで

す。 

プロセス CD 任意採番プログラムは、ワークフローモジュールの起票処理内でこのプログラムが実行されます。 

 
ワークフローモジュールと同一トランザクション内で実行されるため、このプログラム内でトランザクション制御を行

う事はできません。 

 
プロセス CD 任意採番プログラムを設定しない場合は、ワークフローモジュールの標準機能である採番処理が実

行されます。 

 
以下にプロセス CD 任意採番プログラムのテンプレートが用意されています。 

 

 

 

 

 

 

 
設定は、次の設定ファイルにて指定してください。 

 

 

 

 
 JavaEE 開発モデルの設定例 
############################################################################### 

# プロセス CD 任意採番プログラムパス 

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

#採番プログラムパス 

OPTIONAL_REGIST_PROCESS_CD_PATH= jp.co.intra_mart.sample.bpw.template.OptionalNumbering 

 
 スクリプト開発モデルの設定例 
############################################################################### 

# プロセス CD 任意採番プログラムパス 

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

#採番プログラムパス 

OPTIONAL_REGIST_PROCESS_CD_PATH= /sample/bpw/template/optional_numbering 

 
プロセス CD 任意採番プログラムで呼び出されるメソッド名は、次の通りです。 

 
処理名 メソッド名 取得パラメータ 

プロセス CD 任意採番 optionalRegistProcessCd（） processDefCd 、 versionCd 、 userAppList 、

groupId 、userId 
（プロセス定義 CD、バージョン CD、ユーザアプリ

ケーションキー配列、ログイングループ ID、ユー

ザ ID）が取得できます。 
サブプロセスの場合、アプリケーションキー配列は

空の配列で渡されます。 

■JavaEE 開発モデル 
%im_sample4advanced-src.zip% 
/im_sample4advanced/src/main/java/jp/co/intra_mart/sample/bpw/template/OptionalNumbering.java 

 
■スクリプト開発モデル 
%Resource Service% 
/pages/src/sample/bpw/template/optional_numbering.js 

％ApplicasionRuntime％/doc/imart/WEB-INF/classes/jp/co/intra_mart/foundation/bpw/config 

/BPWCore.properties 
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各開発モデルでは次のような規約があります。 

 
 JavaEE 開発モデル 

jp.co.intra_mart.foundation.bpw.model.dataクラス BPWExecuteLogic を継承した任意クラスを使用します。 

返却値は、java.util インタフェース Map を返却します。 

 
 スクリプト開発モデル 

返却値は、Object を返却します。 

 
key 値 
errFlg 
（エラー判断フラグ） 

エラーなしの場合 ： false（Boolean） 
エラーありの場合 ： true（Boolean） 

procCdValue 
（プロセス CD 
または 
メッセージ ID） 

エラーなしの場合 ： プロセス CD（String） 
エラーありの場合 ： エラー画面に表示するエラーのメッセージ ID（String） 

 

10.1 エラーメッセージの指定 
 
プロセス CD 任意採番プログラムでも、後処理プログラムと同様に、プロセス CD 任意採番プログラム内でエラー

が発生した場合に、任意のメッセージを画面に表示することが可能です。 

後処理プログラム章を参照ください。 

 

10.2 「インタフェース UserInfo」の取得方法 
 
プロセス CD 任意採番プログラムでも、後処理プログラムと同様に、「インタフェース UserInfo」を取得することが可

能です。 

後処理プログラム章を参照ください。 

 

10.3 注意事項 
 

 プロセス CD（案件番号）は、必ずシステムで一意である必要があります。 

 プロセス CD（案件番号）には、2 バイト文字を使用することは出来ません。 

 プロセス CD（案件番号）に記号を使用すると、使用するデータベースによりワイルドカードと認識さる

場合があります。プロセス CD（案件番号）には、英数字を使用することを推奨します。 

 「ワークフローモジュール標準の採番機能」と「プロセスCD任意採番プログラム」を併用することはでき

ません。 

 サブプロセスを含むプロセス定義の場合、メインプロセスの起票処理時にサブプロセスのプロセス CD

（案件番号）採番処理も行われるため、サブプロセスのプロセス CD（案件番号）採番処理も考慮して

実装する必要があります 

 プロセス CD（案件番号）が重複して採番された際の動作は保障されません。 
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10.4 サンプルプログラム 
 
以下にサンプルプログラムが用意されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
このサンプルプログラムは、intra-mart の API である Identifier（ユニークなＩＤを生成する機能）を使用して、採番を

行っています。 

 

