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1.1 はじめに 

1.1.1 ご利用上の注意 
ログイングループ管理者メニューのIM-共通マスタの操作画面を利用するにあたり、同期処理を有効として

いる場合は、以下のメニューのご利用を避けてください。以下のメニューよりデータを操作した場合は、

同期処理に失敗し、IM-共通マスタ画面の操作時にエラーが発生する場合があります。 

 

ログイングループ管理／アカウント管理 

アカウント設定 IM-共通マスタ／ユーザに移管されます。 

アプリケーション共通マスタ管理 

組織設定 IM-共通マスタ／会社・組織に移管されます。 

役職設定 IM-共通マスタ／会社・組織に移管されます。 

パブリックグループ設定 IM-共通マスタ／パブリックグループに移管されます。 

分類設定 IM-共通マスタ／分類に移管されます。 

 

 同期処理に関しては「IM-共通マスタ 同期仕様書」を参照ください。 
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1.2 ユーザマスタ 

1.2.1 ユーザマスタの特徴 
ユーザマスタ設定には、次のような機能が用意されています。 

 

 

ユーザの情報を期間化して管理することができます。ユーザ単独の分類をもち、対象分類の分類項目をユ

ーザに所属させることができます。 

1.2.1.1 ユーザの期間化 

ユーザ情報は、期間化に対応しており、ユーザ名、フリガナ、ソートキー、メールアドレス、備考などの

情報を履歴として持つことができます。このため、処理日付時点の情報で処理を行うことが可能となって

います。また、ユーザ情報は国際化にも対応しています。 

 

各期間で国際化した情報を設定することができます。 
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1.2.2 ユーザの設定 
登録してあるユーザを検索して参照、編集することができます。 

 

タイトルメニュー／ヘッダ欄 

基準日 検索する基準となる日付を入力します。「 」アイコンをクリックすると基準日を

選択するカレンダー子画面を開きます。 

ロケール 検索するロケールを選択します。 

 

基本タブ 

所属対象 組織またはパブリックグループから、どちらを検索するかを選択します。 

所属 所属対象を選択している場合は、特定の所属配下であることを条件にして検

索できます。「 」アイコンをクリックすると、所属対象で指定した検索画面が

開きます。組織、パブリックグループを選択して確定すると、テキストの空欄に

選択したものが表示されます。「 」アイコンをクリックすると対象をクリアしま

す。 

[下位階層も検索する] 所属欄で指定した組織、パブリックグループ配下全てに渡って検索したい場合

にチェックします。 

キーワード 検索するためのキーワードです。キーワードを検索する対象は、次の対象チェ

ックで指定します。 

対象（大量データモードの場合はいずれか１つを選択します。） 

[コード] [コード]にチェックを入れると、入力されたキーワードでコードを検索します。 

[名称] [名称]にチェックを入れると、入力されたキーワードで名称を検索します。 

[フリガナ] [フリガナ]にチェックを入れると、入力されたキーワードでフリガナを検索しま

す。 

[無効なものも検索対象にする] 検索結果に無効化されているものを表示するようにします。無効化されている

ものは赤文字で表示されます。 

[検索]ボタン 入力されている情報で検索を実行します。 

[クリア]ボタン 検索条件をクリアし、デフォルトの状態に戻します。 

 



1.2 ユーザマスタ    

IM-共通マスタ 操作ガイド 5 

検索結果 

「 」編集アイコン クリックするとユーザ詳細画面を表示します。 

コード ユーザコードを表示します。 

表示名 ユーザ名を表示します。 

 

1.2.2.1 ユーザの検索 

1 メニューから[IM-共通マスタ]の[ユーザ]をクリックします。 

検索画面が表示されます。 
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2 ［検索］ボタンをクリックして、ユーザを表示します。 

下段に検索結果が表示されます。 

検索結果から「 」アイコンをクリックするとユーザの詳細画面を表示します。 

 

1.2.2.2 ユーザの設定 

1 ユーザの検索画面から[ユーザの新規登録]をクリックします。編集時は検索結果から対象ユーザの「 」ア

イコンをクリックします。 
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2 表示された画面の［基本］タブでユーザコードの情報を入力します。 

画面上部に期間バーが表示され、作成される期間が表示されます。ユーザの新規登録画面ではシステムに

設定されているシステム開始日から、システム終了日までの全期間有効な情報として、ユーザの情報が表

示されます。 

期間バーの右下部分にある期間変更ボタンをクリックすることで初期作成する期間を変更することができ

ます。期間化の操作の詳細については「1.11 期間化情報」で詳しく解説します。 

 

ユーザコード（必須） ユーザコードを入力します。登録後は変更できません。 

 

3 プロファイルタブを選択し、ユーザのプロファイルを入力します。 
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現在のロケール 入力中のロケールを表示します。 

性別 性別を選択します。 

ユーザ名（必須） ユーザ名を入力します。 

フリガナ フリガナを入力します。 

国コード 国コードを入力します。 

郵便番号 郵便番号を入力します。 

住所１ 住所１を入力します。 

住所２ 住所２を入力します。 

住所３ 住所３を入力します。 

電話番号 電話番号を入力します。 

内線番号 内線番号を入力します。 

FAX番号 FAX番号を入力します。 

内線FAX番号 内線FAX番号を入力します。 

携帯電話番号 携帯電話番号を入力します。 

メールアドレス１ メールアドレス１を入力します。 

メールアドレス２ メールアドレス２を入力します。 

携帯メールアドレス 携帯メールアドレスを入力します。 

URL URLを入力します。 

備考 備考を入力します。 

ソートキー ソートキーを入力します。表示する順番を半角数値で入力します。 

 性別はロケールが変わっても固定です。 

 

4 続けて、［他ロケール設定］ボタンをクリックして、会社の多言語情報を入力します。 

この画面はロケールが複数存在した場合に利用します。 
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+/- ボックス クリックすると折りたたみ／表示を切り替えられます。 

チェックボックス（言語名横） チェックボックスをOFFにすると、その言語の内容は更新されません。 

（言語名）からコピー デフォルトの言語から内容をコピーします。 

先頭へ移動 画面をスクロールしている際、一番上へ戻します。 

ユーザ名（必須） ユーザ名を入力します。 

フリガナ フリガナを入力します。 

国コード 国コードを入力します。 

郵便番号 郵便番号を入力します。 

住所１ 住所１を入力します。 

住所２ 住所２を入力します。 

住所３ 住所３を入力します。 

電話番号 電話番号を入力します。 

内線番号 内線番号を入力します。 

FAX番号 FAX番号を入力します。 

内線FAX番号 内線FAX番号を入力します。 

メールアドレス１ メールアドレス１を入力します。 

メールアドレス２ メールアドレス２を入力します。 

URL URLを入力します。 

備考 備考を入力します。 

[決定]ボタン 内容を確定して詳細画面に戻ります。 

入力が終わったら、[決定]ボタンをクリックして会社の詳細画面に戻ります。 

 

5 アカウントタブを選択し、ユーザのアカウントを入力します。 
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パスワード ログイン時に使用するパスワードを入力します。 

確認パスワード パスワードの確認用入力です。 

モバイルパスワード モバイルでログイン時に使用するパスワードを入力します。 

確認モバイルパスワード モバイルパスワードの確認用入力です。 

ライセンス ログイングループに割り振られているライセンスをユーザに割り振る際にチェッ

クします。ライセンスが割り振られていないと、ログインすることはできません。 

また、ライセンスの設定は、［ログイングループ管理］の［アカウントライセンス設

定］で行うと、すべてのアカウントに対して設定できます。 

有効期間 アカウントが有効な期間を入力します。ユーザがこのアカウントでログインする

ためには、有効期間内でかつライセンスにチェックされていることが必要です。 

有効期間については、「1.11 期間化情報」を参照してください。 

ロケール このアカウントがデフォルトで使用する言語を選択します。ここでの設定よりも、

ユーザが［ユーザ設定］の［ロケール設定］で設定したものの方が優先されま

す。 

外出フラグ 外出中を示すフラグで、チェックするとデフォルトで外出中となります。ただし、

ここでの設定より、ユーザが［ユーザ設定］の［外出設定］で設定したものの方

が優先されます。 

初回ログイン チェックすると初回ログイン時に、以下のようなパスワード変更の画面を表示さ

せることができます。パスワード変更画面を表示するかどうかの設定は、パス

ワード履歴管理機能にて設定が可能です。（システム管理者操作ガイドを参

照） 

ログイン失敗回数 この段階でこのアカウントでのログインに失敗している回数を表示しています。 

ユーザがこのアカウントでログインに成功していない状態です。ユーザがこの

アカウントでログインに成功すると、０にリセットされます。 

アカウントロック チェックするとアカウントロックされ、ログインできなくなります。 

カラーパターン このアカウントがデフォルトで使用する画面の色調を選択します。 

色調は、あらかじめ、「青」、「緑」、「グレー」、「オレンジ」、「赤」の５つが登録さ

れています。 

ここでの設定よりも、ユーザが［ユーザ設定］の［カラーパターン設定］で設定し

たものの方が優先されます。 

メインページパターン このアカウントがデフォルトで使用する画面パターンを選択します。画面パター

ンは、［ログイングループ管理］の［ログイングループ設定］で登録されたものが

表示されます。ここでの設定よりも、ユーザが［ユーザ設定］の［メインページパ

ターン設定］で設定したものの方が優先されます。ここには、一般ユーザのログ

イン後に表示されるのページURLをリストします。ユーザは、このリスト内から、

好きなログイン後に表示されるページを選択できます。 

説明 説明を入力します。 
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6 ロールタブを選択し、ユーザのアカウントを入力します。 

 

ロール［追加］ボタン このアカウントのユーザに設定するロールを選択します。 

ロールを追加する場合にこのボタンをクリックします。 

表示されている中から追加したいロールを選択して決定ボタンをクリックすると、

一覧に選択したロールが追加されます。 

この際、所有する期間はシステムで利用可能な全期間が設定されます。 
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ロール[期間修正]ボタン このアカウントに設定するロールの期間を変更します。 

変更するロールを選択してこのボタンをクリックします。 

 

ロール[削除]ボタン 選択しているロールを解除します。一覧から選択したロールが消えます。 

ロール名 ロール名を表示します。 

表示名 表示名を表示します。 

開始日 開始日を表示します。 

終了日 終了日を表示します。 

アプリケーションロール[追加]ボタン このアカウントのユーザに設定するアプリケーションロールを選択します。 

インストールされているアプリケーション（イントラネットスタートパックなど）の利

用を認める場合に、アプリケーションを選択します。 

表示されている中から追加したいアプリケーションロールを選択して決定ボタン

をクリックすると、一覧に選択したアプリケーションロールが追加されます。 

アプリケーションロール[削除]ボタン 選択しているアプリケーションロールを解除します。一覧から選択したアプリケー

ションロールが消えます。 



1.2 ユーザマスタ    

IM-共通マスタ 操作ガイド 13 

 

7 組織所属タブを選択し、ユーザが所属する組織を表示します。 

ユーザは同時に複数の組織・役職に所属させることができます。同時に主所属を指定することができます。

また、それぞれに所属する期間を設定できます。 

ただし、複数会社で同一期間に複数の主所属を指定することはできません。 

 所属させる会社・組織は登録されているものに限ります。会社・組織の登録については「1.3節 会社・組織マスタ」を

参照ください。 
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［所属を追加］ボタン 所属先の組織を追加する場合にこのボタンをクリックします。 

表示されている中から追加したい組織・役職を選択して決定ボタンをクリックする

と、一覧に選択した情報が追加されます。 

 

違う期間の構成を表示したい場合は、「 」アイコンをクリックして基準日の日

付を変更してOKボタンをクリックすると、その日を基準日にして再表示します。 

表示されている中から所属先として追加したい組織・役職を選択して決定ボタン

をクリックすると、一覧に選択した組織・役職が追加されます。 

登録の場合は所属期間を変更することができません。 

主 主所属の場合に「主」と表示します。 

組織 所属先の組織を表示します。 

役職 所属先の役職を表示します。 

[所属期間]ボタン ボタンをクリックすると期間編集画面が表示されるので、編集中のユーザが一覧

で選択している組織・役職へ所属する期間を編集します。所属の期間化操作に

ついては「1.11 期間化情報」を参照してください。 

 

所属役職に役職を指定することで編集している期間に役職を割り当てることが

できます。役職リストはDrag＆Dropすることができます。 

[所属を解除]ボタンをクリックすると、所属を完全に解除します。 

主所属にチェックを入れることでその組織所属を主所属の扱いにできます。 

更新ボタンをクリックするとこの画面で編集した内容で決定し、この画面を閉じま

す。 

[所属を解除]ボタン 選択している組織・役職への所属を解除します。一覧から選択した組織・役職が

消えます。 
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8 パブリックグループ所属タブを選択し、ユーザが所属するパブリックグループを表示します。 

ユーザは同時に複数のパブリックグループ・役割に所属させることができます。また、それぞれに所属す

る期間を設定できます。 

 所属させるパブリックグループは登録されているものに限ります。パブリックグループの登録については「1.4節 パ

ブリックグループマスタ」を参照ください。 
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［所属を追加］ボタン 所属先のパブリックグループを追加する場合にこのボタンをクリックします。 

表示されている中から追加したいパブリックグループ・役割を選択して決定ボタ

ンをクリックすると、一覧に選択した情報が追加されます。 

 

違う期間の構成を表示したい場合は、「 」アイコンをクリックして基準日の日

付を変更してOKボタンをクリックすると、その日を基準日にして再表示します。 

表示されている中から所属先として追加したいパブリックグループ・役割を選択

して決定ボタンをクリックすると、一覧に選択したパブリックグループ・役割が追

加されます。 

登録の場合は所属期間を変更することができません。 

パブリックグループ 所属先のパブリックグループを表示します。 

役割 所属先の役割を表示します。 

[所属期間]ボタン ボタンをクリックすると期間編集画面が表示されるので、編集中のユーザが一覧

で選択しているパブリックグループ・役割へ所属する期間を編集します。所属の

期間化操作については「1.11 期間化情報」を参照してください。 

 

所属役割に役割を指定することで編集している期間に役割を割り当てることが

できます。役割リストはDrag＆Dropすることができます。 

[所属を解除]ボタンをクリックすると、所属を完全に解除します。 

更新ボタンをクリックするとこの画面で編集した内容で決定し、この画面を閉じま

す。 

[所属を解除]ボタン 選択しているパブリックグループ・役割への所属を解除します。一覧から選択し

たパブリックグループ・役割が消えます。 
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9 分類設定タブを選択し、ユーザが所属する分類項目を表示します。 

 

［所属を追加］ボタン 所属させる分類項目を追加する場合にこのボタンをクリックします。 

 

分類を指定して所属させる分類項目を選択して[決定]ボタンをクリックすると、一

覧に選択した分類項目が追加されます。 

分類には単一選択のものと複数選択のものがあります。 

単一選択の場合は1つしか指定することができません。 

分類 分類を表示します。 

分類項目 分類項目を表示します。 

[所属を解除]ボタン 選択している分類項目への所属を解除します。一覧から選択した分類項目が消

えます。 
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10 ［登録］ボタンをクリックして、ユーザを登録します。 

 

[登録]ボタン 現在編集中の情報をデータベースへ反映します。新規登録の場合のみ表示し

ます。 

[更新]ボタン 現在編集中の期間の情報をデータベースへ反映します。編集の場合のみ表示

します。 

[削除]ボタン クリックすると表示中のユーザを全期間、全ロケールに渡って削除します。編

集の場合のみ表示します。 
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1.3 会社・組織マスタ 

1.3.1 会社・組織マスタの特徴 
会社・組織マスタ設定には、次のような機能が用意されています。 

 

 

会社・組織は、情報を期間化することができます。会社に属する事業部や部・課・係などの部署を登録し、

各組織に階層構造を形成することができます。 

また、企業組織は対外用の組織構成や人事制度のクラス分けで取り扱うランクなど各業務による特有の構

成など多角的に表現できます。その各構成を組織セットと呼ぶ単位にして１つの会社に対し複数登録する

ことができます。 

組織セット単位に役職を登録することができます。また、会社・組織単独の分類をもち、対象分類の分類

項目を会社・組織に所属させることができます。分類項目は所属させた組織のみに対して有効であり階層

構造には適用されません。 
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1.3.1.1 会社・組織/役職の期間化 

会社、組織および組織セット情報は、期間化に対応しており、会社・組織の名称、略称、検索名、ソート

キー、備考などの情報を履歴として持つことができます。このため、処理日付時点の情報で処理を行うこ

とが可能となっています。また、国際化にも対応しています。 

組織分類、組織分類項目は国際化のみに対応し、期間化に対応していません。 

 

 

各期間で国際化した情報を設定することができます。 

 

1.3.1.2 会社・組織/役職の管理 

会社の組織構成の階層を各組織セット単位に作成して管理することができます。また、その組織セットご

とに役職を登録して管理することができます。 

さらにツリー状に組織を登録した上で、各組織に所属するユーザを登録します。 

 

組織セット配下の組織の構成情報は、期間化に対応しており、構成の履歴を残すことができます。期間化

は組織セット毎に管理します。 
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期間によっては存在はしているが構成に所属しない組織が存在することがあります。これを未所属組織と

呼びます。 

 ここで、会社と同名の組織セットをデフォルト組織セットと定義します。 
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1.3.2 会社・組織とユーザの所属 
ここでは、会社・組織を管理します。ユーザを所属させる前に、会社・組織セット・組織の設定を行いま

す。組織の階層構造を構成するには 初に会社（＝デフォルト組織セット）として作成し、順次配下の組

織を作成します。メニューから[会社・組織]を選択すると、会社・組織の画面が表示されます。 

左側のツリーの欄に組織、右側の一覧にはツリーで選択された組織配下のユーザが表示されます。 

またツリーで組織セットを選択すると、ツリーの上部にその組織セットの期間化状況を表す期間バーが表

示されます。期間バーの操作については「1.11 期間化情報」で詳しく解説します。 

 

 

タイトルメニュー／ヘッダ欄 

[会社の新規登録] 会社の新規登録画面を開きます。会社、新たなセットとして組織セット・組織を作

成します。 

※会社、組織セット、組織の新規登録画面は同一画面ですが、当リンクをクリッ

クした際に会社登録となります。 

[組織セットの新規登録] 組織セットの新規登録画面を開きます。新たなセットとして組織セット・組織を作

成します。 

※会社、組織セット、組織の新規登録画面は同一画面ですが、当リンクをクリッ

クした際に組織セット登録となります。 

[検索] 検索画面に遷移します。 

[役職表示] 役職画面に遷移します。 

[会社ソート順変更] 会社ソート順変更画面を開きます。 

[ 新情報] 画面全体を 新の情報に更新します。 

基準日 画面に表示している会社・組織情報の基準日を設定します。「 」アイコンをクリ

ックすると日付選択カレンダー子画面を表示します。 

また、日付は変更した後に表示ボタンをクリックされるまで画面に反映されませ

ん。 

ロケール 画面に表示している会社・組織情報の表示言語を選択します。 

変更した後に表示ボタンをクリックされるまで画面に反映されません。 

[表示]ボタン 基準日、ロケールを変更した場合、このボタンをクリックして画面の情報を再表
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示します。 

会社名 表示する会社を選択します。会社選択ボタンをクリックして会社選択子画面を表

示して、会社を変更します。選択すると即座に画面を再表示します。 

[有効なもののみ表示]チェック 組織のツリーや、ユーザの一覧表示部分で、基準日において無効になっている

ものを表示するかどうかを設定します。チェックのON/OFFで即座に画面を再表

示します。 

 

コンテキストメニュー 

[組織の編集] 組織編集画面を表示し、選択中の会社・組織を編集します。 

[配下に新規組織を作成] 組織登録画面を表示し、選択中の配下の組織として新規組織を作成します。 

[配下に未所属組織を追加] 現在未所属状態になっている組織の一覧を表示します。一覧に表示される組織

は同一組織セットのもののみです。 

 

