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第１章 文書管理システムの概要 

 

１－１ 文書管理システムの特長 

（１）確実な 新版管理 

◆ 文書はサーバで一元管理され、確実な版管理が行われます。 

◆ 実施日がくると 新版文書が自動的に公開され、改訂された文書は旧版に移動するので、 新版と旧版の

混在を防止できます。 

◆ 管理者以外は旧版を参照できません。 

（２）充実した文書登録機能 

◆ 複数ファイルを組み合わせて１つの文書を作成できます。 

◆ 電子化できない文書はハードコピーの保管先を登録できます。 

◆ 文書同士の関連付けが可能で、文書間の相互関係を明確化することが可能です。 

◆ ISO9000s、ISO14000s で要求される”審査・承認”を必要とする文書から、一般的な文書まで幅広い管理

が可能です。 

（３）審査・承認のスピードアップ 

◆ 文書ごとに審査ルートを自由に設定できます。 

◆ 同一役割のメンバーには同時送信することができるので、迅速な稟議が可能です。 

◆ 差し戻し時にはファイルを添付可能なので、否認理由を明確にすることができます。 

（４）多彩な文書表示機能 

◆ Web ブラウザで、必要な文書を必要なときに閲覧できます。 

◆ ツリー表示機能により、グラフィカルに文書体系を確認できます。 

 

  文書管理システムの構成 
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第２章 ベースモジュールのマスタ操作 

 

２－１ インストール直後の確認事項 

 インストールガイドの操作実施後、「ログイングループ管理者」で intra-mart にログインし、 

以下のデータが登録されているか確認ください。 

 

 ◎標準ロール 

 「ロール設定」画面より以下のロールが登録されているか確認ください。 

 ①wdcuser    ：文書の閲覧を行うことができます。 

 ①wdcshinsei ：文書の閲覧および作成を行うことができます。 

 ①wdcshounin ：文書の閲覧・作成および審査・承認を行うことができます。 

 ①wdckanrisha：文書管理システム全ての機能を操作することができます。 

 

 

 ◎標準メニュー 

 システム」のメニューが作成されているか確認ください。 

 

「メニュー設定」画面より「文書管理
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 ◎バッチ 

「バッチ設定」画面より「期限切れ処理」「公開日処理」「実施日処理」が登録されているか 

確認ください。 

 

 ◎ポートレット 

「ポートレット」画面より 

「文書管理システム-管理部門からのお知らせ」、「文書管理システム-新着タスク」が 

登録されているか確認ください。 

 

 

上記のポートレットは「グループポータル」に表示させることができます。 

詳細な設定方法はベースモジュールのマニュアルを確認ください。 

 

【設定例】 

その他アプリケーションの 
ポートレット 

文書管理システムのポートレット 

 
上記例のように「文書管理システムの情報」と「その他アプリケーションの情

報（スタートパックなど）」を同一画面上に表示させることができます。 
ポートレットの説明は「５章 掲示板」を確認ください。 
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２－２ 文書管理システムの操作に必要な設定 

 

 ◎ロール、アプリケーションロールの設定 

「アカウント設定」画面よりユーザを選択し、 

「アカウント」タブ⇒「権限設定」タブから設定を行います。 

この設定を行うことにより、文書管理システムのメニューが操作できるようになります。 

「ロール」と「メニュー」相関関係は下表を参

照ください。 

アプリケーションロール 
「文書管理システム」を必ず指定してくださ

い。

 