■JavaEE 開発モデル 
%im_sample4advanced-src.zip% 
/im_sample4advanced/src/main/java/jp/co/intra_mart/sample/bpw/purchase/appendix/OptionalNumbering.ja

va 
 

■スクリプト開発モデル 
%Resource Service% 
/pages/src/sample/bpw/purchase/appendix/optional_numbering.js 
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11 ワークフローのトリガー機能 
ワークフローのトリガー機能とは、ワークフロー管理者の操作によってプロセス定義／バージョン情報／案件が削

除されたタイミングに、予め指定してあるプログラムを実行し、そのプログラム内で任意処理が行える機能です。 

 
ワークフローモジュールと同一トランザクション内で実行されるため、このプログラム内でトランザクション制御を行

う事はできません。 

 
ワークフローのトリガー機能には以下の 2 つが用意されています。 

 プロセス定義/バージョン削除トリガー 

 → [ワークフロー]-[マスタメンテナンス]-[プロセス定義]画面から、プロセス定義の削除または、 

    バージョンの削除を行った場合に実行されるプログラム 

 案件削除トリガー 

 → [ワークフロー]-[マスタメンテナンス]-[プロセス操作]画面から、案件の削除を行った場合に 

    実行されるプログラム 

 
以下にワークフローのトリガー機能のテンプレートが用意されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
設定は、次の設定ファイルにて指定してください。 

 

 

 

 
 JavaEE 開発モデルの設定例 
############################################################################### 

# トリガー機能用（設定変更可能） 

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

 

#案件削除 

IM_BPW_DELETE_TRANSACTION= jp.co.intra_mart.sample.bpw.template.DeleteTranTrigger. 

#プロセス定義/バージョン削除 

IM_BPW_DELETE_MASTER= jp.co.intra_mart.sample.bpw.template.DeleteMasterTrigger. 

 
 スクリプト開発モデルの設定例 
############################################################################### 

# トリガー機能用（設定変更可能） 

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

 

#案件削除 

IM_BPW_DELETE_TRANSACTION=/sample/bpw/template/delete_tran_trigger 

#プロセス定義/バージョン削除 

IM_BPW_DELETE_MASTER=/sample/bpw/template/delete_master_trigger 

■JavaEE 開発モデル 
%im_sample4advanced-src.zip% 
/im_sample4advanced/src/main/java/jp/co/intra_mart/sample/bpw/template/DeleteMasterTrigger.java 
/im_sample4advanced/src/main/java/jp/co/intra_mart/sample/bpw/template/DeleteTranTrigger.java 

 
■スクリプト開発モデル 
%Resource Service% 
/pages/src/sample/bpw/template/delete_master_trigger.js 
/pages/src/sample/bpw/template/delete_tran_trigger.js 

％ApplicasionRuntime％/doc/imart/WEB-INF/classes/jp/co/intra_mart/foundation/bpw/config 

/BPWCore.properties 
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ワークフローのトリガー機能で呼び出されるメソッド名は、次の通りです。 

 
処理名 メソッド名 取得パラメータ 

プロセス定義/バージョ

ン削除トリガー 
deleteProcess() processDefCd、versionCd 、processCd 、groupId 、userId 

（プロセス定義 CD、バージョン CD、プロセス CD、 
ログイングループ ID、ユーザ ID）が取得されます。 案件削除トリガー 

 
各開発モデルでは次のような規約があります。 

 
 JavaEE 開発モデル 

jp.co.intra_mart.foundation.bpw.model.dataクラス BPWExecuteLogic を継承した任意クラスを使用します。 

返却値は、java.langクラス Booleanのプリミティブ値 true に対応する Boolean オブジェクト「true」、も
しくは、プリミティブ値 false に対応する Boolean オブジェクト「false」を返却します。 

 
 スクリプト開発モデル 

返却値は、Boolean 型の真値「true」もしくは、偽値「false」を返却します。 

 

11.1 エラーメッセージの指定 
 
ワークフローのトリガー機能でも、後処理プログラムと同様に、ワークフローのトリガー機能内でエラーが発生した

場合に、任意のメッセージを画面に表示することが可能です。 

後処理プログラム章を参照ください。 

 

11.2 「インタフェース UserInfo」の取得方法 
 
ワークフローのトリガー機能でも、後処理プログラムと同様に、「インタフェース UserInfo」を取得することが可能で

す。 

後処理プログラム章を参照ください。 

 

11.3 サンプルプログラム 
 
以下にサンプルプログラムが用意されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
案件削除トリガーのサンプルプログラムになります。 

■JavaEE 開発モデル 
%im_sample4advanced-src.zip% 
/im_sample4advanced/src/main/java/jp/co/intra_mart/sample/bpw/purchase/appendix/DeleteTranTrigger.jav

a.java 
 

■スクリプト開発モデル 
%Resource Service% 
/pages/src/sample/bpw//purchase/appendix/optional_delete_tran_trigger.js 
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12 自動実行クラス 
自動実行クラスとは、自動実行タスクで任意のプログラムを実行する事ができる機能です。 