一覧から組織を選択し[決定]ボタンをクリックすると、選択中の組織の配下にそ

の組織を追加します。 

[所属ユーザを追加] ユーザの検索画面を表示します。 

検索条件を指定し、[検索]ボタンをクリックすると条件に一致するユーザが表示

されます。検索結果から選択中の組織に所属させるユーザを選択し、確定ボタ

ンをクリックすると、選択中の組織の配下に選択されたユーザを所属させます。

この際、すでに所属しているユーザがあった場合は登録されません。 

[組織を構成から除去] 選択中の組織を、現在選択している期間において構成から取り除きます。この
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組織は以後[配下に未所属組織を追加]で表示されるようになります。 

除去した際に配下の組織は全て構成から除去されますが、ユーザ、ユーザ所

属、組織の情報自体は削除されません。 

[組織の完全削除] 選択中の組織の全期間、全ロケールの情報を削除します。 

削除した組織配下の組織は、全て構成から除去されますが、組織の情報自体と

ユーザの所属情報は削除されません。 

上位階層にある組織セットを削除した場合は会社自体を削除します。この時、

会社以下の他の組織セットを含む全ての情報が削除されます。 

その他の組織セットを削除した場合は、対象の組織セット以下の全ての情報が

削除されます。 

 

サブタイトルメニュー欄 

[所属ユーザを追加] 選択されている会社・組織の配下にユーザを所属させます。 

コンテキストメニューの[所属ユーザを追加]と同じ動作をします。 

 

操作欄 

「 」所属アイコン 所属期間編集画面を開きます。所属ユーザ一覧で現在選択されている組織に

所属する期間を編集します。 

 

 ここで、会社と同名の組織セットをデフォルト組織セットと定義します。 
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1.3.2.1 会社の設定 

1 新規に会社を登録するには、タイトルメニューにある[会社の新規登録]をクリックします。編集時はコンテキ

ストメニューの「組織の編集」または検索結果から対象会社の「 」アイコンをクリックします。 

画面左側にはすでに登録されている組織セットがツリー形式で表示されます。右側には左側のツリーで選

択した組織の配下に属するユーザの一覧が表示されます。 
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2 会社の新規登録画面が表示されます。［基本］タブで会社の情報を入力します。 

画面上部に期間バーが表示され、作成される期間が表示されます。会社の新規登録画面ではシステムに設

定されているシステム開始日から、システム終了日までの全期間有効な情報として、会社の情報が表示さ

れます。 

期間バーの右下部分にある期間変更ボタンをクリックすることで初期作成する期間を変更することができ

ます。期間化の操作の詳細については「1.11 期間化情報」で詳しく解説します。 

 

現在のロケール 入力中のロケールを表示します。 

組織コード（必須） 組織コードを入力します。登録後は変更できません。 

名称（必須） 名称を入力します。 

略称 略称を入力します。（省略した場合は名称がコピーされます。） 

検索名 検索名を入力します。 

国コード 国コードを入力します。 

郵便番号 郵便番号を入力します。 

住所１ 住所１を入力します。 

住所２ 住所２を入力します。 

住所３ 住所３を入力します。 

電話番号 電話番号を入力します。 

内線番号 内線番号を入力します。 

FAX番号 FAX番号を入力します。 

内線FAX番号 内線FAX番号を入力します。 

メールアドレス１ メールアドレス１を入力します。 

メールアドレス２ メールアドレス２を入力します。 

URL URLを入力します。 

備考 備考を入力します。 

ソートキー（必須） ソートキーを入力します。表示する順番を半角数値で入力します。 

[他ロケール設定]ボタン 国際化項目一括設定画面を表示します。 

 会社の編集画面は組織の編集画面と共有しています。 
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3 続けて、［他ロケール設定］ボタンをクリックして、会社の多言語情報を入力します。 

この画面はロケールが複数存在した場合に利用します。 

 

+/- ボックス クリックすると折りたたみ／表示を切り替えられます。 

チェックボックス（言語名横） チェックボックスをOFFにすると、その言語の内容は更新されません。 

（言語名）からコピー デフォルトの言語から内容をコピーします。 

先頭へ移動 画面をスクロールしている際、一番上へ戻します。 

名称（必須） 名称を入力します。 

略称 略称を入力します。（省略した場合は名称がコピーされます。） 

検索名 検索名を入力します。 

国コード 国コードを入力します。 

郵便番号 郵便番号を入力します。 

住所１ 住所１を入力します。 

住所２ 住所２を入力します。 

住所３ 住所３を入力します。 

電話番号 電話番号を入力します。 

内線番号 内線番号を入力します。 

FAX番号 FAX番号を入力します。 

内線FAX番号 内線FAX番号を入力します。 

メールアドレス１ メールアドレス１を入力します。 

メールアドレス２ メールアドレス２を入力します。 

URL URLを入力します。 

備考 備考を入力します。 

[決定]ボタン 内容を確定して詳細画面に戻ります。 

入力が終わったら、[決定]ボタンをクリックして会社の詳細画面に戻ります。 

 会社（＝デフォルト組織セット）としてツリー部に表示されます。 
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 ツリー部に表示されている 上位の会社名と同名の組織の編集は会社の編集となります。 

4 分類設定タブを選択し、会社が所属する分類項目を表示します。 

 

［所属を追加］ボタン 所属させる分類項目を追加する場合にこのボタンをクリックします。 

 

分類を指定して所属させる分類項目を選択して[決定]ボタンをクリックすると、一

覧に選択した分類項目が追加されます。 

分類には単一選択のものと複数選択のものがあります。 

単一選択の場合は1つしか指定することができません。 

分類 分類を表示します。 

分類項目 分類項目を表示します。 

[所属を解除]ボタン 選択している分類項目への所属を解除します。一覧から選択した分類項目が消

えます。 
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5 [登録]ボタンをクリックして、会社を登録します。 

会社の登録では、会社名と同名の組織セットを同時に作成します。 

会社選択時の会社一覧、会社を選択している際のツリー部の 上位層に登録した会社の名称が表示されて

いることを確認できます。 

 

[登録]ボタン 現在編集中の情報をデータベースへ反映します。新規登録の場合のみ表示し

ます。 

[更新]ボタン 現在編集中の期間の情報をデータベースへ反映します。編集の場合のみ表示

します。 

[削除]ボタン クリックすると表示中の会社を全期間、全ロケールに渡って削除します。配下

の組織セット、組織があった場合はそれらも全て削除されます。編集の場合の

み表示します。 

 

 

1.3.2.2 組織セットの設定 

1 新規に会社を登録するには、タイトルメニューにある[組織セットの新規登録]をクリックします。編集時はコン

テキストメニューの「組織の編集」または検索結果から対象組織セットの「 」アイコンをクリックします。 

画面左側にはすでに登録されている組織セットがツリー形式で表示されます。右側には左側のツリーで選

択した組織の配下に属するユーザの一覧が表示されます。 
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2 組織セットの新規登録画面が表示されます。［基本］タブで組織セットの情報を入力します。 

画面上部に期間バーが表示され、作成される期間が表示されます。組織セットの新規登録画面ではシステ

ムに設定されているシステム開始日から、システム終了日までの全期間有効な情報として、組織セットの

情報が表示されます。 

期間バーの右下部分にある期間変更ボタンをクリックすることで初期作成する期間を変更することができ

ます。期間化の操作の詳細については「1.11 期間化情報」で詳しく解説します。 

 

現在のロケール 入力中のロケールを表示します。 

組織コード（必須） 組織コードを入力します。登録後は変更できません。 

名称（必須） 名称を入力します。 

略称 略称を入力します。（省略した場合は名称がコピーされます。） 

検索名 検索名を入力します。 

国コード 国コードを入力します。 

郵便番号 郵便番号を入力します。 

住所１ 住所１を入力します。 

住所２ 住所２を入力します。 

住所３ 住所３を入力します。 

電話番号 電話番号を入力します。 

内線番号 内線番号を入力します。 

FAX番号 FAX番号を入力します。 

内線FAX番号 内線FAX番号を入力します。 

メールアドレス１ メールアドレス１を入力します。 

メールアドレス２ メールアドレス２を入力します。 

URL URLを入力します。 

備考 備考を入力します。 

ソートキー（必須） ソートキーを入力します。表示する順番を半角数値で入力します。 

[他ロケール設定]ボタン 国際化項目一括設定画面を表示します。 

 組織セットの編集画面は組織の編集画面と共有しています。 
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3 続けて、［他ロケール設定］ボタンをクリックして、組織セットの多言語情報を入力します。 

この画面はロケールが複数存在した場合に利用します。 

 

+/- ボックス クリックすると折りたたみ／表示を切り替えられます。 

チェックボックス（言語名横） チェックボックスをOFFにすると、その言語の内容は更新されません。 

（言語名）からコピー デフォルトの言語から内容をコピーします。 

先頭へ移動 画面をスクロールしている際、一番上へ戻します。 

名称（必須） 名称を入力します。 

略称 略称を入力します。（省略した場合は名称がコピーされます。） 

検索名 検索名を入力します。 

国コード 国コードを入力します。 

郵便番号 郵便番号を入力します。 

住所１ 住所１を入力します。 

住所２ 住所２を入力します。 

住所３ 住所３を入力します。 

電話番号 電話番号を入力します。 

内線番号 内線番号を入力します。 

FAX番号 FAX番号を入力します。 

内線FAX番号 内線FAX番号を入力します。 

メールアドレス１ メールアドレス１を入力します。 

メールアドレス２ メールアドレス２を入力します。 

URL URLを入力します。 

備考 備考を入力します。 

[決定]ボタン 内容を確定して詳細画面に戻ります。 

入力が終わったら、[決定]ボタンをクリックして組織セットの詳細画面に戻ります。 
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4 分類設定タブを選択し、組織セットが所属する分類項目を表示します。 

 

［所属を追加］ボタン 所属させる分類項目を追加する場合にこのボタンをクリックします。 

 

分類を指定して所属させる分類項目を選択して[決定]ボタンをクリックすると、一

覧に選択した分類項目が追加されます。 

分類には単一選択のものと複数選択のものがあります。 

単一選択の場合は1つしか指定することができません。 

分類 分類名を表示します。 

分類項目 分類項目名を表示します。 

[所属を解除]ボタン 選択している分類項目への所属を解除します。一覧から選択した分類項目が消

えます。 
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5 [登録]ボタンをクリックして、組織セットを登録します。 

会社を選択している際のツリー部の 上位層に登録した組織セットの名称が表示されていることを確認で

きます。 

 

[登録]ボタン 現在編集中の情報をデータベースへ反映します。新規登録の場合のみ表示し

ます。 

[更新]ボタン 現在編集中の期間の情報をデータベースへ反映します。編集の場合のみ表示

します。 

[削除]ボタン クリックすると表示中の組織セットを全期間、全ロケールに渡って削除します。

配下の組織があった場合はそれらも全て削除されます。編集の場合のみ表示

します。 

 

 会社（＝デフォルト組織セット）としてツリー部に表示されます。 

 ツリー部に表示されている 上位の組織の編集は組織セットの編集となります。 
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1.3.2.3 組織の設定 

先頭となる組織セットを登録したので、その内訳となる組織を登録します。 

1 すでに作成した組織セットの配下に組織を作成するため、組織の詳細画面を表示します。 

会社・組織の画面で特定の組織の配下に新たな組織を追加するには、ツリー表示部で対象の組織セットま

たは組織を右クリックして表示されるコンテキストメニューから、[配下に新規組織を作成]を選択します。 
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2 組織の新規登録画面が表示されます。［基本］タブで組織の情報を入力します。 

画面上部に期間バーが表示され、作成される期間が表示されます。組織の新規登録画面ではシステムに設

定されているシステム開始日から、システム終了日までの全期間有効な情報として、組織の情報が表示さ

れます。 

期間バーの右下部分にある期間変更ボタンをクリックすることで初期作成する期間を変更することができ

ます。期間化の操作の詳細については「1.11 期間化情報」で詳しく解説します。 

 

現在のロケール 入力中のロケールを表示します。 

組織コード（必須） 組織コードを入力します。登録後は変更できません。 

名称（必須） 名称を入力します。 

略称 略称を入力します。（省略した場合は名称がコピーされます。） 

検索名 検索名を入力します。 

国コード 国コードを入力します。 

郵便番号 郵便番号を入力します。 

住所１ 住所１を入力します。 

住所２ 住所２を入力します。 

住所３ 住所３を入力します。 

電話番号 電話番号を入力します。 

内線番号 内線番号を入力します。 

FAX番号 FAX番号を入力します。 

内線FAX番号 内線FAX番号を入力します。 

メールアドレス１ メールアドレス１を入力します。 

メールアドレス２ メールアドレス２を入力します。 

URL URLを入力します。 

備考 備考を入力します。 

ソートキー（必須） ソートキーを入力します。表示する順番を半角数値で入力します。 

[他ロケール設定]ボタン 国際化項目一括設定画面を表示します。 
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3 続けて、［他ロケール設定］ボタンをクリックして、組織の多言語情報を入力します。 

この画面はロケールが複数存在した場合に利用します。 

 

+/- ボックス クリックすると折りたたみ／表示を切り替えられます。 

チェックボックス（言語名横） チェックボックスをOFFにすると、その言語の内容は更新されません。 

（言語名）からコピー デフォルトの言語から内容をコピーします。 

先頭へ移動 画面をスクロールしている際、一番上へ戻します。 

名称（必須） 名称を入力します。 

略称 略称を入力します。（省略した場合は名称がコピーされます。） 

検索名 検索名を入力します。 

国コード 国コードを入力します。 

郵便番号 郵便番号を入力します。 

住所１ 住所１を入力します。 

住所２ 住所２を入力します。 

住所３ 住所３を入力します。 

電話番号 電話番号を入力します。 

内線番号 内線番号を入力します。 

FAX番号 FAX番号を入力します。 

内線FAX番号 内線FAX番号を入力します。 

メールアドレス１ メールアドレス１を入力します。 

メールアドレス２ メールアドレス２を入力します。 

URL URLを入力します。 

備考 備考を入力します。 

[決定]ボタン 内容を確定して詳細画面に戻ります。 

入力が終わったら、[決定]ボタンをクリックして会社の詳細画面に戻ります。 
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4 分類設定タブを選択し、組織が所属する分類項目を表示します。 

 

［所属を追加］ボタン 所属させる分類項目を追加する場合にこのボタンをクリックします。 

 

分類を指定して所属させる分類項目を選択して[決定]ボタンをクリックすると、一

覧に選択した分類項目が追加されます。 

分類には単一選択のものと複数選択のものがあります。 

単一選択の場合は1つしか指定することができません。 

分類 分類を表示します。 

分類項目 分類項目を表示します。 

[所属を解除]ボタン 選択している分類項目への所属を解除します。一覧から選択した分類項目が消

えます。 
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5 [登録]ボタンをクリックして、組織を登録します。 

会社を選択している際のツリー部に登録した組織の名称が表示されていることを確認できます。 

 

[登録]ボタン 現在編集中の情報をデータベースへ反映します。新規登録の場合のみ表示し

ます。 

[更新]ボタン 現在編集中の期間の情報をデータベースへ反映します。編集の場合のみ表示

します。 

[削除]ボタン クリックすると表示中の組織を全期間、全ロケールに渡って削除します。対象

組織のユーザ所属情報は削除され、配下の組織は全て構成から除去されます

が、組織の情報自体、ユーザ所属情報は削除されません。編集の場合のみ表

示します。 

 

 会社（＝デフォルト組織セット）としてツリー部に表示されます。 

 ツリー部に表示されている 上位の組織の編集は組織セットの編集となります。 
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1.3.2.4 所属ユーザの設定 

ここまでで登録した会社・組織の配下に、ユーザを所属させます。 

1 ユーザを所属させる会社・組織を選択して、コンテキストメニューの[所属ユーザを追加]またはサブタイトルメ

ニューの[所属ユーザを追加]をクリックします。編集時は検索結果から対象ユーザの「 」アイコンをクリック

します。 
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2 ［所属ユーザを追加］をクリックして表示された画面から所属させるユーザを選択します。 

 

検索基準日 検索基準日を表示します。 

ロケール ロケールを表示します。 

有効なもののみ表示 表示が論理削除データを含んでいるかを表します。チェックがONの場合は論

理削除データを含みません。 

「 」アイコン 表示する検索の前提条件を変更する画面が表示されます。 

ここでは検索基準日、ロケール、有効データの選択を変更できます。 

[OK]ボタンをクリックすると、指定した検索条件で再表示します。 

 

 

検索ワード 検索ワードを入力します。大量データモードの場合は必須となります。 
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対象（大量データモードの場合はいずれか１つを選択します。） 

[名前] [名前]にチェックを入れると、入力されたキーワードでユーザ名を検索します。 

[コード] [コード]にチェックを入れると、入力されたキーワードでユーザコードを検索しま

す。 

[フリガナ] [フリガナ]にチェックを入れると、入力されたキーワードでフリガナを検索しま

す。 

検索条件 前方一致／完全一致／部分一致のいずれかを選択します。 

[検索]ボタン 指定条件の検索を実行します。 

あかさたな検索 フリガナ検索をします。 

システムロケールにより利用条件が変化します。 

ユーザ名 検索結果のユーザ名を表示します。ユーザ名をダブルクリックすることで指定

ユーザとします。 

[ ]ボタン 検索結果のユーザを全て指定ユーザとします。 

「 」ボタン 選択したユーザを指定ユーザとします。 

「 」ボタン 選択した指定ユーザとなっているユーザを除外します。 

「 」ボタン 指定ユーザとなっている全てのユーザを除外します。 

指定ユーザ 対象とするユーザ名を表示します。 

[決定]ボタン 指定ユーザとなっているユーザを所属させます。主所属、役職は指定できませ

ん。 

 

3 一覧に表示されたユーザの「 」アイコンをクリックして所属期間編集画面を表示します。 

所属の期間化操作については「1.11 期間化情報」を参照してください。 

所属役職に役職を指定することで編集している期間に役職を割り当てることができます。役職リストは

Drag＆Dropすることができます。 

 

 

役職リスト 指定組織セットの役職を表示します。役職名をダブルクリックすることで所属役

職とします。 

[追加] 選択した役職を所属役職とします。 

[削除] 所属役職となっている役職を除外します。 

[全削除] 所属役職となっている全ての役職を除外します。 
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所属役職 所属役職に指定している役職を表示します。 

主所属 主所属とするかを選択します。 

[所属を解除]ボタン 指定組織からユーザの所属を解除します。 

[更新]ボタン 編集した内容をデータベースへ反映します。 
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1.3.2.5 会社ソート順の変更 

登録した会社の表示順を変更することができます。[会社選択]ボタンクリック時の会社一覧画面や検索画

面の表示順を設定します。 

ソート順はオートナンバーとなり、入力することはできません。 

1 会社・組織画面の[会社ソート順変更]をクリックします。 

会社一覧はDrag＆Dropすることができます。 

 

 

会社名 会社名を表示します。 

[上へ] 選択している会社を上に移動します。 

[下へ] 選択している会社を下に移動します。 

[ソート順変更] 表示している並びでソート順を更新します。ソート番号はオートナンバーで上部

から降順の連番となります。 

 

2 ［ソート順変更］ボタンをクリックして、ソート順を変更します。 

[会社選択]ボタンクリック時の会社一覧画面や検索画面の表示順が変更されます。 
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1.3.3 会社・組織の検索 
登録してある会社・組織を検索して参照、編集することができます。 

 

 

タイトルメニュー／ヘッダ欄 

[組織ツリー表示] 会社・組織の画面に遷移します。 

基準日 検索する基準となる日付を入力します。「 」アイコンをクリックすると基準日

を選択するカレンダー子画面を開きます。 

ロケール 検索するロケールを選択します。 

 

