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1 はじめに 

1.1 目的 
本書は、ワークフローの動作仕様と、それに関連する機能についてを説明します。 

1.2 本書で扱う範囲 
本書の多くは、ワークフローの動作仕様、機能について説明しております。 

コンポーネントの使われ方やその手順などの内部仕様についても一部解説しておりますが、根本となる内部の実

装などについては、基本的には解説しておりません。 

本書において記載されている内容については、今後のバージョン（リビジョン、パッチ含む）における機能追加、仕

様変更に伴い、予告なく変更する場合があります。 

詳細については、弊社ホームページ 製品 新情報ダウンロードページ 

＜http://www.intra-mart.jp/download/product/index.html＞をご参考ください。 

1.3 本書内における注意事項 
本書内ではイメージ図等を用いてよりわかりやすい解説を行うため、サンプルとして登場人物等を交え解説してお

りますが、登場人物はすべて架空の人物となります。 

ブラウザの種類や Java Plug-in のバージョンにより、 

本書内で掲載している画面イメージと実際の画面が異なる場合があります。 

製品版では、ブラウザ対応製品、Java Plug-in のバージョンについては、製品リリースノート「システム要件」に準

じます。

http://www.intra-mart.jp/download/product/index.html�
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2 構成と動作仕様 

2.1 構成 
ワークフローの構成について解説します。 

2.1.1 基本構成 

次の図は、ワークフローの構成を表したものです。 

 

カテゴリA

プロセス定義
A-1

バージョン1

プロセス定義
A-2

プロセス定義
A-3

バージョン1

バージョン2

バージョン1

バージョン3

バージョン2

 

各項目の概要は次の通りです。 

■カテゴリ 

複数のプロセス定義をグループ化する役割と、多種多様なワークフローの案件を、カテゴリ別にアクセス権限

によって制御する事で、起票、処理を行う一般ユーザはもちろんのこと、業務管理者においても、必要なカテ

ゴリ内のプロセス定義のみを対象に管理することを可能とします。 

カテゴリでは、業務管理者自身によってメンテナンスが行える編集権限と、実際に設定されたワークフローの

案件を利用するかどうかの処理権限の制御を行います。処理権限の範囲は、上図のイメージが示す範囲で

適用されます。 

■プロセス定義 

カテゴリ内における処理権限内での起票/処理コンテンツ、ワークフロールートをまとめたワークフロールート

とコンテンツの定義を表します。同プロセス定義ではどのカテゴリの所属となるか、また、バージョンの集合体

としての役割を持ちます。 

■バージョン 

プロセス定義に紐付く履歴構造を表します。この構造を持つ事により、組織改変等におけるワークフロール

ートの変更を前持って作成する事ができます。 

また作成したバージョンをいつから開始するかを設定する事ができます。 

過去のバージョンを元にしたルートのコピー機能が備わっているため利便性ある業務管理を実現させます。 
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2.2 動作仕様 
ワークフローの動作仕様について解説します。 

2.2.1 ワークフローが必要とする権限 

ワークフローには、カテゴリ、プロセス定義、バージョンにおいてカテゴリ権限を付与する事により、多種多様に広がる

膨大なワークフロープロセスを利用する事を可能とします。 

ただし、カテゴリにおける権限の付与の誤操作や、バージョンの有効開始時期が外れてしまう事で画面上に利用した

いワークフロープロセスが存在しないといった場合が考えられます。 

これらは、以下の仕組みにより成り立っています。 

 

■ カテゴリ－アクセス権限（プロセス編集用） 

業務管理者が同カテゴリに属するプロセス定義の編集（メンテナンス）権限を持つかという設定になります。 

ここに編集を行いたいユーザの権限が設定されていないと、カテゴリ、プロセス定義情報が一覧上に表示さ

れないため、一切編集を行う事ができません。 

■ カテゴリ－アクセス権限（プロセス処理用） 

カテゴリに属するプロセス定義を実際に利用する一般ユーザが保持しなければならない設定となります。 

プロセス定義の処理タスクに設定が行われていても、この設定の権限が存在していないと、該当ユーザ 

は一切このプロセス定義を利用する事ができません。 

利用の際は、必ずこの設定に権限を付与するようにしてください。 

■ プロセス定義 

カテゴリ、プロセス定義ともに、利用可能となるような権限の付与を行っても、プロセス定義側において、どの

カテゴリに属するかの設定を誤ってしまうと、結局は全く利用できない状況となってしまいます。カテゴリとプロ

セス定義を紐付ける設定に注意を払ってください。 

■ バージョン 

☆有効範囲 

作成したバージョンが、起票時点において有効範囲外であると、他の権限チェックが条件を満たしていても

利用する事ができません。バージョン毎における有効範囲指定にご注意ください。 

☆利用したいバージョン番号は適切か？ 

同一プロセス定義内において、複数のバージョンを作成しても期待するバージョンが利用できない場合は、

システム側では他のバージョンが採用されている場合があります。これは採用されるバージョンの基準とし

て、起票時点において有効範囲内であり、且つバージョン番号の大きいものが採用されます。 

 

カテゴリA

プロセス定義
A-1

プロセス定義
A-2

バージョン1バージョン1

バージョン3

バージョン2

利用したいユーザが保持する
？ロールが設定されているか 

カテゴリB

プロセス定義
A-3

バージョン1

バージョン3

バージョン2

相違する権限が付与されている
？カテゴリに属していないか 

？有効範囲の設定が正しいか 

【 】 、 ルート設定 のプロセス種別が 
「 」 ？ サブプロセス専用 となっていないか 

？別のバージョンが採用されていないか 
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2.2.2 カテゴリ処理権限ロールがもたらす効果 

カテゴリ処理権限として、任意の【ロール】を指定する事で、ワークフロー内のユーザ検索画面にて、対象となる 

プロセス定義が属するカテゴリの処理権限ロールを保持する【ユーザ】のみが、検索表示の対象となります。 

カテゴリ処理権限として、ひとつも【ロール】を指定されていない場合、各ユーザ検索画面では、当機能は有効とならず、す 

べての【ユーザ】が検索表示の対象となります。ワークフローでは必ずカテゴリ処理権限に設定されている【ロール】を保持

する【ユーザ】がワークフローを利用する事を想定しています。 

※ 当機能は、ユーザ検索のみであり、組織、パブリックグループ、プライベートグループ検索については対象外（全デー

タが検索対象となる）となります。 

このカテゴリ処理権限ロールによる設定効果として、次の場面の【ユーザ検索】画面が該当します。 

 

〆【代理設定】 

[ワークフロー]-[代理設定]→[設定]画面内 ⇒ 「代理先候補の選択時」 

〆【振替】 

[ワークフロー]-[マスタメンテナンス]-[プロセス操作]画面内                   ⇒ 「振替先候補の選択時」 

[ワークフロー]-[未処理]画面内                               ⇒ 「振替先候補の選択時」

[ワークフロー]-[代理]-[未処理]画面内                          ⇒ 「振替先候補の選択時」

〆【実行時選択】 

ドキュメントワークフロー利用時の「申請」／「承認」画面、 

ビジネスプロセスワークフロー利用時の[ワークフロー]-[起票]画面、[ワークフロー]-[代理]-[起票]画面、 

          [ワークフロー]-[未処理]画面、[ワークフロー]-[代理]-[未処理]画面 

において、次タスクが、「実行時選択」と設定されていた場合の次画面内   ⇒ 「実行時処理候補の選択時」

〆【ルート作成】 

申請者／承認者ルート作成ワークフロー利用時の「申請」画面の次画面内         ⇒ 「承認候補の選択時」

〆【ルート作成‐対象者検索】 

[ワークフロー]-[マスタメンテナンス]-[プロセス定義]画面→任意の「プロセス定義」選択後、 

「バージョン毎の[フロー]編集」より、→[【Java Applet】ルート設定]画面内 

「処理タスク」設定内 ⇒ 「対象者検索時」 

⇒ 「処理タスク内の対象者の選択時」

「バージョン毎の[フロー]編集」より、→[【Java Applet】ルート設定]画面内 

「処理タスク」設定内 ⇒ 「自動パス対象者検索時」 

  ⇒ 「処理タスク内の対象者の選択時」

同設定画面内の「参照者」選択においては、カテゴリ処理権限に依存しない仕様となっているため、当機能の対象

外となります。 

 

■ ユーザ検索では、【カテゴリ】の処理権限範囲で【ロール】による絞込みが行われます。これは、呼出し元で次のような実

装を行っています。 

 

「ユーザ検索」画面呼出し時の＜form＞タグ内に、次の＜hidden＞タグにカテゴリ処理権限ロールをカンマ区切りにて

指定しています。 

    --------------------------------------------------------------- 

4-2. 絞込み条件として使用するロール ID (カンマ区切りで複数指定可能) 

<INPUT type=”text” name=”role_id” value=”guest,level1,level2,level3”> 

    --------------------------------------------------------------- 

カテゴリ処理権限【ロール】がひとつも存在しない場合は、この時に限り、「ユーザ検索」画面側では、全件表示の動作と

なります。 
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2.2.3 ルート定義の組合せ対照表 

ワークフロールートを配置する際、配置するタスクの組み合わせにより、配置可能なケースと、配置不可能なケー

スが存在します。以下に対応表、配置不可能な場合の解説をします。 

＜凡例：「○」 = 設定可、「×」 = 設定不可能、「－」 = この組合せは存在しない＞ 

処理タスク タスク種別

 

 

 

配置場所 

ユ

ー

ザ 

ロ

ー

ル 

実
行
時
選
択 

組

織 

パ
ブ
リ
ッ
ク 

グ

ル

ー

プ 
所

属

組

織 

上

位

組

織 

申

請

者 

先頭の処理タスク ○ ○ ×※1 ○ ○ ×※1 ×※1 ×※1

処理タスク ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

サブプロセス（通常）直後 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

サブプロセス（ルート作成）直後 ○ ○ ×※2 ○ ○ ○ ○ ○ 

開始直後 ○ ○ ×※3 ○ ○ ○ ○ ○ ルート選択 

結合直後 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

開始直後 ○ ○ ×※3 ○ ○ ○ ○ ○ 分岐 

結合直後 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

開始直後 ○ ○ ×※4 ○ ○ ○ ○ ○ 同期 

結合直後 ○ ○ ×※4 ○ ○ ×※4 ×※4 ○ 

手動 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

自動実行 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

イベント処理 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

 

＜凡例：「○」 = 設定可、「×」 = 設定不可能、「－」 = この組合せは存在しない＞ 

サブプロセス タスク種別

 

 

 

 

配置場所 

通

常 

ル

ー

ト

作

成 

ル

ー

ト

選

択 

分

岐 

同

期 

手

動 

自

動

実

行 

イ

ベ

ン

ト

処

理 

先頭の処理タスク ×※5 ×※5 ×※1 ×※1 ×※1 ×※1 ○ ○ 

処理タスク ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

サブプロセス（通常）直後 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

サブプロセス（ルート作成）直後 ○ ×※6 ×※8 ○ ○ ○ ○ ○ 

開始直後 ○ ○ ×※9 ○ ○ ○ － － ルート選択 

結合直後 ○ ○ ○ ○ ○ ○ － － 

開始直後 ○ ×※7 ×※9 ○ ○ ○ ○ ○ 分岐 

結合直後 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

開始直後 ○ ×※7 ×※9 ○ ○ ○ ○ ○ 同期 

結合直後 ○ ×※7 ×※9 ○ ○ ×※4 ○ ○ 

手動 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

自動実行 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

イベント処理 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 
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■ 設定不可能なケースにおけるその理由と表示されるエラーメッセージ 

 

＜※1＞ 

【問題】 先頭タスクに動的処理者（実行時選択、所属組織、上位組織、申請者）を配置しようとしている。 

【理由】 動的処理者は前承認者によって承認者が動的に決定するため、ルートの先頭には配置できない。 

      ※動的処理者として、“申請者”の場合、実際の「申請者」によって決定されるものであるため、 

先頭タスクには配置することはできません。 

【エラーメッセージ】（この配置をしようとした場合のエラーメッセージ） 

           「起案タスクには、動的な対象者の設定は出来ません。」 

 

＜※2＞ 

【問題】 サブプロセス（ルート作成）の直後に、実行時選択を配置しようとしている。 

【理由】 「申請１」では、サブプロセス内のルート作成、その直後の実行時選択の両方を設定しなければ 

ならないが、サブプロセス内のルート作成を設定してから、元ルート側の直後の実行時選択を設定する 

画面遷移が不可能となります。 

【エラーメッセージ】（この配置をしようとした場合のエラーメッセージ） 

「登録に失敗しました。 

設定内容を確認してください。 

サブプロセスに申請者／承認者ルート作成ワークフローのプロセスが設定されている場合は、 

サブプロセスの直後の対象者に実行時選択を設定する事はできません。」 

 

＜※3＞ 

【問題】 「分岐」・「ルート選択」開始直後に、実行時選択を配置しようとしている。 

【理由】 「分岐」・「ルート選択」では複数択一されるため、「分岐」・「ルート選択」の直前による処理者による 

実行時選択を設定する画面遷移が不可能となります。 

【エラーメッセージ】（この配置をしようとした場合のエラーメッセージ） 

「分岐開始直後には、対象者に実行時選択は設定できません。」 

申請1 承認2

（ ） 動的承認者 

申請1 承認1サブプロセス

（ ） ルート作成 （ ） 実行時選択 

申請1 承認1

（ ） 実行時選択 

分岐orルート選択
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＜※4＞ 

【問題】 「同期」開始直後に、実行時選択を配置しようとしている。 

【理由】 「同期」のように複数ルートに処理が流れるため、実行時選択を設定する画面遷移がどの「同期」内の 

ルート上のものなのか判断する事ができません。 

【エラーメッセージ】（この配置をしようとした場合のエラーメッセージ） 

「同期開始直後には、対象者に実行時選択は設定できません。」 

「同期結合直後には、動的な対象者の設定はできません。」 

 

＜※5＞ 

【問題】 先頭タスクにサブプロセス（ルート作成）を配置しようとしている。 

【理由】 サブプロセスは親プロセスから呼び出される仕組みのため、ルートの先頭には配置できません。 

【エラーメッセージ】（この配置をしようとした場合のエラーメッセージ） 

「先頭タスクに、サブプロセスは登録できません。」 

 

＜※6＞ 

【問題】 サブプロセス（ルート作成）を連続して配置しようとしている。 

【理由】 １つ目のサブプロセス内のルート作成を設定後、２つ目のサブプロセス内のルート作成を設定するための 

画面遷移を行う事はできません。 

【エラーメッセージ】（この配置をしようとした場合のエラーメッセージ） 

「申請者／承認者ルート作成ワークフローのプロセスが設定されているサブプロセスを 

並べて設定する事はできません。」 

申請1

承認A1

同期 承認2
（ ） 実行時選択 

承認B1

（ ） 実行時選択 

サブプロセス

(ルート作成)

承認2

サブプロセス

(ルート作成)

サブプロセス

(ルート作成)

申請1
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＜※7＞ 

【問題】 「分岐」開始直後に、サブプロセス（ルート作成）を配置しようとしている。 

【理由】 「分岐」では複数択一されるため、「分岐」の直前による処理者によるサブプロセス内のルート作成を設定は

不可能となります。 

【エラーメッセージ】（この配置をしようとした場合のエラーメッセージ） 

「サブプロセスに申請者／承認者ルート作成ワークフローのプロセスが設定されている場合は、 

分岐開始直後、同期開始・結合直後にサブプロセスを設定することはできません。」 

 

＜※8＞ 

【問題】 サブプロセス（ルート作成）の直後にルート選択を配置しようとしている。 

【理由】 サブプロセス内のルート作成を設定後、直後のルート選択への画面遷移を行う事はできません。 

【エラーメッセージ】（この配置をしようとした場合のエラーメッセージ） 

「サブプロセスに申請者／承認者ルート作成ワークフローのプロセスが設定されている場合は、 

サブプロセスの直後にルート選択を設定することはできません。」 

 

＜※9＞ 

【問題】 分岐開始直後（、同期開始・結合直後、ルート選択開始直後）にルート選択を配置しようとしている。 

【理由】 分岐開始、ルート選択開始直後の場合、複数択一されるため、「分岐」・「ルート選択」の直前による処理者

によるルート設定する画面遷移が不可能となる。同期開始・結合直後の場合、複数ルートに処理が流れる

ためルート選択を設定する画面遷移がどの「同期」内のルート上のものなのか判断する事ができません。 

【エラーメッセージ】（この配置をしようとした場合のエラーメッセージ） 

「登録に失敗しました。 

設定内容を確認してください。 

分岐開始直後、同期開始・結合直後、ルート選択開始直後にルート選択を設定することはできません。」

申請1 分岐 承認2

承認B1

サブプロセス

(ルート作成)

申請1 承認2ルート選択

承認A2

サブプロセス

(ルート作成)

承認A1

申請1 分岐 承認2

承認A1

ルート選択

承認B2

承認B1
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2.2.4 アプリケーション共通マスタとの期間化の関係（ルート設定時） 

ワークフローでは、プロセス定義内において複数のバージョンを持つ事で、ルートの期間化を実現します。 

また、アプリケーション共通マスタ（【ユーザ】、【組織】、【パブリックグループ】のデータ）についても、期間化（及び

国際化）が対応されます。 

この２つの期間化されたデータの紐付けを行うため、ワークフローでは、プロセス定義（各バージョン）毎の有効開

始日を期間化の基準日のキーの日付として、アプリケーション共通マスタのデータを参照します。 

 

AAA(株)

3/1 4/1 5/1 6/1 7/1 8/1

AAA社 (株)A社

第一部門部門1 一部

第二部門部門2 二部

時間

バージョン1
バージョン2

バージョン3

プロセス定義
A-1

各バージョンの”有効開始日”が
【 】 アプリケーション共通マスタ 
を参照するための検索指定日となる

【 】 アプリケーション共通マスタ （ ） 組織 

【 】 ワークフロー 

 

 

この仕組みによって【アプリケーション共通マスタ】の期間化されたデータを参照します。 

実際に参照を行うのは「ルート設定」となります。 

プロセス開始日＜フロー作成日＜プロセス終了日となる場合、プロセス開始日に権限がなく、フロー作成日直

前以降に権限を持つユーザがタスクに【ユーザ】として割り当てることが出来ません。 

プロセス開始日は現在日付以降にしなければならない、もしくはプロセス開始日に権限がないユーザは選択

できないといった運用面における対応が必要となります。 

 

各バージョン毎で設定を行う有効期間の「開始日」「終了日」は、【アプリケーション共通マスタ】との期間化を意識

した上で有効期間設定を行う必要があります。 

これは、実際のルート上の承認候補者を設定する場合にも影響するので、これらも意識した期間化設定を行う必

要があります。 

各バージョンのプロセスの開始日を元に、フロー上の処理者、参照者をアプリケーション共通マスタに対して参照

しますが、ワークフローではこの時点におけるルートとアプリケーション共通マスタ上の各【データ】の連携を行い

ます。 

 

このルート設定時には存在していた【ユーザ】が該当プロセス定義のフロースタート後に、【ユーザ】自身が管理者

によって削除された場合や、【ユーザ】の有効期間が外れた（バージョンの有効期間外へ変更される） 

場合には、【ユーザ】と【プロセス定義】との有効期間のズレが発生し、期間外にもかかわらず一覧画面上にプロセ

スが表示されてしまうなどの不整合が発生しますので、必ず期間を合わせて設定を行ってください。 
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2.2.5 アプリケーション共通マスタとの期間化の関係（一般ユーザ処理時） 

 

ワークフローでは、プロセス定義内で複数のバージョンを持つ事で、ルートの期間化を実現します。 

ルート設定時における動作仕様については、前述の解説の通りです。 

ここでは、一般ユーザが処理を行う起票（申請）、処理（審議）等にて、次の処理者候補を決定する場合のアプリケーショ

ン共通マスタ（【ユーザ】、【組織】、【パブリックグループ】のデータ）を参照する動作仕様について解説します。 

 

AAA(株)

3/1 4/1 5/1 6/1 7/1 8/1

AAA社 (株)A社

第一部門部門1 一部

第二部門部門2 二部

時間

起票時に指定した”起票指定日”が
【 】 アプリケーション共通マスタ 
を参照するための検索指定日となる

【 】 アプリケーション共通マスタ （ ） 組織 

【 】 ワークフロー 

申請
前処理者の
上位組織

前処理者の
上位組織

前処理者の
上位組織

Start End

【（ ） ）】 、その時点で処理を行った日付上のデータ  株 A社  ではなく 
【 】申請時に指定した日付上のデータ AAA社 が対象データとなる

 

 

フロー上の候補者をアプリケーション共通マスタに対して参照する際には、すべて起票指定日を採用しています。 

これは、起票（申請）、処理（審議）時点の現在日時で参照を行ってしまうと、 

 

• 実際のルート候補者がその処理時点（現在）に存在しない 

• 過去起票の仕様として、その当時のルート状態で処理が流れなければならないが、処理時点（現在）となると、 

  本来起票（申請）者がワークフローとして流したいワークフロールートではなくなってしまう 

 

以上が懸念されるため、起票（申請）者がワークフローとしてフローをスタートさせたい基準日（起票指定日）を決定する事

で、それ以降のフロー処理においても、この「起票指定日」を基準としたアプリケーション共通マスタとのデータ連携を実

現させています。 

 

ただし、メール機能および代理設定機能においては、システム日付を基準日として処理が行われます。 
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2.2.6 過去起票 

■基本仕様 

過去起票とは、今現在利用が可能（起票可能）となっているプロセス定義（バージョン）とは別に、任意の過去当時のプ

ロセス定義（バージョン）による起票も可能とする機能です。 

この機能は「起票指定日」がポイントとなり、起票時にこの「起票指定日」を任意で指定します。この「起票指定日」を指定

する事で、その当時のルートとしてワークフロー処理が流れます。このルートはその当時の審議者という意味となります。

詳細については、＜2.2.5 アプリケーション共通マスタとの期間化の関係（一般ユーザ処理時）＞ をご参考ください。 

 

 

3/1 4/1 6/1 7/1

時間

プロセス定義
A

プロセス定義
B

バージョン1

バージョン1

バージョン2

バージョン2

9/1

バージョン3

現在過去

5/1 8/1

 

 

〆通常の起票の場合、 現 在  の ８／１ に起票可能なプロセス定義（バージョン）が採用されます。 

⇒ <<プロセス定義 A>> では、バージョン３ 、<<プロセス定義 B>> では、バージョン２ が採用される。

〆過去の起票の場合、 過 去  の ５／１ に起票可能なプロセス定義（バージョン）が採用されます。 

⇒ <<プロセス定義 A>> では、バージョン 1 、<<プロセス定義 B>> では、バージョン 1 が採用される。

 

 

■未来起票 

ワークフローでは過去だけでなく、未来日付を指定した場合でもワークフローを利用できます。 

この場合、過去起票と同じく「起票指定日」を元に、ワークフロー案件が流れるため、その時点（起票指定日）に【組織】、

【ユーザ】などの審議対象者となるアプリケーション共通マスタ上のデータが存在している必要があります。 
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■ 過去起票におけるパターンとその挙動 

 

起票対象【ユーザ】の有効期間外に「起票指定日」を指定 

【条件】 

      【プロセス定義 A】 

  

申請 承認

【 】 ユーザA  
   【プロセス定義 A】（バージョン）の有効期間・・・２００４/０１/０１～２００７/０３/３０ 

【ユーザ A】の有効期間・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２００５/０１/０１～２００６/０７/３１ 

【手順】 

【ユーザ A】で、[起票]画面にて起票一覧を表示、「起票を行いたい日付」に、“2004/１２/0１”を指定。 

⇒【プロセス定義 A】は表示されない。（⇔起票を行うことはできない。） 

【理由】 

      

2007/01/01

【 プロセス定義A】（ ）  バージョン 

の有効期間

【 ユーザA】 の有効期間

時間
2006/01/012005/01/012004/01/01

現在「 」 起票を行いたい日付 の指定  

 

     ⇒【ユーザ A】自身が利用できる期間ではないため、起票一覧には【プロセス定義 A】は表示されない。 

 

 

起票対象【ロール】と【ユーザ】の所属期間外に「起票指定日」を指定 

【条件】 

      【プロセス定義 A】 
申請 承認

【 】 ロールA  
   【プロセス定義 A】（バージョン）の有効期間・・・・・・・２００４/０１/０１～２００７/０３/３０ 

【ロール A】に所属する【ユーザ A】の有効期間・・・・２００５/０１/０１～２００６/０７/３１ 

【手順】 

【ユーザ A】で、[起票]画面にて起票一覧を表示、「起票を行いたい日付」に、“2004/１２/0１”を指定。 

⇒【プロセス定義 A】は表示されない。（⇔起票を行うことはできない。） 

【理由】 
2007/01/01

【 プロセス定義A】（ ）  バージョン 

の有効期間

【 】 ロールA に所属する

【 ユーザA】 との有効期間

時間
2006/01/012005/01/012004/01/01

現在「 」 起票を行いたい日付 の指定  

 

      ⇒【ロール A】に所属している期間ではないため、起票一覧には【プロセス定義 A】は表示されない。 

※ 【ロール】だけでなく、【組織】【パブリック】【プライベート】グループの場合も該当する。 
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バージョン有効期間外に「起票指定日」を指定 

【条件】 

    【プロセス定義 A】 
申請 承認

１：【 】バージョン   ユーザA 
２：【 】バージョン   ユーザB 
３：【 】バージョン   ユーザC  

【プロセス定義 A】（バージョン１）の有効期間・・・・・・・２００４/０１/０１～２００４/１２/３１ 

【プロセス定義 A】（バージョン２）の有効期間・・・・・・・２００５/０１/０１～２００５/１２/３１ 

【プロセス定義 A】（バージョン３）の有効期間・・・・・・・２００６/０１/０１～２００６/１２/３１ 

【ユーザ A】、【ユーザ B】、【ユーザ C】は、どの期間でも利用可能。 

【手順】 

１．【ユーザ B】で、[起票]画面にて起票一覧を表示、「起票を行いたい日付」に、“2004/09/0１”を指定。 

⇒【プロセス定義 A】は表示されない。（⇔起票を行うことはできない。） 

2．【ユーザ B】で、[起票]画面にて起票一覧を表示、「起票を行いたい日付」に、“2005/07/0１”を指定。 

⇒【プロセス定義 A】は表示される。（⇔起票を行うことができる。） 

3．【ユーザ B】で、[起票]画面にて起票一覧を表示、「起票を行いたい日付」に、“2006/03/0１”を指定。 

⇒【プロセス定義 A】は表示されない。（⇔起票を行うことはできない。） 

【理由】 

2007/01/01

【 プロセス定義A】（ １）  バージョン  

の有効期間

時間
2006/01/012005/01/012004/01/01

現在「 」 起票を行いたい日付 の指定

【 プロセス定義A】（ ２）  バージョン  

の有効期間

【 プロセス定義A】（ ）  バージョン3 

の有効期間

１ ２ 　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　3
 

 

      ⇒【ユーザ B】が起票対象となるのは、「バージョン２」に該当する場合のみとなる。 
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同一プロセス定義（バージョン）中の組織改変（組織の移動）を行った状態による「起票指定日」の指定 

【条件】 

  【プロセス定義 A】（バージョン１） 
申請 承認

前処理者の
上位組織

２１サンプル課  

 
     【プロセス定義 A】（バージョン１）の有効期間・・・・・・・２００４/０１/０１～２００８/１２/３１ 

     次のような組織改変（組織の移動）が２００６/０２/０１付で行われる。 

 

      

サンプル部門
０１

サンプル部門
０２

サンプル課
１２

サンプル課
１１

サンプル課
２２

サンプル課
２１

サンプル会社

サンプル部門
０１

サンプル部門
０２

サンプル課
１２

サンプル課
１１

サンプル課
２２

サンプル課
２１

サンプル会社

【 】 。*　各 組織 の所属メンバーの異動はないものとする 

【 ２１】 サンプル課   の移動

＜ ＞ 2006/02/01 以前
【 】 【 】 サンプル課21 は サンプル部門02 の傘下

＜ ＞ 2006/02/01 以降
【 】 【 】 サンプル課21 は サンプル部門01 の傘下

 
【手順】 

１．【サンプル課２１】に所属する【ユーザ A】で、[起票]画面にて起票一覧を表示、「起票を行いたい日付」に、

“2004/09/0１”を指定し、一覧に表示された【プロセス定義 A】にて起票を行う。 

⇒次審議者タスク「承認」の対象者は、「サンプル部門０２」となる。 

2．【サンプル課２１】に所属する【ユーザ A】で、[起票]画面にて起票一覧を表示、「起票を行いたい日付」に、

“2006/09/0１”を指定し、一覧に表示された【プロセス定義 A】にて起票を行う。 

⇒次審議者タスク「承認」の対象者は、「サンプル部門０１」となる。 

【理由】 

2007/01/01

【 プロセス定義A】（ １）  バージョン  

の有効期間

時間
2006/01/012005/01/012004/01/01

「 」 2004/09/01 に起票
⇒ 、 上位組織は 改変前の

「 ０２」 サンプル部門   

組織改変

【 ２１】 サンプル課   が

【 ０２】 サンプル部門   の傘下

【 ２１】 サンプル課   が

【 ０１】 サンプル部門   の傘下

「 」 2006/09/01 に起票
⇒ 、 上位組織は 改変前の

「 ０１」 サンプル部門   
 

 

⇒同一バージョン内であってもアプリケーション共通マスタ側での期間化設定の変更に注意が必要。 

        詳細については、＜2.2.4 アプリケーション共通マスタとの期間化の関係（ルート設定時）＞ をご参考ください。

 



 構成と動作仕様
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同一プロセス定義（バージョン）中の組織改変（人事異動）を行った状態による「起票指定日」の指定 

【条件】 

  【プロセス定義 A】（バージョン１） 
申請 承認

【 】 青柳辰巳 前処理者の
上位組織  

     【プロセス定義 A】（バージョン１）の有効期間・・・・・・・２００４/０１/０１～２００８/１２/３１ 

     次のような組織改変（人事異動）が２００６/０２/０１付で行われる。 

 