 ◎メニューとロールの相関表 

文書管理システムインストール直後は下記の設定になっています。 

メニュー ロール 

フォルダ名 メニュー名 wdcuser wdcshinsei wdcshounin wdckanrisha 

版数    ○ 

管理申請ルート    ○ 

文書種別    ○ 

ハードコピー標準保管先    ○ 

改訂可能部門    ○ 

文書管理設定 

バッチ手動発行    ○ 

文書データ CSV 取り込み    ○ データ操作 

文書データ修正    ○ 

掲示板 ○ ○ ○ ○ 掲示板 

掲示板掲載    ○ 

ツリー表示 ○ ○ ○ ○ 

文書検索 ○ ○ ○ ○ 

閲覧 

文書ファイル検索 ○ ○ ○ ○ 

発行台帳 発行台帳検索 ○ ○ ○ ○ 

制定  ○ ○ ○ 

改訂  ○ ○ ○ 

立案 

廃止  ○ ○ ○ 

申請  ○ ○ ○ 

再申請  ○ ○ ○ 

申請 

状況  ○ ○ ○ 

審査・承認   ○ ○ 審査・承認 

状況   ○ ○ 

発行  ○ ○ ○ 発行 

状況  ○ ○ ○ 

個人申請ルート  ○ ○ ○ 個人設定 

個人コメント  ○ ○ ○ 

追加・削除  ○ ○  

追加・削除（管理者用）    ○ 

関連文書 

逆検索    ○ 

旧版管理 旧版検索    ○ 

立案状況    ○ 

申請前状況    ○ 

申請審査状況    ○ 

発行前状況    ○ 

状況監視 

公開前状況    ○ 

 

◎その他の利用条件 

 ・文書の作成（立案、申請）、文書の審査・承認を行うには 

「会社」もしくは「組織」に所属する必要があります。 
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第３章 文書管理システムのマスタ操作 

システム運用に必要なマスタデータの操作を行います。 

システムを運用する上で必須の作業になります。 

 

３－１ 版数 

 システムで利用する版数の名称を決定します。 

 例えば、版数名を「初版」「第二版」「第三版」のように自由に設定することができます。 

 

◆メニューの[文書管理設定]→[版数]をクリックしてください。 

現在、関連付け終了しているソート NO.の 大値です。

大版数 

 

 ① 新たに関連付けを行う数を[版数選択]コンボボックスより選択します。 

 ② [修正]ボタンをクリックすると、下段左フレームに版数修正が表示されます。（[ 大版数]＋[版数選択コ

ンボボックスで選択した値]が関連付けを行う対象となります。） 

＊＊注意！＊＊ 

[修正]ボタンをクリックした直後は、 大版数が表示に反映されないので、[ 新情報]ボタンをクリッ

クしてください。 



第３章 文書管理システムのマスタ操作 

 6

 

 

③ [ 大版数]＋[版数選択コンボボックスで選択値]分、画面に表示されます。 

変更する版数番号（複数可）にチェックをつけ、[修正]ボタンをクリックします。 

＊＊注意！＊＊ 

[前ページへ][次ページへ]ボタンをクリックしページを切り替えるとチェックが無効になるので、 

1 ページごとに設定を行ってください。 

 

 

④ チェックした版数が表示されるので、版数番号を変更し、[変更]ボタンをクリックします。 

 

 

⑤ 「立案」画面などで変更した版数名を確認することができます。 
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３－２ 文書種別 

 文書の分類分けを行う[文書種別]の登録をします。 

文書種別は必ず一つ以上作成してください。「立案」処理を行うことができません。 

 

◆[文書管理設定]→[文書種別]をクリックしてください。 

 

 

 

① 追加・変更・削除をする文書種別の階層を指定します。 

 

 

 

  

②[文書種別追加]ボタンクリック時は、現在表示されている

階層下に新規の文書種別を作成します。文書種別作成後

は工程③にてアクセス権を追加してください。 

③[変更]ボタンクリック時は、現在表示されている文書種別

情報を変更します。 

アクセス権の[設定]ボタンでアクセス権の追加・変更・削

除を行ってください。 

 

 アクセス権が設定されない場合文書が表示されません。 

⇒「アクセス権の追加・変更・削除」を参照 
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◎アクセス権の設定 

文書種別にアクセス権を設定することで、その配

④[削除]ボタンクリック時は、現在表示されている文書種別

情報を削除します。 

下の文書を閲覧できるよう

 

 

 