基本タブ 

キーワード 検索するためのキーワードです。キーワードを検索する対象は、次の対象チェ

ックで指定します。大量データモードの場合は必須となります。 

対象（大量データモードの場合はいずれか１つを選択します。） 

[コード] [コード]にチェックを入れると、入力されたキーワードでコードを検索します。 

[名称] [名称]にチェックを入れると、入力されたキーワードで名称を検索します。 

[検索名] [検索名]にチェックを入れると、入力されたキーワードで検索名を検索します。 

[無効なものも検索対象にする] 検索結果に無効化されているものを表示するようにします。無効化されている

ものは赤文字で表示されます。 

[検索]ボタン 入力されている情報で検索を実行します。 

[クリア]ボタン 検索条件をクリアします。 

 

検索結果 

「 」編集アイコン クリックすると組織詳細画面を表示します。 

コード 組織コードを表示します。 

表示名 会社・組織名を表示します。 
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1.3.3.1 会社・組織の検索 

1会社・組織画面の[検索]をクリックします。 

検索画面が表示されます。 

 

2 ［検索］ボタンをクリックして、会社・組織を表示します。 

下段に検索結果が表示されます。 

検索結果から「 」アイコンをクリックすると会社・組織の詳細画面を表示します。 
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1.3.4 役職 
ここでは、ユーザを所属させる時に指定できる役職の設定を行います。会社・組織の画面の[役職表示]を

クリックすると役職の画面が表示されます。 

左側のツリーの欄に組織セット、右側の一覧にはツリーで組織セット配下の役職が表示されます。 

 

 

タイトルメニュー／ヘッダ欄 

[組織ツリー表示] 会社・組織画面に遷移します。 

[ 新情報] 画面全体を 新の情報に更新します。 

基準日 画面に表示している会社・組織情報の基準日を設定します。「 」アイコンをクリ

ックすると日付選択カレンダー子画面を表示します。 

また、日付は変更した後に表示ボタンをクリックされるまで画面に反映されませ

ん。 

ロケール 画面に表示している会社・組織情報の表示言語を選択します。 

変更した後に表示ボタンをクリックされるまで画面に反映されません。 

[表示]ボタン 基準日、ロケールを変更した場合、このボタンをクリックして画面の情報を再表

示します。 

会社名 表示する会社を選択します。会社選択ボタンをクリックして会社選択子画面を表

示して、会社を変更します。選択すると即座に画面を再表示します。 

[有効なもののみ表示]チェック 組織のツリーや、ユーザの一覧表示部分で、基準日において無効になっている

ものを表示するかどうかを設定します。チェックのON/OFFで即座に画面を再表

示します。 

 

サブタイトルメニュー欄 

[役職の新規登録] 選択されている組織セットに役職を登録します。 

 

操作欄 

「 」編集アイコン 役職編集画面を開きます。選択されている組織セットの役職を編集します。 
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1.3.4.1 役職の設定 

登録した会社の役職を登録します。役職は組織セットごとに管理します。 

1 新規に役職を登録するには、サブタイトルメニューにある[役職の新規登録]をクリックします。編集時は一覧

に表示された役職の「 」をクリックします。 

 

 

2 役職の新規登録画面が表示されます。［基本］タブで役職の情報を入力します。 

画面上部に期間バーが表示され、作成される期間が表示されます。役職の新規登録画面ではシステムに設

定されているシステム開始日から、システム終了日までの全期間有効な情報として、役職の情報が表示さ

れます。 

期間バーの右下部分にある期間変更ボタンをクリックすることで初期作成する期間を変更することができ

ます。期間化の操作の詳細については「1.11 期間化情報」で詳しく解説します。 
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現在のロケール 入力中のロケールを表示します。 

会社コード 会社コードを表示します。 

組織セットコード 組織セットコードを表示します。 

組織セット名 組織セット名を表示します。 

役職コード（必須） 組織コードを入力します。登録後は変更できません。 

名称（必須） 名称を入力します。 

ランク（必須） ランクを入力します。半角数値で入力します。低い数値のほうが上位ランクとな

ります。 

備考 備考を入力します。 

ソートキー（必須） ソートキーを入力します。表示する順番を半角数値で入力します。 

[他ロケール設定]ボタン 国際化項目一括設定画面を表示します。 
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3 続けて、［他ロケール設定］ボタンをクリックして、役職の多言語情報を入力します。 

この画面はロケールが複数存在した場合に利用します。 

 

+/- ボックス クリックすると折りたたみ／表示を切り替えられます。 

チェックボックス（言語名横） チェックボックスをOFFにすると、その言語の内容は更新されません。 

（言語名）からコピー デフォルトの言語から内容をコピーします。 

先頭へ移動 画面をスクロールしている際、一番上へ戻します。 

名称（必須） 名称を入力します。 

備考 備考を入力します。 

[決定]ボタン 内容を確定して詳細画面に戻ります。 

入力が終わったら、[決定]ボタンをクリックして組織セットの詳細画面に戻ります。 

4 [登録]ボタンをクリックして、役職を登録します。 

 

[登録]ボタン 現在編集中の情報をデータベースへ反映します。新規登録の場合のみ表示し

ます。 

[更新]ボタン 現在編集中の期間の情報をデータベースへ反映します。編集の場合のみ表示

します。 

[削除]ボタン クリックすると表示中の役職を全期間、全ロケールに渡って削除します。役職

所属があった場合はそれらも全て削除されます。編集の場合のみ表示します。 
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1.4 パブリックグループマスタ 

1.4.1 パブリックグループマスタの特徴 
パブリックグループマスタには、次のような機能が用意されています。 

 

 

 

パブリックグループは、情報を期間化することができます。パブリックグループに階層構造を形成するこ

とができます。 

階層構造を１つのセットとしてパブリックグループセットと呼ぶ単位として、セット単位ごとに役割を登

録することができます。また、パブリックグループ単独の分類をもち、対象分類の分類項目をパブリック

グループに所属させることができます。分類項目は所属させたパブリックグループのみに対して有効であ

り階層構造には適用されません。 
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1.4.1.1 パブリックグループ/役割の期間化 

パブリックグループおよびパブリックグループセット情報は、期間化に対応しており、パブリックグルー

プの名称、略称、検索名、ソートキー、備考などの情報を履歴として持つことができます。このため、処

理日付時点の情報で処理を行うことが可能となっています。また、国際化にも対応しています。 

パブリックグループ分類、パブリックグループ分類項目は国際化のみに対応し、期間化に対応していませ

ん。 

 

各期間で国際化した情報を設定することができます。 

 

1.4.1.2 パブリックグループ/役割の管理 

パブリックグループの階層を各パブリックグループセット単位に登録して管理することができます。また、

そのパブリックグループセットごとに役割を登録して管理することができます。 

さらにツリー状にパブリックグループを登録した上で、各パブリックグループに所属するユーザを登録し

ます。 

 

パブリックグループセット配下のパブリックグループの構成情報は、期間化に対応しており、構成の履歴

を残すことができます。期間化はパブリックグループセット毎に管理します。 
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期間によっては存在はしているが構成に所属しないパブリックグループが存在することがあります。これ

を未所属パブリックグループと呼びます。 
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1.4.2 パブリックグループとユーザの所属 
ここでは、パブリックグループを管理します。ユーザを所属させる前に、パブリックグループセットの設

定を行います。パブリックグループの階層構造を構成するには 初にパブリックグループセットとして作

成し、順次配下のパブリックグループを作成します。 

メニューから[パブリックグループ]を選択すると、パブリックグループの画面が表示されます。 

左側のツリーの欄にパブリックグループ、右側の一覧にはツリーで選択されたパブリックグループ配下の

ユーザが表示されます。 

またツリーでパブリックグループセットを選択すると、ツリーの上部にそのパブリックグループセットの

期間化状況を表す期間バーが表示されます。期間バーの操作については「1.11 期間化情報」で詳しく解

説します。 

 

 

タイトルメニュー／ヘッダ欄 

[パブリックグループセットの新規登

録] 

パブリックグループセットの新規登録画面を開きます。新たなセットとしてパブリ

ックグループセット・パブリックグループを作成します。 

※パブリックグループセット、パブリックグループの新規登録画面は同一画面で

すが、当リンクをクリックした際にパブリックグループセット登録となります。 

[検索] 検索画面に遷移します。 

[役割表示] 役割画面に遷移します。 

[ 新情報] 画面全体を 新の情報に更新します。 

基準日 画面に表示しているパブリックグループ情報の基準日を設定します。「 」アイ

コンをクリックすると日付選択カレンダー子画面を表示します。 

また、日付は変更した後に表示ボタンをクリックされるまで画面に反映されませ

ん。 

ロケール 画面に表示しているパブリックグループ情報の表示言語を選択します。 

変更した後に表示ボタンをクリックされるまで画面に反映されません。 

[表示]ボタン 基準日、ロケールを変更した場合、このボタンをクリックして画面の情報を再表

示します。 

[有効なもののみ表示]チェック パブリックグループのツリーや、ユーザの一覧表示部分で、基準日において無
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効になっているものを表示するかどうかを設定します。チェックのON/OFFで即座

に画面を再表示します。 

 

コンテキストメニュー 

[パブリックグループの編集] パブリックグループ編集画面を表示し、選択中のパブリックグループを編集しま

す。 

[配下に新規パブリックグループを作

成] 

パブリックグループ登録画面を表示し、選択中の配下のパブリックグループとし

て新規パブリックグループを作成します。 

[配下に未所属パブリックグループを

追加] 

現在未所属状態になっているパブリックグループの一覧を表示します。一覧に

表示されるパブリックグループは同一パブリックグループセットのもののみです。 

 

一覧からパブリックグループを選択し[決定]ボタンをクリックすると、選択中のパ

ブリックグループの配下にそのパブリックグループを追加します。 

[所属ユーザを追加] ユーザの検索画面を表示します。 

検索条件を指定し、[検索]ボタンをクリックすると条件に一致するユーザが表示

されます。検索結果から選択中のパブリックグループに所属させるユーザを選

択し、確定ボタンをクリックすると、選択中のパブリックグループの配下に選択さ

れたユーザを所属させます。この際、すでに所属しているユーザがあった場合は

登録されません。 

[パブリックグループを構成から除去] 選択中のパブリックグループを、現在選択している期間において構成から取り除

きます。このパブリックグループは以後[配下に未所属パブリックグループを追

加]で表示されるようになります。 
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除去した際に配下のパブリックグループは全て構成から除去されますが、ユー

ザ、ユーザ所属、パブリックグループの情報自体は削除されません。 

[パブリックグループの完全削除] 選択中のパブリックグループの全期間、全ロケールの情報を削除します。 

削除したパブリックグループ配下のパブリックグループは、全て構成から除去さ

れますが、パブリックグループの情報自体とユーザの所属情報は削除されませ

ん。 

パブリックグループセットを削除した場合は、対象のパブリックグループセット以

下の全ての情報が削除されます。 

 

サブタイトルメニュー欄 

[所属ユーザを追加] 選択されているパブリックグループの配下にユーザを所属させます。 

コンテキストメニューの[所属ユーザを追加]と同じ動作をします。 

 

操作欄 

「 」所属アイコン 所属期間編集画面を開きます。所属ユーザ一覧で現在選択されているパブリッ

クグループに所属する期間を編集します。 

 

 

1.4.2.1 パブリックグループセットの設定 

1 新規にパブリックグループセットを登録するには、タイトルメニューにある[パブリックグループセットの新規登

録]をクリックします。編集時はコンテキストメニューの「パブリックグループの編集」または検索結果から対象

パブリックグループセットの「 」アイコンをクリックします。 

画面左側にはすでに登録されているパブリックグループセットがツリー形式で表示されます。右側には左

側のツリーで選択したパブリックグループの配下に属するユーザの一覧が表示されます。 
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2 パブリックグループセットの新規登録画面が表示されます。［基本］タブでパブリックグループセットの情報を

入力します。 

画面上部に期間バーが表示され、作成される期間が表示されます。パブリックグループセットの新規登録

画面ではシステムに設定されているシステム開始日から、システム終了日までの全期間有効な情報として、

パブリックグループセットの情報が表示されます。 

期間バーの右下部分にある期間変更ボタンをクリックすることで初期作成する期間を変更することができ

ます。期間化の操作の詳細については「1.11 期間化情報」で詳しく解説します。 

 

現在のロケール 入力中のロケールを表示します。 

パブリックグループコード（必須） パブリックグループコードを入力します。登録後は変更できません。 

名称（必須） 名称を入力します。 

略称 略称を入力します。（省略した場合は名称がコピーされます。） 

検索名 検索名を入力します。 

備考 備考を入力します。 

ソートキー（必須） ソートキーを入力します。表示する順番を半角数値で入力します。 

[他ロケール設定]ボタン 国際化項目一括設定画面を表示します。 

 パブリックグループセットの編集画面はパブリックグループの編集画面と共有しています。 
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3 続けて、［他ロケール設定］ボタンをクリックして、パブリックグループセットの多言語情報を入力します。 

この画面はロケールが複数存在した場合に利用します。 

 

+/- ボックス クリックすると折りたたみ／表示を切り替えられます。 

チェックボックス（言語名横） チェックボックスをOFFにすると、その言語の内容は更新されません。 

（言語名）からコピー デフォルトの言語から内容をコピーします。 

先頭へ移動 画面をスクロールしている際、一番上へ戻します。 

名称（必須） 名称を入力します。 

略称 略称を入力します。（省略した場合は名称がコピーされます。） 

検索名 検索名を入力します。 

備考 備考を入力します。 

[決定]ボタン 内容を確定して詳細画面に戻ります。 

入力が終わったら、[決定]ボタンをクリックしてパブリックグループセットの詳細画面に戻ります。 
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4 分類設定タブを選択し、パブリックグループセットが所属する分類項目を表示します。 

 

［所属を追加］ボタン 所属させる分類項目を追加する場合にこのボタンをクリックします。 

 

分類を指定して所属させる分類項目を選択して[決定]ボタンをクリックすると、一

覧に選択した分類項目が追加されます。 

分類には単一選択のものと複数選択のものがあります。 

単一選択の場合は1つしか指定することができません。 

分類 分類を表示します。 

分類項目 分類項目を表示します。 

[所属を解除]ボタン 選択している分類項目への所属を解除します。一覧から選択した分類項目が消

えます。 
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5 [登録]ボタンをクリックして、パブリックグループセットを登録します。 

ツリー部の 上位層に登録したパブリックグループセットの名称が表示されていることを確認できます。 

 

[登録]ボタン 現在編集中の情報をデータベースへ反映します。新規登録の場合のみ表示し

ます。 

[更新]ボタン 現在編集中の期間の情報をデータベースへ反映します。編集の場合のみ表示

します。 

[削除]ボタン クリックすると表示中のパブリックグループセットを全期間、全ロケールに渡っ

て削除します。配下のパブリックグループがあった場合はそれらも全て削除さ

れます。編集の場合のみ表示します。 

 

 ツリー部に表示されている 上位のパブリックグループの編集はパブリックグループセットの編集となります。 
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1.4.2.2 パブリックグループの設定 

先頭となるパブリックグループセットを登録したので、その内訳となるパブリックグループを登録します。 

1 すでに作成したパブリックグループセットの配下にパブリックグループを作成するため、パブリックグループ

の詳細画面を表示します。 

パブリックグループの画面で特定のパブリックグループの配下に新たなパブリックグループを追加するに

は、ツリー表示部で対象のパブリックグループセットまたはパブリックグループを右クリックして表示さ

れるコンテキストメニューから、[配下に新規パブリックグループを作成]を選択します。 
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2 パブリックグループの新規登録画面が表示されます。［基本］タブでパブリックグループの情報を入力しま

す。 

画面上部に期間バーが表示され、作成される期間が表示されます。パブリックグループの新規登録画面で

はシステムに設定されているシステム開始日から、システム終了日までの全期間有効な情報として、パブ

リックグループの情報が表示されます。 

期間バーの右下部分にある期間変更ボタンをクリックすることで初期作成する期間を変更することができ

ます。期間化の操作の詳細については「1.11 期間化情報」で詳しく解説します。 

 

現在のロケール 入力中のロケールを表示します。 

パブリックグループコード（必須） パブリックグループコードを入力します。登録後は変更できません。 

名称（必須） 名称を入力します。 

略称 略称を入力します。（省略した場合は名称がコピーされます。） 

検索名 検索名を入力します。 

備考 備考を入力します。 

ソートキー（必須） ソートキーを入力します。表示する順番を半角数値で入力します。 

[他ロケール設定]ボタン 国際化項目一括設定画面を表示します。 
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3 続けて、［他ロケール設定］ボタンをクリックして、パブリックグループの多言語情報を入力します。 

この画面はロケールが複数存在した場合に利用します。 

 

+/- ボックス クリックすると折りたたみ／表示を切り替えられます。 

チェックボックス（言語名横） チェックボックスをOFFにすると、その言語の内容は更新されません。 

（言語名）からコピー デフォルトの言語から内容をコピーします。 

先頭へ移動 画面をスクロールしている際、一番上へ戻します。 

名称（必須） 名称を入力します。 

略称 略称を入力します。（省略した場合は名称がコピーされます。） 

検索名 検索名を入力します。 

備考 備考を入力します。 

[決定]ボタン 内容を確定して詳細画面に戻ります。 

入力が終わったら、[決定]ボタンをクリックしてパブリックグループの詳細画面に戻ります。 
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4 分類設定タブを選択し、パブリックグループが所属する分類項目を表示します。 

 

［所属を追加］ボタン 所属させる分類項目を追加する場合にこのボタンをクリックします。 

 

分類を指定して所属させる分類項目を選択して[決定]ボタンをクリックすると、一

覧に選択した分類項目が追加されます。 

分類には単一選択のものと複数選択のものがあります。 

単一選択の場合は1つしか指定することができません。 

分類 分類を表示します。 

分類項目 分類項目を表示します。 

[所属を解除]ボタン 選択している分類項目への所属を解除します。一覧から選択した分類項目が消

えます。 
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5 [登録]ボタンをクリックして、パブリックグループを登録します。 

ツリー部に登録したパブリックグループの名称が表示されていることを確認できます。 

 

[登録]ボタン 現在編集中の情報をデータベースへ反映します。新規登録の場合のみ表示し

ます。 

[更新]ボタン 現在編集中の期間の情報をデータベースへ反映します。編集の場合のみ表示

します。 

[削除]ボタン クリックすると表示中のパブリックグループを全期間、全ロケールに渡って削除

します。対象パブリックグループのユーザ所属情報は削除され、配下のパブリ

ックグループは全て構成から除去されますが、パブリックグループの情報自

体、ユーザ所属情報は削除されません。編集の場合のみ表示します。 

 

 ツリー部に表示されている 上位のパブリックグループの編集はパブリックグループセットの編集となります。 
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1.4.2.3 所属ユーザの設定 

ここまでで登録したパブリックグループの配下に、ユーザを所属させます。 

1 ユーザを所属させるパブリックグループを選択して、コンテキストメニューの[所属ユーザを追加]またはサブ

タイトルメニューの[所属ユーザを追加]をクリックします。編集時は検索結果から対象ユーザの「 」アイコン

をクリックします。 
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2 ［所属ユーザを追加］をクリックして表示された画面から所属させるユーザを選択します。 

 

検索基準日 検索基準日を表示します。 

ロケール ロケールを表示します。 

有効なもののみ表示 表示が論理削除データを含んでいるかを表します。チェックがONの場合は論

理削除データを含みません。 

「 」アイコン 表示する検索の前提条件を変更する画面が表示されます。 

ここでは検索基準日、ロケール、有効データの選択を変更できます。 

[OK]ボタンをクリックすると、指定した検索条件で再表示します。 
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検索ワード 検索ワードを入力します。大量データモードの場合は必須となります。 