      

サンプル部門
０１

サンプル部門
０２

サンプル課
１２

サンプル課
１１

サンプル課
２２

サンプル課
２１

サンプル会社

＜ ＞ 2006/02/01 以降
【 】 青柳辰巳 は

【 １２】 サンプル課   の所属

＜ ＞ 2006/02/01 以前
【 】 青柳辰巳 は

【 ２１】 サンプル課   の所属

 
【手順】 

１．【サンプル課２１】に所属する【ユーザ A】で、[起票]画面にて起票一覧を表示、「起票を行いたい日付」に、

“2004/09/0１”を指定し、一覧に表示された【プロセス定義 A】にて起票を行う。 

⇒次審議者タスク「承認」の対象者は、「サンプル部門０２」となる。※起票時の所属組織は【サンプル課２１】 

2．【サンプル課１２】に所属する【ユーザ A】で、[起票]画面にて起票一覧を表示、「起票を行いたい日付」に、

“2006/09/0１”を指定し、一覧に表示された【プロセス定義 A】にて起票を行う。 

⇒次審議者タスク「承認」の対象者は、「サンプル部門０１」となる。※起票時の所属組織は【サンプル課１２】 

【理由】 

2007/01/01

【 プロセス定義A】（ １）  バージョン  

の有効期間

時間
2006/01/012005/01/012004/01/01

組織改変

【 】 青柳辰巳 は

【 ２１】 サンプル課   の所属

【 】 青柳辰巳 は

【 １２】 サンプル課   の所属

「 」 2006/09/01 に起票
「 １２」所属組織は サンプル課   

⇒ 、 上位組織は 改変後の
「 ０１」 サンプル部門   

「 」 2004/09/01 に起票
「 ２１」所属組織は サンプル課   

⇒ 、 上位組織は 改変前の
「 ０２」 サンプル部門    

 

⇒同一バージョン内であってもアプリケーション共通マスタ側での期間化設定の変更に注意が必要。 

        詳細については、＜2.2.4 アプリケーション共通マスタとの期間化の関係（ルート設定時）＞ をご参考ください。

        ※起票時における「所属組織」が組織改変前と後で差異が発生するため注意が必要です。 
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2.2.7 代理 

■基本仕様 

「代理」とは、処理権限をもつ【ユーザ】から処理権限は委譲せず、実際の処理だけを代行するものです。 

参考に「振替」とは、処理権限含め、すべてを委譲する動作仕様となります。処理後の処理権限の委譲先が、 

元々の処理者なのか、それとも代行処理した処理者なのかが相違する点となります。 

（前者が「代理」であり、後者が「振替」を行った際の挙動となります。） 

2.2.7.1 代理情報が反映されるタイミング 

実際に代理設定した情報が、今現在処理が流れている案件に対して、どのタイミングで反映されるかについて、 

次の例をもとに解説します。 

 

申請 １承認 

【 】 青柳辰巳 

２承認 ３承認 

【 】 青柳辰巳 【 】 青柳辰巳 【 】 青柳辰巳 

【 】 円山益男 

①「 」 【 】  申請 タスクの代理元 青柳辰巳 
【 】 。　 から 円山益男 へ代理設定を行う 

「 １」、「 ２」、「 ３」 、 承認    承認    承認  タスクは 
。この時点では代理設定は行わない 

”起票前”の状態

申請 １承認 ２承認 ３承認 

【 】 青柳辰巳 【 】 青柳辰巳 【 】 青柳辰巳 【 】 円山益男 

②「 」 【 】  申請 タスクは代理先 円山益男 
。　 による代理起票を行う 

③「 １」、「 ２」、「 ３」  承認    承認    承認  タスクに対
、 【 】 。　 して 代理先 円山益男 へ代理設定を行う 

”起票後”の状態

【 】 円山益男 【 】 円山益男 【 】 円山益男 

 
☆ポイント☆ 

②操作後、ワークフロー案件は「承認１」へ進みますが、③の代理設定を行う前後どちらの場合でも、 

この案件については、代理先【円山益男】は「承認１」に対する処理権限はありません。 

⇒つまり、代理設定以前に処理された場合は、代理設定情報は反映されません。 

 

申請 １承認 ２承認 ３承認 

【 】 青柳辰巳 【 】 青柳辰巳 【 】 青柳辰巳 【 】 円山益男 

④「 １」 【 】  承認  タスクは 青柳辰巳 
。　 による代理承認を行う 

「 １」 承認  による”審議後”の状態

【 】 円山益男 【 】 円山益男 
 

☆ポイント☆ 

④操作後、ワークフロー案件は「承認２」へ進みます。③の代理設定が事前に行われていたため、 

この案件については、「承認２」の代理先【円山益男】にも処理権限が持つことになります。※「承認３」も同様。    



 構成と動作仕様
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2.2.7.2 過去起票における代理機能 

現在日付ではなく、過去の「起票指定日」を指定して起票（申請）された案件に対する代理機能も“有効”となります。 

・過去起票時には、「起票指定日」を指定したその日付に合致したプロセス定義が利用されます。（過去の情報）。 

・プロセス定義にて実際に処理が流れる（起票、審議）際は、現在（リアルタイム）にて行われます。（現在の情報）。 

・処理が流れる際に利用できる代理機能も、現在（リアルタイム）にて行われます。（現在の情報）。 

つまり、過去起票における代理機能について、設定対象となるプロセス定義は、“過去の情報”であっても実際に代理

設定するのは“現在の情報”として設定する事となります。 

詳細について、次項＜2.2.7.3 代理設定の期間化の考え＞にて解説します。 

2.2.7.3 代理設定の期間化の考え 

代理設定を行う期間は、代理設定対象のルートが過去のものであっても、実際にルートが流れるのは、現在時間（リア

ルタイム）となるため、代理設定を行う場合、現在の期間帯で設定を行わなければなりません。 

下図のような過去の設定項目に対する実際の代理期間範囲は、現在の期間範囲となります。 

 

3/1 4/1 5/1 6/1 7/1 8/1

時間

プロセス定義　A-1
バージョン1

プロセス定義　A-1
２バージョン 

→7/1 8/15
代理設定変更

① 2/1時点　通常の起票用として・・・
「 １」　　 プロセス定義A-1 バージョン  

「 → 」　　”代理期間 2/10 3/15 ”を設定

2/1

【 】 代理設定状況 

→2/10 3/15
代理設定有効

→4/10 5/20
代理設定有効

② 7/1時点　過去起票用の代理設定として・・・
「 １」　　 プロセス定義A-1 バージョン  

「 → 」　　”代理期間 7/1 8/15 ”を再設定

： バージョンの有効期間

（ ）プロセス定義 バージョン の有効期間外で
。あっても代理設定は可能 　　　　　　　　　　

→ 。過去起票の代理を利用可能とするため 
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2.2.7.4 代理設定の方法と設定範囲 

処理タスク毎における代理設定だけでなく、同一カテゴリ内のプロセス定義、バージョン単位でまとめて代理設定すること

が可能となります。 

また、カテゴリのアクセス権限 (プロセス編集用)を保持しているユーザについては、権限を保持しているカテ

ゴリ（カテゴリに紐付くプロセス定義）に限り、他のユーザの代理設定を行うことが可能となります。 

 

代理設定時の設定範囲と画面 UI 設計指針について 

【プロセス定義】単位による代理 

代理元ユーザの処理権限のある任意「プロセス定義」が設定が可能です。 

 

〆一括設定時、同一カテゴリ単位での設定となります。 

〆一覧表示内の対象データのみを一括設定の対象。 

⇒カテゴリ処理権限チェックによるパフォーマンス負荷を回避。 

⇒レスポンスが返らなくなってしまうなど、膨大なデータ数の一括設定を 

回避するための設計指針のため 

【バージョン】単位による代理 

代理設定一覧（プロセス定義）画面より、任意で選択された「プロセス定義」内

のすべてのバージョンに対しての設定が可能です。 

 

〆一覧表示内の対象データのみを一括設定の対象。 

⇒レスポンスが返らなくなってしまうなど、膨大なデータ数の一括設定を 

回避するための設計指針のため 

【タスク】単位による代理 

代理設定一覧（バージョン）画面より、任意で選択された「バージョン」内の対

象者として設定されている処理タスクに対して、設定が可能です。 

 

〆一覧表示内の対象データのみを一括設定の対象。 

⇒レスポンスが返らなくなってしまうなど、膨大なデータ数の一括設定を 

回避するための設計指針のため 

 

※【動的処理者】（【所属組織】、【上位組織】、【実行時選択】、【ルート作成】）

については、ここでの代理設定は不可となります。 

  【プロセス定義】、【バージョン】単位による代理設定された設定内容が、参

照できるのみとなります。 

 

設定した代理対象が重複した場合 

〆【プロセス定義】、【バージョン】、【タスク】単位での各々で代理設定を行った場合、各々の代理設定対象が重複する可

能性があります。この場合、各々が違う代理先を設定していた場合、下記のような優先順位で代理設定内容が反映

されます。 

【プロセス定義】 ＜ 【バージョン】 ＜【タスク】

     

システム運用中における注意 

代理設定時については、マスタデータ（フロー情報など）の情報を元に代理設定を行います。 

そのため代理設定中（運用中）において、マスタメンテナンス（フロー情報の変更や削除）は絶対に行っては 

いけません。 

マスタデータ変更・削除時の挙動（システム運用外） 

マスタデータ（カテゴリ、プロセス定義）の情報が変更、削除された場合、それらに紐付く代理設定データは、 

矛盾したデータ（権限変更によって派生したゴミデータ）として、前者操作時のタイミングで削除されます。 
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2.2.7.5 代理機能が利用できるタスク対象者 

処理タスクに設定される対象者設定は、【ユーザ】、【ロール】、【組織】（【ロール】、【役職】による絞込みも可能）、【パブリッ

クグループ】、【前処理者の所属組織（【役職】による絞込みも可能）】、【前処理者の上位組織（【役職】による絞込みも可

能）】、【実行時選択】、ルート作成機能にて選択された【動的処理者】についても、代理機能が利用できます。 

処理タスクの対象者設定 

対象者 絞込み 
申請／承認時のオペレーション 代理設定機能の可否

【ユーザ】   有効 

【ロール】   有効 

  有効 

【ロール】を絞込み設定  有効 【組織】 

【役職】を絞込み設定  有効 

  有効 
【パブリックグループ】 

【ロール】を絞込み設定  有効 

  有効（※１） 

【ロール】を絞込み設定  有効（※１） 【前処理者の所属組織】

【役職】を絞込み設定  有効（※１） 

  有効（※１） 

【ロール】を絞込み設定  有効（※１） 【前処理者の上位組織】

【役職】を絞込み設定  有効（※１） 

 申請／承認時に【ユーザ】を選択 有効（※１） 
【実行時選択】 

 申請／承認時に【組織】を選択 有効（※１） 

 申請／承認時に【ユーザ】を選択 有効（※１） 

 申請／承認時に【組織】を選択 有効（※１） 

【ルート作成】  申請／承認時に 

【組織】+【役職による絞込み】を

選択 

有効（※１） 

（※１） 【動的処理者】については、【タスク】単位による代理は行えません。【プロセス定義】、【バージョン】単位による代理

設定のみ許可されます。 

① 例として、管理者による「ルート設定」時では、次のようなルートが設定を行う。 
申請 １承認 

※【 】 、 青柳辰巳 は 
【 １１】、【 ２１】 サンプル課     サンプル課   に所属

【 】 青柳辰巳 前処理者の
所属組織

２承認 

前処理者の
上位組織

３承認 

実行時選択

 
⇒この時点で、代理設定が可能となるのは、【ユーザ】が特定できる「申請」タスクの【青柳辰巳】の場合のみ。 

〆 「承認１」、「承認２」については、申請時に【青柳辰巳】がどの所属（【サンプル課１１】もしくは【サンプル課２

１】）選択するかにより、審議対象者となるかどうかは特定できないため、“特定のタスク”を対象とした【タスク】単

位による代理設定は不可となります。 

〆「承認３」については、前処理者（「承認２」の審議者）によって、はじめて審議対象者が特定されるため、“特定

のタスク”を対象とした【タスク】単位による代理設定は不可となります。 

このような【動的処理者】として設定されているタスクには、【プロセス定義】、【バージョン】単位による代理設定によ 

って、そのルート全体をまとめて代理するイメージとなります。 

この設定によって、実際に処理が行われる時、審議対象者が特定、代理情報をチェックして代理先情報を反映しま 

す。 
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2.2.7.6 グループ対象者による代理 

起票タスクに【ロール】などのグループとして設定されている【プロセス定義】の代理機能の挙動について解説します。 

グループとして設定されている対象者は、そのグループ自身が該当タスクの責任を負うことになるため、複数ユーザが所属

しているグループから、特定の１人が代理を行った場合、どのような挙動となるのか？また残りの所属メンバーの処理権限

についてがポイントとなります。 

 

申請 １承認 

【 １１】 サンプル課   

<所属ユーザー>
青柳辰巳

林政義 　
片山聡 　
大磯博文
寺田雅彦
吉川一哉

萩本順子

【 】 、 青柳辰巳 から 
【 】 萩本順子 へ代理

【 】 、 萩本順子 は 
【 】 。 青柳辰巳 の代理申請を行う 

【 】その他の 所属ユーザ は本人用
。の申請を行う 

 

 

⇒上図の【プロセス定義】を申請できるのは、 

〆【青柳辰巳】から代理依頼をされている【萩本順子】（代理申請） 

〆【青柳辰巳】以外の【サンプル課１１】の所属メンバー【林政義】、【片山聡】、【大磯博文】、【寺田雅彦】、【吉川一哉】 

（本人申請） 

という状態で各々の起票が可能となります。 

この【プロセス定義】の「起票」タスクの対象者は、あくまで【サンプル課１１】となります。つまり【サンプル課１１】に所属するす

べてのユーザが起票対象者となります。 

その内の１人の【青柳辰巳】が代理を行っても、代理依頼を行ったのは【青柳辰巳】だけであり、その他のユーザはまだ自分

自身が申請対象者のままとなります。つまり、申請を行うユーザは異なりますが、本人申請用と代理申請用の２つの状態が

発生します。 

•  処理後の挙動 

本人申請、代理申請のどちらかが行われると、この“案件”については起票（審議も同様）を行った方が処理者 

（この案件の責任を負う）となり、その後の処理（引戻しや差戻し後の再起票や取り止め）を行う必要があります。 

このときに起票を行っていない場合は、この“案件”についての責任（この案件の処理を行うこと）は発生しません。 

2.2.7.7 代理設定時のゴミデータの削除 

あるプロセス定義に対して、代理設定を行った後、【ワークフロー管理者】によって、該当プロセス定義（バージョン）

が更新／削除された場合、前者の代理設定データは削除されます。 

これは、プロセス定義（バージョン）内の各タスク対象者情報が変更された可能性あるため、【ワークフロー管理者】

によって削除はもちろんのこと、更新が行われた場合、代理されていた設定データの削除を行います。 
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2.2.7.8 ルート作成における代理 

ルート作成機能において代理機能を利用する場合、次のような注意が必要となります。 

代理を行いたい“代理元【ユーザ A】”がルート作成において「第３承認」の審議待ちとなる時点と、＜ルート作成のプロ

セス定義＞において、代理を行わせたい“代理先【ユーザB】”に代理される時点との代理期間の時間差について注意

する必要があります。 

 

【ユーザA】

＜親のプロセス定義＞

実際には、【ユーザD】が承認候補となる。
 ⇒【ユーザD】は【ユーザA】の代理先承認者となる。

ルート作成１ ルート作成２ ルート作成３

申請者（ルート作成者）
サブプロセス

申請時にサブプロセス内の
承認者の設定を行う

【ユーザB】 【ユーザC】

【ユーザA】、【ユーザB】、
　　　　　　　　　　【ユーザC】を選択

【ユーザD】

【ユーザA】は、予め【ユーザD】へ
　　　　　代理設定が行われている

＜ルート作成のプロセス定義＞ 第３承認第２承認第１承認

 
 

 

 

  

【操作 1】 ルート作成機能における代理機能の場合、いつ“代理元【ユーザ A】”が承認者として選択されるかは

わからないため、事前に＜ルート作成のプロセス定義＞に対して代理設定を行う必要があります。 

【操作 2】 その後、ルート作成ユーザ（＜親のプロセス定義＞の申請者）によって「第１承認」の承認者に設定さ

れ、申請処理が行われます。 

この時、 

“代理元【ユーザ A】”の時点では、まだ“代理先【ユーザ D】”への代理設定に基づく、 

“代理元【ユーザ A】”から“代理先【ユーザ D】”への処理の転換（代理）は行われません。 

つまりこの時点では、“代理元【ユーザ A】”が承認者のままの状態となります。 

【操作 3】 「第 1 承認」の承認を行うと、「第 2 承認」が待ち状態となります。 

【操作 4】 「第 2 承認」の承認を行います。 

この時、 

タイミングで、「第 3 承認」の承認者となっていた“代理元【ユーザ A】”の代理設定データを見て、 

“代理先【ユーザ D】”へ処理の転換（代理）が初めて行われます。 

 

※このような挙動となるため、以上の操作「1」、「2」、「3」が行われる処理の時間（間隔）と、代理設定を行った期間は一致 

しないと、重複した代理設定などを行っている場合、間違った代理先への代理機能が有効となってしまいますのでご

注意ください。

＜親のプロセス定義＞の申請者が、＜ルート作成のプロセス定義＞の各タスクの承認者を設定する時点では、 

承認者として設定した代理情報は意識されていない。
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2.2.8 「所属組織」の指定 

起票、審議時では、対象者本人（代理の場合は、依頼元ユーザ）の「所属組織」を指定します。 

この所属組織の指定により、次の審議者以降のルート情報が変わる場合があります。 

これは、ルート上の対象者が「前承認者の所属組織」、「前承認者の上位組織」などの場合、どの組織に対する“所属”、“上

位”組織であるかを確定させるために必要な情報となります。 

また、この所属組織の指定は必須となります。ワークフローとして起票、審議時にどの立場（所属組織）で行ったのかを履歴

情報として残すためとなります。 

【注意】 

もともと処理権限が「組織」に対して設定されていた場合、その「組織」の立場で審議を行う必要性があるため、この時の「所

属組織」指定は、該当する「組織」がデフォルトで指定されることとなります。複数の組織に兼務していても、他の組織の指定

を行うことはできません。 

 

Ｂ 開発Ａ 開発

Ｂ 部署Ａ 部署

社長

Ａ 課

Ａ 営業

Ｂ 課

Ｂ 営業

案件

、【 】 、申請時に  B営業 を所属組織とした場合 
→【 】→【 】→【 】→【 】  B営業   B課   B部著   社長 

というルートとなる　

、【 】 、申請時に  A営業 を所属組織とした場合 
→【 】→【 】→【 】→【 】  A営業   A課   A部著   社長 

というルートとなる　

【 】 【 】<<  A営業 と B営業 を兼務 >>
 

 

【Ａ営業】と【Ｂ営業】を兼務する【ユーザ】は、ある案件を起票（申請）しようとしています。 

このワークフロールートは、【申請】→【前処理者の上位組織】→【前処理者の上位組織】→【社長決裁】となり、起票（申

請）する立場（所属組織）によって、兼務としている【A 営業】、【B 営業】とで２ルート存在することとなります。今から起票

（申請）を行う案件はどちらのルートとするかを決定するために、所属組織を決定する必要があります。 

 

申請 １承認 

【 】 A営業 
or

【 】 B営業 

２承認 ３承認 

【 】 社長 【 】 A課 
or

【 】 B課 

【 】 A部署 
or

【 】 B部署 

案件

【 】 所属組織 
による審議

【 】 上位組織 
による審議 【 】 社長決裁 
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2.2.9 国際化 

ワークフローにて国際化している機能、情報について解説します。 

      【注意】 <2006/08/11 現在>製品版には、日本語版のみが対応されています。 

〆国際化されていない機能、情報 

マスタデータ 

（【カテゴリ】、【プロセス定義】） 

「カテゴリ名称」「プロセス定義名称」などのデータそのものは国際化されません。

ルート上に設定した対象者（【ロール】や【ユーザ】、【組織】）などの名称につい 

ては、次の通りとなります。 

 
【 】（ ） 、 プロセス定義  タスク名称 は 
そのもののデータであり国際化されない

【 】（ ） 、 ロール  ロール名 は 
【 】 、 アプリーション共通マスタ のデータであるため 

、 （ ）場面によって 国際化される 下記解説 

 

＜＜対象者名称の表示の相違＞＞ 

一般ユーザ画面より、フロー情報を参照しようとする場合、その時点で保持して

いるロケールにより、表示される文字に差異が発生します。 

 

■起票前（申請画面、代理設定画面内のフロー情報画面）の場合 

ログインユーザのログインロケールに依存します。 

○ロケール[ja]の【ユーザ】          ○ロケール[en]の【ユーザ】 

     
⇒マスタデータには国際化情報は保持されません。 

そのため、【ロール】や【ユーザ】、【組織】などのアプリ共通マスタ上の国際

化されたデータを表示するためには、ログインロケール情報をキーにデー

タを表示します。そのためこの差異が発生します。 

 

■起票後（起票後の各一覧画面内のフロー情報画面）の場合 

起票時の起票ユーザのログインロケールに依存します。 

（→ロケール[ja]の【ユーザ】で起票を行った場合） 

○ロケール[ja]の【ユーザ】          ○ロケール[en]の【ユーザ】 

     
⇒起票時の起票ユーザのログインロケール情報を案件毎に保持します。 

起票後では、この案件ロケール情報をキーにアプリケーション共通マスタ上

の国際化されたデータを表示します。 

 

⇒【アプリケーション共通マスタ】に関するデータについては、国際化情報が表

示される点に注意が必要となります。起票後は、案件ロケールに依存します。
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トランザクションデータ 

（案件データ） 

案件データそのものは国際化されません。 

ただし、起票時のログインユーザロケール情報を元に、案件毎にロケール情報

を保持します。この案件毎に保持するロケール情報をキーとして、メール送信時

やフロー情報表示の国際化対応（ここでいう国際化対応とは、案件内に跨る複

数の国際化情報を、単一の国際化情報にまとめることを指す）を行います。 

 

申請 １承認 

＜ ＞ 申請メール 

２承認 ３承認 

私は"日本人"です
（ 「 」） ロケール =   ja  

私は"アメリカ人"です
（ 「 」） ロケール =   en  

私は"中国人"です
（ 「 」） ロケール =   zh  

私は"台湾人"です
（ 「 」） ロケール =   zh  

＜ ＞ 承認依頼メール ＜ ＞ 承認依頼メール 

＜ ＞ フロー情報 ＜ ＞ フロー情報 ＜ ＞ フロー情報 ＜ ＞ フロー情報 

起票後の各種＜ ＞ メール送信テンプレート 、＜ ＞ フロー情報画面内のデータ 、は 
、起票時における起票者のログインロケール情報を利用することで 

。複数ある国際化情報を単一の国際化情報に統一します 

 

Excel テンプレート 

（インポート/エクスポート機能） 

国際化されません。 

インポート/エクスポートによって使用される Excel ファイルは、単一言語です。 

運用ケースにあわせて Excel ファイルを用意する必要があります。 

 

〆国際化されている機能、情報 

画面 

（画面の表示されるメッセージ） 

すべてのメッセージ（画面文字）については、国際化対応として、メッセージ設定

ファイルに定義されます。 

メッセージ設定ファイルは言語毎に必要です。 

■JavaEE 開発モデルで作成した画面（*.jsp） 

％ApplicasionRuntime％/doc/imart/WEB-INF/classes/ 

MessageConfig_bpw_ja.properties

■スクリプト開発モデルで作成した画面（*.html、*.js） 

％ResourceService％/conf/message/bpw-message_ja.properties 

メールテンプレート 

（各処理時の送信メール情報

テンプレートファイル） 

 “メールテンプレート格納フォルダ”配下に、言語（ロケール ID）フォルダ別に 

国際化された（各言語別に用意された）メールテンプレートを使用します。 

■トランザクションデータに関する処理（代理設定以外）の場合 

・・・各案件（起票時のログインユーザのロケール情報）毎のロケール情報 A が

採用されます。 

■トランザクションデータに直接関連しない処理（代理設定）の場合 

・・・代理設定者（ログインユーザ）のログインロケール情報が採用されます。 
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2.2.10 起票（申請）画面の連携 

プロセス種別【ドキュメントワークフロー】、【申請者／承認者ルート作成ワークフロー】において、起票（申請）を行うために

は、申請アプリケーションとの連携が必須となります。この一連の動作について、次に解説します。 

→【メニュー】より、【起票】を選択 

【起票（一覧）】画面 

 

  

【起票（申請）】画面 

 

 

【詳細情報】画面 

A 

B 

④【ワークフロー起票用フレーム（B）】 

に対して、アプリケーションキー情報を 

Cookie 経由で引き渡す （※1）

①【起票】画面より、 

任意の「ドキュメントワークフロー」を選択 

②【起票（申請）】画面にて、 

選択した「ドキュメントワークフロー」の 

起票コンテンツパスが、 

【ユーザアプリケーションフレーム（A）】に表示

③【ユーザアプリケーションフレーム（A）】画面内、 

選択した「ドキュメントワークフロー」の 

起票用アプリケーションにて必要な起票用データを 

作成（登録）を行う 

⑤起票を行うために必要なアプリケーションキー情報が 

Cookie 経由にて引き渡されていれば、 

起票を行う事が可能となります 

画面遷移を行います 

⑥起票後は、申請者の【起票済】、承認者【未処理】、【審議】画面等から

「詳細情報」を参照する事で、「参照コンテンツパス」として指定した 

参照用プログラムが表示されます 

この参照用プログラム内では、申請時に引渡した 

ユーザアプリケーション情報（bpw_parameter_cds）が取得できます 

 

このパラメータを取得、キーとして参照用データの抽出、 

データ表示を行う事が可能となります。 

起票後 
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（※1） Cookie 経由での引渡し方 

選択した「ドキュメントワークフロー」の起票用アプリケーションプログラムでは、【ワークフロー起票用フレーム（B）】に対して、 

アプリケーションキー情報を Cookie 経由で引き渡す処理が必要となります。 

Cookie 経由で引き渡す処理については、製品が用意している API （※2） を利用する事により可能となります。 

 

 

 

 

（※2） 製品が用意している API 

次のパス上に Client-side JavaScript API として用意されており、ワークフローではこの API を利用する 

事で、Cookie に対してアプリケーションキー情報を引渡すことができます。 

％ApplicasionRuntime％//doc/imart/csjs/im_cookie.js 

 

setCookie(sName, sValue, dExpires, sDomain, sPath, bSecure) の API 仕様 

 

第 1 引数 「bpw_parameter_cds」を指定してください。 

【ワークフロー申請用フレーム（B）】では、このパラメータ名で、引き渡される情報を取得します。 

第 2 引数 「カンマ区切りの String 文字列」を指定してください。 

パラメータ名については任意ですが、引渡すデータが複数になる場合には、 

[ sample001,sample002,sample003,sample004・・・・・・] という形式としてください。 

第 3 引数 the term of validity(option) 

動作環境に準じて指定します。標準では特に指定する必要はありません。 

第 4 引数 cookie’s domain(option) 

動作環境に準じて指定します。標準では特に指定する必要はありません。 

第 5 引数 cookie’s path(option) 

エイリアス名に応じて指定を行います。デフォルトでは「/imart」となるため、 

“/imart/” と指定を行います。 

第 6 引数 cookie security flag(option) 

動作環境に準じて指定します。標準では特に指定する必要はありません。 

この API では、Cookie 範囲は sDomain(デフォルトは現在のサイトである)となります。ご注意ください。 

 

    ■アプリケーションキー情報がセットできる範囲 

標準の申請画面を使用して、アプリケーションキー情報をセットする場合、指定できるキーは 9 （要素０～8 API と同じで

す）となります。これ以上はセットする事はできません。 

2.2.10.1 申請後の詳細画面で取得する場合の注意 

申請画面にて設定したユーザアプリケーションキーは、リクエストパラメータとして、「bpw_parameter_cds」という名称で取得

する事ができます。取得されたデータは次のようにカンマ区切りの文字列として取得することができます。 

 

“パラメータ A” , “パラメータ B”, “パラメータ C” , , , , , , , 

【例】 

SetCookie(“bpw_parameter_cds”,%データ%,null,null,”/imart/”,null); 



 構成と動作仕様

 

作成者：株式会社 NTT データ イントラマート Page 27

 

2.2.10.2 「起票指定日」の再指定 （任意） 

【起票】画面より指定した「起票指定日（指定した日付にマッチしたプロセス定義での申請が可能）」をアプリケーションキー

情報同様に、【ワークフロー申請用フレーム（B）】に対して、cookie 経由にて引渡す事で引渡した日付を「起票指定日」とする事

が可能となります。 

（cookie で引渡さなかった場合は、【起票】画面で指定した日付が、「起票指定日」としてワークフローへ登録されます） 

 

 

 

 

 

 
【起票（一覧）】画面         【起票（申請）】画面 

 