になります。 

⑤「審査承認なし」の文書種別を作成すれば、 

立案が終了した時点で 新版文書に登録される文書を作

成できるようになります。

①アクセス権を追加する場合は ②[検索]ボタンをクリックします。 

  [アクセス権を追加]ボタンをクリックします。
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⑤③アクセス権は「会社・組織」

のグ

設定することができます。 

 各グループの作成方法はベー

ールのマニュアルを参照

「パブリッ

ループから

スモジュ

ください。 

④アクセス権が完了すると一覧に表示 アクセス権の解除を行う場合は 

「表示可」のリンクをクリックしてく

ださい。 

アクセス権を削除する画面が表示され

ます。 

 

 

 

 

 

 

されます。 クグループ」「プライベートグルー

プ」「ロール」の４つ
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３－３ 管理申請ルート 

 申請画面で利用する「申請ルートの雛型」を事前に作成する機能です。 

（申請者がルートを作成する手間を省くことができます。） 

個人申請ルートで作成した「申請ルート」とは異なり、 

文書管理システムを利用できる全ユーザが使用することができます。 

全社レベルで使用する「申請ルート」を登録してください。 

（管理申請ルートの作成は必須ではありません。） 

 

◆[文書管理設定]→[管理申請ルート]をクリックしま

ートの追加 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

す。 

◎申請ル

①[ルート追加]ボタンをクリックしてください。 ②[ルート名]を入力した後、[グループ追加]ボタンをクリック

してください。 

③順番、役割、期限、期限切れの場合を設定しグループを追加 ④グループに対し、メンバーを追加します。（[変更]ボタンをク

リックします。） します。（[登録]ボタンをクリックします。） 

⑤[メンバー追加]ボタンをクリックし、下段フレームで追加す

るメンバーの情報を入力します。その後[追加]ボタンをクリ

ックするとメンバーが追加されます。 

⑥グループをさらに追加する場合は、②～⑤の処理を再び行っ

てください。[登録]ボタンをクリックすると管理申請ルート

に登録されます。 

 10
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◎申請ルートの変更 

 

 

 

 

◎申請ルートの削除 

 

 

 

①ルートを選択し、[変更]ボタンをクリックしてください。 ②追加の場合と同様の方法で、内容を変更してください。 

 [変更]ボタンをクリックすると内容が変更されます。 

②[OK]ボタンをクリックすると、このルートは削除されます。 ①削除するルートを選択し、[削除]ボタンをクリックしてく

ださい。 
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準保管先 準保管先 ３－４ ハードコピー標

 ハードコピー（電子化できない文書）の標準保管先を指定する機能です。  ハードコピー（電子化できない文書）の標準保管先を指定する機能です。 

立案時にボタンをクリックして保管先を指定することができるようになります。 立案時にボタンをクリックして保管先を指定することができるようになります。 

  

 ◆[文書管理設定]→[ハードコピー標準保管先]をクリックしてください。 

 

 ①テキストボックスに[ハードコピー標準保管先]を入力しなおし、[変更]ボタンをクリックします。 

②立案- アップロード画面より、標準保管先が正しく設定されたか確認ください。 

 

 

 

 文書ファイル

 （[標準の保管先]ボタ ック） ンをクリ
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作成部門もしくは、その上位部門以外は文書を変更できない仕様としています。） 

組織改変、文書作成者の組織移動などで文書の改訂権限を編集する際、この機能より設定してください。 

 

◎改訂権限の設定方式 

以下の２パターンの方式より、改訂権限を設定することができます。 

 

３－５ 改訂可能部門 

新規に作成された文書には「立案部門」および「その上位部門」が「改訂可能部門」として設定されます。

（

[改訂可能部門]  …その部門よりも上位の部門に属するユーザに改訂権限を与える。 

         【例】下図の⑩を[改訂可能部門]に設定した場合、①,⑨,⑩に改訂権限が与えられる。  

 ①wdc株式会社 

②営業本部

③東京本社 

④営業一課

⑤営業一課

⑥大阪支店 

⑦営業一課

⑧営業一課

⑨経営企画本部 

改訂可能 
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[拡大改訂可能部門]…その部門よりも下位の部門に属するユーザ」に改訂権限を与える。 