対象（大量データモードの場合はいずれか１つを選択します。） 

[名前] [名前]にチェックを入れると、入力されたキーワードでユーザ名を検索します。 

[コード] [コード]にチェックを入れると、入力されたキーワードでユーザコードを検索しま

す。 

[フリガナ] [フリガナ]にチェックを入れると、入力されたキーワードでフリガナを検索しま

す。 

検索条件 前方一致／完全一致／部分一致のいずれかを選択します。 

[検索]ボタン 指定条件の検索を実行します。 

あかさたな検索 フリガナ検索をします。 

システムロケールにより利用条件が変化します。 

ユーザ名 検索結果のユーザ名を表示します。ユーザ名をダブルクリックすることで指定

ユーザとします。 

[ ]ボタン 検索結果のユーザを全て指定ユーザとします。 

「 」ボタン 選択したユーザを指定ユーザとします。 

「 」ボタン 選択した指定ユーザとなっているユーザを除外します。 

「 」ボタン 指定ユーザとなっている全てのユーザを除外します。 

指定ユーザ 対象とするユーザ名を表示します。 

[決定]ボタン 指定ユーザとなっているユーザを所属させます。役割は指定できません。 

 

3 一覧に表示されたユーザの「 」アイコンをクリックして所属期間編集画面を表示します。 

所属の期間化操作については「1.11 期間化情報」を参照してください。 

所属役割に役割を指定することで編集している期間に役割を割り当てることができます。役割リストは

Drag＆Dropすることができます。 

 

 

役割リスト 指定パブリックグループセットの役割を表示します。役割名をダブルクリックす

ることで所属役割とします。 

[追加] 選択した役割を所属役割とします。 
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[削除] 所属役割となっている役割を除外します。 

[全削除] 所属役割となっている全ての役割を除外します。 

所属役割 所属役割に指定している役割を表示します。 

[所属を解除]ボタン 指定パブリックグループからユーザの所属を解除します。 

[更新]ボタン 編集した内容をデータベースへ反映します。 
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1.4.3 パブリックグループの検索 
登録してあるパブリックグループを検索して参照、編集することができます。 

 

 

タイトルメニュー／ヘッダ欄 

[パブリックグループツリー表示] パブリックグループの画面に遷移します。 

基準日 検索する基準となる日付を入力します。「 」アイコンをクリックすると基準日

を選択するカレンダー子画面を開きます。 

ロケール 検索するロケールを選択します。 

 

基本タブ 

キーワード 検索するためのキーワードです。キーワードを検索する対象は、次の対象チェ

ックで指定します。大量データモードの場合は必須となります。 

対象（大量データモードの場合はいずれか１つを選択します。） 

[コード] [コード]にチェックを入れると、入力されたキーワードでコードを検索します。 

[名称] [名称]にチェックを入れると、入力されたキーワードで名称を検索します。 

[検索名] [検索名]にチェックを入れると、入力されたキーワードで検索名を検索します。 

[無効なものも検索対象にする] 検索結果に無効化されているものを表示するようにします。無効化されている

ものは赤文字で表示されます。 

[検索]ボタン 入力されている情報で検索を実行します。 

[クリア]ボタン 検索条件をクリアします。 

 

検索結果 

「 」編集アイコン クリックするとパブリックグループ詳細画面を表示します。 

コード パブリックグループコードを表示します。 

表示名 パブリックグループ名を表示します。 
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1.4.3.1 パブリックグループの検索 

1パブリックグループ画面の[検索]をクリックします。 

検索画面が表示されます。 

 

2 ［検索］ボタンをクリックして、パブリックグループを表示します。 

下段に検索結果が表示されます。 

検索結果から「 」アイコンをクリックするとパブリックグループの詳細画面を表示します。 
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1.4.4 役割 
ここでは、ユーザを所属させる時に指定できる役割の設定を行います。パブリックグループの画面の[役割

表示]をクリックすると役割の画面が表示されます。 

左側のツリーの欄にパブリックグループセット、右側の一覧にはツリーでパブリックグループセット配下

の役割が表示されます。 

 

 

タイトルメニュー／ヘッダ欄 

[パブリックグループツリー表示] パブリックグループ画面に遷移します。 

[ 新情報] 画面全体を 新の情報に更新します。 

基準日 画面に表示しているパブリックグループ情報の基準日を設定します。「 」アイ

コンをクリックすると日付選択カレンダー子画面を表示します。 

また、日付は変更した後に表示ボタンをクリックされるまで画面に反映されませ

ん。 

ロケール 画面に表示しているパブリックグループ情報の表示言語を選択します。 

変更した後に表示ボタンをクリックされるまで画面に反映されません。 

[表示]ボタン 基準日、ロケールを変更した場合、このボタンをクリックして画面の情報を再表

示します。 

[有効なもののみ表示]チェック パブリックグループのツリーや、ユーザの一覧表示部分で、基準日において無

効になっているものを表示するかどうかを設定します。チェックのON/OFFで即座

に画面を再表示します。 

 

サブタイトルメニュー欄 

[役割の新規登録] 選択されているパブリックグループセットに役割を登録します。 

 

操作欄 

「 」編集アイコン 役割編集画面を開きます。役割一覧で現在選択されているパブリックグループ

セットの役割を編集します。 
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1.4.4.1 役割の設定 

登録したパブリックグループの役割を登録します。役割はパブリックグループセットごとに管理します。 

1 新規に役割を登録するには、サブタイトルメニューにある[役割の新規登録]をクリックします。編集時は一覧

に表示された役割の「 」をクリックします。 
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2 役割の新規登録画面が表示されます。［基本］タブで役割の情報を入力します。 

画面上部に期間バーが表示され、作成される期間が表示されます。役割の新規登録画面ではシステムに設

定されているシステム開始日から、システム終了日までの全期間有効な情報として、役割の情報が表示さ

れます。 

期間バーの右下部分にある期間変更ボタンをクリックすることで初期作成する期間を変更することができ

ます。期間化の操作の詳細について「1.11 期間化情報」で詳しく解説します。 

 

現在のロケール 入力中のロケールを表示します。 

パブリックグループセットコード パブリックグループセットコードを表示します。 

パブリックグループ名 パブリックグループ名を表示します。 

役割コード（必須） 役割コードを入力します。登録後は変更できません。 

名称（必須） 名称を入力します。 

ランク（必須） ランクを入力します。半角数値で入力します。低い数値のほうが上位ランクとな

ります。 

備考 備考を入力します。 

ソートキー（必須） ソートキーを入力します。表示する順番を半角数値で入力します。 

[他ロケール設定]ボタン 国際化項目一括設定画面を表示します。 
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3 続けて、［他ロケール設定］ボタンをクリックして、役割の多言語情報を入力します。 

この画面はロケールが複数存在した場合に利用します。 

 

+/- ボックス クリックすると折りたたみ／表示を切り替えられます。 

チェックボックス（言語名横） チェックボックスをOFFにすると、その言語の内容は更新されません。 

（言語名）からコピー デフォルトの言語から内容をコピーします。 

先頭へ移動 画面をスクロールしている際、一番上へ戻します。 

名称（必須） 名称を入力します。 

備考 備考を入力します。 

[決定]ボタン 内容を確定して詳細画面に戻ります。 

入力が終わったら、[決定]ボタンをクリックしてパブリックグループセットの詳細画面に戻ります。 

4 [登録]ボタンをクリックして、役割を登録します。 

 

[登録]ボタン 現在編集中の情報をデータベースへ反映します。新規登録の場合のみ表示し

ます。 

[更新]ボタン 現在編集中の期間の情報をデータベースへ反映します。編集の場合のみ表示

します。 

[削除]ボタン クリックすると表示中の役割を全期間、全ロケールに渡って削除します。役割

所属があった場合はそれらも全て削除されます。編集の場合のみ表示します。 
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1.5 会社グループマスタ 

1.5.1 会社グループマスタの特徴 
会社グループマスタ設定には、次のような機能が用意されています。 

 

 

会社グループは、情報を期間化することができます。会社グループに階層構造を形成することができます。 

階層構造を１つのセットとして会社グループセットと呼ぶ単位として、グループ化ができます。 
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1.5.1.1 会社グループの期間化 

会社グループおよび会社グループセット情報は、期間化に対応しており、会社グループの名称、略称、検

索名、ソートキー、備考などの情報を履歴として持つことができます。このため、処理日付時点の情報で

処理を行うことが可能となっています。また、国際化にも対応しています。 

 

各期間で国際化した情報を設定することができます。 

 

1.5.1.2 会社グループの管理 

会社グループの階層を各会社グループセット単位に登録して管理することができます。 

さらにツリー状に会社グループを登録した上で、各会社グループに所属する会社を登録します。 

 

会社グループセット配下の会社グループの構成情報は、期間化に対応しており、構成の履歴を残すことが

できます。期間化は会社グループセット毎に管理します。 
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期間によっては存在はしているが構成に所属しない会社グループが存在することがあります。これを未所

属会社グループと呼びます。 
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1.5.2 会社グループと会社の所属 
ここでは、会社グループを管理します。会社を所属させる前に、会社グループセットの設定を行います。

会社グループの階層構造を構成するには 初に会社グループセットとして作成し、順次配下の会社グルー

プを作成します。 

メニューから[会社グループ]を選択すると、会社グループの画面が表示されます。 

左側のツリーの欄に会社グループ、右側の一覧にはツリーで選択された会社グループ配下の会社が表示さ

れます。 

またツリーで会社グループセットを選択すると、ツリーの上部にその会社グループセットの期間化状況を

表す期間バーが表示されます。期間バーの操作については「1.11 期間化情報」で詳しく解説します。 

 

 

タイトルメニュー／ヘッダ欄 

[会社グループセットの新規登録] 会社グループセットの新規登録画面を開きます。新たなセットとして会社グルー

プセット・会社グループを作成します。 

※会社グループセット、会社グループの新規登録画面は同一画面ですが、当リ

ンクをクリックした際に会社グループセット登録となります。 

[検索] 検索画面に遷移します。 

[ 新情報] 画面全体を 新の情報に更新します。 

基準日 画面に表示している会社グループ情報の基準日を設定します。「 」アイコンを

クリックすると日付選択カレンダー子画面を表示します。 

また、日付は変更した後に表示ボタンをクリックされるまで画面に反映されませ

ん。 

ロケール 画面に表示している会社グループ情報の表示言語を選択します。 

変更した後に表示ボタンをクリックされるまで画面に反映されません。 

[表示]ボタン 基準日、ロケールを変更した場合、このボタンをクリックして画面の情報を再表

示します。 

[有効なもののみ表示]チェック 会社グループのツリーや、会社の一覧表示部分で、基準日において無効になっ

ているものを表示するかどうかを設定します。チェックのON/OFFで即座に画面

を再表示します。 
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コンテキストメニュー 

[会社グループの編集] 会社グループ編集画面を表示し、選択中の会社グループを編集します。 

[配下に新規会社グループを作成] 会社グループ登録画面を表示し、選択中の配下の会社グループとして新規会社

グループを作成します。 

[配下に未所属会社グループを追加] 現在未所属状態になっている会社グループの一覧を表示します。一覧に表示さ

れる会社グループは同一会社グループセットのもののみです。 

 

一覧から会社グループを選択し[決定]ボタンをクリックすると、選択中の会社グ

ループの配下にその会社グループを追加します。 

[所属会社を追加] 会社の検索画面を表示します。 

検索条件を指定し、[検索]ボタンをクリックすると条件に一致する会社が表示さ

れます。検索結果から選択中の会社グループに所属させる会社を選択し、確定

ボタンをクリックすると、選択中の会社グループの配下に選択された会社を所属

させます。この際、すでに所属している会社があった場合は登録されません。 

[会社グループを構成から除去] 選択中の会社グループを、現在選択している期間において構成から取り除きま

す。この会社グループは以後[配下に未所属会社グループを追加]で表示される

ようになります。 

除去した際に配下の会社グループは全て構成から除去されますが、会社、会社

所属、会社グループの情報自体は削除されません。 

[会社グループの完全削除] 選択中の会社グループの全期間、全ロケールの情報を削除します。 

削除した会社グループ配下の会社グループは、全て構成から除去されますが、
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会社グループの情報自体と会社の所属情報は削除されません。 

会社グループセットを削除した場合は、対象の会社グループセット以下の全ての

情報が削除されます。 

 

サブタイトルメニュー欄 

[所属会社を追加] 選択されている会社グループの配下に会社を所属させます。 

コンテキストメニューの[所属会社を追加]と同じ動作をします。 

 

操作欄 

「 」所属アイコン 所属期間編集画面を開きます。所属会社一覧で現在選択されている会社グル

ープに所属する期間を編集します。 

 

 

1.5.2.1 会社グループセットの設定 

1 新規に会社グループセットを登録するには、タイトルメニューにある[会社グループセットの新規登録]をクリッ

クします。編集時はコンテキストメニューの「会社グループの編集」または検索結果から対象会社グループセ

ットの「 」アイコンをクリックします。 

画面左側にはすでに登録されている会社グループセットがツリー形式で表示されます。右側には左側のツ

リーで選択した会社グループの配下に属する会社の一覧が表示されます。 
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2 会社グループセットの新規登録画面が表示されます。［基本］タブで会社グループセットの情報を入力しま

す。 

画面上部に期間バーが表示され、作成される期間が表示されます。会社グループセットの新規登録画面で

はシステムに設定されているシステム開始日から、システム終了日までの全期間有効な情報として、会社

グループセットの情報が表示されます。 

期間バーの右下部分にある期間変更ボタンをクリックすることで初期作成する期間を変更することができ

ます。期間化の操作の詳細については「1.11 期間化情報」で詳しく解説します。 

 

現在のロケール 入力中のロケールを表示します。 

会社グループコード（必須） 会社グループコードを入力します。登録後は変更できません。 

名称（必須） 名称を入力します。 

略称 略称を入力します。（省略した場合は名称がコピーされます。） 

検索名 検索名を入力します。 

備考 備考を入力します。 

ソートキー（必須） ソートキーを入力します。表示する順番を半角数値で入力します。 

[他ロケール設定]ボタン 国際化項目一括設定画面を表示します。 

 会社グループセットの編集画面は会社グループの編集画面と共有しています。 
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3 続けて、［他ロケール設定］ボタンをクリックして、会社グループセットの多言語情報を入力します。 

この画面はロケールが複数存在した場合に利用します。 

 

+/- ボックス クリックすると折りたたみ／表示を切り替えられます。 

チェックボックス（言語名横） チェックボックスをOFFにすると、その言語の内容は更新されません。 

（言語名）からコピー デフォルトの言語から内容をコピーします。 

先頭へ移動 画面をスクロールしている際、一番上へ戻します。 

名称（必須） 名称を入力します。 

略称 略称を入力します。（省略した場合は名称がコピーされます。） 

検索名 検索名を入力します。 

備考 備考を入力します。 

[決定]ボタン 内容を確定して詳細画面に戻ります。 

入力が終わったら、[決定]ボタンをクリックして会社グループセットの詳細画面に戻ります。 

4 [登録]ボタンをクリックして、会社グループセットを登録します。 

ツリー部の 上位層に登録した会社グループセットの名称が表示されていることを確認できます。 

 

[登録]ボタン 現在編集中の情報をデータベースへ反映します。新規登録の場合のみ表示し

ます。 

[更新]ボタン 現在編集中の期間の情報をデータベースへ反映します。編集の場合のみ表示

します。 

[削除]ボタン クリックすると表示中の会社グループセットを全期間、全ロケールに渡って削除

します。配下の会社グループがあった場合はそれらも全て削除されます。編集

の場合のみ表示します。 

 

 ツリー部に表示されている 上位の会社グループの編集は会社グループセットの編集となります。 

 



1.5 会社グループマスタ    

IM-共通マスタ 操作ガイド 83 

 

1.5.2.2 会社グループの設定 

先頭となる会社グループセットを登録したので、その内訳となる会社グループを登録します。 

1 すでに作成した会社グループセットの配下に会社グループを作成するため、会社グループの詳細画面を表

示します。 

会社グループの画面で特定の会社グループの配下に新たな会社グループを追加するには、ツリー表示部で

対象の会社グループセットまたは会社グループを右クリックして表示されるコンテキストメニューから、

[配下に新規会社グループを作成]を選択します。 
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2 会社グループの新規登録画面が表示されます。［基本］タブで会社グループの情報を入力します。 

画面上部に期間バーが表示され、作成される期間が表示されます。会社グループの新規登録画面ではシス

テムに設定されているシステム開始日から、システム終了日までの全期間有効な情報として、会社グルー

プの情報が表示されます。 

期間バーの右下部分にある期間変更ボタンをクリックすることで初期作成する期間を変更することができ

ます。期間化の操作の詳細については「1.11 期間化情報」で詳しく解説します。 

 

現在のロケール 入力中のロケールを表示します。 

会社グループコード（必須） 会社グループコードを入力します。登録後は変更できません。 

名称（必須） 名称を入力します。 

略称 略称を入力します。（省略した場合は名称がコピーされます。） 

検索名 検索名を入力します。 

備考 備考を入力します。 

ソートキー（必須） ソートキーを入力します。表示する順番を半角数値で入力します。 

[他ロケール設定]ボタン 国際化項目一括設定画面を表示します。 
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3 続けて、［他ロケール設定］ボタンをクリックして、会社グループの多言語情報を入力します。 

この画面はロケールが複数存在した場合に利用します。 

 

+/- ボックス クリックすると折りたたみ／表示を切り替えられます。 

チェックボックス（言語名横） チェックボックスをOFFにすると、その言語の内容は更新されません。 

（言語名）からコピー デフォルトの言語から内容をコピーします。 

先頭へ移動 画面をスクロールしている際、一番上へ戻します。 

名称（必須） 名称を入力します。 

略称 略称を入力します。（省略した場合は名称がコピーされます。） 

検索名 検索名を入力します。 

備考 備考を入力します。 

[決定]ボタン 内容を確定して詳細画面に戻ります。 

入力が終わったら、[決定]ボタンをクリックして会社グループの詳細画面に戻ります。 

4 [登録]ボタンをクリックして、会社グループを登録します。 

ツリー部に登録した会社グループの名称が表示されていることを確認できます。 

 

[登録]ボタン 現在編集中の情報をデータベースへ反映します。新規登録の場合のみ表示し

ます。 

[更新]ボタン 現在編集中の期間の情報をデータベースへ反映します。編集の場合のみ表示

します。 

[削除]ボタン クリックすると表示中の会社グループを全期間、全ロケールに渡って削除しま

す。対象会社グループの会社所属情報は削除され、配下の会社グループは全

て構成から除去されますが、会社グループの情報自体、会社所属情報は削除

されません。編集の場合のみ表示します。 

 

 ツリー部に表示されている 上位の会社グループの編集は会社グループセットの編集となります。 
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1.5.2.3 所属会社の設定 

ここまでで登録した会社グループの配下に、会社を所属させます。 

1 会社を所属させる会社グループを選択して、コンテキストメニューの[所属会社を追加]またはサブタイトルメ

ニューの[所属会社を追加]をクリックします。編集時は検索結果から対象会社の「 」アイコンをクリックしま

す。 
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2 ［所属会社を追加］をクリックして表示された画面から所属させる会社を選択します。 

 

検索基準日 検索基準日を表示します。 

ロケール ロケールを表示します。 

有効なもののみ表示 表示が論理削除データを含んでいるかを表します。チェックがONの場合は論

理削除データを含みません。 

「 」アイコン 表示する検索の前提条件を変更する画面が表示されます。 

ここでは検索基準日、ロケール、有効データの選択を変更できます。 

[OK]ボタンをクリックすると、指定した検索条件で再表示します。 
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検索ワード 検索ワードを入力します。大量データモードの場合は必須となります。 

対象（大量データモードの場合はいずれか１つを選択します。） 

[名称] [名称]にチェックを入れると、入力されたキーワードで名称を検索します。 

[コード] [コード]にチェックを入れると、入力されたキーワードでコードを検索します。 

[検索名] [検索名]にチェックを入れると、入力されたキーワードで検索名を検索します。 

検索条件 前方一致／完全一致／部分一致のいずれかを選択します。 

[検索]ボタン 指定条件の検索を実行します。 

あかさたな検索 フリガナ検索をします。 

システムロケールにより利用条件が変化します。 

会社名 検索結果の会社名を表示します。会社名をダブルクリックすることで指定会社

とします。 

[ ]ボタン 検索結果の会社を全て指定会社とします。 

「 」ボタン 選択した会社を指定会社とします。 

「 」ボタン 選択した指定会社となっている会社を除外します。 

「 」ボタン 指定会社となっている全ての会社を除外します。 

指定会社 対象とする会社名を表示します。 

[決定]ボタン 指定会社となっている会社を所属させます。 

 