■起票指定日の再指定を行う場合の注意点 

「起票指定日の再指定」については、起票を行うユーザが【起票】画面にて指定した本来の“起票指定日”に、誤りがあっ 

たために、補正するために用意された機能として提供されています。 

【起票】画面にて起票を行うユーザが指定した本来の“起票指定日”とは、全くかけ離れた“起票指定日”を再指定する事 

はできません。この理由は以下となります。 

〆選択された「プロセス定義（バージョン）」の有効範囲内 

〆【申請】画面内の起票を行うユーザ（「代理起票」であれば、代理元ユーザ）の所属組織との所属期間内 

ワークフローでは、「起票指定日」を元に期間化された審議候補（組織、ユーザ）を抽出する仕組みとなっています。 

そのため、有効範囲外の日付を指定すると、元々ルート設定されていた審議候補（期間内で設定されていた組織、ユー 

ザ）が、有効範囲外の日付における期間内に存在していないケースが考えられ、存在しないためにルートが進まないとい 

ったような状態が考えられるため、この点に注意した「起票指定日」の再指定を行わなければなりません。 

また、【起票（申請）】画面内の起票を行うユーザの所属組織に存在しない「所属組織」で起票を行う事はできません。 

この機能はあくまで「起票指定日」を補正するための機能であり、起票を行うユーザが操作したオペレーション内容を変更 

させるような強制的な処理を行う事はできません。 

もしこの対応を行うのであれば、API を利用して、任意の所属組織でのフロー制御を行う事となります。 

※「起票指定日」の再指定は、“初期申請時”、“引戻し後の再申請時”に有効となります。 

2.2.10.3 サブプロセスの「起票指定日」 

サブプロセスとして設定されているプロセス定義の「起票指定日」については、起票時に【ユーザ】もしくは、API によって

任意に指定する事が可能となります。ただし、ルートの途中からサブプロセスとして設定されているプロセス定義へフロー

が移る場合、サブプロセス内における「起票指定日（処理（審議）を行うための処理（審議）候補先の履歴マスタ情報の日

付）」は、サブプロセス内で再指定する事はできません。 

はじめに起票した親プロセス定義と同じ「起票指定日」となります。これは起票から 終承認までのすべての承認ルート

上の期間化をすべて同一の期間で行う必要があるためです。同一でないと各々のプロセス定義で別々の期間化された

【組織】などで承認処理が流れてしまい、情報の混乱が引き起こされるためです。 

起票者が「2005/08/01|00：00：00」を、

画面にて選択して起票を行う 

起票者が指定した起票指定日では、 

フローを流れる上で不都合である場合、 

【申請】画面より、再指定を行う事が可能となる 

⇒この時、「2005/08/05|00：00：00」を指定します
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■サンプルコード 

基本的な連携方法については、JavaEE 開発モデル、スクリプト開発モデルとも変わりはありません。 

 

 

【動作概要】 

このサンプルでは、画面上の【品名】、【数量】、【金額】に入力した情報をワークフロー用のフロー情報として 

システムに渡し、その後のフロー詳細画面にて、これら入力したデータを画面表示するシンプルなサンプルとなります。 

【解説】 

《STEP １》  画面上から任意のデータを入力し、【起票アプリケーション（上フレーム）】画面内の左上ツールバ

ー上にある「ワークフローへ登録」を押下します。 

《STEP 2》  《STEP1》のイベントを受けて、JavaScript 内に定義されている以下の関数がコールされます。 

         この関数 setKey() では、入力された内容をカンマ区切りの文字列に加工を行います。 

 加工された文字列を、下フレーム内の【起票（申請）】画面に対して、cookie 経由にてデータを受

け渡します。 

 

function setKey(){ 

     var aKey = new Array(); 

 

   aKey[0] = document.mainform.id.value; 

   aKey[1] = document.mainform.key1.value; 

 

   // クッキーの設定階層のセキュリティより以下の設定で問題のある方は、 

   // 第 5 引数にエイリアスを設定してください。 

   setCookie(“bpw_parameter_cds”,aKey.join(“,”),null,null,”/imart/”,null); 

 

   // 登録後のメッセージ表示。 

   alert(“<%= prop.getMessage(“bpwsample”,”JavaEESample.InputDataMessage” , locale) %>”); 

} 

 

《STEP 3》  《STEP2》のイベントを受けて、下フレームの【起票（申請）】画面では、ワークフローへ流すための

準備が整いましたので、起票に必要な「案件名」、「所属組織の立場」等を設定し、【申請】ボタンを

押下します。 
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☆参考☆ 

ワークフロー起票時においては、｢起票指定日｣の再指定が可能となります。 

こちらについては、【起票】一覧画面より選択された「プロセス定義（バージョン）」の有効開始日～終了日の範囲内

であれば、任意の指定日を指定する事が可能となります。 

 

こちらについても、setCookie() を利用して下フレームの【申請】画面に対して指定日を設定してください。 

 

※選択された「プロセス定義（バージョン）」の有効開始日～終了日の範囲については、同上フレーム内の申請ア

プリケーション画面内の初期リクエストパラメータ値として、開始日、終了日が取得されますので、この情報を活用

して有効範囲内の日付である事をチェックして、下フレーム内の【申請】画面へデータを受け渡すようにしてくだ

さい。 

 

setCookie(“bpw_draft_appoint_date “,”2005/05/01|00：00：00”,null,null,”/imart/”,null); 

 

  

《STEP 4》  ワークフロー起票後、各承認者等によって受け渡されたデータを元にワークフロー用の参照用の画面を表示

する必要があります。 

 次はリクエストパラメータより、キー項目“bpw_parameter_cds”を受け取る簡易的サンプルです。 

        

                   ・ 

     String account           = request.getParameter(“account”); 

     String bpw_parameter_cds = request.getParameter(“bpw_parameter_cds”); 

     String[] keys            = new String[2]; 

     StringTokenizer st       = new StringTokenizer(bpw_parameter_cds,”,”); 

 

     try{ 

          keys[0] = st.nextToken(); 

          keys[1] = st.nextToken(); 

     } 

                   ・ 

                   ・ 

                <%= keys[0] %> 

            </TD> 

        </TR> 

        <TR> 

            <TD class=”list_title_bg” align=”center” nowrap> 

                <strong>key1</strong> 

            </TD> 

            <TD class=”bottom” align=”center”> 

                <%= keys[1] %> 

            </TD> 

                   ・ 

                   ・ 
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2.2.11 リクエストパラメータ 

■基本仕様 

ワークフロー上で開発を行う際、システムからワークフロー連携に必要な情報をリクエストパラメータとして受け取る事が

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

2.2.11.1 リクエストの種類と意味 

リクエストパラメータの種類と、取得される情報の内容について解説します。 

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

すべてのプロセス種別にて共通パラメータ 

パラメータ 名称 詳細 

account ログインユーザコード  

group 
ログインしている 

ログイングループ ID 

 

caller 遷移前の画面情報  

path ページパス 

ページ種別が、 

【PresentationPage ページ】、 

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

 

取得可能 

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

application アプリケーション ID 

service サービス ID 

ページ種別が、 

【JavaEE FrameWorkページ】・・・・・・・・・・・・・・・・ 取得可能 

【PresentationPage ページ】、 

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

 

空文字  

parent_process_def_cd 
サブプロセス利用時の場合

の親プロセス定義 CD 

parent_version_cd 
サブプロセス利用時の場合

の親バージョン CD 

parent_process_cd 
サブプロセス利用時の場合

の親プロセス CD 

「ルート設定」内のプロセス定義の「設定区分」が、 

【サブプロセスとしてのプロセス定義】・・・・・・・・・ 取得可能 

【通常のプロセス定義】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 空文字  

ｂpw_draft_appoint_date 起票指定日 
取得形式 「yyyy/MM/dd|HH:mm:ss」 

（※1） 

ｒunSelectActivityCd 次タスクのアクティビティ CD 

【申請】・【再申請】・【審議】 

次タスクが 

実行時選択・ルート選択・ルート作成の場合・・・・ 取得可能 

それ以外（通常の対象者による審議者など）・・・・ 空文字  

im_mark 
URL 整合性チェック用 

パラメータ 

【スクリプト開発モデル】内でページにアクセスする場合に、 

システム内部で利用しているものであり、ワークフローには関連性は

ありません。⇒使用用途の必要性はありません。 

user_setting_key 
ユーザ任意指定 

リクエストパラメータ 

詳細については、＜2.2.11.3ユーザ任意指定リクエストパラメータ ＞

をご参考ください。 

（※1） 

プロセス種別 【ドキュメントワークフロー】 、【申請者／承認者ルート作成ワークフロー】における標準【申請】画面利用時の注意点 

標準の【申請】画面を利用して、申請を行う場合、直前の【起票】一覧にて任意指定した「起票を行いたい日付」の日付情報が、

同画面内のリクエストパラメータとして取得されます。ここで取得した「起票指定日」を元に、該当バージョンの有効範囲内で再指

定を行う事ができます。詳細については、＜2.2.10.2 「起票指定日」の再指定 （任意）＞をご参考ください。 
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プロセス種別 【ビジネスプロセスワークフロー】の場合 

 ・・・次のパラメータも取得します。 

パラメータ 名称 詳細 

process_def_cd プロセス定義 CD  

version_cd バージョン CD  

activity_cd アクティビティ CD  

process_cd プロセス CD  

agent_user_cd 代理元ユーザ CD  

mineTransferFlg 代理フラグ 代理設定状態 

本人処理・・・・・ org 

代理処理・・・・・ agt  

contentsType コンテンツ種別タイプ 

本人起票・・・・・・・・・・・・ RUNUSER 

代理起票・・・・・・・・・・・・ TRANSFER 

処理・・・・・・・・・・・・・・・・ NORMAL 

引戻し後の再起票・・・・・ PULL 

差戻し後の再起票・・・・・ RETURN 

参照・・・・・・・・・・・・・・・・ REFER  

next_task_info_flg 動的タスク設定フラグ 

次タスクが【実行時選択】 

実行時情報をセットする必要がある場合・・・・・ required 

実行時情報をセットする必要がない場合・・・・・ 空文字  

 

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

 ・・・次のパラメータも取得します。 

パラメータ 名称 詳細 

bpw_process_def_cd プロセス定義 CD  

bpw_version_cd バージョン CD  

bpw_activity_cd アクティビティ CD  

bpw_process_cd プロセス CD  

bpw_agt_user_cd 代理元ユーザ CD  

bpw_app_type 代理フラグ 

代理設定状態 

本人処理・・・・・ org 

代理処理・・・・・ agt  

bpw_parameter_cds ユーザアプリケーションキー 

【ルート作成】・【ルート選択】・【実行時選択】の 

【申請】画面の次画面遷移が必要な場合、 

⇒遷移先から【申請】画面へ戻り時、遷移前にセットした値を取得 
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パラメータ 名称 詳細 

bpw_ack_mode 申請区分 

【申請】 

  

通常・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ init 

ルート作成タスクの 

設定が必要な場合  

 

├─初期表示・・・・・・・ user_create_init 

└─ルート作成画面 

から戻った場合・・ 

 

user_create_back

実行時選択、ルート選択 

     の設定が必要な場合 

 

├─初期表示・・・・・・・ others_init 

デフォルト

├─

├─

│ 

│ 

│ 

│ 

└─

 

└─設定画面から 

戻った場合・・・ 

 

others_back 

カスタム   

└─ 通常・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ init 

【再申請】 

  

通常・・・・・・・・・・・・・・・・・・ retry 

ルート作成タスクの 

設定が必要な場合  

 

├─初期表・・・・・・・・・・・・ user_create_retry 

└─ルート作成画面 

から戻った場合・・・ 

 

user_create_retry_back

実行時選択、ルート選択 

  の設定が必要な場合 

 

├─初期表示・・・・・・・・・・ others_retry 

デフォルト

├─

├─

│ 

│ 

│ 

│ 

└─

 

└─設定画面から 

戻った場合・・・・・・・ 

 

others_retry_back 

カスタム   

└─ 通常・・・・・・・・・・・・・・・・・ retry  

bpw_ack_retry_type 再申請区分 

【再申請】 

差し戻しの場合・・・・・ ｒeturn 

引き戻しの場合・・・・・ ｐull  

next_task_type 

次タスク処理タイプ 【申請】・【再申請】・【審議】 

通常・・・・・・・・・・・・・・ ｎormal 

実行時選択・・・・・・・・ executant 

ルート選択・・・・・・・・・ select_route 

ルート作成・・・・・・・・・ create_route  

next_task_info_flg 次タスク情報設定フラグ 

次タスクが【実行時選択】・【ルート選択】・【ルート作成】 

実行時情報をセットする必要がある場合・・・・・ required 

実行時情報をセットする必要がない場合・・・・・ 空文字  
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2.2.11.2 画面別のリクエストパラメータ対照表 

各一覧画面別のリクエストパレメータ取得可否を表すものです。 

 

プロセス種別 【ビジネスプロセスワークフロー】 

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

本人 代理 
パラメータ 

起票 再起票 処理 詳細 参照 起票 再起票 処理 

account ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

group ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

caller ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

path △ （ページ種別が【PresentationPage ページ】、【Servlet pr JSP ページ】の「JSP」） 

application 

service 
△ （ページ種別が【JavaEE FrameWork ページ】） 

process_def_cd ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

version_cd ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

activity_cd ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

process_cd × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

parent_process_def_cd 

parent_version_cd 

parent_process_cd 

△ （【サブプロセス】） 

bpw_draft_appoint_date ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

mineTransferFlg ○ × × ○ 

agent_user_cd × × × × × ○ ○ ○ 

contentsType ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

runSelectActivityCd △ （次タスクが【実行時選択】） × × △ （次タスクが【実行時選択】） 

next_task_info_flg △ （次タスクが【実行時選択】） × × △ （次タスクが【実行時選択】） 

user_setting_key △ （ユーザ指定を行った場のみ） （※1） 

 

（※1） 詳細については、＜2.2.11.3 ユーザ任意指定リクエストパラメータ＞をご参考ください。
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プロセス種別 【ドキュメントワークフロー】・【申請者/承認者ルート作成ワークフロー】 

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

本人 代理 
パラメータ 

起票 再起票 審議 詳細 参照 起票 再起票 審議 

account ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

group ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

caller ○ ○ ○ × × ○ ○ ○ 

path △ （ページ種別が【PresentationPage ページ】、【Servlet pr JSP ページ】の「JSP」） 

application 

service 
△ （ページ種別が【JavaEE FrameWork ページ】） 

bpw_process_def_cd ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

bpw_version_cd ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

bpw_activity_cd ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

bpw_process_cd × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

parent_process_def_cd 

parent_version_cd 

parent_process_cd 

△ （【サブプロセス】） 

bpw_draft_appoint_date ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

bpw_app_type ○ × × ○ 

bpw_agt_user_cd × × × × × ○ ○ ○ 

bpw_parameter_cds △ （※1） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

bpw_ack_mode ○ ○ × ○ ○ ○ ○ × 

bpw_ack_retry_type × ○ × × × × ○ × 

next_task_type △ （【カスタム】のみ） × × △ （【カスタム】のみ） 

runSelectActivityCd 

△ （次タスクが 

【ルート選択】 

【実行時選択】 

【ルート作成】） 

× × 

△ （次タスクが 

【ルート選択】 

【実行時選択】 

【ルート作成】） 

next_task_info_flg 

△ （次タスクが 

【ルート選択】 

【実行時選択】 

【ルート作成】） 

× × 

△ （次タスクが 

【ルート選択】 

【実行時選択】 

【ルート作成】） 

im_mark △ （【スクリプト開発モデル】のみ） 

user_setting_key △ （ユーザ指定を行った場のみ） （※2） 

 

（※1） 次タスクが【ルート作成】・【ルート選択】・【実行時選択】の【申請】画面の次画面遷移が必要な場合 

（※2） 詳細については、＜2.2.11.3ユーザ任意指定リクエストパラメータ ＞をご参考ください。 
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2.2.11.3 ユーザ任意指定リクエストパラメータ 

各一覧画面内の画面遷移を行う＜FORM＞タグ内に、 

 

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

                                     ※“xxxxx”は任意の文字列 

 

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

タ名“user_setting_key”として、各一覧画面内の画面遷移を行う＜FORM＞タグ内に指定した、文字列が取得されます。 

 

☆参考☆ 

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

起票一覧 doc/imart/bpw/business/ProcessInstanceEntry/ProcessInstanceEntryBody.jsp 

起票済一覧 doc/imart/bpw/business/TaskList/AppliedSelfBody.jsp 

未処理一覧 doc/imart/bpw/business/TaskList/NotCompletedBody.jsp 

処理済一覧 doc/imart/bpw/business/TaskList/ConsentedSelfBody.jsp 

参照 doc/imart/bpw/business/TaskList/ReferBody.jsp 

本人 

一括審議 doc/imart/bpw/business/Acknowledge/AcknowledgeList.jsp 

起票一覧 doc/imart/bpw/business/ProcessInstanceEntry/ProcessInstanceTransferBody.jsp 

起票済一覧 doc/imart/bpw/business/TaskList/AppliedAgentBody.jsp 

未処理一覧 doc/imart/bpw/business/TaskList/NotCompletedAgentBody.jsp 

処理済一覧 doc/imart/bpw/business/TaskList/ConsentedAgentBody.jsp 

代理 

一括審議 doc/imart/bpw/business/Acknowledge/AcknowledgeAgentList.jsp 

 

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

ドキュメントワークフロー application_apply_frame_call 
[起票]アイコン押下

ビジネスプロセスワークフロー next_path_call 

ドキュメントワークフロー acknowledge_frame_call 
[処理]アイコン押下

ビジネスプロセスワークフロー next_path_call 

ドキュメントワークフロー detail_info_frame_call 
[詳細]アイコン押下

ビジネスプロセスワークフロー switch_link_call 

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

（※１） ＜FORM＞タグ内の属性「name」ではありません。注意ください。 
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2.2.12 申請者／承認者ルート作成ワークフロー 

■基本仕様 

申請者／承認者ルート作成ワークフローとは、管理者によって作られたルート上の対象者が空白となっているタスクを、 

直前の申請者／承認者によって、任意の承認対象者を設定することができる機能となります。 

2.2.12.1 “ルート作成タスク”の設定範囲 

当機能を利用する場合は、プロセス種別【申請者/承認者ルート作成ワークフロー】にてプロセス定義を設定する際に、

ルートを作成するための「ルート作成タスク」という専用のタスクを使用します。 

「ルート作成タスク」内の設定内容と、その設定が誰（“プロセス定義を設定する管理者”もしくは、“ルート作成を行う【ユ

ーザ】”）による設定範囲となるかについて次に解説します。 

• 通常の”処理タスク“ではすべて“プロセス定義を設定する管理者”によって設定されます。 

 

設定個所 設定者（管理者／ユーザ） 

終了可能（ON/OFF） 

差戻し・引戻し（ON/OFF） 

後処理（ON/OFF） 

後処理-処理プログラム（入力） 

承認者必須選択タスク（ON/OFF） 

⇒＜2.2.12.2 承認者必須選択タスク＞

基本タブ 

コンテンツフレーム種別（標準/カスタム） 

利用可能 

（プロセス定義を設定する管理者による設定） 

【ユーザ】 利用可能 “ルート作成”を行う【ユーザ】 

【ロール】 利用不可 ※1 

【実行時選択】 利用不可 ※2 

【組織】 利用可能 “ルート作成”を行う【ユーザ】 

【組織】絞込み：ロール 利用不可 ※3 

【組織】絞込み：役職 

【パブリックグループ】 
利用可能 “ルート作成”を行う【ユーザ】 

【パブリックグループ】 

絞込み：ロール 
利用不可 ※3 

【所属組織】 

【上位組織】 
利用不可 ※4 

対象者 

※ルート作成時 

に設定します。 

 

 

【申請者】 利用不可 ※5 

【ユーザ】 

【組織】 

【組織】絞込み：ロール 

対象者 

参照者 

【組織】絞込み：役職 

自動パス 自動パス期日（バッチ） 

ON/OFF 

対象者 対象者 

参照者 

催促猶予日数 

自動催促 

タイトル 

利用可能 

（プロセス定義を設定する管理者による設定） 

自動パス 自動パス（対象者） 利用不可 ※6 
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■ 設定不可能なケースとその理由 

 

＜※1＞ 

【箇所】 「対象者」-「対象者」-【ロール】 

【理由】 【ロール】の扱いについては、ログイングループ管理を担う【グループ管理者】もしくは、ワークフロー管理を

担う【ワークフロー管理者】が利用するものであり、一般の【ユーザ】は、この【ロール】については、通常利用

するものではないため、【ロール】に誰が属しているなどの情報はわかりません。 

      そのため、一般の【ユーザ】がルート作成を行う当機能では【ロール】を指定することはできません。 

 

＜※2＞ 

【箇所】 「対象者」-「対象者」-【実行時選択】 

【理由】 当機能は、ルート作成を行う【ユーザ】が、ルート上の“ルート作成タスク”となっている箇所の対象者（承認

者）を設定することを目的としています。【実行時選択】機能の場合、直前の対象者（承認者）によって設定

されてしまうため、当機能の目的から外れるため使用することはできません。 

 

＜※3＞ 

【箇所】 「対象者」-「対象者」-【組織】絞込み：ロール 

「対象者」-「対象者」-【パブリックグループ】絞込み：ロール 

【理由】 ＜利用不可 ※1＞の【理由】に解説した通りとなります。【ロール】を指定することはできません。 

 

＜※4＞ 

【箇所】 「対象者」-「対象者」-【所属組織】 

「対象者」-「対象者」-【上位組織】 

【理由】 審議（承認）時に、所属立場の選択にて審議者【ユーザ】が所属する【組織】を選択する場合、複数兼務して

いると選択した【組織】によっては、ルート作成を行う【ユーザ】の想定外となるフロー先へ処理が流れるケー

スが懸念されるため、当機能では、【所属組織】、【上位組織】を指定することはできません。 

      所属立場の選択については、＜2.2.8 「所属組織」の指定＞をご参考ください。 

 

＜※5＞ 

【箇所】 「対象者」-「対象者」-【申請者】 

【理由】 当機能は、ルート作成を行う【ユーザ】が、ルート上の“ルート作成タスク”となっている箇所の対象者（承認

者）を設定することを目的としています。【申請者】機能の場合、単純に申請者を指定する事になり、当機能

では意味のない設定となるため、使用することはできません。 

 

＜※6＞ 

【箇所】 「自動パス」-「自動パス（対象者）」 

【理由】 当機能は、ルート作成を行う【ユーザ】が、ルート上の“ルート作成タスク”となっている箇所の対象者（承認

者）を設定することを目的としています。そのため、プロセス定義の設定時に予め自動パス（対象者）を、“プ

ロセス定義を設定する管理者”によって設定する事が不可能となることから、当機能では指定することはで

きません。 
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2.2.12.2 承認者必須選択タスク 

当機能では、“ルート作成を行う【ユーザ】”が任意の対象者（承認者）を設定することが目的となります。これにとも

ない、途中以降の対象者（承認者）を設定しないことも可能となります。 

次に解説する条件に満たされた場合のみ利用することができます。 

 

■任意設定ができる“ルート作成タスク” 

 

 
Start タスクB タスクCタスクA End

 

 

任意設定が可能となるのは、上図で示す部分となります（同期結合後～「end」までの範囲）。 

※ 【承認者必須選択タスク】設定が有効となるのは、同期タスク結合後の直線ルート上から、「End」上の“ルート

作成タスク”となります。ルート途中に処理タスクが配置されている場合は、設定することはできません。 

※ 【承認者必須選択タスク】設定は、【審議】画面にて利用できる「終了可能（その時点で 終承認とする機能）」

設定とは、別の機能となります。あくまで、“ルート作成を行う【ユーザ】”が対象者（承認者）設定を、“必須で設

定するのか”それとも、“任意で設定するのか”を判別するための機能となります。 

2.2.12.3 “ルート作成”機能に関する注意事項 

当機能では、“ルート作成を行う【ユーザ】”が任意の対象者（承認者）を設定することが 大のメリットとなります。た

だし、当機能を利用するにあたり、仕様上利用できない点などいくつかの制約があります。 

利用できる機能とあわせて次に解説します。 

 

〆【プロセス操作】機能は、通常通り利用できます。（ワークフロー管理者による操作） 

〆【振替】機能は、通常通り利用できます。 

〆【代理】機能は、通常通り利用できます。 

〆【ルート選択】は利用できません。 

〆別途、「IM-ワークフローデザイナー」導入時における【分岐】、【同期】タスクについて、 

  【分岐】、【同期】双方利用可能できます。 利用については下記の制約があります。 

 

【分岐】 

 分岐タスク内では、「必須選択 終タスク」を設定することはできません。 

【同期】 

【同期】によって分かれたルート内で、さらに【同期】設定を行う事はできません。複雑な同期分岐

されたルートにしないための仕様です。ただし、複数に分かれたルート（１同期内で複数分岐する

ルート）を作成する事は可能となります。 

また同期タスク内では、「必須選択 終タスク」を設定することはできません。 
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2.2.13 一時保存 

       ■基本仕様 

起票（申請）画面において、途中までの登録内容を保存し、再度、申請画面を表示した際に、途中内容の情報を呼

び出すことができる（初期表示値として表示されている）機能となります。 

2.2.13.1 保存の対象 

「申請案件名」、「申請コメント」、「添付ファイル」、「ユーザアプリケーションキー項目」が保存の対象となります。 

※ 「所属組織」の選択状態については、保存されません。 

⇒「一時保存」時～再読込み時の間に、該当所属組織情報が変更される可能性があるため、再読込み

時に再度、その時点における「所属組織」を設定する操作となります。 

※ 「根回しメール」関連の内容については、保存されません。 

⇒根回しメール自体が本来の起票自身に必須ではない。また、「一時保存」時と「実際の申請時」の時間

差により設定ユーザが存在しなくなる可能性も考えられるため、「実際の申請時」に改めて根回しメー

ル設定を行う操作となります。 

2.2.13.2 一次保存のキーと保存範囲 

プロセス定義 CD+バージョン CD+（ログインユーザの）ユーザ CD をキーとした一世代のみの管理となります。 

⇒一時保存の重複が発生する場合、前回分の内容については破棄され、今回一時保存分が上書きされます。 

前回保存分に保存内容が存在し、今回保存分に存在しない項目についても、今回保存分が優先され、前回保存分 

は破棄されます。（一時保存を行った時点の内容が保存対象となります） 

♪前回保存分が存在する場合は、確認ダイアログを表示します。 

「前回行った一時保存した情報が破棄されます。よろしいですか？」 

⇒一時保存されたデータは、起票（申請）画面表示時にプロセス定義 CD+バージョン CD+（ログインユーザの）ユーザ

CD をキーとして、マッチしたものがあれば、その一時保存内容を初期表示値として表示させます。 

当機能に関しては、特別なユーザ操作はありません。（一時保存用の画面やオペレーションは発生しません。） 

⇒【代理】機能利用時においては、本人処理分、代理依頼処理分の２つが重複する可能性がありますが、あくまで;起票

（申請）者本人が処理を行った内容を一時保存する機能となります。 

※ 本人処理分、代理依頼処理分で保存対象は同じとなります。ご注意ください。 

 

              
＜起票（一覧）画面＞               ＜起票（申請）画面＞ 

 

■「起票指定日」に関する注意事項 

「起票指定日を取得するための期間を特定するための日付（例：去年の組織情報を利用する）」については、一時保

存対象とはなりません。 

（理由）プロセス定義 CD+履歴 CD+（ログインユーザの）ユーザ CD をキーとして一時保存としており、同一プロセス

定義、同一バージョン内であっても、起票指定日の指定範囲が広範囲になる可能性があり、別案件によって

この起票指定日が相違している場合、関係のない起票指定日が渡されたりする運用上の問題を回避するた

めとなります。 

①案件を選択 

 

②一時保存後、画面遷移
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2.2.14 添付ファイル 

■基本仕様 

プロセス種別【ドキュメントワークフロー】/【申請者／承認者ルート作成ワークフロー】の添付ファイル機能について、起票

時に案件に対して添付ファイルを紐付けることができます。「添付ファイル」登録画面において、登録された添付ファイル

が、実際の起票処理が行われる直前までの保管状態を、次に解説します。 

プロセス種別【ビジネスプロセスワークフロー】についても、当動作仕様に準じワークフローAPI を利用することで、同等に

利用することが可能となります。 

2.2.14.1 起票が行われるまでに保管される一時保存場所 

添付ファイルの登録は、起票が行われる直前に行われます。ワークフローでは起票処理の前後で添付ファイルの 

保管場所が異なります。次のパスは、起票が行われる直前の登録された添付ファイルが保管される場所となります。 

%StorageService%/storage/bpw/attach/temporary/ 

“ ログイングループ ID”/”起票実行者のユーザ CD（代理起票時には代理人のユーザ CD）”/ 

“ プロセス定義 CD（process_def_cd）”/”履歴 CD（version_cd）”） / 

“仮プロセス CD（システムで取得する一意なコード）”ディレクトリ 

2.2.14.2 添付ファイルを一時保管フォルダに保管する動作仕様 

添付ファイルは、システムの相違するＯＳ（マルチプラットフォーム）上に保管されることを考慮し、起票画面より登録さ

れた添付ファイルのファイル名は、ＩＤ（半角英数字）化されます。実際に StorageService 上に保管する際、半角英数字

のみの（20bytes 以内）ファイル名に変換し、ＩＤ化したファイル名と、実際のファイル名を紐付けるための、インデックス

ファイルが自動的に作成されます。 

登録された添付ファイルを管理するインデックスファイルは拡張子なしとなっており、フォーマットは次の通りです。 

 

ＩＤ実ファイル名 (データの間はタブ区切り、レコードの区切りは改行) 

 

添付ファイル登録時の動作について、次に例を挙げて解説します。 

 

【前提条件】 

ログイングループ ＝ 「default」、 ユーザ＝「aoyagi」、プロセス定義 CD ＝ 「4」、 

履歴 CD ＝ 「2」、仮プロセス CD＝「5h8fx8jgxnb79r8」 

保存ファイル 添付１.txt、添付２.xls 

 

【添付ファイル登録後のフォルダ、ファイルの状態】 

上記のファイルは、次のフォルダに保管されます。 

%StorageService%/storage/ bpw/attach/temporary/ 

default/aoyagi/4/2/5h8fx8jgxnb79r8 フォルダ 

├─ 5h8fx8jgxnb79r8  (インデックスファイル) 

├─ 5h8fx8jid787ir8   (添付１.txt) 

└─ 5h8fx8jiqu47mr8  (添付２.xls) 

インデックスファイル(5h8fx8jgxnb79r8)の中身 

5h8fx8jid787ir8 添付１.txt 

5h8fx8jiqu47mr8 添付２.xls 
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2.2.14.3 起票後に保管される保存場所 