       下図の②を[拡大改訂可能部門]に設定した場合。②,③,④,⑤,⑥,⑦,⑧に改訂権限が与えられ 

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑩ISO推進室 

⑪総務部 

改訂可能 

「改訂可能部門」に指定 

①wdc株式会社 

②営業本部

③東京本社 

④営業一課

⑤営業一課

⑥大阪支店 

⑦営業一課

⑧営業一課

⑨経営企画本部 

⑩ISO推進室 

⑪総務部 

「拡大改訂可能部門」に指定 

改訂可能 
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◎改訂権限のないユーザで立案した場合 

立案-改訂画面で下記のエラーが発生し、処理を続けることができません。 

 

 

◎改訂権限の変更 

 

 ◆[文書管理設定]→[改訂可能部門]をクリックしてください。 

 

 

 

 

 

 

 

②対象の文書を決定します。 ①改訂権限を変更する文書を検索します。 

（赤線枠内をチェックすることで改訂可能部門の設定がない文

書のみを検索対象とすることができます。） 

[変更]ボタンのクリックで、１文書を変更対象とします。 

[全て設定]ボタンより検索対象の全文書を変更対象とします。 

◎一文書 ◎検索対象の全文書を変更する場合 を変更する場合 

し[OK]ボタンをクリックしてください。 ③改訂可能部門もしくは拡大改訂可能部門を指定
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第４章 文書データ投入および文書データの変更 

４－ CSV イルから取り込む 

文書情報、 ・ 、文書ファイル情報、改訂 連文書情報を CSV ァイルから取り込

みます。 

 

１ 文書データを ファ

審査 承認情報 履歴情報、関 形式フ

 ◆[文書管理 定 ータ操作]→[文書データ CSV をクリックしてください。

 

設 ]→[デ 取込]  

上から順に取り込みます。 

 ①取り込む の ァイルパスを[参照]ボタンを します。 情報 CSV フ クリックし、入力

 ②パスを入 た り込み]ボタンをクリックす ルの内容が取 れます。 

 

＊＊注意！＊＊ 

・１ファイルにつき、１００件位のデータにしてください。 

してください。 

合、SJIS→EUC コード変換してデータを作成します。) 

イルは次頁の形式で記述してください。 

力し 後、[取 ると、CSV ファイ り込ま

・サーバの文字コードに合わせてデータを作成

(例：サーバが EUC、クライアントが SJIS の場

・必ず、[文書情報]を 初に取り込んでください。また、CSV ファ
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CSVファイル記述形式 

１．文書情報 

カラム NO. 内容  大桁数 入力形態

1 登録番号 半角英数字 ※ 20 桁 

2 版数 NO. 半角数字 10 桁 

 版数 半角英字 10 桁 3

 文書名 全角 50 文字 4

 （予約項目） 全角 90 文字 5

6 立案部門名 全角  90 文字  

 立案部門コード 半角 20 桁 7

8 立案者名 全角 64 文字 

9 立案者コード 半角 20 桁 

10 改訂可能部門名  全角  90 文字  

1 ド  1 改訂可能部門コー 半角  20 桁  

12 適用部門  全角  180 文字  

13 立案日  半角(####/##/##)  10 桁  

14 承認日  半角(####/##/##)  10 桁  

15 実施日  半角(####/##/##)  10 桁  

16 廃止日 半角(####/##/##) 10 桁 

17 文書種別 半角 32 桁 

 