3 一覧に表示された会社の「 」アイコンをクリックして所属期間編集画面を表示します。 

所属の期間化操作については「1.11 期間化情報」を参照してください。 

 

[所属を解除]ボタン 指定会社グループから会社の所属を解除します。 

[更新]ボタン 編集した内容をデータベースへ反映します。 
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1.5.3 会社グループの検索 
登録してある会社グループを検索して参照、編集することができます。 

 

タイトルメニュー／ヘッダ欄 

[ツリー表示] 会社グループの画面に遷移します。 

基準日 検索する基準となる日付を入力します。「 」アイコンをクリックすると基準日

を選択するカレンダー子画面を開きます。 

ロケール 検索するロケールを選択します。 

 

基本タブ 

キーワード 検索するためのキーワードです。キーワードを検索する対象は、次の対象チェ

ックで指定します。大量データモードの場合は必須となります。 

対象（大量データモードの場合はいずれか１つを選択します。） 

[コード] [コード]にチェックを入れると、入力されたキーワードでコードを検索します。 

[名称] [名称]にチェックを入れると、入力されたキーワードで名称を検索します。 

[検索名] [検索名]にチェックを入れると、入力されたキーワードで検索名を検索します。 

[無効なものも検索対象にする] 検索結果に無効化されているものを表示するようにします。無効化されている

ものは赤文字で表示されます。 

[検索]ボタン 入力されている情報で検索を実行します。 

[クリア]ボタン 検索条件をクリアします。 

 

検索結果 

「 」編集アイコン クリックすると会社グループ詳細画面を表示します。 

コード 会社グループコードを表示します。 

表示名 会社グループ名を表示します。 
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1.5.3.1 会社グループの検索 

1 会社グループ画面の[検索]をクリックします。 

検索画面が表示されます。 

 

2 ［検索］ボタンをクリックして、会社グループを表示します。 

下段に検索結果が表示されます。 

検索結果から「 」アイコンをクリックすると会社グループの詳細画面を表示します。 
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1.6 品目カテゴリ・品目マスタ 

1.6.1 品目カテゴリ・品目マスタの特徴 
品目カテゴリ・品目マスタ設定には、次のような機能が用意されています。 

 

 

品目カテゴリ・品目は、情報を期間化することができます。品目カテゴリに階層構造を形成することがで

きます。 

階層構造を１つのセットとして品目カテゴリセットと呼ぶ単位として、グループ化ができます。 

また、品目カテゴリ・品目にそれぞれ単独の分類をもち、対象分類の分類項目を品目カテゴリ・品目に所

属させることができます。分類項目は所属させた品目カテゴリ・品目のみに対して有効であり、品目カテ

ゴリにおいて階層構造には適用されません。 

 

 品目カテゴリ、品目の分類、分類項目はテーブル提供のみで管理画面は提供はされません。 
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1.6.1.1 品目カテゴリ・品目の期間化 

品目カテゴリ、品目カテゴリセットおよび品目情報は、期間化に対応しており、名称、略称、検索名、ソ

ートキー、備考などの情報を履歴として持つことができます。このため、処理日付時点の情報で処理を行

うことが可能となっています。また、品目および品目カテゴリ情報は国際化にも対応しています。 

品目カテゴリ分類、品目カテゴリ分類項目、品目分類、品目分類項目は国際化のみに対応し、期間化に対

応していません。 

 

各期間で国際化した情報を設定することができます。 

 

1.6.1.2 品目カテゴリ・品目の管理 

品目カテゴリの階層を各品目カテゴリセット単位に登録して管理することができます。品目マスタに登録

した品目は、必要に応じて品目カテゴリに分けて管理することができます。品目をカテゴリ分けするため

には、ツリー状に品目カテゴリを登録した上で、各カテゴリに品目を登録します。 

 

品目カテゴリセット配下の品目カテゴリの構成情報は、期間化に対応しており、品目カテゴリ構成の履歴

を残すことができます。期間化は品目カテゴリセット毎に管理します。 
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期間によっては存在はしているが構成に所属しない品目カテゴリが存在することがあります。これを未所

属品目カテゴリと呼びます。 
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1.6.2 品目カテゴリ・品目の設定 
ここでは、品目カテゴリ・品目を管理します。品目を登録する前に、品目を分類して管理するための情報

である品目カテゴリの設定を行います。品目カテゴリの階層構造を構成するには 初に品目カテゴリセッ

トとして作成し、順次配下の品目カテゴリを作成します。メニューから[品目カテゴリ・品目]を選択する

と、品目カテゴリ・品目の画面が表示されます。 

左側のツリーの欄に品目カテゴリ、右側の一覧にはツリーで選択された品目カテゴリ配下の品目が表示さ

れます。 

またツリーで品目カテゴリセットを選択すると、ツリーの上部にその品目カテゴリセットの期間化状況を

表す期間バーが表示されます。期間バーの操作については「1.11 期間化情報」で詳しく解説します。 

 

 

タイトルメニュー／ヘッダ欄 

[品目カテゴリセットの新規登録] 品目カテゴリの新規登録画面を開きます。新たなセットとして品目カテゴリを作成

します。 

[品目の新規登録] 品目の新規登録画面が開きます。どのカテゴリにも所属しないものとして新規に

品目を作成します。 

[検索] 検索画面に遷移します。 

[ 新情報] 画面全体を 新の情報に更新します。 

基準日 画面に表示している品目カテゴリ・品目情報の基準日を設定します。「 」アイコ

ンをクリックすると日付選択カレンダー子画面を表示します。 

また、日付は変更した後に表示ボタンをクリックされるまで画面に反映されませ

ん。 

ロケール 画面に表示している品目カテゴリ・品目情報の表示言語を選択します。 

変更した後に表示ボタンをクリックされるまで画面に反映されません。 

[表示]ボタン 基準日、ロケールを変更した場合、このボタンをクリックして画面の情報を再表

示します。 

会社名 品目を検索／登録する会社を選択します。会社選択ボタンをクリックして会社選

択子画面を表示して、会社を変更します。選択すると即座に画面を再表示しま

す。 
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[有効なもののみ表示]チェック 品目カテゴリのツリーや、品目の一覧表示部分で、基準日において無効になっ

ているものを表示するかどうかを設定します。チェックのON/OFFで即座に画面

を再表示します。 

 

コンテキストメニュー 

[品目カテゴリの編集] 品目カテゴリ編集画面を表示し、選択中のカテゴリを編集します。 

[配下に新規品目カテゴリを作成] 品目カテゴリ編集画面を表示し、選択中の配下の品目カテゴリとして新規品目カ

テゴリを作成します。 

[配下に未所属品目カテゴリを追加] 現在未登録状態になっている品目カテゴリの一覧を表示します。 

一覧から品目カテゴリを選択して確定ボタンをクリックすると、選択中の品目カテ

ゴリの配下にその品目カテゴリを追加します。 

[配下に新規品目を登録] 選択中の品目カテゴリに所属する設定で品目の新規登録画面を表示します。 

[既存の品目を追加] 品目の検索画面を表示します。 

検索条件を入力し、検索ボタンをクリックすると条件に一致する検索品目の一覧

が表示されます。検索結果から選択中の品目カテゴリに所属させたい品目を選

択し、確定ボタンをクリックすると、選択中の品目カテゴリの配下に選択された品

目を追加します。この際、すでに所属している品目があった場合は登録されませ

ん。 

[品目カテゴリを構成から除去] 選択中の品目カテゴリを、現在選択している期間において構成から取り除きま

す。このカテゴリは以後[配下に未所属品目カテゴリを追加]で表示されるように

なります。 

除去した際に配下に品目カテゴリや品目が付いていた場合は全て構成から除
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去されますが、品目カテゴリ・品目の情報自体は削除されません。 

[品目カテゴリの完全削除] 選択中の品目カテゴリを削除します。全期間、全ロケールの情報が削除されま

す。 

除去した際に配下に品目カテゴリや品目が付いていた場合は全て構成から除

去されますが、品目カテゴリ・品目の情報自体は削除されません。 

品目カテゴリセットを削除した場合は、対象の品目カテゴリセット以下の全ての

情報が削除されます。 

 

サブタイトルメニュー欄 

[新規品目の追加] 選択されている品目カテゴリの配下に新たに品目を作成します。 

コンテキストメニューの[配下に新規品目を作成]と同じ動作をします。 

[既存の品目を追加] 選択されている品目カテゴリの配下に既存の品目を所属させます。 

コンテキストメニューの[既存の品目を追加]と同じ動作をします。 

 

操作欄 

「 」編集アイコン 品目の一覧で選択されている品目の編集画面を開きます。 

「 」所属アイコン 所属期間編集画面を開きます。品目の一覧で現在選択されている品目が、選択

されている品目カテゴリに所属する期間を編集します。 
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1.6.2.1 品目カテゴリセットの設定 

1 新規に品目カテゴリを登録するには、タイトルメニューにある[品目カテゴリセットの新規登録]をクリックしま

す。編集時はコンテキストメニューの「品目カテゴリの編集」または検索結果から対象品目カテゴリセットの

「 」アイコンをクリックします。 

画面左側にはすでに登録されている品目カテゴリセットがツリー形式で表示されます。右側には左側のツ

リーで選択した品目カテゴリの配下に属する品目の一覧が表示されます。 
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2 品目カテゴリセットの新規登録画面が表示されます。［基本］タブで品目カテゴリセットの情報を入力します。 

画面上部に期間バーが表示され、作成される期間が表示されます。品目カテゴリセットの新規登録画面で

はシステムに設定されているシステム開始日から、システム終了日までの全期間有効な情報として、品目

カテゴリセットの情報が表示されます。 

期間バーの右下部分にある期間変更ボタンをクリックすることで初期作成する期間を変更することができ

ます。期間化の操作の詳細については「1.11 期間化情報」で詳しく解説します。 

 

現在のロケール 入力中のロケールを表示します。 

品目カテゴリコード（必須） 品目カテゴリのコードを入力します。登録後は変更できません。 

名称（必須） 名称を入力します。 

略称 略称を入力します。（省略した場合は名称がコピーされます。） 

検索名 検索名を入力します。 

備考 備考を入力します。 

ソートキー（必須） ソートキーを入力します。表示する順番を半角数値で入力します。 

[他ロケール設定]ボタン 国際化項目一括設定画面を表示します。 

 品目カテゴリセットの編集画面は品目カテゴリの編集画面と共有しています。 
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3 続けて、［他ロケール設定］ボタンをクリックして、品目カテゴリセットの多言語情報を入力します。 

 

+/- ボックス クリックすると折りたたみ／表示を切り替えられます。 

チェックボックス（言語名横） チェックボックスをOFFにすると、その言語の内容は更新されません。 

（言語名）からコピー デフォルトの言語から内容をコピーします。 

先頭へ移動 画面をスクロールしている際、一番上へ戻します。 

名称（必須） 品目カテゴリの名称を入力します。 

略称 略称を入力します。（省略した場合は名称がコピーされます。） 

検索名 検索の際に使用する検索名を入力します。 

備考 登録する品目カテゴリに関する備考を入力します。 

[決定]ボタン 内容を確定して詳細画面に戻ります。 

入力が終わったら、[決定]ボタンをクリックして品目カテゴリの詳細画面に戻ります。 

4  [登録]ボタンをクリックして、品目カテゴリセットを登録します。 

ツリー部に登録した品目カテゴリの名称が表示されていることを確認できます。 

[登録]ボタン 現在編集中の情報をデータベースへ反映します。新規登録の場合のみ表示し

ます。 

[更新]ボタン 現在編集中の期間の情報をデータベースへ反映します。編集の場合のみ表示

します。 

[削除]ボタン クリックすると表示中の品目カテゴリセットを全期間、全ロケールに渡って削除

します。配下の品目カテゴリがあった場合はそれらも全て削除されます。編集

の場合のみ表示します。 

 

 ツリー部に表示されている 上位の品目カテゴリの編集は品目カテゴリセットの編集となります。 
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1.6.2.2 品目カテゴリの設定 

先頭となる品目カテゴリを登録したので、その内訳となる品目カテゴリを登録します。 

1 すでに作成した品目カテゴリセット配下に品目カテゴリを登録するため、品目カテゴリの詳細画面を表示しま

す。 

品目カテゴリ・品目の画面で特定のカテゴリの配下に新たな品目カテゴリを登録するには、ツリー表示部

で対象の品目カテゴリを右クリックして表示されるコンテキストメニューから、[配下に新規品目カテゴリ

を登録]を選択します。 
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2 品目カテゴリの新規登録画面が表示されます。［基本］タブで品目カテゴリの情報を入力します。 

画面上部に期間バーが表示され、作成される期間が表示されます。品目カテゴリの新規登録画面ではシス

テムに設定されているシステム開始日から、システム終了日までの全期間有効な情報として、品目カテゴ

リの情報が表示されます。 

期間バーの右下部分にある期間変更ボタンをクリックすることで初期作成する期間を変更することができ

ます。期間化の操作の詳細については「1.11 期間化情報」で詳しく解説します。 

 

現在のロケール 入力中のロケールを表示します。 

品目カテゴリコード（必須） 品目カテゴリのコードを入力します。登録後は変更できません。 

名称（必須） 名称を入力します。 

略称 略称を入力します。（省略した場合は名称がコピーされます。） 

検索名 検索名を入力します。 

備考 備考を入力します。 

ソートキー（必須） ソートキーを入力します。表示する順番を半角数値で入力します。 

[他ロケール設定]ボタン 国際化項目一括設定画面を表示します。 
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3 続けて、［他ロケール設定］ボタンをクリックして、品目カテゴリの多言語情報を入力します。 

この画面はロケールが複数存在した場合に利用します。 

 

+/- ボックス クリックすると折りたたみ／表示を切り替えられます。 

チェックボックス（言語名横） チェックボックスをOFFにすると、その言語の内容は更新されません。 

（言語名）からコピー デフォルトの言語から内容をコピーします。 

先頭へ移動 画面をスクロールしている際、一番上へ戻します。 

名称（必須） 名称を入力します。 

略称 略称を入力します。（省略した場合は名称がコピーされます。） 

検索名 検索名を入力します。 

備考 備考を入力します。 

[決定]ボタン 内容を確定して詳細画面に戻ります。 

入力が終わったら、確定ボタンをクリックして品目カテゴリの詳細画面に戻ります。 

4 [登録]ボタンをクリックして、品目カテゴリを登録します。 

今登録した品目カテゴリが、既存のカテゴリの配下に追加されていることが確認できます。 

[登録]ボタン 現在編集中の情報をデータベースへ反映します。新規登録の場合のみ表示し

ます。 

[更新]ボタン 現在編集中の期間の情報をデータベースへ反映します。編集の場合のみ表示

します。 

[削除]ボタン クリックすると表示中の品目カテゴリを全期間、全ロケールに渡って削除しま

す。対象品目カテゴリの品目所属情報は削除され、配下の品目カテゴリは全て

構成から除去されますが、品目カテゴリの情報自体、品目所属情報は削除さ

れません。編集の場合のみ表示します。 

 ツリー部に表示されている 上位の品目カテゴリの編集は品目カテゴリセットの編集となります。 
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1.6.2.3 品目の設定 

 ここまでで登録した品目カテゴリの配下に、品目を登録します。 

1 品目を所属させるカテゴリを選択して、コンテキストメニューの[配下に新規品目を登録]またはサブタイトルメ

ニューの[配下に新規品目を登録]をクリックします。編集時は検索結果から対象品目の「 」アイコンをクリ

ックします。タイトルヘッダの[品目の新規登録]をクリックした場合は品目カテゴリに所属させない状態で品

目を登録します。 
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2 表示された画面の［基本］タブで品目の情報を入力します。 

 

現在のロケール 入力中のロケールを表示します。 

品目コード（必須） 品目のコードを入力します。登録後は変更できません。 

名称（必須） 名称を入力します。 

略称 略称を入力します。（省略した場合は名称がコピーされます。） 

検索名 検索名を入力します。 

備考 登録する品目カテゴリに関する備考を入力します。 

ソートキー（必須） ソートキーを入力します。表示する順番を半角数値で入力します。 

[他ロケール設定]ボタン 国際化情報一括設定画面を表示します。 



1.6 品目カテゴリ・品目マスタ    

IM-共通マスタ 操作ガイド 105 

 

3 続けて、［他ロケール設定］ボタンをクリックして、品目の多言語情報を入力します。 

この画面はロケールが複数存在した場合に利用します。 

 

+/- ボックス クリックすると折りたたみ／表示を切り替えられます。 

チェックボックス（言語名横） チェックボックスをOFFにすると、その言語の内容は更新されません。 

（言語名）からコピー デフォルトの言語から内容をコピーします。 

先頭へ移動 画面をスクロールしている際、一番上へ戻します。 

名称（必須） 名称を入力します。 

略称 略称を入力します。（省略した場合は名称がコピーされます。） 

検索名 検索名を入力します。 

備考 備考を入力します。 

[決定]ボタン 内容を確定して詳細画面に戻ります。 

入力が終わったら、[決定]ボタンをクリックして品目の詳細画面に戻ります。 
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4 所属タブを選択し、品目が所属する品目カテゴリを表示します。 

品目は同時に複数の品目カテゴリに所属することができます。また、それぞれに所属する期間を設定でき

ます。 
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［所属を追加］ボタン 所属先の品目カテゴリを追加する場合にこのボタンをクリックします。 

この画面では、現在利用可能な品目カテゴリがツリー形式で表示されます。 

違う期間の構成を表示したい場合は、「 」アイコンをクリックして基準日の日

付を変更し[表示]ボタンをクリックすると、その日を基準日にして再表示します。 

表示されている中から所属先として追加したい品目カテゴリを選択して[決定]ボ

タンをクリックすると、一覧に選択したカテゴリが追加されます。 

登録の場合は所属期間を変更することができません。 

 
品目カテゴリコード 所属先カテゴリのコードを表示します。 

品目カテゴリ名 所属先のカテゴリ名を表示します。 

[所属期間]ボタン ボタンをクリックすると期間編集画面が表示されるので、編集中の品目が一覧で

選択している品目カテゴリへ所属する期間を編集します。所属の期間化操作に

ついては「1.11 期間化情報」を参照してください。 

[所属を解除]ボタンをクリックすると、所属を完全に解除します。 

更新ボタンをクリックするとこの画面で編集した内容で決定し、この画面を閉じま

す。 

[所属を解除]ボタン 選択しているカテゴリへの所属を解除します。一覧から選択したカテゴリが消え

ます。 
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5 ［登録］ボタンをクリックして、品目を登録します。 

[登録]ボタン 現在編集中の情報をデータベースへ反映します。新規登録の場合のみ表示し

ます。 

[更新]ボタン 現在編集中の期間の情報をデータベースへ反映します。編集の場合のみ表示

します。 

[削除]ボタン クリックすると表示中のユーザを全期間、全ロケールに渡って削除します。編

集の場合のみ表示します。 

 

 次にすでに登録してある品目を所属させます。 

 

1 品目を所属させる品目カテゴリを選択して、コンテキストメニューの[既存の品目を追加]またはサブタイトルメ

ニューの[既存の品目を追加]をクリックします。編集時は検索結果から対象品目の「 」アイコンをクリックし

ます。 
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2 ［既存の品目を追加］をクリックして表示された画面から所属させる品目を選択します。 

 

品目カテゴリ 検索対象に品目カテゴリを選んでいる場合は、特定のカテゴリ配下であること

を条件にして検索できます。「 」アイコンをクリックすると、品目カテゴリ選択

画面が開きます。品目カテゴリを選択して確定すると、テキストの空欄にカテゴ

リ名が表示されます。「 」アイコンをクリックすると対象をクリアします。 

[下位階層も検索する] 品目カテゴリ欄で指定した品目カテゴリ配下全てに渡って検索したい場合にチ

ェックします。検索対象に品目カテゴリを選択している場合は無効です。 
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キーワード 検索するためのキーワードです。キーワードを検索する対象は、次の対象チェ