次のパスは、＜2.2.14.1 起票が行われるまでに保管される一時保存場所＞に登録された添付ファイルが、起票処理

後に正規の保管場所として移動する先のパスとなります。 

%StorageService%/storage/bpw/attach/commit/ 

“ログイングループ ID”/”プロセス定義 CD（process_def_cd）”/ 

“履歴 CD（version_cd）” /”プロセス CD（process_cd）” 

 

起票処理が正常に終了すると添付したファイルは、 

%StorageService%/storage/bpw/attach/commit フォルダ以下に移動します。 

（～temporary にある該当ファイル、フォルダは削除されます） 

⇒起票処理後、仮プロセス CD は登録プロセスのプロセス CD に変更されます。 

⇒インデックスファイルのファイル名は、プロセス CD に変更されます。 

ファイルの内容については同一となります。 

 

起票処理時の動作について、次の例を挙げて解説します。 

 

【前提条件】 

ログイングループ ＝ 「default」、 プロセス定義 CD ＝ 「4」、 履歴 CD ＝ 「2」、 

プロセス CD ＝ 「00000000000000000012」 

保存ファイル 添付１.txt、添付２.xls 

 

【添付ファイル登録後のフォルダ、ファイルの状態】 

上記のようなファイルは、以下のフォルダに保管されます。 

%StorageService%ルート/storage/bpw/attach/commit/default 

/4/2/00000000000000000012 フォルダ 

├─ 00000000000000000012 (インデックスファイル) 

├─ 5h8fx8jid787ir8 (添付１.txt) 

└─ 5h8fx8jiqu47mr8 (添付２.xls) 

2.2.14.4 登録保存先の設定変更 

添付ファイルの保管フォルダは、次の設定ファイルにて変更可能です。 

 %ResouceService%/pages/platform/src/bpw/bpw.ini 詳細については、 

＜3.2.1.4 添付ファイル保存パス関連設定（設定変更可能）＞ をご参考ください。 
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2.2.15 プロセス操作 

■基本仕様 

プロセス操作とは、ワークフロー管理者による強制的なフローの操作となります。 

操作が許されるのは、下図で示す“プロセス操作が可能な許容範囲”として指定された範囲内となります。また、プロセス操

作とは、Start 側からフローされた流れを逆戻りさせる（例：【ユーザ D】のタスクから【ユーザ B】のタスクへ移動させる）のを目

的として用意された機能となります。これは通常の差戻し機能とは異なり、【ユーザ B】のタスクから【ユーザ D】のタスクまで

の処理データは削除されます。 

 

【 】 ユーザA 【 】 ユーザB 【 】 ユーザC 【 】 ユーザD 

プロセス操作が可能な許容範囲
　　起票タスクは
　　フローの始まりのため
　　操作できません

申請 １承認 ２承認 ３承認 

【 前処理者の
】　　　　　　　　　所属組織 

【 前処理者の
】　　　　　　　　　上位組織 

【 前処理者の
】　　　　　　　　　上位組織  

 

プロセス操作先として可能なタスクは、起票タスク、サブプロセスなどを除いた処理タスクが対象となります。 

• プロセス操作が可能な例 

現在の
承認待ち

 
現在の承認待ちである【第２承認者】から直前の【第１承認者】に対して、プロセス操作を行う事ができます。 

• プロセス操作できない例（起票者／申請者へのプロセス操作はできません） 

現在の
承認待ち

 
起票者／申請者はフローの開始地点となるため、このタスクに対してのプロセス操作を行う事はできません。 
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■プロセス操作後の承認候補の決定（プロセス操作先のタスク） 

プロセス操作後は、元々該当タスクの承認を行った【ユーザ】のみとなります。 

例えば、第１承認者が【組織】が設定されており、 

該当タスク（第１承認者）を、その【組織】に所属している【ユーザ A】が承認を行い、その後、該当タスク（第１承認者）に 

プロセス操作された場合、【組織】に所属している【ユーザ】が再度、承認候補とはならず、元々、承認を行った 

【ユーザ A】 のみが、承認候補となります。 

プロセス操作後のフロー情報表示上では、【組織】が承認候補として表示されますが、これはタスク設定上の設定名称を 

表示しているのみとなります。 

 

プロセス操作後

プロセス操作前

プロセス操作前
現在の

承認待ち

現在の
承認待ち

現在の
承認待ち

【第２承認者】から【第１承認者】へ
プロセス操作を行う

「【ユーザ】青柳辰巳」が
【第１承認者】の承認者となる。

フロー表示上の承認候補者名は、
【サンプル課11」のタスク設定上の名称が
表示されるが実際に処理ができるのは、
「【ユーザ】青柳辰巳」のみとなる。

 

■プロセス操作後の承認候補の決定（プロセス操作先のタスクと End 側間のタスク） 

プロセス操作先のタスク自身は、前述の通り、承認候補は元々承認者となりますが、プロセス操作先のタスクと End 間の

フロー上のタスクでは、承認を行う承認者の所属立場が変更されて再承認されるなどの変更がともなう事から、元々の

承認内容はリセットされます。つまり、もう一度、分岐、ルート選択を決定する必要があります。 

現在の
承認待ち

プロセス操作後に、
【ルート選択承認者】が再度承認を行う場
合、ルート選択先は、「ルートA」「ルートB」
のどちらとも選択できます。

【ルートB：第２承認者】から【第１承認者】へ
プロセス操作を行う
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■プロセス操作できない基本条件① 

現在承認待ちのタスクから End 間のタスクに対して、移動（プロセス操作）する事はできません。 

この場合、次のエラーメッセージが表示されます。 

 

該当タスクに移動できません。 

 

指定されたタスクは、実行主体情報が存在しないか、実行時選択ユーザが設定されています。 

この状態の場合、このタスクに処理を移動することはできません。 

 

■プロセス操作が Start 側のみの操作に限定される（End 側への操作=フローのスキップができない）理由 

【ユーザ A】が初回の申請を行い、【ユーザ B】が処理待ちとなっている状態から、【ユーザ D】のタスクへプロセス操作

する事はできません。なぜなら【ユーザ B】、【ユーザ C】のタスク処理者は、どの所属立場で（作為的な）承認処理を行

うのかを判断できないためです。 

⇒承認する所属立場によって、その後に流れるフローの状態にも影響する可能性を考慮 

このため、プロセス操作では、Start 側の承認したタスクに対しての操作のみ可能となります。 

 

■プロセス操作ができない例 
現在の

承認待ち

 
現在の承認待ち【第 1 承認者】から、次の【第２承認者】や【第３承認者】へのプロセス操作はできません。 
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■プロセス操作できない基本条件② 

もう片方の“待ち”の状態のタスクへのプロセス操作は行えません。 

この場合、次のエラーメッセージが表示されます。 

 

この処理を行う事はできません。 

 

指定されたタスクは、既に処理待ちの状態となっています。 

この状態の場合、該当処理を行う事はできません。 

該当画面の再表示等を行って 新の情報を確認後、必要に応じて処理を行ってください。 

 

■プロセス操作ができない理由 

次に解説する「プロセス操作ができない例②」のように、プロセス操作先が“承認待ち”となっているような場合、 

「操作元」から「操作先」へのプロセス操作を行うことは、想定外の操作となります。 

ワークフロールートを逸脱してしまう操作となるためです。 

 

・プロセス操作ができない例② 

現在の
承認待ち

現在の
承認待ち

 

 

プロセス操作先の【ルート B：第２承認者】が、“承認待ち”となっているような場合、【ルート A：第３承認者】から【ルート B：

第２承認者】へのプロセス操作を行うことはできません。 
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■プロセス操作の処理範囲 

プロセス操作が行われた元地点から操作先の地点までの処理データは削除されます。 

次のような操作が行われた場合、処理データが残る場合がありますので注意が必要です。 

次のように「申請者」タスク以降がすべて【実行時選択】として設定されているルートの場合において、 

 
次の手順にて操作を行います。 

【手順 1】 「申請者」タスクにて申請を行う。「第１承認者」の対象者は、【青柳辰己】を選択。 

【手順 2】 「第 1 承認者」タスクにて【青柳辰己】が承認を行う。「第 2 承認者」の対象者は、【青柳辰己】を選択。 

【手順 3】 「第 2 承認者」タスクにて【青柳辰己】が承認を行う。「第 3 承認者」の対象者は、【青柳辰己】を選択。 

 

■「第 3 承認者」による「差戻し」⇒「プロセス操作」の場合 

【手順 4】 「第 3 承認者」タスクにて【青柳辰己】が直前の承認者へ差戻しを行う。 

【手順 5】 ワークフロー管理者にて、この案件を「第 2 承認者」から「第１承認者」へプロセス操作を行う。 

 

 

 

この後再承認を進めると、「第２承認者」が再承認を進める場合、 

「第３承認者」タスクの処理者（実行時ユーザ）を再指定する操作を行う必要があります。 

■「第 2 承認者」による「引戻し」⇒「プロセス操作」の場合 

【手順 4】 「第 2 承認者」タスクにて【青柳辰己】が「第 3 承認者」タスクから引戻しを行う。 

【手順 5】 ワークフロー管理者にて、この案件を「第 2 承認者」から「第１承認者」へプロセス操作を行う。 

 

 

この後再承認を進めると、「第１承認者」、「第２承認者」が再承認を進める場合、次の候補者（実行時ユーザ）を指定する

操作をもう一度行う必要があります。 
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■分岐／ルート選択へのプロセス操作 

分岐／ルート選択で選択したフロー上のみにプロセス操作が行えます。 

ただし、選択外のルートへはプロセス操作を行う事はできません。この場合次のようなエラーメッセージが表示されます。 

 

該当タスクに移動できません。 

 

指定されたタスクは、実行主体情報が存在しないか、実行時選択ユーザが設定されています。 

この状態の場合、このタスクに処理を移動することはできません。 

 

プロセス操作前

プロセス操作後

現在の
承認待ち

同期内の”プロセス操作”の操作先は
このルート上のタスクのみとなる

もともと選択対象外のルートのため、
”プロセス操作”の対象外となる

現在の
承認待ち

プロセス操作後も
処理対象外のままとなる

 
■同期外から同期内へのプロセス操作 

同期外から同期内に対してプロセス操作を行う場合、操作先のタスク上のルートのみが、再フロー可能となります。 

それ以外の同期内のルートは、フローが完了した状態のままとなり、プロセス操作を行っても再度処理を行いません。 

 

現在の
承認待ち

現在の
承認待ち

操作対象でない”同期内のもう一方のルート”
は完了のままとなる。

操作後は、操作先のタスクが承認待ちの状態となる。

同期内のルートどちらか
同期内の単一ルートのみが
プロセス操作先の対象となる。プロセス操作前

プロセス操作後
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☆参考☆ 

■プロセス操作以前の操作履歴を取得する方法 

※フロー上の処理データは削除されますが、履歴情報としては保持されているため、次の API を利用する事で 

該当データを取得する事が可能となります。 

 

■JavaEE 開発モデル 

jp.co.intra_mart.foundation.wkf クラス Process # getProcessHistory() メソッド 

■スクリプト開発モデル 

WkfProcess オブジェクト # getProcessHistory() メソッド 
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2.2.16 履歴管理 

2.2.16.1 標準機能を用いた履歴管理 

■基本仕様 

一覧表示項目の設定にて「履歴」項目の表示設定を行うことで、一覧に表示されている案件の履歴情報を参照す

ることが可能となります。 

 

■一覧での「履歴」表示設定 

  以下の手順にしたがって「履歴」項目の表示設定を行います。 

1. ワークフロー＞マスタメンテナンス＞一覧表示項目にて「履歴」を表示したい一覧を選択 

 

 

2. 表示項目パターン登録画面で「表示一覧」に“履歴”を追加して更新 

 
 

3. 履歴情報画面の表示 

 
 

 

 

■履歴表示項目 

項目名  

案件番号 案件番号が表示されます。 

案件名 案件名が表示されます。 

No レコード No が表示されます。 
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プロセス定義 プロセス定義名が表示されます。 

処理名 処理名が表示されます。 

処理者 処理を行ったユーザ名が表示されます。 

代理依頼元 代理設定されている場合に代理元が表示されます。 

所属情報 処理者の所属組織名が表示されます。 

※ 代理設定されている場合には、代理元の所属組織が表示されます。 

結果 処理結果が表示されます。 

処理日 処理を行った日付（yyyy/MM/dd）が表示されます。 

コメント 処理時のコメントが表示されます。 

2.2.16.2 APIによる履歴情報の取得 

■基本仕様 

処理（起票（申請）、承認、差戻しなど）した情報を履歴情報として、ワークフローAPIにより取得することが可能とな

ります。履歴情報として反映される処理は次の通りです。 

→処理タスク（通常処理）ならびに、自動パス時の場合となります。 

（ 申請 / 再申請 / 承認 / 申請者に差戻し / 承認者に差戻し / 引戻し / 保留 / 自動パス  

/ 振替 / プロセス操作 ） 

 

申請・承認処理などの処理結果が履歴としてすべて消されずに保存されます。これは、内部統制の強化にもつな

がっており、内部統制強化＝（イコール）履歴情報が重要であるという認識による仕様となります。 

案件が削除された場合、この履歴管理上のデータは削除されずに残ります。 

 

■履歴情報を取得する方法 

次は、履歴情報が取得することができるワークフローAPI となります。 

 

■JavaEE 開発モデル 

 案件関連の API 

案件関連の情報取得などに使用されるクラスです。 

jp.co.intra_mart.foundation.wkf クラス Process 

⇒案件の処理履歴を取得します。 

getProcessHistory() メソッド 

 

■スクリプト開発モデル 

案件関連の API 

案件関連の情報取得などに使用されるオブジェクトです。

 WkfProcess オブジェクト 

 ⇒案件の処理履歴を取得します。 

 getProcessHistory() メソッド 

 

各案件毎の処理結果履歴をワークフローAPI にて取得した場合、その当時処理した時点のアプリケーション共通

マスタのデータを、ワークフロー側の DB テーブルで保管し、その後者のデータを、ワークフローAPI の結果として

返却します。 

これにより、その当時以降に、アプリケーション共通マスタ（【ユーザ】、【組織】、【パブリックグループ】のデータ）側

で、該当データの名称等の変更を行ったとしても、変更後の内容は、ワークフロー側では反映されていません。
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2.2.17 振替 

■基本仕様 

振替とは、処理権限を持つ【ユーザ】から、同じカテゴリ処理権限を持つ任意の【ユーザ】に対して、完全な処理権限の

委譲を行う操作となります。 

対象的に「代理」機能とは、処理権限はあくまで代理元のままであり、処理を行う代理先は、“処理の代行者”だけの 

役割を指します。 

  

処理権限として、【ユーザ】、【実行時選択（ユーザ、組織）】、【組織】、【ロール】、【パブリックグループ】、【前処理者の

所属組織】、【前処理者の上位組織】が処理権限をもつ対象者として設定されている場合に、「振替」が利用できます。 

この時、【組織】、【ロール】等の複数人の処理権限が存在する場合、その中の１ユーザが振替を行っても、振替えられ

たユーザが処理を行うまでは、振替元の元々のユーザについても、処理が行えます。 

また、「振替」→「振替」といったような操作も可能です。 

１ 【 】 、承認候補の 人の ユーザB が 
【 】 「 」 。 ユーザE へ 振替 を行う 

【 】 ユーザA 

【 】 、 組織A には 
【 】、【 】、【 】 ユーザB   ユーザC   ユーザD 

、 。が所属し このユーザらが処理対象者となる 

【 】 組織A 上位組織

【 】 ユーザD 

２第 承認１第 承認申請者

   

振替処理が行われた時の「第１承認」の承認候補は、振替られた【ユーザ E】と、【組織 A】に所属する残りの 

【ユーザ C】、【ユーザ D】となります。【ユーザ B】のこの案件に対する処理権限は無くなります。 

 

■「振替」された【ユーザ】が行った処理後のフロー上の挙動 

振替されたユーザが処理を行った後に、次の処理者が「差戻し」を行った場合、申請者によって「再申請」が行われ、再

び、処理が戻ってきます。この時、振替元【ユーザ】の【未処理】一覧画面に処理を行うよう該当の案件が表示されます。

振替先の【ユーザ】には該当の案件については戻りません。 

 

■【フロー情報】画面における「振替」された情報の表示されるタイミング 

「振替」が行われ、かつ振替された【ユーザ】が処理を行った状態  ⇒ 振替され、かつ処理を行った【ユーザ】 

「振替」が行われ、振替された【ユーザ】が未だ処理を行っていない状態 ⇒ 振替前の元々の承認候補者 

   が各々表示されます。 

 

■代理された案件の「振替」はできません。 

代理依頼されている案件を「振替」する事はできません。代理先の候補者は、代理元の処理の代行をしているだけで

あり、処理権限は持ちません。（処理権限はあくまで代理元になる）したがい、代理先による代理依頼されている案件の

振替はできません。 

このため、[ワークフロー]-[代理]-[未処理]画面内の一覧リスト上には、（振替画面へ遷移する）「振替」アイコンは存在し

ません。 

■「振替」時における後処理プログラム 

振替が行われたタイミングでは、後処理プログラムは実行されません。後処理プログラムとは、処理が流れた場合に実

行される仕様となります。この場合（振替）では、処理候補者が変更されるだけであり、フローは移動しないため、後処理

プログラムは実行されません。 
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■同一案件を、同一【ユーザ】に対して再振替を行う事はできません。 

〆パターン A 

【 】 ユーザA 【 】 ユーザB 【 】 ユーザA 

々元 の処理者

【 】 ユーザB 
OK OK NG

 
⇒【ユーザ A】から【ユーザ B】へ再振替しようとしているため NG となります。 

〆パターン B 

【 】 ユーザA 【 】 ユーザB 【 】 ユーザA 

々元 の処理者

【 】 ユーザC 
OK OK OK

 
⇒別【ユーザ】へ振替されているので振替は可能となります。
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2.2.18 参照 

■基本仕様 

【参照】画面にて表示される案件は、管理者によってルート設定時に「参照者」として設定された場合に、起票者

からのフローがスタート、該当タスクに到達した時点より表示されます。 

また、各タスクに参照者設定を行いますが、この時に設定する【ユーザ】、【組織】については、対象者とは違い、

カテゴリの処理権限【ロール】を保持している必要はありません。 

 

【 】 、ここで 参照者 設定として 
ユーザAを設定する

【 】 参照者 設定なし 【 】 参照者 設定なし 【 】 参照者 設定なし
【 】 ルート設定 

【 】 参照一覧 

①【 】  起票者 が起票を
　　行った時点

②【 １ 】  第 承認者 が
　　処理を行った時点

③【 ２ 】  第 承認者 が
　　処理を行った時点

④【 ③ 】  第 承認者 が
　　処理を行った時点

対象データが
表示されない

対象データが
表示される

対象データが
表示される

対象データが
表示される

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【参照】画面では、参照設定がされているタスクがアクティブになった状態から参照権限が付与される仕組みとなり、

該当一覧画面にて、対象となる案件が表示されます。 

また、この表示される案件は、該当タスク以降へ処理が流れても、参照する事が可能となります。 

案件がすべてのフローを終了しても、完了ステータス状態のままで参照表示されます。

【第１承認者】が処理（承認）を行った時点で、 

【第２承認者】が処理（承認）する事が可能と 

なります。 

これにともない、【第２承認者】の参照者として

設定されている該当ユーザの【参照】案件一覧

画面に対しても該当案件が表示されます。 
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2.2.19 自動パス 

■基本仕様 

 自動パスには、以下の２種類が存在します。 

 ・ 自動パス（バッチ） 

   処理（承認）されない案件に対して、管理者によって設定された任意の時間に処理が行われ、 

次の処理（承認）者へ処理が流れます。 

  

・ 自動パス（対象者） 

   前処理者と現処理者が同一ユーザである場合に前処理時点にて、自動的に現処理についても 

処理（承認）させ、次の処理（承認）者へ処理が流れます。 

2.2.19.1 自動パス（バッチ） 

2.2.19.1.1 機能詳細 

承認期限が過ぎたプロセス（案件）を自動的にパス（自動承認）します。この機能はバッチプログラムを利用 

しています。また、設定画面上（管理者による【プロセスマスタメンテナンス】画面内→【Applet】画面）では、[自動パス

期日]で案件が到達してから何日後にパスするかのみを設定します。 

※[自動パス対象者]側の設定は必要ありません。 

自動パスのバッチ処理プログラムは、「システム管理者」によって初期構築を行ったグループ環境があれば、 

【バッチ設定】画面に登録済みとなっております。※初期状態では「無効」となっております。 

自動パスされると、パスされた承認者にはその旨を通知するメールが送信され、申請情報は次の承認者へ送られます。 

ただし、自動的にパスされるのは、承認者が決定しているタスクのみで、組織を指定している場合にはパスすることは

できません。 

 

自動パスバッチ処理の詳細については＜付録G バッチ処理＞、＜G.1.1 自動パス＞をご参考ください。 

2.2.19.1.2 自動パス（バッチ）機能での注意点 

■処理対象者が組織（前処理者の所属組織等含む）の場合、所属するユーザがただ 1 人になる場合にだけ自 

動パスが適用されます（本人以外にも処理候補者が複数存在するため、システムでのパスは行いません）。 

代理が適用されている場合、【代理元本人処理可能】（代理元も代理先も処理ができる状態）時であっても、代理先 

対象者がただ１人に限定されていなければ自動パスはされません。 

⇒自動パスされる場合は、代理元が自動パスの承認者となります。 

■自動パス（バッチ）機能が有効とならない場合もあります。 

A 該当タスクの次のタスク処理者が、“実行時選択”の場合 次の対象者を選択する事ができない 

B 該当タスク処理者の処理権限が外れた場合 権限がないため処理（自動パス）できない 

C 該当タスクの次のタスク処理者が、“所属組織/上位組織”

であり、かつ組織内に所属メンバーが存在しない場合 

次タスクの処理者が存在しないため、フロ

ーを進める事ができない 

 

■この機能によって自動パスされた案件に対しても、通常の承認処理同様、引戻しや次承認者による差戻しが可能で

す。 
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2.2.19.1.3 自動パス（バッチ）が適用される判定基準 

自動パス（バッチ）によってパス対象となる判断基準については、以下を例に解説します。 

（例） 

• 前提条件（ルート設定） 

【第１承認者】の処理期限を、「4」日に設定します。 

【バッチ起動日時】の「実行時間」を、「毎日」、「0」時、「0」分に設定します。 

• シナリオ 

申請日：2005/11/10 16：00：00 → 処理期限 は「4」日後の 2005/11/14 23：59：59 以降 となる。 

 

 

 

 

 

 

「処理期限」を超過した場合には、2005/11/14 23：59：59 を過ぎた時点が自動パス対象として判定されます。 

 

■（自動パス）バッチ起動 

自動パス（バッチ）の判定基準としては以下のようになっており、 

到達日付（2005/11/10） + 処理期限（「4」日） ＜ （バッチ起動日時） となります。 

バッチ起動日時 条件式 結果 

2005/11/13 00：00：00 → （2005/11/14 23：59：59） ＜ （2005/11/13 00：00：00） [＞]のため、パスされない

2005/11/14 00：00：00 → （2005/11/14 23：59：59） ＜ （2005/11/14 00：00：00） [＝]のため、パスされない

2005/11/15 00：00：00 → （2005/11/14 23：59：59） ＜ （2005/11/15 00：00：00） [＜]のため、パスされる 

2.2.19.2 自動パス（対象者） 

2.2.19.2.1 機能詳細 

起票（申請）・処理（承認）を行ったユーザによって、次の処理タスクに対しても、自身が処理候補者として設定され 

ている場合に、即時に自動パスする機能となります。先頭タスクの場合、この[自動パス]タブの設定は使用しません。

あらかじめ指定しておいた処理者（対象者）が前のタスクを処理した場合、このタスクを自動パスするものです。対象

者には、ユーザと組織（絞込み設定も可能）が指定できます。 

※[自動パス期日]側の設定は必要ありません。 

2.2.19.2.2 自動パス（対象者）機能での注意点 

1. 起票タスクに対しては、自動パス設定を行うことはできません。処理タスクに対して設定を行ってくださ 

い（ただし、サブプロセスとして利用するプロセスについては起票タスクに設定が行えます）。 

2. 自動パスされたケースに限り、自動パスされた対象者への【直前の承認者への差戻し】または、自動パスした元へ

の【引戻し】を行う事が可能となります。（通常の処理者によって処理された場合には、その先へフローした状態か

ら【直前の承認者への差戻し】もしくは、【引戻し】を行う事はできない仕様となっております）。 

3. 代理設定が有効となっているタスクは対象外となります。

申請時点にて、次の処理者である 

「第１承認者」の処理期限が決定される 処理期限の猶予は、「2005/11/14」中と 

なるため、第１承認者の処理猶予は、 

2005/11/14 23：59：59 までとなり、 

自動パスは 2005/11/15 00：00：00 以降が条件となる
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2.2.20 自動催促 

■基本仕様 

自動催促とは、処理期限が設定されている場合において、同日の設定日付から催促メールを該当者に対して 

メール通知を行う機能となります。 

2.2.20.1 機能詳細 

処理（承認者）への自動催促メールを送信するかどうかを設定します。また、承認期限の何日前に送信する 

かを設定します。（この自動催促はバッチプログラムにより実現されます。） 

バッチプログラム「ワークフロー自動催促」の設定が必要です。 

先頭タスクの場合、既に起票・処理されているため、この[自動催促]機能は利用できません。 

自動催促のバッチ処理プログラムは、「システム管理者」によって初期構築を行ったグループ環境であれば、 

【バッチ設定】画面に登録済みとなっております。※初期状態では「無効」となっております。 

 

自動催促バッチ処理の詳細については＜付録G バッチ処理＞、＜G.1.1 自動催促＞をご参考ください。 

2.2.20.2 自動催促機能での注意点 

1.【自動催促】を利用するには、「処理期限」を設定する必要があります。設定タブ内の設定の他、【自動パス】タブ内の

「自動パス期日」の日数設定を必ず行ってください。 

2.【自動パス】タブ内の「自動パス期日」設定を行っても、「自動パス（バッチ）」のバッチプログラム起動設定 

が行わなければ、「自動パス（バッチ）」機能は動作しません。 

3.以下、自動催促機能が有効とならない場合があります。 

 

A 

該当タスクが“待ち”以外、“保留”の場合 “待ち”状態のものだけが自動催促の対象で

あり、かつ“保留”されているものについては、

当機能の対象外となります 

B 

設定ファイルにて、メール送信不可となっている場合 

＜2.2.21 メール＞参考 

バッチ起動設定を行っていても、自動催促メ

ール自体のメール送信が不可設定になって

いると、機能自体が無効となります。 
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2.2.20.3 自動催促が適用される判定基準 

自動催促によって催促対象となる判断基準については、以下を例に解説します。 

例） 

• 前提条件（ルート設定） 

【第１承認者】の処理期限を、「4」日に設定します。 

【催促猶予日数】を処理期限（4 日）から、「2」日に設定します。 

【バッチ起動日時】の「実行時間」を、「毎日」、「0」時、「0」分に設定します。 

• シナリオ 

申請日：2005/11/10 16：00：00 → 第１承認者の処理期限 は「4」日後の 2005/11/14 となる。 

この時点で、自動催促がスタートするのは、2005/11/12 となる。 

 

 

 

 

 

 

「処理期限」を超過した場合でも、該当承認者が承認されるまで自動催促は続きます。 

 

■（自動パス）バッチ起動 

自動パス（バッチ）の判定基準としては以下のようになっており、 

処理期限（=猶予）（「4」日= 「2005/11/14」） ‐ 催促猶予日数（「2」日） ≦ （バッチ起動日時）となります。 

バッチ起動日時 条件式 結果 

2005/11/11 → （2005/11/12） ≦ （2005/11/11） [＞]のため、催促されない 

2005/11/12 → （2005/11/12） ≦ （2005/11/12） [＝]のため、催促される 

2005/11/13 → （2005/11/12） ≦ （2005/11/13） [＜]のため、催促される 

2005/11/14 → （2005/11/12） ≦ （2005/11/14） [＜]のため、催促される 

2005/11/15 → （2005/11/12） ≦ （2005/11/15） [＜]のため、催促される 

・ ・ ・ 

 

申請時点にて、次の処理者である 

「第１承認者」の処理期限が決定される 

自動催促は、処理期限日から何日前から行うかという 

判定となるため、処理期限日の 2005/11/14 の 

催促猶予日数の「2」日前である 2005/11/12 となります。 

処理期限を超過しているが、 

該当処理が行われるまで、自動催促は

実行されます。
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2.2.21 メール 

■基本仕様 

標準で実装されているシステム一意のテンプレートファイルを利用したメール機能となります。 

メール送信される対象となるのは、 

【申請】、【再申請】、【引戻し】、【承認】、【否認】、【申請者に差戻し】、【承認者に差戻し】、【振替】、【代理設定】、

【バッチ自動パス】、【対象者自動パス】、【自動催促】、【根回し】、【取り止め（差戻し時のみ）】、【代理元通知】 が

行われた場合となります。 

このメール機能では、システム一意の設定可否により、ワークフロー内すべての処理毎のメール送信可否を行う 

ことが可能となります。 

テンプレートメールでは、システム一意の設定となります。つまり一箇所の設定によって、ワークフロー内すべての 

処理毎のメール送信可否を行うことが可能となります。 

設定可否の設定は、次の設定ファイルが対象となります。 

％ApplicasionRuntime％/doc/imart/WEB-INF/classes/ 

jp/co/intra_mart/foundation/bpw/config/BPWCore.properties 

詳細については、＜3.1 BPWCore.properties＞、＜3.1.1.1 テンプレートメール（設定変更可能）＞を 

ご参考ください。 

2.2.21.1 各メールの送信先 

各処理毎で送信されるメールについて、次のルート、組織体系において例を挙げて解説します。 

 