※登録 ては全角でも登 ます。 

＊５項目目につ しないでください。 

＊部門コードお ドは、組織情報にあわせて 。 

＊日付は半角 1 さい。（半角“/”を 0 をいれてくださ

い。） 

＊旧版データも投入する場合は、16 項目目に「廃止日」

＊既に登録されている文書よりも新しい版を投入すると タは旧版になり、投入データが 新版となり 

ます。逆に古 既存データはそのまま して登録されます。 

＊同一の登録番 が 場合は廃止日の有無で旧版か 新版かを判定します。 

17 項目目には、必ず現存する文書種別を記述してください。 

番号につい 録でき

いては、記述

よび氏名コー ください

0 桁に固定してくだ 含めます。月日が 1 桁の場合は、前に

が必要です。 

、既存デー

い版を投入すると で投入データが旧版と

号 存在しない

… 項目一意キー

＊
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２．審査・承認情報 

カラム NO.  内容  入力形態  大桁数  

1  登録番号  半角英数字 ※ 20 桁  

2  版数 NO.  半角数字  10 桁  

3  グループ NO.  半角数字  10 桁  

4  役割名  全角（審査・承認）  25 文字  

5  グループ内表示順  半角（グループ内で一意）  10 桁  

6  審査者等部門コード  20 桁  全角  

7  審査者等部門名  文字  全角  90

8  審査者等役職コード  半角  20 桁  

9  審査者等役職名  全角  64 文字  

10  審査者等氏名コード  半角  20 桁  

11  審査者等氏名  全角  64 文字  

12  審査・承認日  半角(####/##/##)  10 桁  

 

※登録番号については全角でも登録できます。 

＊部門 び氏名コードは 情報にあわせてください。

＊日付は半角 1 てください。（半角“/”を 日が 1 桁の場合は 0 をいれてくださ

い。） 

 

３．文書ファイ

… 一意キー項目

コードおよ 、組織  

0 桁に固定し 含めます。月 、前に

ル情報 

カラム NO.  内容  入力形態  大桁数  

1  登録番号  半角英数字 ※ 20 桁  

2  版数 NO.  半角数字  10 桁  

3  ファイル表示順  半角数字（同一登録番号内で一意）  10 桁  

4  表示ファイル名  全角（同一登録番号内で一意）  20 桁  

5  保存先またはコメント  
全角（ハードコピーまたはコメントの

場合）  
180 文字  

6  ファイル種別  半角（file,hard,cmt）   

7 ファイルパス 半角 256 文字 

 

※登録番号については全角でも登録できます。 

※ 文書ファイル情報は、１つの文書に対して複数登録できます。 

  ただし、１つの文書につきファイル表示順 1は必ず登録してください。 

※ 電子ファイルは「StorageService」の「webdoc/document/ログイングループ名」以下に配置します。  

マルチログイングループ機能を使用している場合は、「ログイングループ名」のフォルダを新規作成してください。  

※ 「ファイルパス」には「webdoc」以下の相対パスを記述してください。  

（記述例（デフォルトログイングループの場合）：webdoc/document/DEFAULT/test/test1.txt） 

… 一意キー項目
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４．改訂履歴情報 

カラム NO.  内容  入力形態  大桁数  

1  登録番号  半角英数字 ※ 20 桁  

2  版数 NO.  半角数字  10 桁  

3  ファイル表示順  半角数字（同一登録番号内で一意）  10 桁  

4  表示ファイル名  全角（同一登録番号内で一意）  20 桁  

全角（ハードコピーまたはコメントの
5  保存先またはコメント  

場合）  
180 文字  

6  ファイル種別  半角（file,cmt）   

7 ファイルパス 半角 256 文字 

 

 

※登録番号については全角でも登録できます。 

．関連文書情報 

… 一意キー項目

 

 

５

カラム NO.  内容  入力形態  大桁数  

1  登録番号  半角英数字 ※ 20 桁  

2  版数 NO.  半角数字  10 桁  

3  関連文書表示順  半角数字（同一登録番号内で一意）  10 桁  

4  関連文書登録番号  半角英数字  20 桁  

5 改訂コード KAI00、KAI01  

 

      