自動実行プログラムは、前タスクの処理時に同一トランザクション内でこのプログラムが実行されます 

 
ワークフローモジュールと同一トランザクション内で実行されるため、このプログラム内でトランザクション制御を行

う事はできません。 

 
プロセス種別が「ビジネスプロセスワークフロー」の場合のみ利用できます。 

 
以下に自動実行クラスのテンプレートが用意されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 
設定は、Workflow Designer の自動実行タスクで自動実行クラスを設定します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
自動実行クラスで呼び出されるメソッド名は、次の通りです。 

 
処理名 メソッド名 取得パラメータ 

自動実行 proceed（） processDefCd、 versionCd 、 processCd 、 activityCd 、 groupId 、
userId 
（プロセス定義 CD、バージョン CD、プロセス CD、アクティビティ

CD、ログイングループ ID、ユーザ ID）が取得できます。 

 

 

 

 

■JavaEE 開発モデル 
%im_sample4advanced-src.zip% 
/im_sample4advanced/src/main/java/jp/co/intra_mart/sample/bpw/AutomaticExecution.java 

 
■スクリプト開発モデル 

%Resource Service% 
/pages/src/sample/bpw/automatic_execution.js 



 12

 

自動実行クラス 
 

作成者：株式会社 NTT データ イントラマート Page 53 

 

各開発モデルでは次のような規約があります。 

 
 JavaEE 開発モデル 

jp.co.intra_mart.foundation.bpw.model.dataクラス BPWExecuteLogic を継承した任意クラスを使用します。 

返却値は、jp.co.intra_mart.foundation.bpw.model.data インタフェース EISModelStaticIF のフィールド値

を返却します。 

 
 スクリプト開発モデル 

返却値は、java ライブラリを読み込んだ定数を返却します。 

 
// 定数定義 

var STATUS_COMPLETED =  

Packages.jp.co.intra_mart.foundation.bpw.model.data.EISModelStaticIF.STATUS_COMPLETED + ""; 

ｖar STATUS_FAULT =  

Packages.jp.co.intra_mart.foundation.bpw.model.data.EISModelStaticIF.STATUS_FAULT + ""; 

 

// 「完了」のステータスとして返却 

return STATUS_COMPLETED; 
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13 イベント処理 
イベント処理とは、イベント処理タスクで im-JavaEE Framework イベントフレームワークの任意のイベントを実行す

る事ができる機能です。 

イベント処理は、前タスクの処理時に同一トランザクション内でこのプログラムが実行されます 

 
ワークフローモジュールと同一トランザクション内で実行されるため、このプログラム内でトランザクション制御を行

う事はできません。 

 
プロセス種別が「ビジネスプロセスワークフロー」の場合のみ利用できます。 

 
設定は、Workflow Designer の自動実行タスクで自動実行クラスを設定します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
アプリケーション ID は、「bpw」固定になります。 

 
イベント ID は、次の設定ファイルにて指定してください。 

 

 

 
イベント処理を実装する場合には、jp.co.intra_mart.foundation.model.event.AdapterEvent()クラスを継承したイベ

ント（クラス）を作成する必要があります。 

 
public class SampleEvent extends AdapterEvent { 

  

public SampleEvent() throws Exception { 

                       ・ 

                       ・ 

                       ・ 

 
作成したイベントリスナーでは以下の情報を取得することが出来ます。 

 

 

 

％ApplicasionRuntime％/doc/imart/WEB-INF/classes/event-config-bpw.xml 
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メソッド名 返却値 
getProcessDefCd() プロセス定義コード 
getVersionCd() 履歴コード 
getProcessCd() プロセスコード 
getActivityCd() アクティビティコード 
getActivityName() アクティビティ名 
getActivityType() アクティビティ種別 
getActivityStatus() アクティビティステータス 
getStatusEndedDate() ステータス完了日付     ※イベント処理では使用できません 
getCallActivityCd() 呼出アクティビティコード 
getCallActivityType() 呼出アクティビティ種別 
getAutoPassTerm() 自動パス期限         ※イベント処理では使用できません 
getAutoPassFlag() 自動パス処理フラグ 
getAttainmentClass() 到達種別 
getReceptionDate() 受信日付 
getProcessTermDate() 処理期限日付 
getPresentProcess() 現処理             ※イベント処理では使用できません 
getBefActiCd() 前処理アクティビティ名   ※イベント処理では使用できません 
getBefActiName() 前処理アクティビティ名   ※イベント処理では使用できません 
getBefActiUserCd() 前処理者コード        ※イベント処理では使用できません 
getBefActiUserName() 前処理者名          ※イベント処理では使用できません 