【前提条件】 

次のような組織と所属ユーザの構成で、ワークフローを設定した場合の前提条件とします。 

(1) ＜＜ユーザと組織の関係図＞＞ 

サンプル部門
０１

サンプル部門
０２

サンプル課
１２

サンプル課
１１

サンプル課
２２

サンプル課
２１

サンプル会社 ・・・・・・・・・

・・・・・・ ・・・・・・

・・・・

・・・・

・・・・

・・・・

原田浩二（社長）

円山益男（部長）
 片山聡（課長）

  吉川一哉

青柳辰巳
  林政義
  片山聡

大磯博文
  寺田雅彦
  吉川一哉

 萩本順子
  生田一哉
  円山益男
  関根千香
  上田辰男

  原田浩二
  寺田雅彦
  吉川一哉

  青柳辰巳
林政義

  片山聡
  大磯博文
  寺田雅彦
  吉川一哉

  萩本順子
生田一哉

  円山益男
  関根千香
  上田辰男

サンプル課
２３ ・・・・

  原田浩二

 
(2) ＜＜ルート設定＞＞ 

カテゴリ     『グループ A』 

プロセス定義  『旅費申請ワークフロー』 

バージョン    2000 年～2006 年まで１年毎に、計６つのバージョンにて構成 

（ルート定義内容はすべて同じ） 
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2.2.21.1.1 起票（申請）者操作によるメール 

起票（申請）を行う【ユーザ】における処理イベントについて解説します。 

【メール名（送信先置換文字列）】 申請メール 

（To：%om「次の承認者」、From：%am「申請者」） 

【手順】 【組織】サンプル課１１ に所属する【青柳辰巳】が申請を行う。 

 

 

 

【メール名（送信先置換文字列）】 引戻しメール 

（To：%fm「引戻し時の次の承認者」、From：%um「現在の処理者」） 

【手順】 【組織】サンプル課１１ に所属する【青柳辰巳】が申請を行った後、引戻しを行う。 

 

 

 

【メール名（送信先置換文字列）】 根回しメール 

（To：%ｎm「根回し先のユーザ」、From：%um「現在の処理者」） 

【手順】 【組織】サンプル課１１ に所属する【青柳辰巳】が申請時に根回し設定を行う。 
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【メール名（送信先置換文字列）】 引戻し後の再申請メール 

（To：%om「次の承認者」、From：%am「申請者」） 

【手順】 【組織】サンプル課１１ に所属する【青柳辰巳】が申請、引戻しを行った後、再申請を行う。 

 

 

 

【メール名（送信先置換文字列）】 差戻し後の再申請メール 

（To：%om「次の承認者」、From：%am「申請者」） 

【手順】 【組織】サンプル課１１ に所属する【青柳辰巳】が申請し、 

第１承認者である【組織】サンプル部門０１ に所属する【円山益男】が承認を行った案件を、 

第２承認者である【組織】サンプル会社に所属する【原田浩二】により、 

差戻しされた案件で再申請を行う。 

 

 

   

【メール名（送信先置換文字列）】 引戻し後の取り止めメール 

（To：%fm「引戻し時の次の承認者」、From：%um「現在の処理者」） 

【手順】 【組織】サンプル課１１ に所属する【青柳辰巳】が申請、引戻しを行った後、取り止めを行う。 
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【メール名（送信先置換文字列）】 差戻し後の取り止め 

（To：%fm「引戻し時の次の承認者」、From：%um「現在の処理者」） 

【手順】 【組織】サンプル課１１ に所属する【青柳辰巳】が申請を行った案件を、 

第１承認者である【組織】サンプル部門０１ に所属する【円山益男】により、 

差戻しされた案件で取り止めを行う。 

 

 

2.2.21.1.2 審議者操作によるメール 

審議を行う【ユーザ】における処理イベントについて解説します。 

【メール名（送信先置換文字列）】 承認依頼メール 

（To：%om「次の承認者」、From：%am「申請者」） 

【手順】 【組織】サンプル課１１ に所属する【青柳辰巳】が申請を行った案件を、 

第１承認者である【組織】サンプル部門０１ に所属する【円山益男】が承認を行う。 
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【メール名（送信先置換文字列）】 終承認時の案件終了メール 

（To：%am「申請者」、From：%um「現在の処理者」） 

【手順】 【組織】サンプル課１１ に所属する【青柳辰巳】が申請し、 

第１承認者である【組織】サンプル部門０１ に所属する【円山益男】が承認を行った案件を、 

第２承認者である【組織】サンプル会社に所属する【原田浩二】が 終承認を行う。 

 

 

 

【メール名（送信先置換文字列）】 根回しメール 

（To：%nm「根回し先のユーザ」、From：%um「現在の処理者」） 

【手順】 第１承認者である【組織】サンプル部門０１ に所属する【円山益男】が承認時に根回し設定を行う。 

 

 

 

【メール名（送信先置換文字列）】 否認メール 

（To：%am「申請者」、From：%um「現在の処理者」） 

【手順】 【組織】サンプル課１１ に所属する【青柳辰巳】が申請し、 

第１承認者である【組織】サンプル部門０１ に所属する【円山益男】が承認を行った案件を、 

第２承認者である【組織】サンプル会社に所属する【原田浩二】が否認を行う。 
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【メール名（送信先置換文字列）】 否認時の案件終了メール 

（To：%am「申請者」、From：%um「現在の処理者」） 

【手順】 【組織】サンプル課１１ に所属する【青柳辰巳】が申請し、 

第１承認者である【組織】サンプル部門０１ に所属する【円山益男】が承認を行った案件を、 

第２承認者である【組織】サンプル会社に所属する【原田浩二】が否認を行う。 

 

 

【メール名（送信先置換文字列）】 承認後の引戻しメール 

（To：%fm「引戻し時の次の承認者」、From：%um「現在の処理者」） 

【手順】 【組織】サンプル課１１ に所属する【青柳辰巳】が申請を行った案件を、 

 第１承認者である【組織】サンプル部門０１ に所属する【円山益男】が承認を行った後、引戻しを行う。 

 

 

【メール名（送信先置換文字列）】 申請者への差戻し後の引戻し 

（To：%fm「引戻し時の次の承認者」、From：%um「現在の処理者」） 

【手順】 【組織】サンプル課１１ に所属する【青柳辰巳】が申請し、 

第１承認者である【組織】サンプル部門０１ に所属する【円山益男】が承認を行った案件を、 

第２承認者である【組織】サンプル会社に所属する【原田浩二】が申請者へ差戻しを行った後、 

引戻しを行う。 
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【メール名（送信先置換文字列）】 直前の承認者への差戻し後の引戻し 

（To：%fm「引戻し時の次の承認者」、From：%um「現在の処理者」） 

【手順】 【組織】サンプル課１１ に所属する【青柳辰巳】が申請し、 

第１承認者である【組織】サンプル部門０１ に所属する【円山益男】が承認を行った案件を、 

第２承認者である【組織】サンプル会社に所属する【原田浩二】が直前の承認者へ差戻しを行った後、 

引戻しを行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【メール名（送信先置換文字列）】 直前の承認者への差戻し 

 （To：%om「差戻し先の処理者」、From：%um「現在の処理者」） 

【手順】 【組織】サンプル課１１ に所属する【青柳辰巳】が申請し、 

第１承認者である【組織】サンプル部門０１ に所属する【円山益男】が承認を行った案件を、 

第２承認者である【組織】サンプル会社に所属する【原田浩二】が直前の承認者へ差戻しを行う。 

 

【メール名（送信先置換文字列）】 申請者への差戻し 

（To：%om「差戻し先の処理者」、From：%um「現在の処理者」） 

【手順】 【組織】サンプル課１１ に所属する【青柳辰巳】が申請し、 

第１承認者である【組織】サンプル部門０１ に所属する【円山益男】が承認を行った案件を、 

第２承認者である【組織】サンプル会社に所属する【原田浩二】が申請者へ差戻しを行う。 
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【メール名（送信先置換文字列）】 振替メール 

（To：%om「振替先の処理者」、From：%um「現在の処理者」） 

【手順】 【組織】サンプル課１１ に所属する【青柳辰巳】が申請を行った案件を、 

       第１承認者である【組織】サンプル部門０１ に所属する【円山益男】が、【萩本順子】へ振替を行う。 

 

 

2.2.21.1.3 システム制御通知メール 

申請、審議時などの【ユーザ】処理時におけるメールではなく、システム側における処理イベント（自動パス、 

自動催促）にて送信されるメールについて解説します。 

【メール名（送信先置換文字列）】 自動パス（対象者） 

（To：%um「対象の処理者」、From：%am「申請者」） 

【手順】 【片山聡】は「申請者」の 【サンプル課１１】 と、次の承認者「第２承認者」の 【サンプル部門０１】 に兼務し、

かつ「第２承認者」の自動パス対象者に設定する。 

その後、【組織】サンプル課１１ の立場として、【片山聡】が申請を行う。 
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【メール名（送信先置換文字列）】 自動パス（バッチ） 

（To：%um「対象の処理者」、From：%am「申請者」） 

【手順】 「第２承認者」の自動パス期限を設定する。 

その後、【組織】サンプル課１１ に所属する【青柳辰巳】が申請をされた案件を、第１承認者である 

【組織】サンプル課２３に所属する【原田浩二】が処理をしないまま、自動パス（バッチ）処理を実行する。 

 

 

 

【メール名（送信先置換文字列）】 自動催促（バッチ） 

（To：%um「対象の処理者」、From：%am「申請者」） 

【手順】 「第２承認者」の自動パス期限、自動催促を設定する。 

     その後、【組織】サンプル課１１ に所属する【青柳辰巳】が申請をされた案件を、第１承認者である 

【組織】サンプル課２３に所属する【原田浩二】が処理をしないまま、自動催促処理を実行する。 
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2.2.21.1.4 代理設定通知メール 

代理設定を行った際に送信されるメールについて解説します。 

【メール名（送信先置換文字列）】 プロセス定義委譲 代理設定時メール 

（To：%om「対象の処理者」、From：%um「現在の処理者」） 

【手順】 【青柳辰己】が、プロセス定義  『旅費申請ワークフロー』 を、プロセス定義単位で、 

【サンプル課１２】に対して、代理設定を行う。 

 

 

 

【メール名（送信先置換文字列）】 バージョン委譲 代理設定時メール 

（To：%om「対象の処理者」、From：%um「現在の処理者」） 

【手順】 【青柳辰己】が、プロセス定義  『旅費申請ワークフロー』／バージョン６ を、バージョン単位で、 

【サンプル課１２】に対して、代理設定を行う。 

 

 

 

【メール名（送信先置換文字列）】 タスク委譲 代理設定時メール 

（To：%om「対象の処理者」、From：%um「現在の処理者」） 

【手順】 【青柳辰己】が、プロセス定義  『旅費申請ワークフロー』／バージョン６／「第１承認者」 を、 

タスク単位で、【サンプル課１２】に対して、代理設定を行う。 
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2.2.21.1.5 起票（申請）操作による代理通知メール 

代理設定が行われたタスクで起票（申請）を行った場合のメール送信について解説します。 

【メール名（送信先置換文字列）】 代理設定時の申請メール 

申請メール 

（To：%om「次の承認者」、From：%um「現在の処理者」） 

代理元通知メール 

（To：%em「代理元の処理者」、From：%um「（代理先）現在の処理者」） 

【手順】 「申請者」である【サンプル課１１】に所属する【青柳辰巳】は、代理先として【萩本順子】に代理を 

設定します。「第１承認者」である【円山益男】は、代理先として【萩本順子】代理を設定します。 

その後、【組織】サンプル課１１ の立場として、【青柳辰己】の代理先【萩本順子】が代理申請を 

行う。 

 

 

 

※申請メール 

  次タスクが、代理設定（代理元処理可）されている場合、代理元／代理先ユーザに対して 

メール送信します。 

      ⇔ 代理設定（代理元処理不可）の場合、代理先ユーザのみに申請メールが送信されます。 

 

※代理元通知メール 

代理先ユーザが処理を行った場合、代理元ユーザに対してメールを送信します。 

⇔ 代理元ユーザが処理を行った場合、代理元通知メールは送信されません。 

 

※引戻し（代理申請後、「申請者」による引戻し）メール 

次タスクが、代理設定（代理元処理可）されている場合、代理元／代理先ユーザに対して 

メール送信します。 

⇔ 代理設定（代理元処理不可）の場合、代理先ユーザのみに引戻しメールが送信されます。 
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2.2.21.1.6 審議者操作による代理通知メール 

代理設定が行われたタスクで審議を行った場合のメール送信について解説します。 

【メール名（送信先置換文字列）】 代理設定時の承認依頼メール 

承認メール 

（To：%om「次の承認者」、From：%um「現在の処理者」） 

代理元通知メール 

（To：%em「代理元の処理者」、From：%um「（代理先）現在の処理者」） 

【手順】 「第１承認者」である【円山益男】は、代理先として【萩本順子】に代理を設定します。 

「第２承認者」である【片山聡】は、代理先として【円山益男】代理を設定します。 

その後、【円山益男】の代理先【萩本順子】が代理承認を行う。 

 

 

 

※承認メール 

  次タスクが、代理設定（代理元処理可）されている場合、代理元／代理先ユーザに対して 

メール送信します。 

       ⇔ 代理設定（代理元処理不可）の場合、代理先ユーザのみに申請メールが送信されます。 

 

※代理元通知メール 

代理先ユーザが処理を行った場合、代理元ユーザに対してメールを送信されます。 

⇔ 代理元ユーザが処理を行った場合、代理元通知メールは送信されません。 

 

※引戻し（代理承認後、「第１承認者」による引戻し）メール 

次タスクが、代理設定（代理元処理可）されている場合、代理元／代理先ユーザに対して 

メール送信されます。 

       ⇔ 代理設定（代理元処理不可）の場合、代理先ユーザのみに引戻しメールが送信されます。 

 

※差戻しメール 

  「第１承認者」による代理差戻しが行われた場合、実際に申請処理を行ったユーザのみに、 

差戻しメールが送信されます。 
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【メール名（送信先置換文字列）】 代理設定時の 終承認メール 

終承認メール 

（To：%am「申請者」、From：%um「現在の処理者」） 

【手順】  「申請者」である【サンプル課１１】に所属する【青柳辰巳】は、代理先として【円山益男】を 

設定します。「第２承認者」である【サンプル会社】に所属する【原田浩二】は、代理先として 

【円山益男】を設定します。 

その後、【原田浩二】の代理先の【円山益男】が代理の 終承認を行う。 

 

 

※ 終結果通知メールは、申請タスクの代理元、代理先双方に送信されます。 

     

【メール名（送信先置換文字列）】 代理設定時の否認メール 

否認メール 

（To：%am「申請者」、From：%um「現在の処理者」） 

【手順】 「申請者」である【サンプル課１１】に所属する【青柳辰巳】は、代理先として【円山益男】を 

設定します。「第２承認者」である【サンプル会社】に所属する【原田浩二】は、代理先として 

【円山益男】を設定します。 

その後、【円山益男】が申請した案件を、第 2 承認者である【円山益男】が否認を行う。 

 

 

※否認が行われた場合、否認メール及び 終結果通知メールは、申請タスクの代理元、代理先双方に 

送信されます。 
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2.2.21.1.7 システム制御による代理通知メール 

代理設定が行われたタスクで申請、審議時などの【ユーザ】処理時におけるメールではなく、システム側における処理

イベント（自動パス、自動催促）にて送信されるメールについて解説します。 

【メール名（送信先置換文字列）】 代理設定時の自動パス（対象者）メール 

（To：%um「対象の処理者」、From：%am「申請者」） 

【手順】 【片山聡】は「申請者」の 【サンプル課１１】 と、次の承認者「第２承認者」の 【サンプル部門０１】 に 

兼務し、かつ「第２承認者」の自動パス対象者に設定します。 

【組織】サンプル課１１ の立場として、【片山聡】は代理先を【萩本順子】に設定します。 

その後、【組織】サンプル課１１ の立場として、【片山聡】の代理先【萩本順子】が代理申請を行う。 

 

 

 

⇒代理先による申請（審議）処理の場合、次タスクの自動パス（対象者）は無効となり、パスは行われない。 

  したがい、自動パス（対象者）によるメール送信も行われません。 

 

【メール名（送信先置換文字列）】 代理設定時の自動パス（バッチ）メール 

（To：%um「対象の処理者」、From：%am「申請者」） 

【手順】 「第２承認者」の自動パス期限を設定します。「第２承認者」の【組織】サンプル課２３ に所属する 

【原田浩二】は代理先を【萩本順子】に設定します。 

その後、【組織】サンプル課１１ に所属する【青柳辰巳】が申請をされた案件を、第１承認者である 

【組織】サンプル課２３に所属する【原田浩二】が処理をしないまま、自動パス（バッチ）処理を実行 

する。 
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【メール名（送信先置換文字列）】 代理設定時の自動催促（バッチ）メール 

（To：%um「対象の処理者」、From：%am「申請者」） 

【手順】 「第２承認者」の自動パス期限、自動催促を設定します。 

「第２承認者」の【組織】サンプル課２３ に所属する【原田浩二】は代理先を【萩本順子】に設定 

します。 

その後、【組織】サンプル課１１ に所属する【青柳辰巳】が申請をされた案件を、第１承認者である 

【組織】サンプル課２３に所属する【原田浩二】が処理をしないまま、自動催促処理を実行する。 

 

 

 

2.2.21.1.8 複雑なルート（同期ルート）におけるメール 

 

【メール名（送信先置換文字列）】 同期内への承認依頼メール 

申請・承認メール 

（To：%om「次の承認者」、From：%am「申請者」） 

【手順】 【青柳辰巳】が申請を行う。 
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【メール名（送信先置換文字列）】 同期内での結果通知メール 

結果通知メール 

（To：%am「申請者」、From：%um「現在の処理者」） 

【手順】 【青柳辰巳】が申請をされた案件を、第１承認者である【円山益男】が 終承認（※途中終了）を行う。 

 

 

※ 終承認が行われた場合、結果通知メールについては、申請者のみに送信されます。 

 

【メール名（送信先置換文字列）】 同期内での否認 

否認メール 

（To：%am「申請者」、From：%um「現在の処理者」） 

【手順】 【青柳辰巳】が申請をされた案件を、第１承認者である【円山益男】が否認を行う。 

 

 

※否認が行われた場合、否認されたメールについては、申請者のみに送信されます。 

 

 

 

       

 
 

 

 

 

 

 

【メール名（送信先置換文字列）】 否認時の案件終了メール 

（To：%am「申請者」、From：%um「現在の処理者」） 

【手順】 【青柳辰巳】が申請をされた案件を、第１承認者である【円山益男】が否認を行う。 

 

 

※否認が行われた場合、否認時の案件終了メールについては、申請者のみに送信されます。 



intra-mart ワークフロー仕様書

 

Page 74 Copyright 2000-2010 (株)NTT データイントラマート All rights Reserved.

 

【メール名（送信先置換文字列）】 同期外から同期内への直前の承認者への差戻しメール 

（To：%om「差戻し先の処理者」、From：%um「現在の処理者」） 

【手順】 【組織】サンプル課１2 に所属する【萩本順子】が同期内から同期外へフローされてきた 

案件を、直前の承認者への差戻しを行う。 
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2.2.21.2 メールAPI 

メール API を利用する事で後処理プログラム内、条件分岐プログラム内、それ以外のプログラム処理内で機能や条

件に応じ、独自のメール送信機能を実装する事ができます。 

 

〆 後処理/条件分岐/結合条件プログラムで任意のメールをキーを指定せずにメール送信を即時に行う 

〆 処理の確定（DBのコミット）後にメール送信を行う －概要－ 

〆 テンプレートメールを“処理の確定後”に送信する 

〆 任意のメール内容をAPIを使用して“処理の確定後”に送信する 

〆 特定の処理内ですべてのテンプレートメールを送信させない 

〆 特定の処理内の一部のテンプレートメールのみの送信を停止する 

2.2.21.2.1 後処理/条件分岐/結合条件プログラム、その他のプログラムで任意のメール送信を即時に行う 

申請、承認といった処理の後処理、条件分岐、結合条件プログラム内や、任意（ユーザが独自に用意したワークフ

ローモジュールとは関係のない）のプログラム内で、ワークフローモジュールに関するメール送信を行いたい場合が

あります。このような場合では、以下に示すメール API を利用する事で対応することができます。このメール API の

引数にプロセス（案件）を特定するキーを渡す事で、指定したテンプレートファイル内の置換文字列をデータ文字列

に変換し、メール送信を行う事ができます。 

 

■JavaEE 開発モデル 

import jp.co.intra_mart.foundation.wkf.Util                

                  ・ 

 try { 

mailUtil = new Util(); 

mailUtil.sendMail( mailPlace,  

        process_def_cd, 

        version_cd, 

        process_cd, 

        activity_cd, 

        ArrayListTo, 

        ArrayListCc, 

                      ArrayListBcc); 

} catch (WKFApplicationException e) { 

  e.printStackTrace(); 

   } 

クラス Util を import します 

 

 

クラス Util のコンストラクタを生成します 

任意のテンプレートファイルのパスを指定します 

プロセス定義 CD を指定します 

履歴（バージョン）CD を指定します 

プロセス CD を指定します 

アクティビティ CD を指定します 

送信先[To] を指定します 

送信先[Co] を指定します 

送信先[Bcc] を指定します 

 

この処理が失敗した場合には、 

WKFApplicationException でスローします 

♪ポイント♪ 

任意のプログラム内で、API「jp.co.intra_mart.foundation.wkf.Util # sendMail ()」を使用します。 

この API では、メール内容の保管されている%StorageService%配下の相対パスを指定して、テンプレートの指定を

行います。 

プロセス（案件）を特定する processｄef_cd , version_cd , process_cd , activity_cd を指定する事で、ワークフローモジ

ュールにて用意されて置換文字列を利用する事ができます。 

第６引数から第８引数については、送信先アドレスを、To、Cc、Bcc を、java.util.ArrayList 型の配列として、送信先

アドレスを指定します。 

 

ArrayList aryMail = new ArrayList(); 

aryMail.add(0,”aoyagi@ｘｘｘ.intra.intra-mart.jp”); 
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第６引数から第８引数が無指定（null）であっても、指定されたテンプレートファイル内に、以下の設定がされていれ

ば、対象となるプロセス（案件）データから対象データが動的に置換され、この対象先がメール送信先として送信さ

れます。 

 

 

 

■スクリプト開発モデル 

//任意のメールを送信します。 

var objWkfUtil = new WkfUtil( “default” ); 

 

 

var resultMail = objWkfUtil.sendMail( 

mailPlace,  

        process_def_cd, 

        version_cd, 

        process_cd, 

        activity_cd, 

        ArrayTo, 

        ArrayCc, 

                      ArrayBcc); 

if (!resultMail.isSuccess ) 

    echo(“メール送信に失敗しました。”); 

 

オブジェクト WkfUtil の生成 

引数には、DB 接続参照名 

（ログイングループ ID）を指定します。 

 

任意のテンプレートファイルのパスを指定します

プロセス定義 CD を指定します 

履歴（バージョン）CD を指定します 

プロセス CD を指定します 

アクティビティ CD を指定します 

送信先[To] を指定します 

送信先[Co] を指定します 

送信先[Bcc] を指定します 

送信結果の判定をします。 

♪ポイント♪ 

任意のプログラム内で、API「WkfUtil # sendMail ()」 を使用します。 

この API では、メール内容の保管されている%StorageService%配下の相対パスを指定して、テンプレートの指定を

行います。 

プロセス（案件）を特定する processｄef_cd , version_cd , process_cd , activity_cd を指定する事で、ワークフローモジ

ュールにて用意されて置換文字列を利用する事ができます。 

第６引数から第８引数については、送信先アドレスを、To、Cc、Bcc を、Array 型の配列として、送信先アドレスを指

定します。 

var aryMail = new Array(); 

aryMail[0] = “aoyagi@ｘｘｘ.intra.intra-mart.jp”; 

 

第６引数から第８引数が無指定（null）であっても、指定されたテンプレートファイル内に、以下の設定がされていれ

ば、対象となるプロセス（案件）データから対象データが動的に置換され、この対象先がメール送信先として送信さ

れます。 

 

 

To=%um 

To=%um 
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2.2.21.2.2 後処理/条件分岐/結合条件プログラムで任意のメールをキーを指定せずにメール送信を即時に行う 

jp.co.intra_mart.foundation.wkf.Util # sendMail() では、案件番号を指定してメール送信します。次の API では、後

処理などのワークフロー処理内での機能となりますが、案件番号を指定しなくても、対象となるデータでメール送信

を行う事ができます。 

 

■JavaEE 開発モデル 

import jp.co.intra_mart.system.bpw.MailTemplateAnalizer; 

import jp.co.intra_mart.system.bpw.WfeResultMailManager; 

                  ・ 

try { 

 HashMap templateMap =  

MailTemplateAnalizer.getInstanceByName 

( “bpw/sample/mail/apply.iwm” ); 

 if (!templateMap.isEmpty()) { 

  WfeResultMailManager.setMailTamplate 

( templateMap ); 

 } 

} catch (SystemException e) { 

 e.printStackTrace(); 

} 

クラス MailTemplateAnalizer を import します

クラス WfeResultMailManager を import しま

す 
 

 

メールテンプレートファイルのパスを指定します
 
 
 
 
 

 

独自に指定した内容をシステムにセットします 

 

この処理が失敗した場合には、 

SystemException でスローします 

♪ポイント♪ 

該当タスクの後処理にて、jp.co.intra_mart.system.bpw.MailTemplateAnalizer # getInstanceByName () を使用して、

任意にメール送信させたテンプレートファイルパスを指定します。 

jp.co.intra_mart.system.bpw.WfeResultMailManager # setMailTamplate() を使用してシステムに対してメール内容

をセットします。 

 

■スクリプト開発モデル 

 var mailBehavior = new WkfMailSettingBehavior(); 

 var result = mailBehavior.setTamplateRequest 

(“bpw/sample/mail/apply.iwm”);

 if (!result == “” ) 

        echo(“メール送信に失敗しました。”); 

オブジェクト WkfMailSettingBehavior の生成 

独自のメールテンプレートファイルのパスの指定 

と、システムへのセットを行います 

送信結果の判定をします。 

♪ポイント♪ 

該当タスクの後処理にて、オブジェクト WkfMailSettingBehavior # setTamplateRequest () を使用して、 

任意のメールテンプレートファイルのパスの指定と、システムへのセットを行います。 

返却値「result」は、正常にセットされた場合には空文字が返却されます。 

 

■注意 

この API では標準機能であるメールテンプレートメールと密接な制御を行っております。この API を利用する場合 

％ApplicasionRuntime％/doc/imart/WEB-INF/classes 

/jp/co/intra_mart/foundation/bpw/config/BPWCore.properties 

ファイル内に定義されている各処理（申請・承認等）毎にメール送信可否の設定が必ず有効（ture）となっている必

要があります。また、このAPIとテンプレートメールは同一処理（スレッド）内で操作を行っていますので、このAPIで

指定したテンプレートファイルの内容が、テンプレートメールでも送信されるようになります。これを回避する場合に

は、後述に解説する〆 特定の処理内ですべてのテンプレートメールを送信させない を利用してください。 
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2.2.21.2.3 処理の確定（DBのコミット）後にメール送信を行う －概要－ 

処理上にて即時にメール送信を行った場合、その後の予期せぬ状態（この場合では DB へのコミット自身が失敗す

る事）に陥った場合、すべての処理はロールバックによって取り消されますが、即時にメール送信された内容だけが、

そのまま送信先へ流れてしまい、誤解が生じてしまいます。 

これから解説するメール制御送信機能は、ワークフローモジュールの後処理プログラム内にて利用する事で、DB コ

ミット後まではメール送信を行わずに、DB コミット後に、ユーザプログラム側から任意のタイミングでメールを送信す

る事が可能となります。 

 

 

Transaction
start

後処理実行
メールAPI使用

申請・承認処理
実行

Transaction
commit

こ
こ
で
送
信

 

 

上図では、【後処理実行】にてメール API を使用していますが、その後の【Transaction commit】の前で通常はメール

送信が行われます。このために【Transaction commit】自体に失敗した場合に、実際の“処理”は取り消されるものの

【後処理実行】にて送信されたメールだけが無駄に送信先へ届いてしまう事になります。 

このような自体を回避するために下記より解説するメール制御送信機能を利用する事で「メールテンプレート」、任意

でメール送信を行う事ができるメール API が、【Transaction commit】後の確実な“処理”の確定後に、ユーザプログラ

ム側の任意のタイミングでメールを送信をさせる事が可能となります。 

 

ドキュメントワークフローのコンテンツフレーム種別【標準】の場合は、システム側で【Transaction start】から

【Transaction commit】までの一連の処理を行なうため、後処理プログラム内で、即時にメール送信させないよ

うにするフラグをＡＰＩで立てるだけで対応できます。 

ドキュメントワークフローのコンテンツフレーム種別【標準】以外を利用する場合には、後述する対応が必要に

なります。 
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2.2.21.2.4 テンプレートメールを“処理の確定後”に送信する 

テンプレートメールは、通常では“処理”が終わった後に送信はされますが、DB トランザクション内でメール送信され

ます。そのため万が一、DB トランザクションのコミット自体に失敗した場合にだけは、すべての処理がロールバック

（取り消し）されてしまい、その直後でメール送信された内容だけが、送信先へ流れてしまいます。 

 

■JavaEE 開発モデル 

（後処理プログラム内） 

import jp.co.intra_mart.system.bpw.WfeResultMailManager; 

                  ・ 

 try { 

 

  WfeResultMailManager. reserveRequest (); 

 } catch (SystemException e) { 

  e.printStackTrace(); 

 } 

クラス WfeResultMailManager を import します
 

 

テンプレートメールを処理のコミット後に 

送信するように変更します 
 
 

この処理が失敗した場合には、 

SystemException でスローします 

（独自の処理プログラムで処理を実装した場合のみ） 

import jp.co.intra_mart.system.bpw.WfeResultMailManager; 

                  ・ 

 WfeResultMailManager.send(); 