※登録番号については全角でも登録できます。 

… 一意キー項目
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４－２ 文書データの変更 

ます。 

・ 新版文書 

・実施前の文書 

・改訂されて旧版となった文書（廃止された文書は対象外） 

 

運用開始後の下記データを編集することができ

◆[文書管理設定]→[データ操作]→[文書データ修正]をクリックしてください。 

 

 

 

 

 

し検索します。 ①データ変更する文書の検索条件を入 象文書の[力 ②修正対 変更]ボタンをクリックします。 

ます。  下記の画面が表示され

③赤線枠内の部分より、修正対象の情報を選択します。 

 



第４章 文書データ投入および文書データの変更 

 21

 

◎文書情報の変更 

 文書の基本情報を編集することができます。 

 

項目については下記の表を参照してください。 

文書名 

変更可 

文書名を変更できます。 

公開 書のステータスが確認できます。 

版」） 

コード 文

（「 新版」、「実施前」、「旧

登 録番号を表示されます。 録番号 登

立案部門名 

変更可 

立案部門を変更できます。 

 

立案者名 

変更可 

立案者名を変更できます。 

立案日（申請日） 

変更可 

申請が完了した日付を変更できます。 

キーワード 

変更可 

立案時に入力した検索用のキーワードを変更できます。 

 

適用部門 

変更可 

適用部門を変更できます。 

制定・改訂日（承認日） 

変更可 

承認日を変更できます。 

実施日 

変更可 

実施日を変更できます。 

廃止日 

変更可 

廃止日を変更できます。 
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◎ルート情報の変更 

 文書の審査・承認履歴を変更することができます。 

 

項目については下記の表を参照してください。 

文書名 文書名が表示されます。変更できません。 

公開コード 文書のステータスが確認できます。 

（「 新版」、「実施前」、「旧版」） 

立案部門名 

変更可  

立案部門を変更できます。 

役割名 

変更可

役割名を変更できます。 

  

[変更]ボタン 役割情報を変更します。 

[削 割を除]ボタン 役 削除します。 

所属 

変更可 

ンバメ ーの所属を変更できます。 

役職 

変更可 

ンバメ ーの役職を変更できます。 

氏名 

変更可 

メンバーの氏名を変更できます。 

完了日 

変更可 

メンバーが審査・承認を完了した日付を変更できます。 

[変更]ボタン メンバー情報を変更します。 

[削除] ンバボタン メ ーを役割から削除します。 
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◎ファイル情報、改訂履歴

 アップロードされている

情報の変更 

文書ファイルと改訂履歴情報を変更することができます。 

改

 

 

項目については下記の表を参照してください。 

◎ 報 

訂履歴情報は改訂された文書（版数が 2版以上の文書）に登録することができます。 

文書 正 面 ファイル情報修 画面 改訂履歴情報修正画

文書ファイル情

文書名 文書名が表示されます。変更できません。 

メイン表示 チェックされているファイルが文書閲覧時に 初に表示されるファイルです。 

ファイル名 ファイル名が表示されます。ファイル名リンクをクリックするとファイル内容を

確認できます。 

種別 登録ファイルの種別が表示されます。 

種別には「電子ファイル」「ハードコピー」「コメント」があります。 

［削除］ボタン 登録ファイルを削除します。 

ファイルアップロード欄-ファイル

名 

アップロードする際のファイル名を入力してください。 

ファイルアップロード欄-内容 それぞれの+アイコンをクリックすることで、 

入力フィールドを「電子ファイル」「ハードコピー」「コメント」に 

切り替えることができます。 

 

◎改訂履歴情報 

文書名 文書名が表示されます。変更できません。 

ファイル名 ファイル名が表示されます。ファイル名リンクをクリックするとファイル内容を

確認できます。 

種別 登録ファイルの種別が表示されます。 

種別には「電子ファイル」「コメント」があります。 

［削除］ボタン 登録ファイルを削除します。 

ファイルアップロード欄-内容 それぞれの+アイコンをクリックすることで、 

入力フィールドを「電子ファイル」「コメント」に 

切り替えることができます。 
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第５章 掲示板 

用者への周知事項などを「管理部門からの

知らせ」として掲載することができます。 

 