 
（例） パラメータモデルからの情報取得 

import jp.co.intra_mart.foundation.bpw.model.object.ExternalModel; 

 

public class SampleEventListener extends StandardEventListener { 

 

protected EventResult fire(Event event) throws SystemException, ApplicationException { 

   

ExternalModel model = ((SampleEvent)event).getModel(); 

System.out.println(model.getProcessDefCd()); 

     ・ 

                       ・ 

                       ・ 
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14 データ構造 
 
ワークフローでは、複雑なルート情報を保持するためのデータ構造の持ち方として、次に解説するデータの持ち

方を行っています。ここでは、ワークフローAPI を利用する際の「アクティブティ CD」というコード体系とそのデータ

の持ち方についてサンプルを用いて説明します。 

 

14.1 アクティビティ情報 
 
ワークフロー内では、ルート内のタスク毎に“アクティビティ”と呼ばれるコードを保持しており、このコードによりル

ート内の位置付けを行っています。ワークフローAPI を利用する場合に必要となる「アクティビティ CD」とは、この

位置情報を指しており、実際のデータ構造については、以下のサンプルを例に次に解説します。 

以下の条件で案件が起票されているものとします。 

 

 
 ・プロセス定義 CD 3 
 ・プロセスバージョン CD 00000000000000000002 
 ・プロセス CD 00000000000000000010 
 ・アクティビティ CD 下図の ID が該当 
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14.2 ルート情報 
 
ワークフローでは、プロセス定義のルート情報をツリー構造のデータとして管理しています。アクティビティ情報を

ルートの順番に把握するには、まずルート情報のツリーを検索し、キーとなるアクティビティ CD の取得を行なうよう

ワークフローシステム内では動作しています。 

 
フロー図の作成方法により全く同じツリー構造・ID になるとは限りません。ご注意ください。 

 

 
 

14.3 ワークフロールートとアクティビティの関係 
 
定義したワークフローが、プロセス定義（バージョンも含む）の情報となり、ルート中に設定したタスク(スタート，エ

ンドや線を含むすべて)がアクティビティの情報となります。 

 

 
 



intra-mart ワークフロー プログラミングガイド 

 

Page 58 Copyright 2000-2014 株式会社 NTT データ イントラマート All rights Reserved. 

 

起票（申請）画面や後処理／条件分岐／結合条件等のプログラムの初期パラメータとして引渡される情報はこれ

らのツリー構造によって決定されたアクティビティ CD が渡されるようになります。 

各プログラム内では、この情報を利用して、さまざまなワークフローAPI を利用する事が可能となります。 
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15 ワークフローサンプルプログラム 
提供されるサンプルプログラムは次の内容となります。 

 サンプルアプリケーション 

 [標準]ドキュメントワークフロー 

 [標準]ドキュメントワークフロー（申請者/承認者ルート作成ワークフロー） 

 [カスタム]ドキュメントワークフロー（タグリブ） 

 [カスタム]ドキュメントワークフロー 

 「後処理」・「前処理」・「条件分岐」・「同期結合条件」・「案件終了時実行」・「任意採番」・「トリガー」

プログラム 

 サンプルテンプレート 

「後処理」・「前処理」・「条件分岐」・「同期結合条件」・「案件終了時実行」・「任意採番」・「トリガー」・「自動

実行」プログラム 

以上のサンプルテンプレートを、【JavaEE 開発モデル】、【スクリプト開発モデル】それぞれ提供していま

す。 

 
カテゴリ プロセス定義名称 
JavaEE 開発モデル [標準]JavEE 開発モデル - サブプロセス 

[標準]JavaEE 開発モデル - ドキュメントワークフロー1 
[標準]JavaEE 開発モデル - ドキュメントワークフロー2 
[標準]JavaEE 開発モデル - ドキュメントワークフロー3 
[標準]JavaEE 開発モデル - ドキュメントワークフロー4 
[標準]JavaEE 開発モデル - ルート作成ワークフロー 
[カスタム]JavaEE 開発モデル - ドキュメントワークフロー1 
[カスタム]JavaEE 開発モデル - ドキュメントワークフロー2 
[カスタム]JavaEE 開発モデル - ドキュメントワークフロー3 
[カスタム]JavaEE 開発モデル - ドキュメントワークフロー4 

スクリプト開発モデル [標準]スクリプト開発モデル - サブプロセス 

[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 
[標準]スクリプト開発モデル - ドキュメントワークフロー2 
[標準]スクリプト開発モデル - ドキュメントワークフロー3 
[標準]スクリプト開発モデル - ドキュメントワークフロー4 
[標準]スクリプト開発モデル - ルート作成ワークフロー 
[カスタム]スクリプト開発モデル - ドキュメントワークフロー1 
[カスタム]スクリプト開発モデル - ドキュメントワークフロー2 
[カスタム]スクリプト開発モデル - ドキュメントワークフロー3 
[カスタム]スクリプト開発モデル - ドキュメントワークフロー4 