                  ・ 

クラス WfeResultMailManager を import します

 

“処理の確定後”の判定後に使用します。 

♪ポイント♪ 

該当タスクの後処理にて、jp.co.intra_mart.system.bpw.WfeResultMailManager # reserveRequest () を使用して、 

テンプレートメールのメール送信タイミングを”処理“の確定後に送信するように設定します。 

ドキュメントワークフローでコンテンツフレーム種別【標準】の場合は、この実装のみで完了です。 

独自の処理プログラムにて、起票、承認といった処理を API で実装している場合は、該当 DB トランザクションの確

定を判定後に、jp.co.intra_mart.system.bpw.WfeResultMailManager # send() を使用して、後処理にて一時的にスト

ップさせていたメールの送信を行います。 
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■スクリプト開発モデル 

（後処理プログラム内） 

 var mailBehavior = new WkfMailSettingBehavior(); 

 var result = mailBehavior. reserveRequest (); 

オブジェクト WkfMailSettingBehavior の生成 

テンプレートメールを処理のコミット後に 

送信するように変更します 

（独自の処理プログラムで処理を実装した場合のみ） 

 var mailBehavior = new WkfMailSettingBehavior(); 

 mailBehavior.send(); 

オブジェクト WkfMailSettingBehavior の生成 

“処理の確定後”の判定後に使用します。 

♪ポイント♪ 

該当タスクの後処理にて、オブジェクト WkfMailSettingBehavior# reserveRequest () を使用して、テンプレートメー

ルのメール送信タイミングを”処理“の確定後に送信するように設定します。返却値「result」は、正常にセットされた

場合には空文字が返却されます。 

ドキュメントワークフローでコンテンツフレーム種別【標準】の場合は、この実装のみで完了です。 

独自の処理プログラムにて、起票、承認といった処理を API で実装している場合は、該当 DB トランザクションの確

定を判定後に、オブジェクト WkfMailSettingBehavior# send() を使用して、後処理にて一時的にストップさせていた

メールの送信を行います。 
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2.2.21.2.5 任意のメール内容をAPIを使用して“処理の確定後”に送信する 

テンプレートメールとは、別に独自のメール送信を行いたい場合に使用します。かつ、各処理が確定後（DB へのト

ランザクションがコミットした後）にメール送信させます。 

 

■JavaEE 開発モデル 

（後処理プログラム内） 

import jp.co.intra_mart.system.bpw.WfeResultMailManager; 

                  ・ 

 try { 

  HashMap templateMap =  

WfeResultMailManager. setTamplateRequest 

( “bpw/sample/mail/apply.iwm” ); 

  if (!templateMap.isEmpty()) { 

   WfeResultMailManager.setMailTamplate 

( templateMap ); 

   WfeResultMailManager.reserveRequest(); 

  } 

 } catch (SystemException e) { 

  e.printStackTrace(); 

 } 

クラス WfeResultMailManager を import します
 
 
 

メールテンプレートファイルのパスを指定します
 
 
 

 

独自に指定した内容をシステムにセットします 

 

テンプレートメールを処理のコミット後に 

送信するように変更します 
 
 

この処理が失敗した場合には、 

SystemException でスローします 

（独自の独自プログラムで処理を実装した場合のみ） 

import jp.co.intra_mart.system.bpw.WfeResultMailManager; 

                  ・ 

 WfeResultMailManager.send(); 

                  ・ 

クラス WfeResultMailManager を import します

 

“処理の確定後”の判定後に使用します。 

♪ポイント♪ 

該当タスクの後処理にて、jp.co.intra_mart.system.bpw.WfeResultMailManager# setTamplateRequest () を使用して、

独自にメール送信させたテンプレートファイルパスを指定します。 

jp.co.intra_mart.system.bpw.WfeResultMailManager # setMailTamplate() を使用してシステムに対してメール内容

をセットします。 後に、jp.co.intra_mart.system.bpw.WfeResultMailManager # reserveRequest() を使用して処理の

コミット後にメール送信されるように変更します。 

ドキュメントワークフローでコンテンツフレーム種別【標準】の場合は、この実装のみで完了です。 

独自のプログラムにて、起票、承認といった処理を API で実装している場合は、該当 DB トランザクションの確定を

判定後に、オブジェクト WkfMailSettingBehavior# send() を使用して、後処理にて一時的にストップさせていたメー

ルの送信を行います。 
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■スクリプト開発モデル 

（後処理プログラム内） 

 var mailBehavior = new WkfMailSettingBehavior(); 

 

 var result = mailBehavior.setTamplateRequest 

(“bpw/sample/mail/apply.iwm”);

 

result = mailBehavior.reserveRequest(); 

オブジェクト WkfMailSettingBehavior の生成 

 

独自のメールテンプレートファイルのパスの指定 

と、システムへのセットを行います 

送信結果の判定をします。 

テンプレートメールを処理のコミット後に 

送信するように変更します 

（独自の処理プログラムで処理を実装した場合のみ） 

 var mailBehavior = new WkfMailSettingBehavior(); 

 mailBehavior.send(); 

オブジェクト WkfMailSettingBehavior の生成 

“処理の確定後”の判定後に使用します。 

♪ポイント♪ 

該当タスクの後処理にて、オブジェクト WkfMailSettingBehavior # setTamplateRequest () を使用して、 

独自のメールテンプレートファイルのパスの指定と、システムへのセットを行います。 

後に オブジェクトWkfMailSettingBehavior # reserveRequest() を使用して処理のコミット後にメール送信されるよ

うに変更します。返却値「result」は、正常にセットされた場合には空文字が返却されます。 

ドキュメントワークフローでコンテンツフレーム種別【標準】の場合は、この実装のみで完了です。 

独自のプログラムにて、起票、承認といった処理を API で実装している場合は、該当 DB トランザクションの確定を

判定後に、オブジェクト WkfMailSettingBehavior# send() を使用して、後処理にて一時的にストップさせていたメー

ルの送信を行います。 
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2.2.21.2.6 特定の処理内ですべてのテンプレートメールを送信させない 

テンプレートメールは、通常、標準設定（プロパティファイルでの送信可否の設定）のみでワークフローシステム全体

のメール送信可否が各イベント毎で行われます。そのため、あるルートのある申請タスクのみはメールテンプレート

によるメールは送信せず、独自のメール内容として送信させたい（独自にメール API を実装）場合があります。 

この時に該当タスクの後処理プログラム内で以下の設定（記述）を行う事で、該当タスクが処理されても、メールテン

プレートによるメール送信は行われません。 

 

■JavaEE 開発モデル 

import jp.co.intra_mart.system.bpw.WfeResultMailManager; 

                  ・ 

 try { 

  WfeResultMailManager.stopRequest(); 

 } catch (SystemException e) { 

  e.printStackTrace(); 

 } 

クラス WfeResultMailManager を import 

します 
 
 
 

テンプレートメールを停止します。 
 

この処理が失敗した場合には、 

SystemException でスローします 

♪ポイント♪ 

該当タスクの後処理にて、jp.co.intra_mart.system.bpw.WfeResultMailManager # stopRequest() を使用して、 

テンプレートメールのメール送信を停止させます。 

 

■スクリプト開発モデル 

 var mailBehavior = new WkfMailSettingBehavior(); 

 var result = mailBehavior.stopRequest(); 

オブジェクト WkfMailSettingBehavior 生成 

テンプレートメールを停止します 

♪ポイント♪ 

該当タスクの後処理にて、オブジェクト WkfMailSettingBehavior# stopRequest() を使用して、 

テンプレートメールのメール送信を停止させます。 

 

■注意 

この API は、独自のメールを後処理/条件分岐/結合条件プログラム等で送信したい場合、標準機能であるテンプ

レートメールと密接な制御を行っているため、テンプレートメールにて送信されるメールの内容が、独自のメール 

送信 API にて指定したメールテンプレートの内容と同じものとなってしまいます。つまり同じメールが２通送信され 

てしまいますので、テンプレートメールの方は、送信しないようにするために、この API が提供されています。 

テンプレートメールともに併用してメール送信を行いたい場合には、 

＜2.2.21.2.1 後処理/条件分岐/結合条件プログラム、その他のプログラムで任意のメール送信を即時に行う＞ 

にて解説する クラスjp.co.intra_mart.foundation.wkf.Util （JavaEE開発モデル）、WkfUtilオブジェクト（スクリプト

開発モデル）を利用する事を推奨致します。 
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2.2.21.2.7 特定の処理内の一部のテンプレートメールのみの送信を停止する 

特定の処理内では、処理によっては内容の異なる別々のメールが送信されます。これを、一部の特定のテンプレー

トメールのみ送信させないことも可能となります。 

 

■JavaEE 開発モデル 

import jp.co.intra_mart.system.bpw.WfeResultMailManager; 

 

try { 

 WfeResultMailManager.setStopMail 

("MAIL_FILE_APPLY");  

 

} catch (SystemException e) { 

e.printStackTrace(); 

} 

クラス WfeResultMailManager を import 

します 
 

停止したいメールテンプレートの 

メールテンプレートキー（文字列）を引数に 

指定します。 

♪ポイント♪ 

該当タスクの後処理にて、jp.co.intra_mart.system.bpw.WfeResultMailManager # stopRequest() を使用して、 

メールテンプレートキーを指定し、特定のテンプレートメールのメール送信を停止させます。 

メールテンプレートキー（文字列）については、APIリスト＜http://www.intra-mart.jp/apilist/index.html＞を 

ご参考ください。 

 

■スクリプト開発モデル 

var mailBehavior = new WkfMailSettingBehavior();  

 

mailBehavior.setStopMail("MAIL_FILE_APPLY");  

オブジェクト WkfMailSettingBehavior 生成 

 

停止したいメールテンプレートの 

メールテンプレートキー（文字列）を引数に 

指定します。 

♪ポイント♪ 

該当タスクの後処理にて、オブジェクト WkfMailSettingBehavior# stopRequest() を使用して、 

テンプレートメールのメール送信を停止させます。 

メールテンプレートキーを指定し、特定のテンプレートメールのメール送信を停止させます。 

メールテンプレートキー（文字列）については、APIリスト＜http://www.intra-mart.jp/apilist/index.html＞を 

ご参考ください。 

http://www.intra-mart.jp/apilist/index.html�
http://www.intra-mart.jp/apilist/index.html�
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2.2.21.3 メール置換文字列 

ワークフローのメール機能、各々の機能別に用意されたひとつのテンプレートファイル上に、「置換文字列」文字を利用

する事で、その時点における情報を自動的に変換し、各処理時に指定された宛先に対してメール送信されます。 

置換文字列は機能によって置換される文字列とされない文字列とがありますので、注意して使い分けを行ってください。 

2.2.21.3.1 メール置換文字列の種類と意味 

画面上に表示されるアイコンの種類と意味について解説します。 

置換 ID 解説 備考 

%ｉd プロセス CD プロセス（案件）CD 

%df プロセス定義 CD プロセス定義 CD 

%dn プロセス定義名 プロセス定義名称 

%an 起票者の名前 起票者ユーザ名 

%am 起票者のメールアドレス 起票者ユーザのメールアドレス 

%ac 起票者のコメント 起票時におけるコメント内容 

%at 起票日時 起票時におけるサーバ日時 

%un 現在作業中のユーザの名前 該当処理を行ったユーザのユーザ名 

%um 現在作業中のユーザーのメールアドレス 該当処理を行ったユーザのメールアドレス 

%uc 現在作業中のユーザーのコメント 該当処理時のコメント内容 

%ut メールの送信対象の人の処理期限 送信先（次の処理者）の処理期限日 「yyyy/MM/dd」 

%kn プロセス名称 プロセス（案件）名 

%dt 現在時刻 該当処理を行った時点でのサーバ日時 「yyyy/MM/dd|HH:mm:ss」 

%rs 処理結果 処理結果・ステータス 

%nn 根回し先ユーザのユーザ CD 根回し先ユーザ CD 

%nm 根回し先ユーザのメールアドレス 根回し先ユーザのメールアドレス 

%nc 根回し時のコメント 根回し時のコメント内容 

%nt 根回し時のタイトル 根回し時のタイトル内容 

%on メールの送信対象の人の名前 メールの送信対象の人の名前 

%om メールの送信対象の人のメールアドレス メールの送信対象の人のメールアドレス 

%en 代理依頼人ユーザの名前 代理元ユーザの名前 

%em 代理依頼人ユーザのメールアドレス 代理元ユーザのメールアドレス 

%ps 代理期間開始時刻 代理設定範囲の開始日時 

%pe 代理期間終了時刻 代理設定範囲の終了日時 

%hp intra-mart の初期ページの URL BPWCore.properties＃INTRA_MART_LOGIN_URL 

%lg ログイングループ ID（URL 置換用） ログイングループ ID 

%uiXX アプリケーションキーデータ 起票時にセットされたアプリケーションデータ 

%ec 代理設定時のコメント内容（画面） 代理設定時におけるコメント内容 

%eo 代理設定対象の項目 （プロセス定義名/バージョン名/処理名）の形式表示 

%fc 振替設定時のコメント内容（画面） 振替設定時におけるコメント内容 

%dc 代理【設定】/【解除】のキャプション 代理設定時の設定/解除内容のタイトルキャプション 

%ag 起票者の組織名 起票時における起票者の所属組織名 

%ug 処理者の組織名 処理時における処理者の所属組織名 

%ne 根回し先ユーザ名 根回し先ユーザ名 

%fｎ 取り止め/引き戻し時の”次の承認者”名前 取り止めまたは引き戻し時における”次の承認者”名前 

%fm 
取り止め/引き戻し時の”次の承認者” 

メールアドレス 

取り止めまたは引き戻し時における”次の承認者”メールアドレス 
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2.2.21.3.2 メールの送信対象の実際の対象者 

各処理毎のメール送信対象について、次の表にまとめます。 

また表中にてまとめた内容については、デフォルト設定の置換文字列を対象としています。 

 

基本的な条件としては、 

• 終承認/否認のように、フローが終了する場合は申請者 

• “処理待ち”になるタスク（元々の処理権限を持っていたタスク）の処理者 

以上の条件の置換対象となります。 

 

処理 

置換文字列 

（デフォルト設定の 

置換文字列）

送信先 

 申請時承認依頼 %om  次タスクの審議者 

 再申請承認依頼  %om  次タスクの審議者 

 承認時  %om  次タスクの審議者 

 否認時  %am  申請者 

 申請者に差戻し  %om  申請者 

 直前の承認者に差戻し  %om  差戻し先の審議者 

 引戻し （差戻し後の引戻しの場合のみ） %fm 
 差戻し先の申請者／審議者 

→差戻しされていたタスクの申請者／審議者

 取り止め （差戻し時の場合のみ） %fm  次タスクの審議者 

 自動パス（対象者） %um  次タスクの審議者 

 終結果通知 %am  申請者 

 振替設定  %om  振替先ユーザ 

 代理設定  %om  代理先候補者 

 根回し  %nm  根回し先ユーザ 

 自動催促（バッチ） %om  次タスクの審議者 

 自動パス（バッチ） %om  次タスクの審議者 

 代理元通知 %em  代理元ユーザ 
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2.2.21.3.3 各処理別のメール置換文字列対応一覧 

各処理別のメールテンプレートにて置換対象となる置換文字列について下表に示します。 

表中の内容は、置換対象となるデータ参照元となります。詳細、意味については後述にて解説します。 

 

＜凡例：「×」 = 置換不可能、それ以外について詳細は後述にて解説＞ 

置換

ID 

申請時 

承認依頼 

再申請時

承認依頼
承認時 否認時 

申請者に

差戻し 

直前の 

処理者に

差戻し 

引戻し 取り止め 
自動パス 

（対象者） 

%ｉd 案件ﾃﾞｰﾀ 案件ﾃﾞｰﾀ 案件ﾃﾞｰﾀ 案件ﾃﾞｰﾀ 案件ﾃﾞｰﾀ 案件ﾃﾞｰﾀ 案件ﾃﾞｰﾀ 案件ﾃﾞｰﾀ 案件ﾃﾞｰﾀ 

%df 案件ﾃﾞｰﾀ 案件ﾃﾞｰﾀ 案件ﾃﾞｰﾀ 案件ﾃﾞｰﾀ 案件ﾃﾞｰﾀ 案件ﾃﾞｰﾀ 案件ﾃﾞｰﾀ 案件ﾃﾞｰﾀ 案件ﾃﾞｰﾀ 

%dn 案件ﾃﾞｰﾀ 案件ﾃﾞｰﾀ 案件ﾃﾞｰﾀ 案件ﾃﾞｰﾀ 案件ﾃﾞｰﾀ 案件ﾃﾞｰﾀ 案件ﾃﾞｰﾀ 案件ﾃﾞｰﾀ 案件ﾃﾞｰﾀ 

%an 起票ﾀｽｸ 起票ﾀｽｸ 起票ﾀｽｸ 起票ﾀｽｸ 起票ﾀｽｸ 起票ﾀｽｸ 起票ﾀｽｸ 起票ﾀｽｸ 起票ﾀｽｸ 

%am 起票ﾀｽｸ 起票ﾀｽｸ 起票ﾀｽｸ 起票ﾀｽｸ 起票ﾀｽｸ 起票ﾀｽｸ 起票ﾀｽｸ 起票ﾀｽｸ 起票ﾀｽｸ 

%ac 起票ﾀｽｸ 起票ﾀｽｸ 起票ﾀｽｸ 起票ﾀｽｸ 起票ﾀｽｸ 起票ﾀｽｸ 起票ﾀｽｸ 起票ﾀｽｸ 起票ﾀｽｸ 

%at 起票ﾀｽｸ 起票ﾀｽｸ 起票ﾀｽｸ 起票ﾀｽｸ 起票ﾀｽｸ 起票ﾀｽｸ 起票ﾀｽｸ 起票ﾀｽｸ 起票ﾀｽｸ 

%un ﾛｸﾞｲﾝﾕｰｻﾞ ﾛｸﾞｲﾝﾕｰｻﾞ ﾛｸﾞｲﾝﾕｰｻﾞ ﾛｸﾞｲﾝﾕｰｻﾞ ﾛｸﾞｲﾝﾕｰｻﾞ ﾛｸﾞｲﾝﾕｰｻﾞ ﾛｸﾞｲﾝﾕｰｻﾞ ﾛｸﾞｲﾝﾕｰｻﾞ ﾛｸﾞｲﾝﾕｰｻﾞ 

%um ﾛｸﾞｲﾝﾕｰｻﾞ ﾛｸﾞｲﾝﾕｰｻﾞ ﾛｸﾞｲﾝﾕｰｻﾞ ﾛｸﾞｲﾝﾕｰｻﾞ ﾛｸﾞｲﾝﾕｰｻﾞ ﾛｸﾞｲﾝﾕｰｻﾞ ﾛｸﾞｲﾝﾕｰｻﾞ ﾛｸﾞｲﾝﾕｰｻﾞ ﾛｸﾞｲﾝﾕｰｻﾞ 

%uc 画面 画面 画面 画面 画面 画面 × 画面 画面 

%ut 次ﾀｽｸ 次ﾀｽｸ 次ﾀｽｸ × 起票ﾀｽｸ Active ﾀｽｸ × ×  ×  

%kn 画面 案件ﾃﾞｰﾀ 案件ﾃﾞｰﾀ 案件ﾃﾞｰﾀ 案件ﾃﾞｰﾀ 案件ﾃﾞｰﾀ 案件ﾃﾞｰﾀ 案件ﾃﾞｰﾀ 案件ﾃﾞｰﾀ 

%dt ｼｽﾃﾑ日付 ｼｽﾃﾑ日付 ｼｽﾃﾑ日付 ｼｽﾃﾑ日付 ｼｽﾃﾑ日付 ｼｽﾃﾑ日付 ｼｽﾃﾑ日付 ｼｽﾃﾑ日付 ｼｽﾃﾑ日付 

%rs ”申請” ”再申請” ”承認” ”否認” ”申/差戻し” ”承/差戻し” ”引戻し” ”取り止め” ”対象者自動パス”

%nn × × × × × × × × × 

%nm × × × × × × × × × 

%nc × × × × × × × × × 

%nt × × × × × × × × × 

%on 次ﾀｽｸ 次ﾀｽｸ 次ﾀｽｸ 起票ﾀｽｸ 起票ﾀｽｸ Active ﾀｽｸ × × 自ﾀｽｸ 

%om 次ﾀｽｸ 次ﾀｽｸ 次ﾀｽｸ 起票ﾀｽｸ 起票ﾀｽｸ Active ﾀｽｸ × × 自ﾀｽｸ 

%en 次ﾀｽｸ 次ﾀｽｸ 次ﾀｽｸ × 起票ﾀｽｸ Active ﾀｽｸ Active ﾀｽｸ × × 

%em 次ﾀｽｸ 次ﾀｽｸ 次ﾀｽｸ × 起票ﾀｽｸ Active ﾀｽｸ Active ﾀｽｸ × × 

%ps × × × × × × × × × 

%pe × × × × × × × × × 

%hp Property Property Property Property Property Property Property Property Property 

%lg userInfo userInfo userInfo userInfo userInfo userInfo userInfo userInfo userInfo 

%uiXX 画面 画面 案件ﾃﾞｰﾀ 案件ﾃﾞｰﾀ 案件ﾃﾞｰﾀ 案件ﾃﾞｰﾀ 案件ﾃﾞｰﾀ 案件ﾃﾞｰﾀ 案件ﾃﾞｰﾀ 

%ec × × × × × × × × × 

%eo × × × × × × × × × 

%fc × × × × × × × × × 

%dc × × × × × × × × × 

%ag 案件ﾃﾞｰﾀ 案件ﾃﾞｰﾀ 案件ﾃﾞｰﾀ 案件ﾃﾞｰﾀ 案件ﾃﾞｰﾀ 案件ﾃﾞｰﾀ 案件ﾃﾞｰﾀ 案件ﾃﾞｰﾀ 案件ﾃﾞｰﾀ 

%ug × × 自ﾀｽｸ 自ﾀｽｸ 自ﾀｽｸ 自ﾀｽｸ 自ﾀｽｸ × 自ﾀｽｸ 

%ne × × × × × × ×  × × 

%fｎ × × × × × × 前ﾀｽｸ 次ﾀｽｸ × 

%fm × × × × × × 前ﾀｽｸ 次ﾀｽｸ × 
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＜凡例：「×」 = 置換不可能、それ以外について詳細は後述にて解説＞ 

置換 

ID 

終結果 

通知 
振替設定 代理設定 根回し 

自動催促 

（バッチ） 

自動パス 

（バッチ） 

代理元 

通知 

%ｉd 案件ﾃﾞｰﾀ 案件ﾃﾞｰﾀ × 案件ﾃﾞｰﾀ 案件ﾃﾞｰﾀ 案件ﾃﾞｰﾀ 案件ﾃﾞｰﾀ 

%df 案件ﾃﾞｰﾀ 案件ﾃﾞｰﾀ 案件ﾃﾞｰﾀ 案件ﾃﾞｰﾀ 案件ﾃﾞｰﾀ 案件ﾃﾞｰﾀ 案件ﾃﾞｰﾀ 

%dn 案件ﾃﾞｰﾀ 案件ﾃﾞｰﾀ 案件ﾃﾞｰﾀ 案件ﾃﾞｰﾀ 案件ﾃﾞｰﾀ 案件ﾃﾞｰﾀ 案件ﾃﾞｰﾀ 

%an 起票ﾀｽｸ 起票ﾀｽｸ × 起票ﾀｽｸ 起票ﾀｽｸ 起票ﾀｽｸ 起票ﾀｽｸ 

%am 起票ﾀｽｸ 起票ﾀｽｸ × 起票ﾀｽｸ 起票ﾀｽｸ 起票ﾀｽｸ 起票ﾀｽｸ 

%ac 起票ﾀｽｸ 起票ﾀｽｸ × 起票ﾀｽｸ 起票ﾀｽｸ 起票ﾀｽｸ 起票ﾀｽｸ 

%at 起票ﾀｽｸ 起票ﾀｽｸ × 起票ﾀｽｸ 起票ﾀｽｸ 起票ﾀｽｸ 起票ﾀｽｸ 

%un ﾛｸﾞｲﾝﾕｰｻﾞ ﾛｸﾞｲﾝﾕｰｻﾞ ﾛｸﾞｲﾝﾕｰｻﾞ ﾛｸﾞｲﾝﾕｰｻﾞ × × ﾛｸﾞｲﾝﾕｰｻﾞ 

%um ﾛｸﾞｲﾝﾕｰｻﾞ ﾛｸﾞｲﾝﾕｰｻﾞ ﾛｸﾞｲﾝﾕｰｻﾞ ﾛｸﾞｲﾝﾕｰｻﾞ × × ﾛｸﾞｲﾝﾕｰｻﾞ 

%uc 画面  × × 画面 × × 画面 

%ut  × 自ﾀｽｸ ×   自ﾀｽｸ ×   

%kn 案件ﾃﾞｰﾀ 案件ﾃﾞｰﾀ × 案件ﾃﾞｰﾀ 案件ﾃﾞｰﾀ 案件ﾃﾞｰﾀ 案件ﾃﾞｰﾀ 

%dt ｼｽﾃﾑ日付 ｼｽﾃﾑ日付 ｼｽﾃﾑ日付 ｼｽﾃﾑ日付 ｼｽﾃﾑ日付 ｼｽﾃﾑ日付 ｼｽﾃﾑ日付 

%rs “承認/否認” × × “承/否/差” × ”承認” ＜※１＞ 

%nn × × × 画面 × × × 

%nm × × × 画面 × × × 

%nc × × × 画面 × × × 

%nt × × × 画面 × × × 

%on 起票ﾀｽｸ 振替先 代理先 × 自ﾀｽｸ 自ﾀｽｸ 自ﾀｽｸ 

%om 起票ﾀｽｸ 振替先 代理先 × 自ﾀｽｸ 自ﾀｽｸ 自ﾀｽｸ 

%en × × 代理元 × 自ﾀｽｸ × 自ﾀｽｸ 

%em × × 代理元 × 自ﾀｽｸ × 自ﾀｽｸ 

%ps × × 画面 × × × × 

%pe × × 画面 × × × × 

%hp Property Property Property Property Property Property Property 

%lg userInfo userInfo userInfo userInfo userInfo userInfo userInfo 

%uiXX 案件ﾃﾞｰﾀ 案件ﾃﾞｰﾀ × 案件ﾃﾞｰﾀ 案件ﾃﾞｰﾀ 案件ﾃﾞｰﾀ 案件ﾃﾞｰﾀ 

%ec × × 画面 × × × × 

%eo × × ＜※２＞ × × × × 

%fc × 画面 × × × × × 

%dc × × “設定/解除” × × × × 

%ag 案件ﾃﾞｰﾀ 案件ﾃﾞｰﾀ × 案件ﾃﾞｰﾀ 案件ﾃﾞｰﾀ 案件ﾃﾞｰﾀ 案件ﾃﾞｰﾀ 

%ug 自ﾀｽｸ  × × 自ﾀｽｸ × × 自ﾀｽｸ 

%ne × × × 自ﾀｽｸ × × × 

%fｎ × × × ×  × × × 

%fm × × × ×  × × × 
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＜凡例：詳細解説＞ 

案件ﾃﾞｰﾀ 起票時に生成される案件情報より置換 

起票ﾀｽｸ 起票タスクのマスタ情報より置換 

ﾛｸﾞｲﾝﾕｰｻﾞ ログインユーザのユーザプロファイル情報より置換 

次ﾀｽｸ 次タスクのマスタ情報より置換 

Active ﾀｽｸ 次に処理権限を有する（処理待ち）となるタスクのマスタ情報より置換 

自ﾀｽｸ 現在処理しているタスクのトランザクション（処理）情報より置換 

前ﾀｽｸ 前回処理時のタスクのトランザクション（処理）情報より置換 

ｼｽﾃﾑ日付 ApplicationRuntime が動作するサーバマシンのシステム日付より置換 

Property 

%ApplicationRuntime%/doc/imart/WEB-INF/classes 

/jp/co/intra_mart/foundation/bpw/config/BPWCore.properties 

ファイル内の情報より置換 

詳細については、＜3.1.1.1 テンプレートメール（設定変更可能）＞をご参考ください。 

userInfo 
jp.co.intra_mart.framework.base.util インタフェース UserInfo の情報より置換 

詳細については、APIリスト＜http://www.intra-mart.jp/apilist/index.html＞をご参考ください。 

振替先 振替先のユーザプロファイル情報より置換 

代理先 代理先のユーザプロファイル情報より置換 

代理元 代理元のユーザプロファイル情報より置換 

画面 処理が行われた画面内に入力された情報より置換 

“%文字列%” 

その時点の処理結果の内容をそのまま、 

%ApplicationRuntime%/doc/imart/WEB-INF/classes/MessageConfig_bpw_ja.properties 

ファイル内の情報より、メッセージ文字列を置換 

詳細については、＜3.4 メッセージ プロパティファイル＞をご参考ください。 

＜※１＞ 

その時点の処理結果に応じた内容を、 

%ApplicationRuntime%/doc/imart/WEB-INF/classes/MessageConfig_bpw_ja.properties 

ファイル内の情報より、メッセージ文字列を置換 

詳細については、＜3.4 メッセージ プロパティファイル＞をご参考ください。 

＜※２＞ その時点の代理設定対象をプロセス定義情報より置換 

× 置換されません。 

 

http://www.intra-mart.jp/apilist/index.html�
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2.2.21.4 メール機能に関する注意事項 