ックで指定します。 

対象（大量データモードの場合はいずれか１つを選択します。） 

[コード] [コード]にチェックを入れると、入力されたキーワードでコードを検索します。 

[名称] [名称]にチェックを入れると、入力されたキーワードで名称を検索します。 

[検索名] [検索名]にチェックを入れると、入力されたキーワードで検索名を検索します。 

[無効なものも検索対象にする] 検索結果に無効化されているものを表示するようにします。無効化されている

ものは赤文字で表示されます。 

[検索]ボタン 入力されている情報で検索を実行します。 

[クリア]ボタン 検索条件をクリアします。 

検索結果 

品目コード 品目コードを表示します。ダブルクリックをすると選択された一覧へ追加されま

す。 

品目名 品目名を表示します。ダブルクリックをすると選択された一覧へ追加されます。 

[追加] 選択した品目を選択された一覧へ追加します。 

[削除] 選択された一覧で選択した品目を対象から削除します。 

[全削除] 選択された一覧の品目を全て削除します。 

 

3 一覧に表示された品目の「 」アイコンをクリックして所属期間編集画面を表示します。 

所属の期間化操作については「1.11 期間化情報」を参照してください。 

 

[所属を解除]ボタン 指定品目カテゴリから品目の所属を解除します。 

[更新]ボタン 編集した内容をデータベースへ反映します。 
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1.6.3 品目カテゴリ・品目の検索 
登録してある品目カテゴリおよび品目を検索して参照、編集することができます。 

 

タイトルメニュー／ヘッダ欄 

[品目カテゴリ・品目ツリー表示] 品目カテゴリ・品目の画面に遷移します。 

基準日 検索する基準となる日付を入力します。「 」アイコンをクリックすると基準日

を選択するカレンダー子画面を開きます。 

ロケール 検索するロケールを選択します。 

会社名 品目を検索する際に品目を管理する会社を選択します。[会社選択]ボタンを

追クリックすると、会社一覧が表示されますので、検索に指定する会社を選択

します。 

 

基本タブ 

検索対象 品目または品目カテゴリから、どちらを検索するかを選択します。 

品目カテゴリ 検索対象に品目カテゴリを選んでいる場合は、特定のカテゴリ配下であること

を条件にして検索できます。「 」アイコンをクリックすると、品目カテゴリ選択

画面が開きます。品目カテゴリを選択して確定すると、テキストの空欄にカテ

ゴリ名が表示されます。「 」アイコンをクリックすると対象をクリアします。検

索対象に品目カテゴリを選択している場合は無効です。 

[下位階層も検索する] 品目カテゴリ欄で指定した品目カテゴリ配下全てに渡って検索したい場合にチ

ェックします。検索対象に品目カテゴリを選択している場合は無効です。 

キーワード 検索するためのキーワードです。キーワードを検索する対象は、次の対象チェ

ックで指定します。 

対象（大量データモードの場合はいずれか１つを選択します。） 

[コード] [コード]にチェックを入れると、入力されたキーワードでコードを検索します。 

[名称] [名称]にチェックを入れると、入力されたキーワードで名称を検索します。 

[検索名] [検索名]にチェックを入れると、入力されたキーワードで検索名を検索します。 

[無効なものも検索対象にする] 検索結果に無効化されているものを表示するようにします。無効化されている

ものは赤文字で表示されます。 
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[検索]ボタン 入力されている情報で検索を実行します。 

[クリア]ボタン 検索条件をクリアします。 

 

検索結果 

「 」編集アイコン クリックすると品目カテゴリ詳細画面または品目詳細画面を表示します。 

コード 品目カテゴリコードまたは品目コードを表示します。 

表示名 品目カテゴリ名または品目名を表示します。 

 

1.6.3.1 品目カテゴリ・品目の検索 

1 品目カテゴリ・品目画面の[検索]をクリックします。 

検索画面が表示されます。 

 

2 ［検索］ボタンをクリックして、品目カテゴリまたは品目を表示します。 

下段に検索結果が表示されます。 

検索結果から「 」アイコンをクリックすると品目カテゴリ詳細画面または品目詳細画面を表示します。 
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1.7 法人・取引先マスタ 

1.7.1 法人・取引先マスタの特徴 
法人・取引先マスタ設定には、次のような機能が用意されています。 

 

 

法人・取引先は、情報を期間化することができます。法人に階層構造を形成することができます。 

階層構造を１つのセットとして法人セットと呼ぶ単位として、グループ化ができます。 

また、法人・取引先にそれぞれ単独の分類をもち、対象分類の分類項目を法人・取引先に所属させること

ができます。分類項目は所属させた法人・取引先のみに対して有効であり、法人において階層構造には適

用されません。 

 

 法人、取引先の分類、分類項目はテーブル提供のみで管理画面は提供はされません。 
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1.7.1.1 法人・取引先の期間化 

法人、法人セットおよび取引先情報は、期間化に対応しており、名称、略称、検索名、ソートキー、備考

などの情報を履歴として持つことができます。このため、処理日付時点の情報で処理を行うことが可能と

なっています。また、取引先および法人情報は国際化にも対応しています。 

法人分類、法人分類項目、取引先分類、取引先分類項目は国際化のみに対応し、期間化に対応していませ

ん。 

 

各期間で国際化した情報を設定することができます。 

 

1.7.1.2 法人・取引先の管理 

法人の階層を各法人セット単位に登録して管理することができます。取引先マスタに登録した取引先は、

必要に応じて法人に分けて管理することができます。取引先を法人に分けるためには、ツリー状に法人を

登録した上で、各法人に取引先を登録します。 

 

法人セット配下の法人の構成情報は、期間化に対応しており、法人構成の履歴を残すことができます。期

間化は法人セット毎に管理します。 
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期間によっては存在はしているが構成に所属しない法人が存在することがあります。これを未所属法人と

呼びます。 
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1.7.2 法人・取引先の設定 
ここでは、法人・取引先を管理します。取引先を登録する前に、取引先を分類して管理するための情報で

ある法人の設定を行います。法人の階層構造を構成するには 初に法人セットとして作成し、順次配下の

法人を作成します。メニューから[法人・取引先]を選択すると、法人・取引先の画面が表示されます。 

左側のツリーの欄に法人、右側の一覧にはツリーで選択された法人配下の取引先が表示されます。 

またツリーで法人セットを選択すると、ツリーの上部にその法人セットの期間化状況を表す期間バーが表

示されます。期間バーの操作については「1.11 期間化情報」で詳しく解説します。 

 

 

タイトルメニュー／ヘッダ欄 

[法人セットの新規登録] 法人の新規登録画面を開きます。新たなセットとして法人を作成します。 

[取引先の新規登録] 取引先の新規登録画面が開きます。どの法人にも所属しないものとして新規に

取引先を作成します。 

[検索] 検索画面に遷移します。 

[ 新情報] 画面全体を 新の情報に更新します。 

基準日 画面に表示している法人・取引先情報の基準日を設定します。「 」アイコンを

クリックすると日付選択カレンダー子画面を表示します。 

また、日付は変更した後に表示ボタンをクリックされるまで画面に反映されませ

ん。 

ロケール 画面に表示している法人・取引先情報の表示言語を選択します。 

変更した後に表示ボタンをクリックされるまで画面に反映されません。 

[表示]ボタン 基準日、ロケールを変更した場合、このボタンをクリックして画面の情報を再表

示します。 

会社名 取引先を検索／登録する会社を選択します。会社選択ボタンをクリックして会社

選択子画面を表示して、会社を変更します。選択すると即座に画面を再表示し

ます。 

[有効なもののみ表示]チェック 法人のツリーや、取引先の一覧表示部分で、基準日において無効になっている

ものを表示するかどうかを設定します。チェックのON/OFFで即座に画面を再表

示します。 
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コンテキストメニュー 

[法人の編集] 法人編集画面を表示し、選択中の法人を編集します。 

[配下に新規法人を作成] 法人編集画面を表示し、選択中の配下の法人として新規法人を作成します。 

[配下に未所属法人を追加] 現在未登録状態になっている法人の一覧を表示します。 

一覧から法人を選択して確定ボタンをクリックすると、選択中の法人の配下にそ

の法人を追加します。 

[配下に新規取引先を登録] 選択中の法人に所属する設定で取引先の新規登録画面を表示します。 

[既存の取引先を追加] 取引先の検索画面を表示します。 

検索条件を入力し、検索ボタンをクリックすると条件に一致する検索取引先の一

覧が表示されます。検索結果から選択中の法人に所属させたい取引先を選択

し、確定ボタンをクリックすると、選択中の法人の配下に選択された取引先を追

加します。この際、すでに所属している取引先があった場合は登録されません。 

[法人を構成から除去] 選択中の法人を、現在選択している期間において構成から取り除きます。この

法人は以後[配下に未所属法人を追加]で表示されるようになります。 

除去した際に配下に法人や取引先が付いていた場合は全て構成から除去され

ますが、法人・取引先の情報自体は削除されません。 

[法人の完全削除] 選択中の法人を削除します。全期間、全ロケールの情報が削除されます。 

除去した際に配下に法人や取引先が付いていた場合は全て構成から除去され

ますが、法人・取引先の情報自体は削除されません。 

法人セットを削除した場合は、対象の法人セット以下の全ての情報が削除され

ます。 
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サブタイトルメニュー欄 

[新規取引先の追加] 選択されている法人の配下に新たに取引先を作成します。 

コンテキストメニューの[配下に新規取引先を作成]と同じ動作をします。 

[既存の取引先を追加] 選択されている法人の配下に既存の取引先を所属させます。 

コンテキストメニューの[既存の取引先を追加]と同じ動作をします。 

 

操作欄 

「 」編集アイコン 取引先の一覧で選択されている取引先の編集画面を開きます。 

「 」所属アイコン 所属期間編集画面を開きます。取引先の一覧で現在選択されている取引先が、

選択されている法人に所属する期間を編集します。 

 

1.7.2.1 法人セットの設定 

1 新規に法人を登録するには、タイトルメニューにある[法人セットの新規登録]をクリックします。編集時はコン

テキストメニューの「法人の編集」または検索結果から対象法人セットの「 」アイコンをクリックします。 

画面左側にはすでに登録されている法人セットがツリー形式で表示されます。右側には左側のツリーで選

択した法人の配下に属する取引先の一覧が表示されます。 
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2 法人セットの新規登録画面が表示されます。［基本］タブで法人セットの情報を入力します。 

画面上部に期間バーが表示され、作成される期間が表示されます。法人セットの新規登録画面ではシステ

ムに設定されているシステム開始日から、システム終了日までの全期間有効な情報として、法人セットの

情報が表示されます。 

期間バーの右下部分にある期間変更ボタンをクリックすることで初期作成する期間を変更することができ

ます。期間化の操作の詳細については「1.11 期間化情報」で詳しく解説します。 

 

現在のロケール 入力中のロケールを表示します。 

法人コード（必須） 法人のコードを入力します。登録後は変更できません。 

名称（必須） 名称を入力します。 

略称 略称を入力します。（省略した場合は名称がコピーされます。） 

検索名 検索名を入力します。 

国コード 国コードを入力します。 

郵便番号 郵便番号を入力します。 

住所１ 住所１を入力します。 

住所２ 住所２を入力します。 

住所３ 住所３を入力します。 

電話番号 電話番号を入力します。 

内線番号 内線番号を入力します。 

FAX番号 FAX番号を入力します。 

内線FAX番号 内線FAX番号を入力します。 

メールアドレス１ メールアドレス１を入力します。 

メールアドレス２ メールアドレス２を入力します。 

URL URLを入力します。 

備考 備考を入力します。 

ソートキー（必須） ソートキーを入力します。表示する順番を半角数値で入力します。 

[他ロケール設定]ボタン 国際化項目一括設定画面を表示します。 

 法人セットの編集画面は法人の編集画面と共有しています。 
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3 続けて、［他ロケール設定］ボタンをクリックして、法人セットの多言語情報を入力します。 

 

+/- ボックス クリックすると折りたたみ／表示を切り替えられます。 

チェックボックス（言語名横） チェックボックスをOFFにすると、その言語の内容は更新されません。 

（言語名）からコピー デフォルトの言語から内容をコピーします。 

先頭へ移動 画面をスクロールしている際、一番上へ戻します。 

名称（必須） 法人の名称を入力します。 

略称 略称を入力します。（省略した場合は名称がコピーされます。） 

検索名 検索の際に使用する検索名を入力します。 

国コード 国コードを入力します。 

郵便番号 郵便番号を入力します。 

住所１ 住所１を入力します。 

住所２ 住所２を入力します。 

住所３ 住所３を入力します。 

電話番号 電話番号を入力します。 

内線番号 内線番号を入力します。 

FAX番号 FAX番号を入力します。 

内線FAX番号 内線FAX番号を入力します。 

メールアドレス１ メールアドレス１を入力します。 

メールアドレス２ メールアドレス２を入力します。 

URL URLを入力します。 

備考 登録する法人に関する備考を入力します。 

[決定]ボタン 内容を確定して詳細画面に戻ります。 

入力が終わったら、[決定]ボタンをクリックして法人の詳細画面に戻ります。 
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4 [登録]ボタンをクリックして、法人セットを登録します。 

ツリー部に登録した法人の名称が表示されていることを確認できます。 

[登録]ボタン 現在編集中の情報をデータベースへ反映します。新規登録の場合のみ表示し

ます。 

[更新]ボタン 現在編集中の期間の情報をデータベースへ反映します。編集の場合のみ表示

します。 

[削除]ボタン クリックすると表示中の法人セットを全期間、全ロケールに渡って削除します。

配下の法人があった場合はそれらも全て削除されます。編集の場合のみ表示

します。 

 

 ツリー部に表示されている 上位の法人の編集は法人セットの編集となります。 
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1.7.2.2 法人の設定 

先頭となる法人セットを登録したので、その内訳となる法人を登録します。 

1 すでに作成した法人セット配下に法人を登録するため、法人の詳細画面を表示します。 

法人・取引先の画面で特定の法人の配下に新たな法人を登録するには、ツリー表示部で対象の法人を右ク

リックして表示されるコンテキストメニューから、[配下に新規法人を登録]を選択します。 
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2 法人の新規登録画面が表示されます。［基本］タブで法人の情報を入力します。 

画面上部に期間バーが表示され、作成される期間が表示されます。法人の新規登録画面ではシステムに設

定されているシステム開始日から、システム終了日までの全期間有効な情報として、法人の情報が表示さ

れます。 

期間バーの右下部分にある期間変更ボタンをクリックすることで初期作成する期間を変更することができ

ます。期間化の操作の詳細については「1.11 期間化情報」で詳しく解説します。 

 

現在のロケール 入力中のロケールを表示します。 

法人コード（必須） 法人のコードを入力します。登録後は変更できません。 

名称（必須） 名称を入力します。 

略称 略称を入力します。（省略した場合は名称がコピーされます。） 

検索名 検索名を入力します。 

国コード 国コードを入力します。 

郵便番号 郵便番号を入力します。 

住所１ 住所１を入力します。 

住所２ 住所２を入力します。 

住所３ 住所３を入力します。 

電話番号 電話番号を入力します。 

内線番号 内線番号を入力します。 

FAX番号 FAX番号を入力します。 

内線FAX番号 内線FAX番号を入力します。 

メールアドレス１ メールアドレス１を入力します。 

メールアドレス２ メールアドレス２を入力します。 

URL URLを入力します。 

備考 備考を入力します。 

ソートキー（必須） ソートキーを入力します。表示する順番を半角数値で入力します。 

[他ロケール設定]ボタン 国際化項目一括設定画面を表示します。 
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3 続けて、［他ロケール設定］ボタンをクリックして、法人の多言語情報を入力します。 

この画面はロケールが複数存在した場合に利用します。 

 

+/- ボックス クリックすると折りたたみ／表示を切り替えられます。 

チェックボックス（言語名横） チェックボックスをOFFにすると、その言語の内容は更新されません。 

（言語名）からコピー デフォルトの言語から内容をコピーします。 

先頭へ移動 画面をスクロールしている際、一番上へ戻します。 

名称（必須） 名称を入力します。 

略称 略称を入力します。（省略した場合は名称がコピーされます。） 

検索名 検索名を入力します。 

国コード 国コードを入力します。 

郵便番号 郵便番号を入力します。 

住所１ 住所１を入力します。 

住所２ 住所２を入力します。 

住所３ 住所３を入力します。 

電話番号 電話番号を入力します。 

内線番号 内線番号を入力します。 

FAX番号 FAX番号を入力します。 

内線FAX番号 内線FAX番号を入力します。 

メールアドレス１ メールアドレス１を入力します。 

メールアドレス２ メールアドレス２を入力します。 

URL URLを入力します。 

備考 備考を入力します。 

[決定]ボタン 内容を確定して詳細画面に戻ります。 

入力が終わったら、確定ボタンをクリックして法人の詳細画面に戻ります。 

4 [登録]ボタンをクリックして、法人を登録します。 
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今登録した法人が、既存の法人の配下に追加されていることが確認できます。 

[登録]ボタン 現在編集中の情報をデータベースへ反映します。新規登録の場合のみ表示

します。 

[更新]ボタン 現在編集中の期間の情報をデータベースへ反映します。編集の場合のみ表

示します。 

[削除]ボタン クリックすると表示中の法人を全期間、全ロケールに渡って削除します。対象

法人の取引先所属情報は削除され、配下の法人は全て構成から除去されま

すが、法人の情報自体、取引先所属情報は削除されません。編集の場合の

み表示します。 

 ツリー部に表示されている 上位の法人の編集は法人セットの編集となります。 



1.7 法人・取引先マスタ    

IM-共通マスタ 操作ガイド 127 

 

1.7.2.3 取引先の設定 

 ここまでで登録した法人の配下に、取引先を登録します。 

1 取引先を所属させる法人を選択して、コンテキストメニューの[配下に新規取引先を登録]またはサブタイトル

メニューの[配下に新規取引先を登録]をクリックします。編集時は検索結果から対象取引先の「 」アイコン

をクリックします。タイトルヘッダの[取引先の新規登録]をクリックした場合は法人に所属させない状態で取

引先を登録します。 
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2 表示された画面の［基本］タブで取引先の情報を入力します。 

 

現在のロケール 入力中のロケールを表示します。 

取引先コード（必須） 取引先のコードを入力します。登録後は変更できません。 

名称（必須） 名称を入力します。 

略称 略称を入力します。（省略した場合は名称がコピーされます。） 

検索名 検索名を入力します。 

担当者名 担当者を入力します。 

国コード 国コードを入力します。 

郵便番号 郵便番号を入力します。 

住所１ 住所１を入力します。 

住所２ 住所２を入力します。 

住所３ 住所３を入力します。 

電話番号 電話番号を入力します。 

内線番号 内線番号を入力します。 

FAX番号 FAX番号を入力します。 

内線FAX番号 内線FAX番号を入力します。 

メールアドレス１ メールアドレス１を入力します。 

メールアドレス２ メールアドレス２を入力します。 

URL URLを入力します。 

備考 登録する法人に関する備考を入力します。 

ソートキー（必須） ソートキーを入力します。表示する順番を半角数値で入力します。 

[他ロケール設定]ボタン 国際化情報一括設定画面を表示します。 
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3 続けて、［他ロケール設定］ボタンをクリックして、取引先の多言語情報を入力します。 

この画面はロケールが複数存在した場合に利用します。 

 