 
サンプルプログラムを実行するためには、次のような組織と所属ユーザの構成で、ワークフローを設定した場合の

前提条件とします。 

 これらのデータは、製品に同梱されるサンプルデータを利用しています。 

 これらのデータが、削除された(存在していない)状態で当サンプルを利用された場合、正常に動作し

ない場合がありますのでご注意ください。 
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サンプル部門
０１

サンプル部門
０２

サンプル課
１２

サンプル課
１１

サンプル課
２２

サンプル課
２１

サンプル会社 ・・・・・・・・・

・・・・・・ ・・・・・・

・・・・

・・・・

・・・・

・・・・

原田浩二（ ） 社長 

円山益男（ ） 部長 
 片山聡（ ） 課長 
  吉川一哉

青柳辰巳
  林政義
  片山聡
大磯博文

  寺田雅彦
  吉川一哉

 萩本順子
  生田一哉
  円山益男
  関根千香
  上田辰男

  原田浩二
  寺田雅彦
  吉川一哉

  青柳辰巳
林政義

  片山聡
  大磯博文
  寺田雅彦
  吉川一哉

  萩本順子
生田一哉

  円山益男
  関根千香
  上田辰男

 
＜＜ユーザと組織の関係図＞＞ 

 

15.1 JavaEE 開発モデル 
 

15.1.1 [標準]ドキュメントワークフロー（申請者/承認者ルート作成ワークフローを含む） 
 

コンテンツパス アプリケーション ID サービス ID プログラムパス 
%ApplicationRutime%/doc/imart/sample/bpw/purchase/standard/ フォルダ 

コンテンツパス bpw_sample_purchase standard_draft drafter /draft.jsp 

引戻しコンテンツパス standard_retry drafter /retry.jsp 
差戻しコンテンツパス 
参照コンテンツパス standard_view view/view.jsp 
詳細コンテンツパス standard_detail detail/detail.jsp 
起票/再起票の上フレームで 
登録/更新ボタン押下後の 
表示画面パス 

standard_display drafter/display.jsp 

 
処理名 プログラムパス 

%ApplicationRutime%/doc/imart/WEB-INF/classes/jp/co/intra_mart/sample/bpw/purchase/standard/controller/service/ フォルダ 
起票の上フレーム画面で呼ばれるサービス StandardDraftServiceController.java 

StandardDraftServiceResult.java 
StandardDraftServiceTransition.java 

再起票の上フレーム画面で呼ばれるサービス StandardRetryServiceController.java 
StandardRetryServiceResult.java 
StandardRetryServiceTransition.java 

起票／再起票の上フレームで登録/更新ボタン 
押下後の表示画面で呼ばれるサービス 

StandardDisplayServiceController.java 
StandardDisplayServiceResult.java 
StandardDisplayServiceTransition.java 

審議の上フレーム画面（詳細画面）で 
呼ばれるサービス 

StandardDetailServiceController.java 
StandardDetailServiceResult.java 
StandardDetailServiceTransition.java 

参照画面からの詳細表示される画面で StandardViewServiceController.java 
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呼ばれるサービス StandardViewServiceResult.java 
StandardViewServiceTransition.java 

”登録”ボタン押下で呼ばれるサービス StandardInsertServiceController.java 
StandardInsertServiceResult.java 
StandardInsertServiceTransition.java 

”更新”ボタン押下で呼ばれるサービス StandardUpdateServiceController.java 
StandardUpdateServiceResult.java 
StandardUpdateServiceTransition.java 

 
 イベントフレームワーク 
処理名 プログラムパス 
%ApplicationRutime%/doc/imart/WEB-INF/classes/jp/co/intra_mart/sample/bpw/purchase/standard/model/event/ フォルダ 
取得を行うイベント（カスタムでも使用） StandardSelectEvent.java 

StandardSelectEventListener.java 
StandardSelectEventResult.java 

”登録”処理を行うイベント StandardInsertEvent.java 
StandardInsertEventListener.java 

”更新”処理を行うイベント StandardUpdateEvent.java 
StandardUpdateEventListener.java 

“案件削除”処理を行うイベント StandardDeleteEvent.java 
StandardDeleteEventListener.java 

 

15.1.2 [カスタム]ドキュメントワークフロー（タグリブ） 
 

コンテンツパス アプリケーション ID サービス ID プログラムパス 

%ApplicationRutime%/doc/imart/ sample/bpw/purchase/taglib/ フォルダ 
起 

 