ワークフローモジュールにて提供されるメール機能については、次のような注意点があります。 

2.2.21.4.1 代理機能利用時における送信対象 

代理機能を利用した際に、代理設定されている承認者に対しての処理が流れた時には、処理権限を持つ対象者、

つまり代理先のユーザに対してメールが送信されます。 

また、代理機能では代理元自身も処理が行えるモードが用意されているため、このモードで代理機能が設定され

ていた場合には、代理先、代理元の両方に対して、メール送信が行われます。 

【注意】 審議対象者に【組織】のようなグループが設定されている場合の代理先への承認依頼メール 

      については、次の図にもあるように、代理先毎にメールが送信されます。 

したがい代理先候補が n 分あれば、n 分の代理先への承認依頼メールが送信されます。      

申請 １承認 

【 １１】 サンプル課   【 】 円山益男 

【 】 【 】 円山益男 　　  原田浩二 

【 １１】 サンプル課   に所属する
【 】 青柳辰巳 【 】 林政義 

【 １１】 サンプル課   に所属する
【 】 【 】 々、 、 青柳辰巳 と 林政義 は各  代理先として 
【 】、【 】 。 円山益男   原田浩二 を設定する 

【 】 、 青柳辰巳 の代理承認依頼として 
【 】 。 円山益男 へメールが送信される 

「 １」 、 承認  の本人用の承認依頼として 
【 １１】 サンプル課   の所属メンバーへ
メールが送信される

【 】 、 青柳辰巳 の代理承認依頼として 
【 】 。 円山益男 へメールが送信される 

「 」 【 】 申請 の 円山益男 による
申請が行われる

 

2.2.21.4.2 “独自のメールテンプレート”でメール送信が可能な処理 

各処理によって呼び出される後処理プログラム内では、テンプレートメールとは別に、独自のテンプレートファイル

を指定してのメール送信が可能となる機能が API を利用する事で対応できます。 

この機能が利用できるものは、すべての処理ではなく、以下のように分類されます。 

【理由】 この機能が利用できない処理については、“該当処理”の処理ロジック、ワークフロールート上のデータ 

       の流れ方といったさまざまな要因から、正常にこの機能が利用できないためとなります。 

• 機能が利用できる処理 

【申請】、【再申請】、【承認】、【対象者自動パス】、【申請者へ差戻し】、 

【承認者へ差戻し】、【引戻し】、【取り止め（差戻しされた場合のみ）】、【 終結果通知】、【否認】 

• 機能が利用できない処理 

【代理設定】、【根回しメール】、【自動催促】、【バッチ自動パス】、【振替】 

2.2.21.4.3 根回しメールの送信先 

【申請】、【審議/一括審議】画面では、各処理におけるメールとは別に、処理者が任意で送信先を選択して、自

由なメール内容を送信する事が可能な根回しメール機能が利用できます。 

この機能では、画面から送信先を選択する事ができるため、以下のような仕組みでメール送信時のメール送信

先が決定されます。 

• 対象画面にて根回し先の対象者[To]が選択済みの場合 

【画面上からの入力情報】＋【根回しメールテンプレートファイル内の送信先置換文字列】 

• 対象画面にて根回し先の対象者[To]が未選択済みの場合 

【根回しメールテンプレートファイル内の送信先置換文字列】 



 構成と動作仕様

 

作成者：株式会社 NTT データ イントラマート Page 91

 

2.2.22 追加検索－検索条件－ 

各一覧画面より利用できる絞込み検索の補助機能（一覧画面書起票時状態の画面上部にある絞込み検索に対して、

さらに詳細に検索を行う事ができる）となる【追加検索】があります。 

この【追加検索】における動作仕様（検索結果）について次に解説します。 

 

起票者 処理者  

【ユーザ】 【組織】 【ユーザ】 【組織】 

管理者

操作 
プロセス操作 

指定した【ユーザ】が 

起票した案件 
検索なし 検索なし 

起票済 検索なし 
指定した【ユーザ】が 

終処理した案件 

指定した【組織】で 

終処理した案件 

未処理 

一括審議 
検索なし 

処理済 
指定した【組織】で 

処理した案件 

本 

人 

処 

理 

参照 

指定した【ユーザ】が 

起票した案件 

指定した【組織】で 

起票した案件 

検索なし 

検索なし 

起票済 
指定した【ユーザ】が 

終処理した案件 

指定した【組織】で 

終処理した案件 

（代理元の組織） 

未処理 

一括審議 
検索なし 検索なし 

代 

理 

処 

理 

処理済 

指定した【ユーザ】が 

代理起票した案件 

（代理元のユーザ） 

指定した【組織】で 

代理起票した案件 

（代理元の組織） 

指定した【ユーザ】で 

処理した案件 

指定した【組織】で 

処理した案件 

（完了ステータスの案

件が対象） 

（代理元の組織） 
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2.2.23 プロセス CD の任意採番機能 

■基本仕様 

プロセス CD となる一意の key の採番を、任意のプログラムで実装することを可能とした機能となります。 

任意の採番処理プログラムは、JavaEE 開発モデル、スクリプト開発モデルのいずれかで作成します。 

作成した採番処理はワークフロー内部の処理から呼び出され実行されます。 

2.2.23.1 採番処理プログラム 

【前提条件】 

■ 作成した採番処理プログラムはワークフローの内部処理で実行されるため、採番処理プログラム内では 

DB トランザクションを張らないでください。 

 

■ プロセス CD は必ずシステムで一意となるように採番してください。 

2.2.23.1.1 インターフェース 

メソッド名 

メソッド名 optionalRegistProcessCd() 

     

パラメータ 

 値 

第 1 引数 （String） プロセス定義 CD 

第 2 引数 （String） バージョン CD 

第 3 引数 JavaEE 開発モデル：（ArrayList） アプリケーションキー配列 

スクリプト開発モデル：（Array） アプリケーションキー配列 

第 4 引数 （String） ログイングループ CD 

第 5 引数 （String） ログインユーザ CD 

 

返却値 

JavaEE 開発モデル Map 

スクリプト開発モデル Object 

 

key 値 

errFlg （Boolean） エラー判定フラグ 

エラーなし ： false 

エラーあり ： true 

procCdValue 採番成功：（String） 生成したプロセス CD 

エラーなし（errFlg：false） ： 採番されたプロセス CD 

エラーあり（errFlg：true） ： エラー画面に表示するエラーのメッセージ ID 

 

（JavaEE 開発モデル） パラメータモデルからの情報取得 

public Map optionalRegistProcessCd ( String processDefCd , String versionCd ,ArrayList userAppList, 

                   String groupId , String userId ) 

                   throws SystemException , ApplicationException , WKFApplicationException { 

・ 

・ 

・ 
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（スクリプト開発モデル） パラメータモデルからの情報取得 

function optionalRegistProcessCd( processDefCd , versionCd , userAppList , groupId , userId ){ 

・ 

・ 

・ 

 

（スクリプト開発モデル） エラー処理と結果の返却 

    objRet = new Object(); 

     

   // エラー判定処理 

    if(isNull(プロセス CD) || プロセス CD == ""){  

     // 採番失敗 

     objRet. errFlg      = true; 

     objRet. procCdValue = "エラーメッセージ ID or エラーメッセージ"; 

    }else{  

     // 採番成功 

     objRet. errFlg    = false; 

     objRet. procCdValue = プロセス CD; 

    } 

    // 処理結果の返却 

    return objRet； 

メッセージIDの指定方法については、＜2.2.26 後処理プログラムでのエラーメッセージ指定＞ 

をご参考ください。 

2.2.23.1.2 テンプレートファイル 

JavaEE 開発モデル OptionalNumbering.java 

スクリプト開発モデル optional_numbering.js 

2.2.23.2 設定ファイル 

実行する採番プログラムは、次の設定ファイルにて指定、変更が可能です。 

％ApplicasionRuntime％/doc/imart/WEB-INF/classes/ 

jp/co/intra_mart/foundation/bpw/config/BPWCore.properties 

2.2.23.2.1 設定方法 

（JavaEE 開発モデル） パス指定の例 

 

 

（

        （スクリプト開発モデル） パス指定の例 

 

 

 

2.2.23.3 プロセスCDの任意採番機能に関する注意事項 

〆「標準のワークフロー採番機能」と「任意の採番処理機能」を併用することはできません。 

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

案件番号（プロセス CD）採番処理も行われるため、サブプロセスの案件番号（プロセス CD）採番処理も 

#採番プログラムパス 

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

#採番プログラムパス  

OPTIONAL_REGIST_PROCESS_CD_PATH=/smaple/bpw/template/optional_numbering 
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考慮して実装する必要があります。 

〆案件番号（プロセス CD）が重複して採番された際の動作は保障されません。 
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2.2.24 各処理時の動作 

さまざまな条件下における各処理の動作について、各々解説します。 

2.2.24.1 本人と代理処理の関係 

代理設定された案件は、その多くは【代理先ユーザ】によって起票（申請）されます。その後、引戻し、差戻しされ

た場合の、【本人（元々の権限をもつ代理元ユーザ）】、【代理先ユーザ】の処理範囲について解説します。 

 

申請 １承認 

 
■代理設定なしの場合 

  ⇒【本人】が起票（申請）を行った場合  

手順 処理者 操作内容（フローの動き） 結果 

【手順１】 【本人】 起票   OK 

【手順２】 【本人】 引戻し   OK 

【手順３】 【本人】 再起票   OK 

   

⇒【本人】が起票（申請）を行った場合 

手順 処理者 操作内容（フローの動き） 結果 

【手順１】 【本人】 起票   OK 

【手順２】 【本人】  差戻し OK 

【手順３】 【本人】 再起票   OK 

 

■代理設定ありの場合 

  ⇒【本人（代理元）】が起票（申請）を行った場合 

手順 処理者 操作内容（フローの動き） 結果 

【手順１】 【本人】 起票   OK 

【本人】 引戻し   OK 

引戻し ×
 

 
【手順２】 

【代理先】 
【本人】が処理した案件のため、 

【代理先】が引戻しを行う事はできない。 

NG 

【本人】 再起票   OK 

再起票 ×
 

 
【手順３】 

【代理先】 
【本人】が処理した案件のため、 

【代理先】が再起票を行う事はできない。 

NG 
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⇒【代理先】が起票（申請）を行った場合 

手順 処理者 操作内容（フローの動き） 結果 

【手順１】 【代理先】 起票   OK 

引戻し ×
 

 

【本人】 
【代理先】が処理した案件のため、 

【本人】が引戻しを行う事はできない。 

NG 
【手順２】 

【代理先】 引戻し   OK 

【本人】 再起票   OK 
【手順３】 

【代理先】 再起票   OK  

 

  ⇒【本人（代理元）】が起票（申請）を行った場合 

手順 処理者 操作内容（フローの動き） 結果 

【手順１】 【本人】 起票   OK 

【本人】  差戻し OK 

×
 

差戻し 
【手順２】 

【代理先】 
【本人】が処理した案件のため、 

【代理先】へ差戻しを行う事はできない。 

NG 

【本人】 再起票   OK 

再起票 ×
 

 
【手順３】 

【代理先】 
【本人】が処理した案件のため、 

【代理先】が再起票を行う事はできない。 

NG 

   

⇒【代理先】が起票（申請）を行った場合 

手順 処理者 操作内容（フローの動き） 結果 

【手順１】 【代理先】 起票   OK 

×
 

差戻し 

【本人】 
【代理先】が処理した案件のため、 

【本人】へ差戻しを行う事はでｋない。 

NG 
【手順２】 

【代理先】  差戻し OK 

【本人】 再起票   OK 
【手順３】 

【代理先】 再起票   OK  
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2.2.24.2 起票（申請）者操作の動作 

2.2.24.2.1 起票（申請） 

ワークフローへ流すための操作となります。この操作を行う事で案件番号を採番（発行）します。 

サブプロセスを利用している場合には、はじめの起票時にルート上のすべての案件番号を採番（発行）します。 

 

プロセス定義A
「 」案件番号 00000000000000000003 

申請A

【 】 青柳辰巳 

１承認A- ２承認A- 

１承認B- ２承認B- ３承認B- 

プロセス定義B
「 」案件番号 00000000000000000004 

「 」 【 】 、プロセス定義Aの 申請 を 青柳辰巳 が申請すると 
「 」 、 プロセス定義A と サブプロセスの
「 」 。 プロセス定義B の案件番号を一緒に採番を行う 

 

2.2.24.2.2 引戻し 

一度起票、審議した案件に対して、次の審議者もしくは、起票者が処理を行う前までに、自分の元へ引戻す、つま

り次の処理が行われる直前にて、自身が行った処理（起票（申請））を取り消す事にする操作となります。 

※内部統制強化のため履歴情報には、起票（申請）、引戻しの操作データが残ります。 

詳細については、＜2.2.16 履歴管理＞ をご参考ください。 

 

“引戻し”操作が可能となるのは、基本的には“次の審議者が処理を行う”までの限られた範囲となります。 

ただし次の例のように、一度“次の審議者が処理を行う”操作がされ、さらに次のタスクへ処理が流れた場合で 

あっても、差戻し等で、「申請」の次のタスクがアクティブになっている状態であれば、「申請による引戻し」操作が 

可能となります。 

 

申請 １承認 ２承認 ３承認 

【 】 青柳辰巳 【 】 青柳辰巳 【 】 青柳辰巳 【 】 円山益男 

「 １」差戻しされ 承認  がアクティブになっ
、ている状態であるため 

「 」 申請 による
→　 ”④ 引戻し 。”が可能となります 

① 申請 ② 承認

③ 直前の承認者への差戻し
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2.2.24.2.3 再起票（再申請） 

引戻しもしくは差戻しされた案件について、もう一度ワークフローへ流す操作となります。 

 

引戻し後の再起票 

申請 １承認 

【 】 青柳辰巳 実行時選択

引戻す
（ （ （ ）） ） 、 自身が行った処理 起票 申請  を取り消す 事により 

、「 １」再起票時にもう一度  承認  の
。実行時選択者を選択します 

 

 

差戻し後の再起票 

申請 承認１

【青柳辰巳】 （実行時選択）

「承認１」の処理者による差戻し
（前処理者に対して、案件を戻す）事により、
再起票時にもう一度、「承認１」の
実行時選択者を選択します。

 
※上記の動作については、再審議時も同様となります。 

※申請者／承認者ルート作成、ルート選択機能の場合も同じ動作仕様となります。 

  引戻し後の再起票⇒ルート作成／ルート選択を行い、再起票を行う。 

  差戻し後の再起票⇒ルート作成／ルート選択を行い、再起票を行う。 

2.2.24.2.4 取り止め 

本人が起票（申請）した案件をなかった事にします。物理削除はされず、取り止めされた案件データとして残ります。

この操作ができるのは、起票者の元への引戻し、もしくは差戻しされた案件に対してのみとなります。 

2.2.24.3 審議者操作の動作 

2.2.24.3.1 審議 

ワークフローを次の審議者（タスク）へ流します。 

通常はルート上の 終タスクが承認を行うと、この案件は終了します。（管理者による）プロセス定義の設定によって

は、任意のタスクを“途中終了（途中の承認者が承認した時点で終了）”する事も可能です。 

2.2.24.3.2 否認 

ワークフローを強制終了します。ルートの途中で否認された場合もこの案件は終了します。 

2.2.24.3.3 申請者へ差戻し 

起票（申請）者へワークフローを戻します。該当（差戻しを行った）タスクが動的承認者であった場合、起票（申請）

者からの再起票時、もしくは承認（審議）者からの再審議時に、再度動的承認タスクの承認（審議）者の選択を行う

仕様となります。 

具体的には、該当タスクが実行時選択であった場合、再起票時（再審議時）に再度該当タスクの実行時選択を行う

必要があります。 

また、承認（審議）タスクに組織、パブリックグループ、ロールが指定されている場合は、再起票時に該当タスクの対

象者が再度展開（該当タスクの対象者全てが再度処理対象）されることとなります。 
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2.2.24.3.4 直前の承認者へ差戻し 

ひとつ前の処理（タスク）へワークフローを戻します。 

その他、「申請者へ差戻し」の場合と同様の動作仕様となります。 

2.2.24.3.5 保留（動作仕様） 

この操作を行った【ユーザ】による処理の予約となります。つまり【組織】などの複数審議者が存在していた場合、 

この【ユーザ】だけが審議対象となります。 

この処理を行った場合、該当案件は次のような制限が発生します。 

・直前の処理者による【引戻し】は行えません。 

・【自動催促】機能が無効となります。 

・【自動パス（バッチ）】機能が無効となります。 

・他ユーザへの【振替】操作が無効となります。 

・該当のタスクが組織等であり、内１人が「保留」を行った場合、他ユーザでの処理は無効となります。 

2.2.24.4 複雑なルートにおける動作仕様 

2.2.24.4.1 サブプロセス 

２つのプロセス定義（ルート）から構成されます。 

基本的には子プロセスの先頭タスクが、“申請（起票）”タスクもしくは、“承認（審議）”タスクの２パターンにより、 

次のような相違が発生します。 

 

子プロセスの先頭タスク 子プロセスの案件名 処理できる内容 

“申請（起票）” 

子プロセスの起票時に、 

子プロセス用の案件名となる。 

差戻し、保留などの通常の“審議”タスク

と同等の操作は行えません。 

⇒“起票”タスクと同じ扱いとなります。 

“承認（審議）” 
親プロセスと同一の案件名となる。 通常の“審議”タスクと同等の操作が 

可能となります。 

 

■親プロセス上の動的承認者の特定ポイント 

  次のような【サブプロセス】→【“動的承認者”が対象者設定されている処理タスク】というルート設定がされている 

場合、動的承認者（【実行時選択】、【前処理者の所属組織】、【前処理者の上位組織】、【申請者】）の種類によって、

実際の処理対象者として指定されるポイントが異なります。 

 

申請A

【 】 青柳辰巳 

承認A-1 承認A-2

１承認B- 承認B-3

”動的承認者”

承認B-2

 

 

動的承認者の種類 処理対象者となるポイント 

実行時選択 親プロセスの「申請 A」が選択 

前処理者の所属組織 子プロセスの「承認 B‐３」の所属組織 

前処理者の上位組織 子プロセスの「承認 B‐３」の上位組織 

申請者 親プロセスの「申請 A」の申請者 
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■サブプロセス間の処理の動作仕様 

親プロセス、子プロセス間における各審議者の各処理による動作について、次に解説します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
申請A 承認A-1 承認A-2

１承認B- 承認B-2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【承認 A‐１】 

「承認」               → 「承認 B‐１」へ流れる。 

「ここで終了」           → 親プロセスが終了します（承認案件）。 

「否認」               → 親プロセスが終了します（否認案件）。 

「申請者へ差戻し」       → 「申請 A」に戻る。 

「直前の承認者へ差戻し」 → 「申請 A」に戻る。 

【承認 A‐２】 

「承認」               → 親プロセスが終了します（承認案件）。 

                   （子プロセスは「承認 B‐2」の承認操作により終了） 

「ここで終了」           → 親プロセスが終了します（承認案件）。 

                   （子プロセスは「承認 B‐2」の承認操作により終了） 

「否認」               → 親プロセスが終了します（否認案件）。 

                   （子プロセスは「承認 B‐2」の承認操作により終了） 

「申請者へ差戻し」       → 「申請 A」に戻る。 

「直前の承認者へ差戻し」 → 「申請 B‐２」に戻る。 

【承認 B‐１】 

「承認」               → 「承認 B‐2」へ流れる。 

「ここで終了」           → 親プロセス、子プロセスが終了します（承認案件）。 

「否認」               → 親プロセス、子プロセスが終了します（否認案件）。 

「申請者へ差戻し」       → 「申請 A」に戻る。 

「直前の承認者へ差戻し」 → 「承認 A‐１」に戻る。 

【承認 B‐２】 

「承認」               → 「承認 A‐2」へ流れる。 

「ここで終了」           → 親プロセス、子プロセスが終了します（承認案件）。 

「否認」               → 親プロセス、子プロセスが終了します（否認案件）。 

「申請者へ差戻し」       → 「承認 B‐１」に戻る。 

「直前の承認者へ差戻し」 → 「承認 B‐１」に戻る。 
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■親プロセスにて登録した添付ファイルの参照 

１．親プロセスの「申請」タスクにて登録した添付ファイルの参照範囲（基本パターン） 

 

添付ファイルの登録します

申請A-1 承認A-2 承認A-3

１承認B- 承認B-2

【 】 親プロセス定義A 

【 】 子プロセス定義B 

「 」 申請A-1 
の添付ファイル

が参照可能

「 」 申請A-1 
の添付ファイル

が参照可能

「 」 申請A-1 
の添付ファイル

が参照可能

「 」 申請A-1 
の添付ファイル

が参照可能
 

 

2．親プロセスの「申請」タスクにて登録した添付ファイルの参照範囲（サブプロセスが複数階層のパターン） 

 

添付ファイルの登録します

申請A-1 承認A-2 承認A-3

１承認B- 承認B-2

【 】 親プロセス定義A 

【 】 子プロセス定義B 

「 」 申請A-1 
の添付ファイル

が参照可能

「 」 申請A-1 
の添付ファイル

が参照可能

「 」 申請A-1 
の添付ファイル

が参照可能

１承認C- 承認C-2【 】 子プロセス定義C 

「 」 申請A-1 
の添付ファイル

が参照可能

「 」 申請A-1 
の添付ファイル

が参照可能

１承認D- 承認D-2【 】 子プロセス定義D 

「 」 申請A-1 
の添付ファイル

が参照可能

「 」 申請A-1 
の添付ファイル

が参照可能

「 」 申請A-1 
の添付ファイル

が参照可能
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3．親プロセスと子プロセスの双方の「申請」タスクにて登録した添付ファイルの参照範囲 

 

添付ファイルの登録します

申請A-1 承認A-2 承認A-3

１承認B- 承認B-2

【 】 親プロセス定義A 

【 】 子プロセス定義B 

「 」 申請A-1 
の添付ファイル

が参照可能

「 」 申請A-1 
の添付ファイル

が参照可能

「 」 申請A-1 
の添付ファイル

が参照可能

１申請C- 承認C-2【 】 子プロセス定義C 

「 」 申請C-1 
の添付ファイル

が参照可能

「 」 申請A-1 
の添付ファイル

が参照可能

１承認D- 承認D-2【 】 子プロセス定義D 

添付ファイルの登録します

１承認D- 承認D-2【 】 子プロセス定義E 

「 」 申請C-1 
の添付ファイル

が参照可能

「 」 申請C-1 
の添付ファイル

が参照可能

「 」 申請C-1 
の添付ファイル

が参照可能

「 」 申請C-1 
の添付ファイル

が参照可能
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4．親プロセスの「申請」タスクにて登録した添付ファイルの参照範囲 

（子プロセスの「申請」タスクからの親プロセスの添付ファイルの参照） 

 

添付ファイルの登録します

申請A-1 承認A-2 承認A-3【 】 親プロセス定義A 

「 」 申請A-1 
の添付ファイル

が参照可能

「 」 申請A-1 
の添付ファイル

が参照可能

１申請B- 承認B-2【 】 子プロセス定義B 

「 」 申請A-1 
の添付ファイル
が参照不可能

「 」 申請B-1 
の添付ファイル

が参照可能
添付ファイルの登録します

 

 

5．親プロセスの「申請」タスクにて登録した添付ファイルの参照範囲 

   （同一階層の別の子プロセスの「申請」タスクからにて登録した添付ファイルの参照） 

 

添付ファイルの登録します

申請A-1【 】 親プロセス定義A 

１申請B- 承認B-2【 】 子プロセス定義B 

１承認C- 承認C-2【 】 子プロセス定義C 

「 」 申請A-1 
の添付ファイル

が参照可能

「 」 申請A-1 
の添付ファイル

が参照可能

「 」 申請A-1 
の添付ファイル
が参照不可能

添付ファイルの登録します

「 」 申請B-1 
の添付ファイル

が参照可能

【 】 子プロセス定義B 

【 】 子プロセス定義C 

承認A-2

「 」 申請A-1 
の添付ファイル

が参照可能
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2.2.24.4.2 分岐 

     分岐タスク利用時、ルートが分かれる際、前タスクの処理時に条件分岐プログラムが実行され、そのプログラムの実

行結果により、ルート（分岐処理内の対象者）が決定します。 

条件分岐プログラムなど詳細については、＜2.2.28 条件分岐・結合条件＞をご参考ください。 

 

   ■条件分岐の挙動 

      条件分岐プログラムは、分岐タスクの直前の処理時に毎回実行されます。つまり、引戻しや差戻しによって、 

再起票（再申請）、再処理（再審議）が行われる度に、この条件分岐プログラムは実行されその判定を行います。 

これにより、1 回目の条件分岐の判定によって決定されたルートが、2 回目も必ずしも同じルートとはなりません。 

次を例に解説します。 

 

【手順】 1. 「申請」による申請後、条件分岐により【A ルート】となり、「承認 A‐1」の承認が行われた状態となります。 

 

申請
Aルート 承認3

承認B-1 承認B-2

承認A-1 承認A-2

Bルート
 

 

【手順】 2. 「承認 A‐２」による差戻し後、「申請」による再申請が行われると、条件分岐プログラムが実行されます。 

        この時の判断が【B ルート】となった場合、フローは【B ルート】となり、「承認 B‐1」がアクティブ（待ち）の 

状態となります。 

 

申請
Aルート 承認3

承認B-1 承認B-2

承認A-1 承認A-2

Bルート

 

 

「申請」による引戻しや、それ以降の承認者による差戻しによって、再び分岐タスクを通過する場合、条件分岐プログラ

ムは毎回実行され、その時点の条件によって決定されたルートを常に判断します。 
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2.2.24.4.3 同期 

同期タスク利用時、ルートが分かれている分だけフローが並列で流れます。同期内の 終タスクが承認されると、結

合条件プログラムが毎回実行されます。その判定により、同期内のすべてのルートが承認されていなくても、同期の

次のルートへ流す事が可能となります。 

条件分岐プログラムの詳細については、＜2.2.28 条件分岐・結合条件＞をご参考ください。  

2.2.24.5 その他の機能 

2.2.24.5.1 手動 

何も処理を行わないタスクです。フロー表示上の表示のみの使い方や、次のような分岐プログラムにて片方のみを

処理させないようなルートを作成することができます。 

 

申請 Aルート 承認2

承認1
Bルート

【A ルート】を通る場合 ⇒ 「申請」後、案件は「承認２」がアクティブ（審議待ち）となります。 

【B ルート】を通る場合 ⇒ 「申請」後、案件は分岐内の「承認１」がアクティブ（審議待ち）となります。 

2.2.24.5.2 自動実行 

JavaEE 開発モデル、スクリプト開発モデルにて前タスクの処理後に、自動的に実行することができるタスクです。 

プロセス種別「ビジネスプロセスワークフロー」のみ利用可能となります。 

自動実行プログラムの詳細については、＜2.2.25 後処理＞をご参考ください。インタフェースは同一となります。 

2.2.24.5.3 イベント実行 

im-JavaEE Framework イベントフレームワーク を実行する事ができるタスクです。 

プロセス種別「ビジネスプロセスワークフロー」のみ利用可能となります。 

イベント実行の詳細については ＜付録E イベント実行＞をご参考ください。 
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2.2.25 後処理 

■基本仕様 

       起票、審議といった各処理において同一トランザクション内でタスク毎に予め指定したプログラムを実行する事が 

できます。  

 

2.2.25.1 インタフェース 

       各処理毎で呼び出されるメソッド名が変わります。次の通りです。 

処理名 メソッド名 取得パラメータ 

起票・再起票・承認 proceed（） 

引戻し pullDraft（） 

承認者への差戻し returnDraft（） 

起票者への差戻し returnStart（） 

任意処理者へ差し戻し returnTask() 

取り止め compulsion（）

否認 rejection（） 

processDefCd、versionCd 、processCd 、activityCd 、 

groupId 、userId 

（プロセス定義 CD、バージョン CD、プロセス CD、アクティビティ CD、 

ログイングループ ID、ユーザ ID）が取得がされます。 

 

       各開発モデルでは次のような規約があります。 

       どちらの開発モデルにおいても、このプログラム内でトランザクション制御を行う事はできません。 

■JavaEE 開発モデル 

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

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

返却します。 

■スクリプト開発モデル 

   返却値は、java ライブラリを読み込んだ定数を返却します。 

 

// 定数定義 

var STATUS_COMPLETED =  

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

ｖar STATUS_FAULT =  

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

 

// 「完了」のステータスとして返却 

return STATUS_COMPLETED; 

 

詳細については、APIリスト＜http://www.intra-mart.jp/apilist/index.html＞をご参考ください。 

http://www.intra-mart.jp/apilist/index.html�
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2.2.26 後処理プログラムでのエラーメッセージ指定 

■基本仕様 

後処理プログラム内でエラーが発生した場合に、以下 2 通りの方法で任意のメッセージを表示することができます。 

■ プロパティファイルに定義したメッセージを表示する 

■ プログラム内に直接記述したメッセージを表示する 

2.2.26.1 プロパティファイルに定義したメッセージを表示する 

プロパティファイル（MessageConfig_bpw_ja.properties）に定義したメッセージ ID を、後処理プログラム内の 

エラー処理に記述することで、エラー時に任意のメッセージを表示することが可能となります。 

2.2.26.1.1 設定ファイル 

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

％ApplicasionRuntime％/doc/imart/WEB-INF/classes/MessageConfig_bpw_ja.properties 

2.2.26.1.2 メッセージの指定 

MessageConfig_bpw_ja.properties の記述例 

 

 

 

    項目説明 

※1 メッセージ ID メッセージ ID を指定します。 

※2 メッセージ メッセージを指定します。 

※3 サブメッセージ ID サブメッセージ ID を指定します。 

※1 を指定している場合は必須の設定となります。 

メッセージ ID は「※1 の ID＋“_sub”」を指定します。 

（例） 

※1 が“BpwError.BPW_Sample_Message”の場合 

“BpwError.BPW_Sample_Message_sub” 

となります。 

※4 サブメッセージ サブメッセージを指定します。 

サブメッセージを表示させない場合は、 

「メッセージ ID=」を指定してください。 

（例） 

“BpwError.BPW_Sample_Message_sub=” 

2.2.26.1.3 利用方法 

以下に使用例を記載します。 

（スクリプト開発モデル） 

    // 定数定義 

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

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

    var 返却値； 

   ・ 

   ・ 

    if (エラーではない) { 

        返却値 = STATUS_COMPLETED; 

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

※3 BpwError.BPW_Error_Sample_sub = ※4 ユーザ情報の取得に失敗しました。 
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    } else { 