掲示版には下記の３種類があり、システム管理者の方はシステム利

お

１．管理部門からのお知らせ 下記の情報が掲載されます。 

①新規に文書が「制定」「改訂」「廃止」される通知 

②システム利用者への周知事項 

 

①はシステムから自動で掲載されます。（削除は可） 

②は管理者ユーザが自由に掲載することができます。 

２．新着タスク 個人宛の情報が掲載されます。 

・審査・承認依頼 

・差し戻し通知 

情報はシステムから自動で掲載されます。 

できませデータの編集は ん。 

３．新着情報 新規に「制定」「改訂」「廃止」された文書情報を掲載します。 

「実施日+設定ファイル内の掲載期間」まで情報を掲載します。 

データの編集はできません。 

 

◎掲示板画面 

 

１．管理部門からのお知らせ 

２．新着タスク 

３．新着情報 
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への  ◎掲示版 データ掲載

 

◆メニューの[掲示板]→[掲示板掲載]をクリックしてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

②タイトル、掲載内容を入力し、［追加］ボタンをクリッ

クします。 

①新規に掲載内容を追加する場合は、[新規掲載]ボタンをク

リックします。 

③入力したタイトル名で一覧に追加されます。 ④「管理部門からのお知らせ」に掲載されます。 
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第６章 関連文書 

－１ 関連文書の追加削除 

。 

 システム管理者は全て文書に対して関連付けの編集を行うことができます。 

る文

６

 新版文書同士の関連付けを編集することができます

（一方、システム管理者以外は、アクセス権があ

 

書種別の文書のみ編集することができます。） 

 ◆ [関連文書]→[追加・削除 (管理者用) ])をクリ

  

 

 

 

  

 

①編集したい文書を検索します。 

ックしてください。 

②検索結果が一覧表示されます。 [追加・削除]ボタンをク

リックします。 

④[追加]ボタンをクリックすると文書の関連付けが行われ

ます。 

[削除]ボタンをクリックすると文書の関連付けが解除され

ます。 

③下部の検索画面より、新たに関連付けを行いたい文書を

検索します。  
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６－２ 関連文書の逆検索

 任意の文書に対して、関

 

連元の文書を検索する機能です。 

 

 ◆[関連文書]→[逆検索]をクリックしてください。 

 

 

 

 

 

 

①文書を検索します。 

③関連元の文書が一覧で表示されます。 

②確認する文書の[表示]ボタンをクリックします。 
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第７章 旧版管理 

 改訂および廃止された文書は、本機能より閲覧することができます。 

（一般ユーザからは閲覧できません。） 

た、不要となった旧版文書情報は、「廃棄」機能よりシステムから削除することができます。 ま

 

◆メニューの[旧版管理]→[旧版検索]をクリックして さい。 

 

 

 

 

 

くだ

 

 
① 新版文書の閲覧と同様に、確認したい文書の検索条件 ②検索結果が一覧表示されます。 

 
を入力します。 

③検索結果画面の文書名リンクをクリックすると  

旧版となった文書が確認できます。  

 

④[廃棄]ボタンをクリックすると文書の廃棄処理を行いま

す。 

⑤ 新版が「廃止」された場合は、[廃棄（ 終版）]ボタン

が表示され、全ての旧版が廃棄されます。 



第８章 状況監視 

 29

 

第８章 状況監視 

 ５つ状況監視機能により、全ユーザの処理の途中経過を確認することができます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

立案処理完了 申請処理完了 終審査・承認

完了 
発行処理完了 実施日

状 況監視 発行前状況監視 

処理 
完了 

立案 況監視 申請前状況監視 申請審査状 公開前状況監視 新版の文書として 

閲覧できる 

◎立案状況

立 理 ） きます

監視 

案処 を途中で中断（一時保存 されている全文書を確認で 。 

◆メニュー →[立案状況]をクリックしてください。 

 