票 

コンテンツパス bpw_sample_purchase taglib_draft drafter/draft.jsp 
引戻しコンテンツパス taglib_retry drafter/retry.jsp 
差戻しコンテンツパス taglib_retry drafter/retry.jsp 

審 
 

議 

コンテンツパス taglib_approve approver/approve.jsp 

引戻しコンテンツパス taglib_approve approver/approve.jsp 
差戻しコンテンツパス taglib_approve approver/approve.jsp 

参照コンテンツパス custom_view 
※ 【カスタム】共通 

custom/detail/detail.jsp 

詳細コンテンツパス custom_detail 
※ 【カスタム】共通 

custom/view/view.jsp 

確認画面ボタン押下後の 
表示画面パス 

taglib_display drafter/display.jsp 

 
処理名 プログラムパス 
%ApplicationRutime%/doc/imart/WEB-INF/classes/jp/co/intra_mart/sample/bpw/purchase/taglib/controller/service/ フォルダ 
起票画面で呼ばれるサービス TaglibDraftServiceController.java 

TaglibDraftServiceResult.java 
TaglibDraftServiceTransition.java 

再起票画面で呼ばれるサービス TaglibRetryServiceController.java 
TaglibRetryServiceResult.java 
TaglibRetryServiceTransition.java 

審議画面で呼ばれるサービス TaglibApproveServiceController.java 
TaglibApproveServiceResult.java 
TaglibApproveServiceTransition.java 

確認画面ボタン押下後の表示画面で呼ばれるサービス TaglibDisplayServiceController.java 
TaglibDisplayServiceResult.java 
TaglibDisplayServiceTransition.java 

詳細画面で呼ばれるサービス CustomDetailServiceController.java 
CustomDetailServiceResult.java 
CustomDetailServiceTransition.java 
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※ 【カスタム】共通 
参照画面で呼ばれるサービス CustomViewServiceController.java 

CustomViewServiceResult.java 
CustomViewServiceTransition.java 
※ 【カスタム】共通 

 

15.1.3 [カスタム]ドキュメントワークフロー 
 

コンテンツパス アプリケーション ID サービス ID プログラムパス 

%ApplicationRutime%/doc/imart/ sample/bpw/purchase/custom/ フォルダ 
起 

 

票 

コンテンツパス bpw_sample_purchase custom_drafter drafter/draft.jsp 
引戻しコンテンツパス custom_drafter_pull drafter/retry.jsp 
差戻しコンテンツパス custom_drafter_sendback drafter/retry.jsp 

審 
 

議 

コンテンツパス custom_approver approver/approve.jsp 

引戻しコンテンツパス custom_approver_pull approver/approve.jsp 
差戻しコンテンツパス custom_approver_sendback approver/approve.jsp 

参照コンテンツパス custom_view detail/detail.jsp 
詳細コンテンツパス custom_detail view/view.jsp 

 
処理名 プログラムパス 
%ApplicationRutime%/doc/imart/WEB-INF/classes/jp/co/intra_mart/sample/bpw/purchase/custom/controller/service/ フォルダ 
起票画面で呼ばれるサービス CustomDrafterServiceController.java 

CustomDrafterServiceResult.java 
CustomDrafterServiceTransition.java 

再起票画面で呼ばれるサービス CustomDrafterDraftRetryServiceController.java 
CustomDrafterDraftRetryServiceResult.java 
CustomDrafterDraftRetryServiceTransition.java 

審議画面で呼ばれるサービス CustomApproverServiceController.java 
CustomApproverServiceResult.java 
CustomApproverServiceTransition.java 

詳細画面で呼ばれるサービス CustomDetailServiceController.java 
CustomDetailServiceResult.java 
CustomDetailServiceTransition.java 

参照画面で呼ばれるサービス CustomViewServiceController.java 
CustomViewServiceResult.java 
CustomViewServiceTransition.java 

”申請”ボタン押下で呼ばれるサービス CustomDrafterDraftServiceController.java 
CustomDrafterDraftServiceResult.java 
CustomDrafterDraftServiceTransition.java 

”再申請”ボタン押下で呼ばれるサービス CustomDrafterRetryServiceController.java 
CustomDrafterRetryServiceResult.java 
CustomDrafterRetryServiceTransition.java 

”審議”ボタン押下で呼ばれるサービス CustomApproverApproveServiceController.java 
CustomApproverApproveServiceResult.java 
CustomApproverApproveServiceTransition.java 

 
 イベントフレームワーク 
処理名 プログラムパス 
%ApplicationRutime%/doc/imart/WEB-INF/classes/jp/co/intra_mart/sample/bpw/purchase/custom/model/event/ フォルダ 
”申請”処理を行うイベント CustomDrafterDraftEvent.java 