+/- ボックス クリックすると折りたたみ／表示を切り替えられます。 

チェックボックス（言語名横） チェックボックスをOFFにすると、その言語の内容は更新されません。 

（言語名）からコピー デフォルトの言語から内容をコピーします。 

先頭へ移動 画面をスクロールしている際、一番上へ戻します。 

名称（必須） 名称を入力します。 

略称 略称を入力します。（省略した場合は名称がコピーされます。） 

検索名 検索名を入力します。 

担当者名 担当者名を入力します。 

国コード 国コードを入力します。 

郵便番号 郵便番号を入力します。 

住所１ 住所１を入力します。 

住所２ 住所２を入力します。 

住所３ 住所３を入力します。 

電話番号 電話番号を入力します。 

内線番号 内線番号を入力します。 

FAX番号 FAX番号を入力します。 

内線FAX番号 内線FAX番号を入力します。 

メールアドレス１ メールアドレス１を入力します。 

メールアドレス２ メールアドレス２を入力します。 

URL URLを入力します。 

備考 備考を入力します。 

[決定]ボタン 内容を確定して詳細画面に戻ります。 

入力が終わったら、[決定]ボタンをクリックして取引先の詳細画面に戻ります。 



第 1 章 ログイングループ管理者の操作 

130  intra-mart WebPlatform/AppFramework 

 

4 所属タブを選択し、取引先が所属する法人を表示します。 

取引先は同時に複数の法人に所属することができます。また、それぞれに所属する期間を設定できます。 
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［所属を追加］ボタン 所属先の法人を追加する場合にこのボタンをクリックします。 

この画面では、現在利用可能な法人がツリー形式で表示されます。 

違う期間の構成を表示したい場合は、「 」アイコンをクリックして基準日の日

付を変更し[表示]ボタンをクリックすると、その日を基準日にして再表示します。 

表示されている中から所属先として追加したい法人を選択して[決定]ボタンをク

リックすると、一覧に選択した法人が追加されます。 

登録の場合は所属期間を変更することができません。 

 
法人コード 所属先法人のコードを表示します。 

法人名 所属先の法人名を表示します。 

[所属期間]ボタン ボタンをクリックすると期間編集画面が表示されるので、編集中の取引先が一覧

で選択している法人へ所属する期間を編集します。所属の期間化操作について

は「1.11 期間化情報」を参照してください。 

[所属を解除]ボタンをクリックすると、所属を完全に解除します。 

更新ボタンをクリックするとこの画面で編集した内容で決定し、この画面を閉じま

す。 

[所属を解除]ボタン 選択している法人への所属を解除します。一覧から選択した法人が消えます。 
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5 ［登録］ボタンをクリックして、取引先を登録します。 

[登録]ボタン 現在編集中の情報をデータベースへ反映します。新規登録の場合のみ表示し

ます。 

[更新]ボタン 現在編集中の期間の情報をデータベースへ反映します。編集の場合のみ表示

します。 

[削除]ボタン クリックすると表示中のユーザを全期間、全ロケールに渡って削除します。編

集の場合のみ表示します。 

 

 次にすでに登録してある取引先を所属させます。 

 

1 取引先を所属させる法人を選択して、コンテキストメニューの[既存の取引先を追加]またはサブタイトルメニ

ューの[既存の取引先を追加]をクリックします。編集時は検索結果から対象取引先の「 」アイコンをクリッ

クします。 
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2 ［既存の取引先を追加］をクリックして表示された画面から所属させる取引先を選択します。 

 

法人 検索対象に法人を選んでいる場合は、特定の法人配下であることを条件にし

て検索できます。「 」アイコンをクリックすると、法人選択画面が開きます。法

人を選択して確定すると、テキストの空欄に法人名が表示されます。「 」アイ

コンをクリックすると象をクリアします。 
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[下位階層も検索する] 法人欄で指定した法人配下全てに渡って検索したい場合にチェックします。検

索対象に法人を選択している場合は無効です。 

キーワード 検索するためのキーワードです。キーワードを検索する対象は、次の対象チェ

ックで指定します。 

対象（大量データモードの場合はいずれか１つを選択します。） 

[コード] [コード]にチェックを入れると、入力されたキーワードでコードを検索します。 

[名称] [名称]にチェックを入れると、入力されたキーワードで名称を検索します。 

[検索名] [検索名]にチェックを入れると、入力されたキーワードで検索名を検索します。 

[無効なものも検索対象にする] 検索結果に無効化されているものを表示するようにします。無効化されている

ものは赤文字で表示されます。 

[検索]ボタン 入力されている情報で検索を実行します。 

[クリア]ボタン 検索条件をクリアします。 

検索結果 

取引先コード 取引先コードを表示します。ダブルクリックをすると選択された一覧へ追加され

ます。 

取引先名 取引先名を表示します。ダブルクリックをすると選択された一覧へ追加されま

す。 

[追加] 選択した取引先を選択された一覧へ追加します。 

[削除] 選択された一覧で選択した取引先を対象から削除します。 

[全削除] 選択された一覧の取引先を全て削除します。 

 

3 一覧に表示された取引先の「 」アイコンをクリックして所属期間編集画面を表示します。 

所属の期間化操作については「1.11 期間化情報」を参照してください。 

 

[所属を解除]ボタン 指定法人から取引先の所属を解除します。 

[更新]ボタン 編集した内容をデータベースへ反映します。 
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1.7.3 法人・取引先の検索 
登録してある法人および取引先を検索して参照、編集することができます。 

 

タイトルメニュー／ヘッダ欄 

[法人・取引先ツリー表示] 法人・取引先の画面に遷移します。 

基準日 検索する基準となる日付を入力します。「 」アイコンをクリックすると基準日

を選択するカレンダー子画面を開きます。 

ロケール 検索するロケールを選択します。 

会社名 取引先を検索する際に取引先を管理する会社を選択します。[会社選択]ボタ

ンを追クリックすると、会社一覧が表示されますので、検索に指定する会社を

選択します。 

 

基本タブ 

検索対象 取引先または法人から、どちらを検索するかを選択します。 

法人 検索対象に法人を選んでいる場合は、特定の法人配下であることを条件にし

て検索できます。「 」アイコンをクリックすると、法人選択画面が開きます。

法人を選択して確定すると、テキストの空欄に法人名が表示されます。「 」

アイコンをクリックすると対象をクリアします。検索対象に法人を選択している

場合は無効です。 

[下位階層も検索する] 法人欄で指定した法人配下全てに渡って検索したい場合にチェックします。検

索対象に法人を選択している場合は無効です。 

キーワード 検索するためのキーワードです。キーワードを検索する対象は、次の対象チェ

ックで指定します。 

対象（大量データモードの場合はいずれか１つを選択します。） 

[コード] [コード]にチェックを入れると、入力されたキーワードでコードを検索します。 

[名称] [名称]にチェックを入れると、入力されたキーワードで名称を検索します。 

[検索名] [検索名]にチェックを入れると、入力されたキーワードで検索名を検索します。 

[無効なものも検索対象にする] 検索結果に無効化されているものを表示するようにします。無効化されている

ものは赤文字で表示されます。 
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[検索]ボタン 入力されている情報で検索を実行します。 

[クリア]ボタン 検索条件をクリアします。 

 

検索結果 

「 」編集アイコン クリックすると法人詳細画面または取引先詳細画面を表示します。 

コード 法人コードまたは取引先コードを表示します。 

表示名 法人名または取引先名を表示します。 
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1.7.3.1 法人・取引先の検索 

1法人・取引先画面の[検索]をクリックします。 

検索画面が表示されます。 

 

2 ［検索］ボタンをクリックして、法人または取引先を表示します。 

下段に検索結果が表示されます。 

検索結果から「 」アイコンをクリックすると法人詳細画面または取引先詳細画面を表示します。 

 



第 1 章 ログイングループ管理者の操作 

138  intra-mart WebPlatform/AppFramework 

1.8 通貨レート 

1.8.1 通貨レートの特徴 
通貨レート設定には、次のような機能が用意されています。 

 

時期によって変動する通貨レートを一貫して管理するために、期間化に対応した通貨レートのマスタテー

ブルを用意しています。特定の期間における各通貨間のレートを設定できます。 

 

 通貨レートマスタは通貨間の換算レートを登録するマスタです。通貨レートマスタを使用する前に、別途通貨マスタ

テーブルに対して使用したい通貨の登録が必要になります。通貨テーブルにはメンテナンス画面が存在しないた

め、直接データベースに対して登録します。 

1.8.1.1 通貨レートの期間化 

通貨レート情報は、期間化に対応しており、レートの情報を履歴として持つことができます。このため、

処理日付時点の情報で処理を行うことが可能となっています。 

 

1.8.1.2 通貨レートの管理 

通貨レートマスタに登録した通貨レートは、基準通貨を元に外国為替（通貨換算）ごとに分けて管理する

ことができます。 
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1.8.2 通貨レートの設定 
登録してある通貨レートを検索して参照、編集することができます。 

 

タイトルメニュー／ヘッダ部 

[通貨レートの新規登録] 通貨レートを新たに登録するための詳細画面を開きます。 

基準日 検索する基準となる日付を入力します。カレンダーボタンをクリックすると基準

日を選択するカレンダー子画面を開きます。 

ロケール 検索するロケールを選択します。 

 

基本タブ 

基準通貨 検索する際に基準とする通貨を選択します。セレクトボックスから選択するほ

か、「 」アイコンをクリックすると、検索画面を使用して選択することもできま

す。次のような画面が表示されます。 
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検索条件を入力して検索ボタンをクリックすると、条件に一致する通貨が表示

されますので、そこから基準通貨を選択します。 

「 」アイコンをクリックすると基準通貨をクリアします。 

[無効なものも検索対象にする] チェックを入れると、現在無効化されている通貨レートも検索結果に表示しま

す。無効化されている通貨レート情報は赤色で表示されます。 

[検索]ボタン 選択された基準通貨で検索を行います。 

[クリア]ボタン 検索条件をクリアします。 

 

検索結果 

「 」編集アイコン クリックすると通貨レート詳細画面を表示します。 

相手先通貨 相手先通貨を表示します。 

通貨ISOコード 通貨ISOコードを表示します。 

レート レートを表示します。 
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1.8.2.1 通貨レートの検索 

1 メニューから[IM-共通マスタ]の[通貨レート]をクリックします。 

 

2［検索］ボタンをクリックして、ユーザを表示します。 

下段に検索結果が表示されます。 

検索結果から「 」アイコンをクリックすると通貨レートの詳細画面を表示します。 
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1.8.2.2 通貨レートの設定 

1 通貨レートの検索画面から[通貨レートの新規登録]をクリックします。編集時は検索結果から対象基準通貨

の「 」アイコンをクリックします。 

画面上部に期間バーが表示され、作成される期間が表示されます。通貨レートの新規登録画面ではシステ

ムに設定されているシステム開始日から、システム終了日までの全期間有効な情報として、通貨レートの

情報が表示されます。 

期間バーの右下部分にある期間変更ボタンをクリックすることで初期作成する期間を変更することができ

ます。期間化の操作の詳細については「1.11 期間化情報」で詳しく解説します。 

 

通貨選択 通貨レートを設定する通貨を選択します。上に基準となる通貨、下が換算先の

通貨を指定します。 

それぞれ通貨を選択すると、レートの欄に対応する通貨が表示されます。 

レート 通貨選択の欄で選択した通貨のレートを設定します。 

双方向での換算レートをセットで設定する必要があります。 

2 ［登録］ボタンをクリックして、通貨レートを登録します。 

 

 [登録]ボタン 現在編集中の情報をデータベースへ反映します。新規登録の場合のみ表示し

ます。 

[更新]ボタン 現在編集中の期間の情報をデータベースへ反映します。編集の場合のみ表示

します。 

[削除]ボタン クリックすると表示中の通貨レートを全期間に渡って削除します。対象対象通

貨レート情報は削除されますが、通貨の情報自体は削除されません。編集の

場合のみ表示します。 
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1.9 分類・分類項目 

1.9.1 分類・分類項目の特徴 
分類・分類項目設定には、次のような機能が用意されています。 

 

分類・分類項目はユーザ、会社・組織、パブリックグループ、品目カテゴリ、品目、法人、取引先に存在

しています。各マスタ間を横断する分類・分類項目は存在しません。 

分類は分類項目を複数持つことができます。分類には単一選択・複数選択の所属を許可するタイプを設定

できます。分類項目は各マスタのデータに対して所属させることができます。所属をさせる際には分類に

設定した選択条件を判断します。 

分類・分類項目は国際化のみに対応しており、期間化には対応していません。 

 

 品目カテゴリ、品目、法人、取引先はテーブル提供のみで管理画面は提供はされません。 

 

1.9.1.1 分類・分類項目の管理 

各マスタ単位に分類・分類項目を管理することができます。利用しない場合には論理的に無効、物理的に

削除を選択することができます。論理削除を行った場合には各マスタの所属情報は物理削除されます。 

1.9.2 分類・分類項目の設定 
ここでは、分類・分類項目を管理します。分類項目を登録するには分類を登録する必要があります。メニ

ューから[分類]を選択すると、分類・分類項目の画面が表示されます。 

左側の一覧に分類、右側の一覧には選択された分類の分類項目が表示されます。 
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タイトルメニュー／ヘッダ部 

[分類の新規登録] 分類を新たに登録するための詳細画面を開きます。 

[ 新情報] 画面全体を 新の情報に更新します。 

マスタ分類 ユーザ、組織、パブリックグループから表示、編集を行う分類を選択します。 

ロケール 検索するロケールを選択します。 

[表示]ボタン マスタ、ロケールを変更した場合、このボタンをクリックして画面の情報を再表示

します。 

[有効なもののみ表示]チェック 分類、分類項目で無効になっているものを表示するかどうかを設定します。チェ

ックのON/OFFで即座に画面を再表示します。 

 

コンテキストメニュー 

[分類の編集] 分類編集画面を表示し、選択中の分類を編集します。 

[分類項目を登録] 選択されている分類に分類項目を登録します。 

[分類の削除] 選択中の分類の全ロケールの情報を削除します。 

対象分類の分類項目全ての情報が削除されます。 

 

サブタイトルメニュー欄 

[分類項目を登録] 選択されている分類に分類項目を登録します。 

 

操作欄 

「 」編集アイコン 分類項目編集画面を開きます。選択した分類項目を編集します。 
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1.9.2.1 分類の設定 

1 新規に分類を登録するには、タイトルメニューにある[分類の新規登録]をクリックします。編集時はコンテキ

ストメニューの「分類の編集」をクリックします。 

 

2 分類の新規登録画面が表示されます。［基本］タブで分類の情報を入力します。 

 

現在のロケール 入力中のロケールを表示します。 

分類コード（必須） 分類コードを入力します。登録後は変更できません。 

分類名（必須） 分類名を入力します。 
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分類タイプ 単一・複数を選択します。 

備考 備考を入力します。 

ソートキー（必須） ソートキーを入力します。表示する順番を半角数値で入力します。 

有効／無効 論理削除された分類を復元（有効）するか、論理削除する（無効）かを選択しま

す。 

[他ロケール設定]ボタン 国際化項目一括設定画面を表示します。 

3 続けて、［他ロケール設定］ボタンをクリックして、分類の多言語情報を入力します。 

この画面はロケールが複数存在した場合に利用します。 

 

+/- ボックス クリックすると折りたたみ／表示を切り替えられます。 

チェックボックス（言語名横） チェックボックスをOFFにすると、その言語の内容は更新されません。 

（言語名）からコピー デフォルトの言語から内容をコピーします。 

先頭へ移動 画面をスクロールしている際、一番上へ戻します。 

分類名（必須） 分類名を入力します。 

備考 備考を入力します。 

[決定]ボタン 内容を確定して詳細画面に戻ります。 

入力が終わったら、[決定]ボタンをクリックして分類の詳細画面に戻ります。 

 

4 [登録]ボタンをクリックして、分類を登録します。 

 

 [登録]ボタン 現在編集中の情報をデータベースへ反映します。新規登録の場合のみ表示し

ます。 

[更新]ボタン 現在編集中の期間の情報をデータベースへ反映します。編集の場合のみ表示

します。 

[削除]ボタン クリックすると表示中の分類を全ロケールに渡って削除します。配下の分類項

目も全て削除されます。対象の分類所属が存在する場合、削除します。編集

の場合のみ表示します。 
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1.9.2.2 分類項目の設定 

登録した分類の配下に分類項目を登録します。 

1 分類項目を所属させる分類を選択して、コンテキストメニューの[分類項目を登録]またはサブタイトルメニュ

ーの[分類項目を登録]をクリックします。編集時は検索結果から対象分類項目の「 」アイコンをクリックし

ます。 

 

2 分類項目の新規登録画面が表示されます。［基本］タブで分類の情報を入力します。 
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現在のロケール 入力中のロケールを表示します。 

分類名 分類名を表示します。 

分類コード（必須） 分類項目コードを入力します。登録後は変更できません。 

分類名（必須） 分類項目名を入力します。 

備考 備考を入力します。 

ソートキー（必須） ソートキーを入力します。表示する順番を半角数値で入力します。 

有効／無効 論理削除された分類項目を復元（有効）するか、論理削除する（無効）かを選択

します。 

[他ロケール設定]ボタン 国際化項目一括設定画面を表示します。 

3 続けて、［他ロケール設定］ボタンをクリックして、分類項目の多言語情報を入力します。 

この画面はロケールが複数存在した場合に利用します。 

 

+/- ボックス クリックすると折りたたみ／表示を切り替えられます。 

チェックボックス（言語名横） チェックボックスをOFFにすると、その言語の内容は更新されません。 

（言語名）からコピー デフォルトの言語から内容をコピーします。 

先頭へ移動 画面をスクロールしている際、一番上へ戻します。 

分類項目名（必須） 分類項目名を入力します。 

備考 備考を入力します。 

[決定]ボタン 内容を確定して詳細画面に戻ります。 

入力が終わったら、[決定]ボタンをクリックして分類項目の詳細画面に戻ります。 

 

4 [登録]ボタンをクリックして、分類を登録します。 

 

 [登録]ボタン 現在編集中の情報をデータベースへ反映します。新規登録の場合のみ表示し

ます。 

[更新]ボタン 現在編集中の期間の情報をデータベースへ反映します。編集の場合のみ表示

します。 
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[削除]ボタン クリックすると表示中の分類項目を全ロケールに渡って削除します。対象の分

類所属が存在する場合、削除します。編集の場合のみ表示します。 
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1.10 特殊表現 
IM-共通マスタでは、データに対して期間化、国際化することができます。また、データはデータベース上

に存在していますが、アプリケーションでの利用ができない論理削除の状態があります。 

管理側からこれらのデータを編集するために通常の状態とは異なっている表現をしております。 

 

1.10.1 論理削除 
論理削除されて各アプリケーションで利用できない状態を「無効」、利用できる状態を「有効」と呼びま

す。 

無効な状態（論理削除）のデータは、画面上「赤字」で表示されます。 

論理削除は各期間単位に設定することができます。また、期間化操作によって無効化されているデータを

有効化することができます。 
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1.10.2 未定義ロケール 
IM-共通マスタでは多言語化を行っている環境でシステム設定で用意したロケール（システムロケール）が

１つでも存在していれば有効なデータとして取り扱います。例えば、日本語と英語のロケールをシステム

設定している状態で、データに日本語のみのものや英語のみのものを作成することができます。 

このような表示ロケールでは存在していないデータを閲覧した場合に「コード（未定義）」で表現されま

す。 

この表現方法はプロパティで変更ができます。 
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1.11 期間化情報 

1.11.1 期間化情報の操作 
登録したデータは詳細画面で期間化することができます。ここでは期間化の操作について説明します。 

期間化が可能な情報を編集している場合、以下のような期間を表すバー（期間バー）が表示されます。 

 

 

また以下のように操作することができます。このバーの操作はどこでも同じように行えます。 

 表示域の右端から左端までの長さです。変更すると縮尺が変更されます。時間

のスケールは、「1か月」、「3か月」、「1年」、「3年」、「10年」となります。 

（前期間へ） 選択されている期間の前の期間を選択状態にします。 

 