◎申請前状況 

立案処理を完了し、申請処理が未完了の全文書を確認できます。 

の[状況監視]

◆メニュー してください。 

 

◎申請審査

申 理 未

の[状況監視]→[申請前状

状況 

況]をクリック

請処 を完了し、審査・承認が 完了の全文書を確認できます。 

◆メニュー 監視]→[申請審査状況]をクリックしてください。 

 

◎発行前状況 

審査・承認処理を完了し、発行処理が未完了の全文書を確認できます

の[状況

。 

◆メニューの[状況監視]→[発行前状況]をクリックしてください。 

◎公開前状況 

発行処理を完了し、実施日をむかえていない全文書を確認できます。 

 

◆メニューの[状況監視]→[公開前状況]をクリックしてください。 
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第９章 設定ファイル 

 下記の設定を変更する場合、「%Resource Service%/product/src/webdoc.ini」を編集してください。 

 

 

（設定を有効にするため、intra-mart の再起動が必要です。） 

No. 項目名 初期値 説明 

1 メール送 内に

<

MAI

h t/def

審査依頼メー にシステムログイン画

。 

信時の本文

URL>として表示する 

L_URL= 

ttp://xxxx/imar ault.portal 面の URL を記述することができます

ル本文

2 公開日のコンボのデフォル

ト

kokai=5 ス（「・・・から○

ます。 経過日数 

公開日指定コンボボック

日後」）のデフォルト値を設定し

3 実施日のコンボのデフォル

ト経過日数 

jisshi=10 指定コンボボックス（「・・・から○実施日

日後」）のデフォルト値を設定します。 

4 掲示板(管理部門)の掲載日

数 

keijiKanriNisuu=30 （管理部門）の掲載日数を設定します。掲示板

5 掲 keijiBunshoNisuu=14 

掲載終了日は実施

示板の掲載日数 公開日をむかえた文書（掲示板下部に表示）

の掲載期間を設定します。

日＋設定日になります。 

6 申請ルート（申請、再申請、

個人、管理者）のデフォル

ト期限日数 

KigenNisuu=3 申請ルート設定時、グループに対する期限日

数のデフォルト値を設定します。 

7 ダウンロードした文書を表

示する 

WDC_FILE_DOWNLOAD_DISPLAY = OFF ・ON の場合 

文書ファイルのリンクをクリックした場

合、ブラウザに電子ファイルを表示します。

・OFF の場合 

 文書ファイルはブラウザ内に表示させず、

ダウンロードして閲覧します。 
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第１０章 ログの出力 

 本システムでは下記内容がログ出力されます。運用状況の解析などに利用してください。 

ログは ApplicationRuntime の/webdoc/%ログイングループ名%に作成されます。 

また、ログファイルが一定以上のサイズになった場合、バックアップファイルが作成されます。 

 

No. 出力項目 ログファイル名 内容 

1 期限切れ処理時のログ wdc_kigen.log 期限切れバッチ処理の実行結果を出力します。 

【出力形式】 

処理時刻,処理した文書名+処理内容 

2 公開日処理時のログ wdc_kokai.log 公開日バッチ処理の実行結果を出力します。 

【出力形式】 

処理時刻,実行件数 

「制定」「改訂」「廃止」ごとに表示されます。 

3 実施日処理時のログ wdc_jisshi.log 実施日バッチ処理の実行結果を出力します。 

【出力形式】 

処理時刻,実行件数 

「制定」「改訂」「廃止」ごとに表示されます。 

4 文書ファイルアクセス時の

ログ 

wdc_docAcs.log 電子ファイルにアクセスしたタイミングでログに出力しま

す。 

【出力形式】 

時刻,アクセスした PC の IP アドレス,アクセスしたユーザ

CD,アクセスしたファイルパス（storage サービス下の相対

パス） 
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