CustomDrafterDraftEventListener.java 

”再申請”処理を行うイベント CustomDrafterRetryEvent.java 
CustomDrafterRetryEventListener.java 

”取り止め”処理を行うイベント CustomDrafterCancelEvent.java 
CustomDrafterCancelEventListener.java 

”審議”処理を行うイベント CustomApproverApproveEvent.java 
CustomApproverApproveEventListener.java 
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”差戻し”処理を行うイベント CustomApproverSendBackEvent.java 
CustomApproverSendBackEventListener.java 

”否認”処理を行うイベント CustomApproverDenialEvent.java 
CustomApproverDenialEventListener.java 

”保留”処理を行うイベント CustomApproverSuspendEvent.java 
CustomApproverSuspendEventListener.java 

 

15.1.4 共通 
 

処理名 プログラムパス 
%ApplicationRutime%/doc/imart/WEB-INF/classes/jp/co/intra_mart/sample/bpw/purchase/common/model/data/ フォルダ 
サンプルプログラムの DAO CommonPurchaseDAO.java 

CommonPurchaseDAOIF.java 

 
処理名 プログラムパス 
%ApplicationRutime%/doc/imart/WEB-INF/classes/jp/co/intra_mart/sample/bpw/purchase/common/model/object/ フォルダ 
サンプルプログラムの ModelObject CommonPurchaseModelObject.java 

 
処理名 プログラムパス 
%ApplicationRutime%/doc/imart/WEB-INF/classes/jp/co/intra_mart/sample/bpw/purchase/common/view/object/ フォルダ 
サンプルプログラムの ViewObject CommonPurchaseViewObject.java 

 
処理名 処理内容 プログラムパス 

%ApplicationRutime%/doc/imart/WEB-INF/classes/jp/co/intra_mart/sample/bpw/purchase/appendix/ フォルダ 
後処理 起票タスクの後処理でサンプル用テーブルに 

ステータスの変更を行う 
PostProcessing.java 

分岐条件 入力されたデータから処理を行うタスクを判断を行う BranchCondition.java 
同期結合条件 同期タスク内の承認状況を判断し、同期の結合を行う JoinCondition.java 

案件削除 サンプル用テーブルに削除される案件の 
アプリケーションデータの削除を行う 

DeleteTranTrigger.java 

前処理（審議） 「STATUS_COMPLETED」を返却します。 ApproverPreprocessing.java 
前処理（起票） 入力されたデータをサンプル用テーブルに登録を行う DrafterPreprocessing.java 
案件終了時実行 サンプル用テーブルにステータスの変更を行う EndExecution.java 
任意採番 API「Identifier#get()」で生成したユニークな ID を 

プロセス CD として採番します。 
OptionalNumbering.java 
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15.2 スクリプト開発モデル 
 

15.2.1 [標準]ドキュメントワークフロー（申請者/承認者ルート作成ワークフローを含む） 
 

コンテンツパス パス指定内容 プログラムパス 
%ResourceService%/pages/src/sample/bpw/purchase/standard/ フォルダ 
コンテンツパス bpw/purchase/standard/drafter/draft drafter/draft.html                                      

drafter/draft.js 
引戻しコンテンツパス bpw/purchase/standard/drafter/retry drafter/retry.html                                     

drafter/retry.js 差戻しコンテンツパス 
参照コンテンツパス bpw/purchase/standard/view/view view/view.html                                    

view/view.js 
詳細コンテンツパス bpw/purchase/standard/detail/detail detail/detail.html                                      

drafter/detail.js 
起票/再起票の上フレームで 
登録/更新ボタン押下後の表示画面パス 

 drafter/draft.html 
drafter/draft.js 

 

15.2.2 [カスタム]ドキュメントワークフロー（タグリブ） 
 

コンテンツパス パス指定内容  プログラムパス 
%ResourceService% /pages/src/sample/bpw/purchase/taglib/ 
起 

 

票 

コンテンツパス bpw/purchase/taglib/drafter/draft drafter/draft.html                                             
drafter/draft.js 

引戻しコンテンツパス bpw/purchase/ taglib/drafter/retry drafter/retry.html                                             
drafter/ retry.js 差戻しコンテンツパス 

審 
 

議 

コンテンツパス bpw/purchase/ taglib/approver/approve approver/approve.html                                              
approver/approve.js 

引戻しコンテンツパス bpw/purchase/ taglib/approver/approve approver/approve.html                                              
approver/approve.js 