期間バー 各期間をクリックすることで、その期間を選択することができます。 

また、期間の境界はドラッグして期間を変更できます。この際、表示ロケールに

応じて自動的に日付の丸め処理が行われます。 

（次期間へ） 選択されている期間の次の期間を選択状態にします。 

（期間変更） 選択されている期間の開始日、終了日を変更します。 

クリックすると期間指定カレンダー画面が開くので、開始日と終了日を指定しま

す。 

隣接する期間を超えて期間を広げた場合、その期間は削除されます。逆に期間

を短くする場合、隣接した期間が延ばされます。 

（期間分割） 選択中の期間を分割します。 

クリックすると日付選択カレンダー画面が開くので、分割する日付を指定します。 

編集時にしか使用できないため、情報の新規登録をする際には表示されませ

ん。 

（無効化） 

（有効化） 

 

選択中の期間が現在有効であれば[無効化]逆に無効であれば[有効化]として

表示されます。クリックすることで有効／無効の状態を切り替えることができま

す。 

無効化状態とは論理削除された状態です。一般的にアプリケーション側でその

期間は存在しないものと解釈されることを想定しています。 

編集時にしか使用できないため、情報の新規登録をする際には表示されませ

ん。 
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1.11.2 有効期間の終了日の取り扱い 
有効期間は、「開始日」と「終了日」を設定しますが、この時システム上では「ユーザが設定した終了日

＋１」としてデータベースに格納されています。 

 

  開始日（１/１） ＜＝ 有効期間 ＜＝ 終了日（３/３１） 

  開始日（１/１） ＜＝ システム上の有効期間 ＜＝ 終了日（４/１） 

 

有効期間を表示する際には、「システム上の終了日―１」として表示しています。 

 

1.11.3 システム終了日の取り扱い 
システム終了日はそのシステムが運用を開始してから不変とするシステム一意の日付です。システム終了

日のデフォルト値は3000/01/01となります。「1.11.2 有効期間の終了日の取り扱い」より利用できる

有効期間としては２９９９/１２/３１となります。 

 

システム終了日は設定することができます。 

設定を行うには、プラグインを利用して以下の指定をplugin.xmlに記述します。 

プラグインに関しての詳細は、「intra-mart WebPlaform / AppFramework デベロッパーズガイド」

を参照してください。 

<extension point="jp.co.intra_mart.master.config.system_end_date"> 

   <system-end-date name="standard" id="jp.co.intra_mart.master.config.system_end_date.

standard" version="7.2" rank="0"> 

     <date year="5000" month="1" day="1"/> 

   </system-end-date> 

</extension> 

 

extension point jp.co.intra_mart.master.config.system_end_date 

system-end-date.date  

year 年を指定します。 

month 月を指定します。 

day 日を指定します。 
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1.12 大量データモード 
大量データモードとは、全件検索などヒットするレコード件数の候補が大量となる場合にレスポンスの悪

化を招く検索を制限するためのものです。 

大量データモードは検索条件の指定と検索結果のページング処理に対して行われます。 

設定を行うには、プラグインを利用して以下の指定をplugin.xmlに記述します。 

プラグインに関しての詳細は、「intra-mart WebPlaform / AppFramework デベロッパーズガイド」

を参照してください。 

<extension point="jp.co.intra_mart.master.config"> 

 <master_config name="standard" id="jp.co.intra_mart.standard" rank="1" version="7.2"> 

    <search max="1000" /> 

    <paginate mode="server" default_page_length="30" /> 

  </master_config> 

</extension> 

 

extension point jp.co.intra_mart.master.config 

 

 <%IM_ROOT>/plugin/jp.co.intra_mart.standard/plugin.xmlに記述されています。 

 

1.12.1 検索指定 
検索する場合の大量データモードには以下の制限がかかります。 

 キーワード検索の入力を必須とします。 

 検索対象を単一とします。 

 検索用ポップアップ画面で「前方一致」、「完全一致」のいずれかとします。 

 検索結果に上限値が付きます。これにより上限値以上のデータ取得を行わなくなります。 

 

master_config .search 

max 検索の 大値を指定します。 
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1.12.2 ページング 
検索結果の一覧表示のページング処理の場合の大量データモードには以下の制限がかかります。 

 改ページでの動作が都度サーバへの問い合わせになります。 

 

master_config paginate 

mode server：都度、サーバサイドへ問い合わせをします。 

client：結果を全て取得し、クライアントのみで改ページを行います。 

default_page_length 1ページの表示件数を指定します。 

 

 modeをclientにした場合、一度に取得できるレコード数（オブジェクトのプロパティ数）にはブラウザごとに上限値が

あります。上限値を超過した場合はエラーが発生し、データの取得ができなくなる場合があります。上限値はブラウ

ザごとに異なります。 

エラー発生時の画面 

オブジェクトのプロパティ上限値を超過した場合のエラー内容は利用するブラウザごとに異なりま

す。同一の画面の場合でも取得するプロパティ数によっては取得できるかどうかの結果が異なりま

す。 

 

 

Internet Explorer 
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FireFox 

 

 

safari 
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第2章 一般ユーザの操作 
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2.1 はじめに 

2.1.1 ご利用上の注意 
一般ユーザメニューのIM-共通マスタの操作画面を利用するにあたり、同期処理を有効としている場合は、

以下のメニューのご利用を避けてください。以下のメニューよりデータを操作した場合は、同期処理に失

敗し、IM-共通マスタ画面の操作時にエラーが発生する場合があります。 

 

ユーザ設定 

プライベートグループ設定 ユーザ設定／(IM-共通マスタ)プライベートグループ設定に移管されます。 

 

 同期処理に関しては「IM-共通マスタ 同期仕様書」を参照ください。 
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2.2 プライベートグループマスタ 

2.2.1 プライベートグループマスタの特徴 
プライベートグループマスタには、次のような機能が用意されています。 

 

プライベートグループは、情報を期間化することはできません。階層構造を形成することはできません。 

ユーザが個人で自由に登録・管理することができます。 

 

2.2.1.1 プライベートグループの管理 

各ユーザごとにプライベートグループを管理することができます。プライベートグループを登録した上で、

各プライベートグループに所属するユーザを登録します。 

2.2.2 プライベートグループの設定 
ここでは、プライベートグループを管理します。 

一般ユーザ用のメニューから[（IM-共通マスタ）プライベートグループ設定]を選択すると、プライベート

グループの画面が表示されます。 

 

タイトルメニュー／ヘッダ部 

[新規登録] プライベートグループの新規登録画面を開きます。 
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操作欄 

[編集]（更新・削除）  分類項目編集画面を開きます。選択した分類項目を編集します。 

[編集]（所属ユーザ）  
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2.2.2.1 プライベートグループの設定 

1 新規にプライベートグループセットを登録するには、タイトルメニューにある[新規登録]をクリックします。編集

時は更新・削除欄の[編集]ボタンをクリックします。 

 

2 プライベートグループの新規登録画面が表示されます。プライベートグループの情報を入力します。 

 

グループコード（必須） プライベートグループコードを入力します。登録後は変更できません。 

名前（必須） プライベートグループ名を入力します。 
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カナ カナを入力します。 

備考 備考を入力します。 

ソートキー（必須） ソートキーを入力します。表示する順番を半角数値で入力します。 

  

3 [登録]ボタンをクリックして、分類を登録します。 

 

 [登録]ボタン 現在編集中の情報をデータベースへ反映します。新規登録の場合のみ表示し

ます。 

[更新]ボタン 現在編集中の情報をデータベースへ反映します。編集の場合のみ表示しま

す。 

[削除]ボタン クリックすると表示中のプライベートグループを削除します。編集の場合のみ表

示します。 
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2.2.2.2 所属ユーザの設定 

ここまでで登録したプライベートグループの配下に、ユーザを所属させます。 

1 対象のプライベートグループの更新・削除欄の[編集]ボタンをクリックし、所属ユーザ一覧を表示します。所

属ユーザ一覧から[新規登録]をクリックし、ユーザ検索画面を表示します。 

 

[新規登録] ユーザ検索画面を表示します。ユーザを選択して所属ユーザを登録します。 

（チェックボックス） チェック後、[所属解除]ボタンをクリックすると、ユーザをグループから削除するこ

とができます。 

ソート番号 ソートキーを入力します。表示する順番を半角数値で入力します。 

[所属解除]ボタン チェックしたユーザをグループから削除することができます。 

[ソート番号更新]ボタン ソート番号の情報を反映させます。 

 



第 2 章 一般ユーザの操作 

164  intra-mart WebPlatform/AppFramework 

 

2 ［新規登録］をクリックして表示された画面から所属させるユーザを選択します。 

 

検索ワード 検索ワードを入力します。 

対象 

[名前] [名前]にチェックを入れると、入力されたキーワードでユーザ名を検索します。 

[コード] [コード]にチェックを入れると、入力されたキーワードでユーザコードを検索しま

す。 

[フリガナ] [フリガナ]にチェックを入れると、入力されたキーワードでフリガナを検索しま

す。 

検索条件 前方一致／完全一致／部分一致のいずれかを選択します。 

[検索]ボタン 指定条件の検索を実行します。 

あかさたな検索 フリガナ検索をします。 

システムロケールにより利用条件が変化します。 

ユーザ名 検索結果のユーザ名を表示します。ユーザ名をダブルクリックすることで指定

ユーザとします。 

[ ]ボタン 検索結果のユーザを全て指定ユーザとします。 

「 」ボタン 選択したユーザを指定ユーザとします。 

「 」ボタン 選択した指定ユーザとなっているユーザを除外します。 

「 」ボタン 指定ユーザとなっている全てのユーザを除外します。 

指定ユーザ 対象とするユーザ名を表示します。 

[決定]ボタン 指定ユーザとなっているユーザを所属させます。 

[決定]ボタンをクリックすると指定したユーザを所属させます。 
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第3章 Appendix 
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3.1 操作画面の文字入力制限 
intra-mart IM-共通マスタの各操作画面における文字の入力制限について説明します。 

3.1.1 入力文字制限パターンの種類 
intra-martの各操作画面の入力文字制限には、次のようなパターンがあります。以降の「適用フィールド」

の説明では、入力項目のあとに、「入力文字制限パターンｘ」と記載しています。 

3.1.1.1 コード系のフィールド（入力文字制限パターン1） 

半角英数字、ハイフン、アンダースコア、アットマーク、ピリオド、プラス、エクスクラメーションのみ

入力可能です。 

 条件 

半角数字(0-9) 

半角英字(a-zA-Z) 

文字'_'(0x5f) 

半角ハイフン(-) 

半角アットマーク(@) 

半角ピリオド(.) 

半角プラス(+) 

半角エクスクラメーション(!) 

3.1.1.2 パスワードフィールド（入力文字制限パターン2） 

半角可視文字（スペースおよびアスタリスク(＊)を除く）すべて入力可能です。 

 条件 

コントロールコード(0x00-0x1f,0x7f)を除く 

スペース(0x20)を除く 

アスタリスク(＊)を除く 

日本語等の２バイト文字を除く 

 ユーザ操作におけるユーザ（アカウント）のパスワードおよびモバイルパスワードはパスワード履歴管理のパスワー

ドチェック機能により入力可能文字の制限が可能です。このチェック機能は管理画面では行われません。 

3.1.1.3 半角フィールド（入力文字制限パターン3） 

可視文字すべての半角文字入力可能です。 

 条件 

コントロールコード(0x00-0x1f,0x7f)を除く 
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3.1.1.4 日付フィールド（入力文字制限パターン4） 

日付表現のみ入力可能です。 

 条件 

日付(YYYY/MM/DD) 

3.1.1.5 値入力フィールド（ソートキー等）（入力文字制限パターン5） 

数字のみ入力可能です。 

 条件 

半角数字(0-9)のみ 

日本語等の２バイト文字を除く 

3.1.1.6 名称や備考など（入力文字制限パターン6） 

キーボードから入力可能な文字すべて入力可能です。 

 条件 

コントロールコード(0x00-0x1f,0x7f)を除く 

改行コードは入力可能 

スペース(0x20)も入力可能 

日本語等の２バイト文字も入力可能 

3.1.1.7 数値入力フィールド（実数値）（入力文字制限パターン7） 

数字と小数点のみ入力可能です。 

 条件 

半角数字(0-9)および、小数点を表すピリオド 

日本語等のWバイト文字を除く 

3.1.1.8 国コードフィールド（入力文字制限パターン8） 

英数字のみ入力可能です。 

 条件 

半角数字(0-9) 

半角英字(a-zA-Z) 

3.1.1.9 郵便番号（入力文字制限パターン9） 

英数字、ハイフンのみ入力可能です。 

 条件 

半角数字(0-9) 
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半角英字(a-zA-Z) 

半角ハイフン(-) 

3.1.1.10 電話番号（入力文字制限パターン10） 

数字、ハイフン、プラス、アスタリスク、シャープのみ入力可能です。 

 条件 

半角数字(0-9) 

半角ハイフン(-) 

半角プラス（+） 

アスタリスク（*） 

半角シャープ（#） 

3.1.1.11 URL（入力文字制限パターン11） 

可視文字すべて（スペース以外*1）入力可能です。 

 条件 

コントロールコード(0x00-0x1f,0x7f)を除く 

スペース(0x20)を除く 

日本語等の２バイト文字も入力可能 

 *1：日本語ドメインが存在するため、半角、英数字チェックはしていません。 

3.1.1.12 補足事項 

 コントロールコード 

「コントロールコード」とは、下記の文字を意味しています。 

0x00～0x1fの範囲に含まれる文字 

文字 0x7f(Delete) 

通常キーボードで入力できないコードについてはチェックを行いません。 

 これらは、ディスプレイに表示できず、コンソールに出力するとビープ音が出力される文字です。 
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3.1.2 適用フィールド 

3.1.2.1 ユーザ設定 

ユーザコード  → 入力文字制限パターン１ 

 

ユーザ名   → 入力文字制限パターン６ 

フリガナ   → 入力文字制限パターン６ 

国コード   → 入力文字制限パターン８ 

郵便番号   → 入力文字制限パターン９ 

住所１    → 入力文字制限パターン６ 

住所２    → 入力文字制限パターン６ 

住所３    → 入力文字制限パターン６ 

電話番号   → 入力文字制限パターン１０ 

内線番号   → 入力文字制限パターン１０ 

FAX番号   → 入力文字制限パターン１０ 

内線FAX番号  → 入力文字制限パターン１０ 

携帯電話番号  → 入力文字制限パターン１０ 

メールアドレス１  → 入力文字制限パターン３ 

メールアドレス２  → 入力文字制限パターン３ 

携帯メールアドレス → 入力文字制限パターン３ 

URL    → 入力文字制限パターン１１ 

備考    → 入力文字制限パターン６ 

ソートキー   → 入力文字制限パターン５ 

 

パスワード    → 入力文字制限パターン２ 

確認パスワード   → 入力文字制限パターン２ 

モバイルパスワード  → 入力文字制限パターン２ 

確認モバイルパスワード → 入力文字制限パターン２ 

有効期間    → 入力文字制限パターン４ 

ログイン失敗回数   → 入力文字制限パターン５ 

説明     → 入力文字制限パターン６ 

3.1.2.2 会社・組織設定 

組織コード  → 入力文字制限パターン１ 

名称   → 入力文字制限パターン６ 

略称   → 入力文字制限パターン６ 

検索名   → 入力文字制限パターン６ 

国コード  → 入力文字制限パターン８ 

郵便番号  → 入力文字制限パターン９ 

住所１   → 入力文字制限パターン６ 

住所２   → 入力文字制限パターン６ 

住所３   → 入力文字制限パターン６ 

電話番号  → 入力文字制限パターン１０ 

内線番号  → 入力文字制限パターン１０ 
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FAX番号  → 入力文字制限パターン１０ 

内線FAX番号 → 入力文字制限パターン１０ 

メールアドレス１ → 入力文字制限パターン３ 

メールアドレス２ → 入力文字制限パターン３ 

URL   → 入力文字制限パターン１１ 

備考   → 入力文字制限パターン６ 

ソートキー  → 入力文字制限パターン５ 

3.1.2.3 役職設定 

役職コード   →  入力文字制限パターン１ 

名称      →  入力文字制限パターン６ 

ランク     →  入力文字制限パターン５ 

備考      →  入力文字制限パターン６ 

ソートキー   →  入力文字制限パターン５ 

3.1.2.4 パブリックグループ設定 

パブリックグループコード → 入力文字制限パターン１ 

名称     → 入力文字制限パターン６ 

略称     → 入力文字制限パターン６ 

検索名     → 入力文字制限パターン６ 

備考     → 入力文字制限パターン６ 

ソートキー    → 入力文字制限パターン５ 

3.1.2.5 役割設定 

役割コード   →  入力文字制限パターン１ 

名称      →  入力文字制限パターン６ 

ランク     →  入力文字制限パターン５ 

備考      →  入力文字制限パターン６ 

ソートキー   →  入力文字制限パターン５ 

3.1.2.6 会社グループ設定 

会社グループコード → 入力文字制限パターン１ 

名称    → 入力文字制限パターン６ 

略称    → 入力文字制限パターン６ 

検索名    → 入力文字制限パターン６ 

備考    → 入力文字制限パターン６ 

ソートキー   → 入力文字制限パターン５ 

3.1.2.7 品目カテゴリ設定 

品目カテゴリコード → 入力文字制限パターン１ 

名称    → 入力文字制限パターン６ 

略称    → 入力文字制限パターン６ 
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検索名    → 入力文字制限パターン６ 

備考    → 入力文字制限パターン６ 

ソートキー   → 入力文字制限パターン５ 

3.1.2.8 品目設定 

品目コード → 入力文字制限パターン１ 

名称  → 入力文字制限パターン６ 

略称  → 入力文字制限パターン６ 

検索名  → 入力文字制限パターン６ 

備考  → 入力文字制限パターン６ 

ソートキー → 入力文字制限パターン５ 

3.1.2.9 取引先設定 

取引先コード → 入力文字制限パターン１ 

名称   → 入力文字制限パターン６ 

略称   → 入力文字制限パターン６ 

検索名   → 入力文字制限パターン６ 

担当者名  → 入力文字制限パターン６ 

国コード  → 入力文字制限パターン８ 

郵便番号  → 入力文字制限パターン９ 

住所   → 入力文字制限パターン６ 

電話番号  → 入力文字制限パターン１０ 

内線番号  → 入力文字制限パターン１０ 

FAX番号  → 入力文字制限パターン１０ 

内線FAX番号 → 入力文字制限パターン１０ 

メールアドレス１ → 入力文字制限パターン３ 

メールアドレス２ → 入力文字制限パターン３ 

URL   → 入力文字制限パターン１１ 

備考   → 入力文字制限パターン６ 

ソートキー  → 入力文字制限パターン５ 

3.1.2.10 法人設定 

法人コード  → 入力文字制限パターン１ 

名称   → 入力文字制限パターン６ 

略称   → 入力文字制限パターン６ 

検索名   → 入力文字制限パターン６ 

国コード  → 入力文字制限パターン８ 

郵便番号  → 入力文字制限パターン９ 

住所   → 入力文字制限パターン６ 

電話番号  → 入力文字制限パターン１０ 

内線番号  → 入力文字制限パターン１０ 

FAX番号  → 入力文字制限パターン１０ 

内線FAX番号 → 入力文字制限パターン１０ 

メールアドレス１ → 入力文字制限パターン３ 
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メールアドレス２ → 入力文字制限パターン３ 

URL   → 入力文字制限パターン１１ 

備考   → 入力文字制限パターン６ 

ソートキー  → 入力文字制限パターン５ 

 

3.1.2.11 通貨レート設定 

通貨レート（往復） →入力文字制限パターン７ 

3.1.2.12 分類設定 

分類コード  → 入力文字制限パターン１ 

分類名   → 入力文字制限パターン６ 

備考   → 入力文字制限パターン６ 

ソートキー  → 入力文字制限パターン５ 

3.1.2.13 分類項目設定 

分類項目コード → 入力文字制限パターン１ 

分類項目名  → 入力文字制限パターン６ 

備考   → 入力文字制限パターン６ 

ソートキー  → 入力文字制限パターン５ 

3.1.2.14 プライベートグループ設定 

プライベートグループコード → 入力文字制限パターン１ 

プライベートグループ名 → 入力文字制限パターン６ 

備考     → 入力文字制限パターン６ 

ソートキー    → 入力文字制限パターン５ 
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