差戻しコンテンツパス 
参照コンテンツパス bpw/purchase/custom/view/view 

※ 【カスタム】共通 
detail/detail.html                              
detail/detail.js 

詳細コンテンツパス bpw/purchase/custom/detail/detail 
※ 【カスタム】共通 

view/view.html 
view/view.js 

確認画面ボタン押下後の 
表示画面パス 

 drafter/display.html                                             
drafter/display.js 

 

15.2.3 [カスタム]ドキュメントワークフロー 
 

コンテンツパス パス指定内容  プログラムパス 
%ResourceService% /pages/src/sample/bpw/purchase/custom/ 
起 

 

票 

コンテンツパス bpw/purchase/custom/drafter/draft drafter/draft.html                                             
drafter/draft.js 

引戻しコンテンツパス bpw/purchase/custom/drafter/draft_sendback drafter/retry.html 
drafter/ retry.js 差戻しコンテンツパス 

審 
 

議 

コンテンツパス bpw/purchase/custom/approver/approve approver/approve.html                                              
approver/approve.js 

引戻しコンテンツパス bpw/purchase/custom/approver/approve_sendback approver/approve.html                                   
approver/approve.js 

差戻しコンテンツパス 
参照コンテンツパス bpw/purchase/custom/view/view detail/detail.html                              
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detail/detail.js 
詳細コンテンツパス bpw/purchase/custom/detail/detail view/view.html 

view/view.js 

 

15.2.4 共通 
 

処理名 処理内容 プログラムパス 

%ResoruceService%/pages/src/sample/bpw/purchase/appendix/ フォルダ 
後処理 起票タスクの後処理で、サンプル用テーブルに 

ステータスの変更を行う 
post_processing.js 

分岐条件 入力されたデータから処理を行うタスクを判断を行う branch_condition.js 
同期結合条件 同期タスク内の承認状況を判断し、同期の結合を行う join_condition.js 
案件削除 サンプル用テーブルに削除される案件の 

アプリケーションデータの削除を行う 
delete_tran_trigger.js 

前処理（審議） 「STATUS_COMPLETED」を返却します。 approver_preprocessing.js 
前処理（起票） 入力されたデータをサンプル用テーブルに登録を行う drafter_preprocessing.js 
後処理（END タスク） サンプル用テーブルにステータスの変更を行う end_processing.js 
任意採番 API「Identifier.get()」で生成したユニークな ID を 

プロセス CD として採番します。 
optional_numbering.js 

 

15.3 サンプルテンプレート 
 

15.3.1 JavaEE 開発モデル 
 

処理名 処理内容 プログラムパス 

%ApplicationRutime%/doc/imart/WEB-INF/classes/jp/co/intra_mart/sample/bpw/template/ フォルダ 
後処理 後処理のテンプレートファイルです。 PostProcessing.java 

分岐条件 分岐条件のテンプレートファイルです。 BranchCondition.java 

同期結合条件 同期結合条件のテンプレートファイルです。 JoinCondition.java 
自動実行 自動実行のテンプレートファイルです。 AutomaticExecution.java 

前処理（審議） 前処理（審議）のテンプレートファイルです。 ApproverPreprocessing.java 

前処理（起票） 前処理（起票）のテンプレートファイルです。 DrafterProcessing.java 

後処理（END タスク） 後処理（END タスク）のテンプレートファイルです。 EndExecution.java 

  

ト
リ
ガ
ー
機
能      

バージョン削除 トリガー機能（バージョン削除）のテンプレートファイル

です。 
DeleteMasterTrigger.java 

案件削除 トリガー機能（案件削除）のテンプレートファイルで

す。 
DeleteTranTrigger.java 

任意採番 任意採番のテンプレートファイルです。 OptionalNumbering.java 
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15.3.2 スクリプト開発モデル 
 

処理名 処理内容 プログラムパス 

%ResourceService%/pages/src/sample/bpw/template/ フォルダ 
後処理 後処理のテンプレートファイルです。 post_processing.js 
分岐条件 分岐条件のテンプレートファイルです。 branch_condition.js 

同期結合条件 同期結合条件のテンプレートファイルです。 join_condition.js 
自動実行 自動実行のテンプレートファイルです。 automatic_execution.js 

前処理（審議） 前処理（審議）のテンプレートファイルです。 approver_preprocessing.js 

前処理（起票） 前処理（起票）のテンプレートファイルです。 drafter_preprocessing.js 

後処理（END タスク） 後処理（END タスク）のテンプレートファイルです。 end_processing.js 

ト
リ
ガ
ー
機
能 

 

バージョン削除 トリガー機能（バージョン削除）のテンプレートファイル

です。 
delete_master_trigger.js 

案件削除 トリガー機能（案件削除）のテンプレートファイルで

す。 
delete_tran_trigger.js 

任意採番 任意採番のテンプレートファイルです。 optional_numbering.js 
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