        返却値 ＝ “メッセージ ID“； 

    } 

    return 返却値; 

 

2.2.26.2 プログラム内に直接記述したメッセージを表示する（プロパティファイルを利用しない場合） 

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

表示することが可能となります。 

2.2.26.2.1 利用方法 

以下に使用例を記載します。 

（スクリプト開発モデル） 

    // 定数定義 

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

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

    var 返却値； 

   ・ 

   ・ 

    if (エラーではない) { 

        返却値 = STATUS_COMPLETED; 

    } else { 

        返却値 ＝ “任意のメッセージ （例：後処理 XXX でエラーが発生しました。）“； 

    } 

    return 返却値; 

2.2.26.2.2 プログラム内に直接メッセージを記述する際の注意事項 

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

は出来ません。 
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2.2.27 案件終了時に任意のプログラムを実行 

■基本仕様 

       案件の終了時（END タスクに処理が到達した時点）で任意のプログラムを実行することができます。 

    END タスク＞[END 時実行]タブ 

 

2.2.27.1 任意の処理プログラム 

【前提条件】 

■ 作成したプログラムはワークフロー内部の処理から実行されるため、プログラム内では DB トランザクションを張

らないでください。 

2.2.27.1.1 インターフェース 

メソッド名 

メソッド名 proceed() 

 

 取得パラメータ 

第 1 引数 （String） プロセス定義 CD 

第 2 引数 （String） バージョン CD 

第 3 引数 （String） プロセス CD 

第 4 引数 （String） アクティビティ CD 

第 5 引数 （String） ログイングループ CD 

第 6 引数 （String） ログインユーザ CD 

 

返却値 

■JavaEE 開発モデル 

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

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

返却します。 

■スクリプト開発モデル 

     返却値は、java ライブラリを読み込んだ定数を返却します。 

   

// 定数定義 

var STATUS_COMPLETED =  

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

ｖar STATUS_FAULT =  

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

 

// 「完了」のステータスとして返却 

return STATUS_COMPLETED; 

 

詳細については、APIリスト＜http://www.intra-mart.jp/apilist/index.html＞をご参考ください。 

2.2.27.2 ENDタスクでの任意プログラム実行に関する注意事項 

サブプロセスの END タスクに任意のプログラムを設定した場合（プロセス間をまたがる操作（差戻し／引戻し等）を

された場合）、サブプロセスが END になる度に END タスクに指定したプログラムが実行されます。 

http://www.intra-mart.jp/apilist/index.html�
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2.2.28 条件分岐・結合条件 

■基本仕様 

条件分岐 ： 分岐タスク利用時、ルートが分かれる際、前タスクの処理時にこのプログラムが実行されます。 

              分岐タスクには以下の 2 つの分岐種別が用意されています。 

・ 単一ルート 

→ 分岐後、単一ルートへ処理が流れます。 

・ 複数ルート 

→ 分岐後、複数ルートへ処理が流れます。  

2.2.28.1 分岐_単一ルート 

              １．ルートが 4 つに分かれるような分岐設定ルートがあります。 

 

 

              2. 分岐タスクの[基本]タブ＞「分岐種別」にて“単一ルート”を選択します。 

 

 

 

              3.この時の分岐設定は次の通りです。 
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              4.前タスクの処理が実行後、条件分岐プログラムは次のように動作します。 

               動作 1：プログラム「sample_A」を実行。 →「true」値を返却 → 「第１承認者」のルートへ進む。 

                                        →「false」値を返却 → 動作 2 へ 

               動作 2：プログラム「sample_B」を実行。 →「true」値を返却 → 「第 2 承認者」のルートへ進む。 

                                        →「false」値を返却 → 動作 3 へ 

               動作 3：プログラム「sample_C」を実行。 →「true」値を返却 → 「第 3 承認者」のルートへ進む。 

                                        →「false」値を返却 → 「第 4 承認者」のルートへ進む。 

♪ポイント♪ 

単一ルートでは、返却値に「true」が返却された時点で、次のタスクへ処理が流れます。 

 

 

2.2.28.2 分岐_複数ルート 

              １．ルートが 4 つに分かれるような分岐設定ルートがあります。 

 

 

              2. 分岐タスクの[基本]タブ＞「分岐種別」にて“複数ルート”を選択します。 

 

 

 

              3.この時の分岐設定は次の通りです。 
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              4.前タスクの処理が実行後、条件分岐プログラムは次のように動作します。 

               動作 1：プログラム「sample_A」を実行。 →「true」値を返却 → 「第１承認者」のルートへ進む。 

               動作 2：プログラム「sample_B」を実行。 →「true」値を返却 → 「第 2 承認者」のルートへ進む。 

               動作 3：プログラム「sample_C」を実行。 →「true」値を返却 → 「第 3 承認者」のルートへ進む。 

               動作 4：動作 1～3 を実行し、全てが「false」値を返却 → 「第 4 承認者」のルートへ進む。 

 

♪ポイント♪ 

複数ルートでは、返却値の「true」、「false」に関らず、設定されている全ての条件クラスが実行されます。 

返却値に「true」が返却された全てのタスクへ処理が流れます。 

 

 

2.2.28.3 結合条件 

同期タスク利用時、同期ルート内の各 終承認が行われた際、このプログラムが毎回実行されます。 

このプログラム実行時に「true」値が返却された場合、同期内のすべての 終承認が終了していない状態で、 

期結合後の次のタスクへ処理が流れます。 

 

2.2.28.4 インタフェース 

       各開発モデルにおいて呼び出されるメソッド名が変わります。次の通りです。 

処理名 メソッド名 取得パラメータ 

JavaEE 開発モデル execute（） 

スクリプト開発モデル isSatisfied（） 

processDefCd、versionCd 、processCd 、activityCd 、 

groupId 、userId 

（プロセス定義 CD、バージョン CD、プロセス CD、アクティビティ CD、

ログイングループ ID、ユーザ ID）が取得されます。 

 

       各開発モデルでは次のような規約があります。 

       どちらの開発モデルにおいても、このプログラム内でトランザクション制御を行う事はできません。 

■JavaEE 開発モデル 

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

返却値は、java.lang クラス Boolean のプリミティブ値 true に対応する Boolean オブジェクト「true」、もしくは、 

プリミティブ値 false に対応する Boolean オブジェクト「false」を返却します。 

 ■スクリプト開発モデル 

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

 

詳細については、APIリスト＜http://www.intra-mart.jp/apilist/index.html＞をご参考ください。

http://www.intra-mart.jp/apilist/index.html�
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2.2.28.5 条件分岐・結合条件に関する注意事項 

 

＜NG＞ 
実行時選択 
ルート選択 
ルート作成 

 

 

〆分岐種別が「複数ルート」の場合、分岐結合タスク直後に 

「前タスクで処理者を指定しなければならないタスク（実行時選択／ルート選択／ルート作成）」 

を設定することはできません。 

2.2.29 トリガー 

■基本仕様 

ワークフローの管理者操作によってマスタデータ（プロセス定義‐バージョン情報）、トランザクションデータ（案件）が 

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

 

トリガー機能として呼び出すプログラムの指定については、次の設定ファイルが対象となります。 

％ApplicasionRuntime％/doc/imart/WEB-INF/classes/ 

jp/co/intra_mart/foundation/bpw/config/BPWCore.properties 

詳細については、＜3.1 BPWCore.properties＞、＜3.1.1.8 トリガー機能関連設定（設定変更可能）＞を 

ご参考ください。 

2.2.29.1 トリガーの種類 

     次の場合に、トリガー機能が動作します。 

 

分類 種類 トリガー起動時の操作内容 

マスタデータ プロセス定義/バージョン削除 「プロセスマスタメンテナンス／プロセス定義編集」画面内、 

→ バージョン単位による「削除」アイコン押下時 

トランザクションデータ 案件削除 「プロセス操作」画面内、 

→ 一覧からの一括削除 

→ ポップアップ（タスク位置の強制操作）画面からの削除 
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2.2.30 その他 

その他の動作仕様について、次にまとめます。 

2.2.30.1 【Java Applet】サーバ（Servlet）間の通信方法 

【Java アプレット】（ルート設定画面）から、ApplicationRuntime Serviece（Servlet）間との通信手段として、 

「java.net クラス URLConnection」、「java.net クラス URL」を使用しています。 

詳細については、＜http://java.sun.com/j2se/1.4/ja/docs/ja/api/index.html＞をご参考ください。 

また、ワークフローにて関係してくる個所については、このサーバ間の通信が行われているのは、web.xml で定義

されている ServletName 「BPWDesignerSelectServlet」、「BPWDesignerInsertServlet」が該当します。 

2.2.30.2 一覧画面上の引戻しアイコン 

引戻しアイコンが表示されるタイミングについては、該当一覧画面表示のパフォーマンスを考慮し、次の承認者以

降に処理が流れている場合にも、「引戻し」アイコンが表示されるような仕組みとなっております。このため、該当の

状態にあるプロセス（案件）の「引戻し」アイコンを押下すると、処理が行えないために、引戻しができない旨のメッ

セージが画面上に表示されます。 

2.2.30.3 「一括審議」が利用できない案件 

一括審議が利用できない案件とは、次の承認者情報によって判別されます。次の承認者が以下のケースである場

合、以下のリストにある通り、「審議」ボタン押下後に画面遷移を行い各機能毎の操作が必要となります。 

このような画面遷移が発生するケースにおける案件に対する一括審議は対象外となります。あくまで承認者候補

（「前処理者の所属組織」、「前処理者の上位組織」は一括審議の対象となります）が確定されているようなルートが

対象となります。 

 

次の審議者（審議者を決定するための操作が必要なもの）が次の場合 

次タスク候補 理由 

【実行時選択】 「審議」ボタン押下後、【次の承認者の選択】画面へ遷移 

【ルート作成】 「審議」ボタン押下後、【承認ルート作成】画面へ遷移 

【ルート選択】 「審議」ボタン押下後、【ルート選択】画面へ遷移 

コンテンツフレーム【カスタム】 コンテンツフレーム種別【カスタム】の場合、オリジナル画面構成となるため

2.2.30.4 「新着タスク」で表示される案件 

新着タスクでは、本人が処理できる案件のみ表示されます。 

代理依頼された案件や、本人に処理権限がない案件は表示されません。

http://java.sun.com/j2se/1.4/ja/docs/ja/api/index.html�
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3 設定ファイル 

ワークフローシステム内では、運用環境に合わせて、次の設定ファイルにて各種設定値を指定できます。 

3.1 BPWCore.properties 
この設定ファイルでは、テンプレートメール、一覧表示項目設定、XML 出力機能、アプリケーションロック機能に

おける設定を行う事ができます。設定内容詳細と初期値設定内容は次の通りです。 

この設定ファイルは、%ApplicationRuntime%/doc/imart/WEB-INF/classes/ 

jp/co/intra_mart/foundation/bpw/config/BPWCore.properties となります。 

3.1.1.1 テンプレートメール（設定変更可能） 

メール送信時におけるパス設定、置換文字列、メール送信可否を設定します。 

当機能の詳細については、＜2.2.21 メール＞をご参考ください。 

項目 設定パラメータ 初期値 

メールテンプレート格納フォルダ MAIL_TEMPLATE_FOLDER bpw/mail_template/
申請時承認依頼メール MAIL_FILE_APPLY apply.iwm 

再申請依頼メール MAIL_FILE_RETRY retry.iwm 

根回しメール MAIL_FILE_NEGO nego.iwm 

承認時メール MAIL_FILE_OK ok.iwm 

否認時メール MAIL_FILE_REJECTION rejection.iwm 

申請者に差し戻しメール MAIL_FILE_RETURN_START returnstart.iwm 

承認者に差し戻しメール MAIL_FILE_RETURN_BEFORE returnbefore.iwm 

任意の処理者に差し戻しメール MAIL_FILE_RETURN_TASK returntask.iwm 

引戻しメール MAIL_FILE_RETURN_BEFORE pullback.iwm 

取り止めメール MAIL_FILE_PULLBACK cancel.iwm 

振替設定メール MAIL_FILE_TRANSFER transfer.iwm 

代理設定メール MAIL_FILE_AGENT agent.iwm 

バッチ自動パスメール MAIL_FILE_BATCHPASS batchpass.iwm 

対象者自動パスメール MAIL_FILE_TARGETPASS targetpass.iwm 

自動催促メール MAIL_FILE_REMINDER reminder.iwm 

終結果通知メール MAIL_FILE_END_FLOW endofflow.iwm 

代理先処理後代理元に通知するメール MAIL_FILE_NOTICE_MAIL noticemail.iwm 
 

項目 設定パラメータ 初期値 
intra-mart URL INTRA_MART_LOGIN_URL http://www.xxxxx.co.jp:8080/imart/

http://www.xxxxx.co.jp:8080/�
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項目 設定パラメータ 初期値 
取りやめ処理時の場合のメールの送信可否 CANCELLATION_TRANSMIT_MAIL true 

否認処理時の場合のメールの送信可否 DENIAL_TRANSMIT_MAIL true 
申請処理時の場合のメールの送信可否 APPLY_TRANSMIT_MAIL true 

再申請処理時の場合のメールの送信可否 RETRY_TRANSMIT_MAIL true 

引き戻し処理時の場合のメールの送信可否 PULL_TRANSMIT_MAIL true 

承認処理時の場合のメールの送信可否 RECOGNITION_TRANSMIT_MAIL true 

申請者に差し戻し処理時の場合のメールの送信可否 RETURN_START_TRANSMIT_MAIL true 

承認者に差し戻し処理時の場合のメールの送信可否 RETURN_BEFORE_TRANSMIT_MAIL true 

任意の処理者へ差し戻し処理時の場合のメールの送

信可否 
RETURN_TASK_TRANSMIT_MAIL true 

振替処理時の場合のメールの送信可否 TRANSFER_TRANSMIT_MAIL true 

代理設定処理時の場合のメールの送信可否 AGENT_TRANSMIT_MAIL true 

バッチ自動パス処理時の場合のメールの送信可否 BATCHPASS_TRANSMIT_MAIL true 

対象者自動パス処理時の場合のメールの送信可否 TARGETPASS_TRANSMIT_MAIL true 

自動催促処理時の場合のメールの送信可否 REMINDER_TRANSMIT_MAIL true 

根回し時の場合のメールの送信可否 NEGO_TRANSMIT_MAIL true 

終結果通知メールの送信可否 END_OF_FLOW_MAIL true 

代理先処理後代理元に通知メールの送信可否 NOTICE_MAIL true 

3.1.1.2 申請･承認画面設定（設定変更可能） 

申請・承認画面の表示形式（TAB／FRAME）を設定します。 

項目 設定パラメータ 初期値 
申請･承認画面設定 APPROVAL_PAGE_TYPE TAB 

3.1.1.3 一覧表示項目設定機能関連設定（設定変更可能） 

「一覧表示項目設定」機能の利用可否を設定します。 

各一覧画面において、管理者が予め設定した表示列パターンを、一般ユーザが任意のパターンを選択して 

利用することができる機能の設定可否について設定します。 

項目 設定パラメータ 初期値 
一覧表示項目設定可否 KEY_LIST_ITEM_SETTING true 

3.1.1.4 添付ファイル引継ぎ設定可否（設定変更可能） 

「添付ファイル引継ぎ設定」機能の利用可否を設定します。 

ドキュメントワークフローにて、サブプロセス利用の場合、【審議】画面、【詳細】画面内に、親プロセス定義の案件

申請時に登録された添付ファイルを、子プロセス定義の案件においても、参照する事ができる機能の設定可否に

ついて設定します。 

項目 設定パラメータ 初期値 
添付ファイル引継ぎ設定可否 ATTACHED_FILE_HANDING true 

3.1.1.5 XML出力機能関連設定（設定変更可能） 

案件削除時の「XML 出力」機能の利用可否を設定します。 

項目 設定パラメータ 初期値 
XMLファイル出力パス定義 KEY_XML_SAVE bpw/reserve_process/ 

XML出力可否定義 KEY_XML_OUT true 

XML出力文字コード 
出力するXMLファイルの 
エンコーディングを指定します。※１ 

KEY_XML_ENCODE UTF-8 

Excelテンプレートパス定義 KEY_EXCEL_TEMPLATE bpw/excel_template/ 
processDef.xls 

Excelテンプレート[読込]パス KEY_EXCEL_READ_TEMPLATE bpw/excel_template/ 
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定義 processDefRead.xls 

Excelテンプレートファイル名 KEY_EXCEL_TEMPLATE_FILE_NM processDef.xls 

 

※１ 「XML出力文字コード（KEY_XML_ENCODE）」に設定する文字コード 

XML ファイルは%StorageService%に出力されます。したがいこのパラメータは StorageService の 

サーバ文字コードと統一の必要があります。(%Storage Service% /conf/imart.xml < intra-mart/server-charset >) 

 

クライアント
（ ） ブラウザ 

Service Platform
  (StorageService 含む)

Windows
server-charset=Shift-JIS

１９２．１６８．０．２

ApplicationRuntime

UNIX
server-charset=EUC-JP

１９２．１６８．０．１

BPWCore.properties はここに存在

 

 

BPWCore.properties <KEY_XML_ENCODE> は、StorageService <server-charset> に統一する必要があるため、 

”Shift-JIS” と設定を行う必要がある。 

3.1.1.6 ログメッセージ出力用（設定変更可能） 

ログメッセージ出力用の文字列を設定します。 

項目 設定パラメータ 初期値 
ログメッセージ出力文字列 LOG_CORE_APPLICATION_NAME [BPW] 

3.1.1.7 アプリケーションロック機能関連設定（設定変更可能） 

「アプリケーションロック」機能の各種設定、利用可否を設定します。 

※運用環境に応じた動作検証によるチューニングが前提となります。 

当機能の詳細については、＜6 アプリケーションロック機能＞をご参考ください。 

項目 設定パラメータ 初期値 
ロックタイムアウト(秒) SYSTEM_DB_TIMEOUT_SEC 5 

ロックリトライ回数 SYSTEM_DB_RETRY 10 

アプリケーションロック使用可否 
ご利用DBが「Oracle」の場合に限り、設定変更が許されます。

APPLICATION_LOCK_VALID true 

3.1.1.8 トリガー機能関連設定（設定変更可能） 

「トリガー」機能の起動プログラムパスを設定します。 

当機能の詳細については、＜2.2.29.1 トリガーの種類＞をご参考ください。 

項目 設定パラメータ 初期値 
案件削除 IM_BPW_DELETE_TRANSACTION （指定なし）

プロセス定義/バージョン削除 IM_BPW_DELETE_MASTER （指定なし）

3.1.1.9 任意採番機能関連設定（設定変更可能） 

任意採番処理のプログラムパスを設定します。 

項目 設定パラメータ 初期値 
任意採番プログラムパス OPTIONAL_REGIST_PROCESS_CD_PATH （指定なし）
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3.1.1.10 バッチ処理機能関連設定（設定変更可能） 

バッチ削除対象期間を設定します。 

項目 設定パラメータ 初期値 
承認履歴テーブルデータ保持期限 BATCH_DELETE_HISTORY_LIMIT 12 

モニタリングテーブルデータ保持期限 BATCH_DELETE_MONITORING_LIMIT 12 

モニタリングテーブルデータ削除条件日付 BATCH_DELETE_MONITORING_TARGET DRAFT_DATE

3.1.1.11 アプリケーションロック機能関連設定（設定変更不可） 

この設定はシステム内部で使用します。設定変更はできません。 

項目 設定パラメータ 初期値 
リトライ時のSleep時間(ミリ秒) SYSTEM_DB_LOCK_OFF_SLEEP_MSEC 0 

リトライ回数 SYSTEM_DB_LOCK_OFF_ERR_RETRY 0 

ログ出力可否 LOG_OUTPUT true 

 

☆参考☆ 

設定ファイル「BPWCore.properties」は、JDK の「native2ascii」コマンドにてコード変換されています。 

編集される場合は以下の手順を行う必要があります。 

[編集手順] 

対象ファイルを、以下の手順で編集します (Windows での例を示します)。 

1. 編集するファイル（BPWCore.properties）のバックアップを行います。 

2. JDK の native2ascii コマンドを利用してファイルをエンコード前に戻します。 

% JDK PATH%¥native2ascii -reverse .¥BPWCore.properties .¥BPWCore.properties. txt 

3. BPWCore.properties.txt の KEY の値を編集します。 

4. JDK の native2ascii コマンドを利用してファイルをエンコードし、元のファイルを更新します。 

% JDK PATH%¥native2ascii .¥BPWCore.properties.txt .¥BPWCore.properties 

5. AppFramework の場合は、Web アプリケーションサーバに再デプロイします。 

6. ApplicationRuntime（Web アプリケーションサーバ）を再起動します。 

3.2 bpw.ini 
この設定ファイルでは、一覧表示件数（件数設定）、申請書／承認者ルート作成ワークフロー機能、添付ファイル機能

における設定を行う事ができます。設定内容詳細と初期値設定内容は次の通りです。 

この設定ファイルは、%ResourceService%/pages/platform/src/bpw/bpw.ini となります。 

3.2.1.1 一覧表示件数 関連設定（設定変更可能） 

各一覧系画面における表示件数に関する設定を指定します。 

項目 解説 設定パラメータ 初期値

ページ内表示件数 
１ページ内に表示するデータ件数を指定

します。 
pageCount 20 

表示開始年月 ～ヶ月前 
システム日付からnヶ月からデータを 
表示するかを指定します。 

displayStart 3 

3.2.1.2 新着タスク表示件数 関連設定（設定変更可能） 

新着タスク画面における表示件数に関する設定を指定します。 
項目 解説 設定パラメータ 初期値

表示開始日 ～日前 
n日以内に表示するデータ件数を指定 
します。 

arraivalPeriod 7 
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3.2.1.3 申請者／承認者ルート作成ワークフロー・承認ルート作成画面（設定変更可能） 

申請者／承認者ルート作成ワークフロー機能の履歴リスト数を設定します。 

項目 解説 設定パラメータ 初期値

履歴呼出、リスト件数 
過去の申請時に作成した承認ルート 
データ件数を指定します。 

historyMaxLineNum 10 

3.2.1.4 添付ファイル保存パス関連設定（設定変更可能） 

「添付ファイル」機能におけるパス設定をします。 

�[注意]運用中の変更は行わないでください。 

詳細については、＜2.2.14 添付ファイル＞をご参考ください。 

項目 設定パラメータ 初期値 
添付ファイル保存パス commitPath bpw/attach/commit/ 

添付ファイル一時保存パス temporaryPath bpw/attach/temporary/ 

添付ファイル申請時一時保存パス resrvePath bpw/attach/reserve/ 

3.2.1.5 ルート設定（Applet）連携関連設定（設定変更不可） 

この設定はシステム内部で使用します。設定変更はできません。 

項目 設定パラメータ 初期値 
表示Servlet selectServlet BPWDesignerSelectServlet 

登録Servlet insertServlet BPWDesignerInsertServlet 

3.3 im-JavaEE Framework コンポーネント連携プロパティファイル 
これらの設定ファイルにて、ワークフローアプリケーションと im-JavaEE Framework コンポーネントを関連付けます。 

これらの設定ファイルの詳細については、＜im-JavaEE Framework 仕様書＞をご参考ください。 

この設定ファイルは、%ApplicationRuntime%/doc/imart/WEB-INF/classes フォルダ配下 となります。 

コンポーネント XMLファイル PROPERTIESファイル 
サービスフレームワーク service-config-bpw.xml ServiceConfig_bpw.properties

イベントフレームワーク event-config-bpw.xml EventConfig_bpw.properties 

データフレームワーク data-config-bpw.xml DataConfig_bpw.properties 

3.4 メッセージ プロパティファイル 
ワークフローアプリケーション内で提供している画面にて使用されているメッセージとなります。 

3.4.1 JavaEE 開発モデル 

この設定ファイルの詳細については、＜im-JavaEE Framework 仕様書＞をご参考ください。 

この設定ファイルは、 

%ApplicationRuntime%/doc/imart/WEB-INF/classes/MessageConfig_bpw_ja.properties となります。 

コンポーネント PROPERTIESファイル 
サービスフレームワーク MessageConfig_bpw_ja.properties 



intra-mart ワークフロー仕様書

 

Page 120 Copyright 2000-2010 (株)NTT データイントラマート All rights Reserved.

 

☆参考☆ 

言語毎のメッセージ設定ファイル「MessageConfig_bpw_xx.properties」は、JDK の「native2ascii」コマンドにてコード変換

を行っております。編集される場合は以下の手順をおこなってください。 

[編集手順] 

対象ファイルを、以下の手順で編集します (Windows での例を示します)。 

1. 編集するファイル（BPWCore.properties）のバックアップを行います。 

2. JDK の native2ascii コマンドを利用してファイルをエンコード前に戻します。 

% JDK PATH%¥native2ascii -reverse  

.¥ MessageConfig_bpw_xx.properties .¥ MessageConfig_bpw_xx.properties. txt 

3. BPWCore.properties.txt の KEY の値を編集します。 

4. JDK の native2ascii コマンドを利用してファイルをエンコードし、元のファイルを更新します。 

% JDK PATH%¥native2ascii  

.¥ MessageConfig_bpw_xx.properties.txt .¥ MessageConfig_bpw_xx.properties 

5. AppFramework の場合は、Web アプリケーションサーバに再デプロイします。 

6. ApplicationRuntime（Web アプリケーションサーバ）を再起動します。 

3.4.2 スクリプト開発モデル 

この設定ファイルは、%ResourceService%/conf/message/ bpw-message_ja.properties となります。 

コンポーネント PROPERTIESファイル 
サービスフレームワーク bpw-message_ja.properties 
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4 アイコン 

4.1 アイコンの種類と意味 
画面上に表示されるアイコンの種類と意味について解説します。 

No. アイコン ステータス 詳細 

1  対象者本人により処理されていた案件 

2  対象者本人（代理元）／代理先に代理による代理設定を行っていた案件 

3  代理先のみの代理設定を行っていた案件 – 対象者本人（代理元）の画面で利用 - 

4  

審議中（未処理） 

代理先のみの代理設定を行っていた案件 – 代理先の画面で利用 - 

5  対象者本人により処理されていた案件 

6  対象者本人（代理元）／代理先に代理による代理設定を行っていた案件 

7  代理先のみの代理設定を行っていた案件 – 対象者本人（代理元）の画面で利用 - 

8  

引戻し 

代理先のみの代理設定を行っていた案件 – 代理先の画面で利用 - 

9  対象者本人により処理されていた案件 

10  対象者本人（代理元）／代理先に代理による代理設定を行っていた案件 

11  代理先のみの代理設定を行っていた案件 – 対象者本人（代理元）の画面で利用 - 

12  

差戻し 

代理先のみの代理設定を行っていた案件 – 代理先の画面で利用 - 

13  対象者本人により処理されていた案件 

14  対象者本人（代理元）／代理先に代理による代理設定を行っていた案件 

15  代理先のみの代理設定を行っていた案件 – 対象者本人（代理元）の画面で利用 - 

16  

審議中（未処理） 

＜保留状態＞ 

代理先のみの代理設定を行っていた案件 – 代理先の画面で利用 - 

17  対象者本人により処理されていた案件 

18  対象者本人（代理元）／代理先に代理による代理設定を行っていた案件 

19  代理先のみの代理設定を行っていた案件 – 対象者本人（代理元）の画面で利用 - 

20  

引戻し 

＜保留状態＞ 

代理先のみの代理設定を行っていた案件 – 代理先の画面で利用 - 

21  対象者本人により処理されていた案件 

22  対象者本人（代理元）／代理先に代理による代理設定を行っていた案件 

23  代理先のみの代理設定を行っていた案件 – 対象者本人（代理元）の画面で利用 - 

24  

差戻し 

＜保留状態＞ 

代理先のみの代理設定を行っていた案件 – 代理先の画面で利用 - 
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No. アイコン ステータス 詳細 

25  対象者本人により処理されていた案件 

26  対象者本人（代理元）／代理先に代理による代理設定を行っていた案件 

27  代理先のみの代理設定を行っていた案件 – 対象者本人（代理元）の画面で利用 -  

28  

完了 

通常終了 

代理先のみの代理設定を行っていた案件 – 代理先の画面で利用 - 

29  対象者本人により処理されていた案件 

30  対象者本人（代理元）／代理先に代理による代理設定を行っていた案件 

31  代理先のみの代理設定を行っていた案件 – 対象者本人（代理元）の画面で利用 -  

32  

完了 

否認された案件 

代理先のみの代理設定を行っていた案件 – 代理先の画面で利用 - 

33  対象者本人により処理されていた案件 

34  対象者本人（代理元）／代理先に代理による代理設定を行っていた案件 

35  代理先のみの代理設定を行っていた案件 – 対象者本人（代理元）の画面で利用 -  

36  

完了 

取りやめされた案件

代理先のみの代理設定を行っていた案件 – 代理先の画面で利用 - 

37  対象者本人により処理されていた案件 

38  対象者本人（代理元）／代理先に代理による代理設定を行っていた案件 

39  代理先のみの代理設定を行っていた案件 – 対象者本人（代理元）の画面で利用 -  

40  

完了 

ルートの途中で 

終承認した案件

代理先のみの代理設定を行っていた案件 – 代理先の画面で利用 - 

41  審議中（未処理）

42  完了 通常終了 

43  完了 否認終了 

44  完了 途中終了 

45  完了 取り止め 

– 参照画面で利用 -  

46  - 

47  - 

48  - 

49  - 

50  - 

※将来拡張用のためのアイコンとなります。 
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4.2 画面別の表示アイコン 
各一覧画面上に表示されるアイコンの対照表です。 

＜凡例：「○」 = 表示される、「－」 = 表示されない＞ 

本人 代理 

No. アイコン 
起 

 
 

票 

起 

票 

済 

未 

処 

理 

処 

理 
済 

起

票 
起

票

済 

未

処

理 

処

理

済 

参

照 

プ
ロ
セ
ス
操

作 

1  active.gif ○ ○ ○ ○ － － － － － ○

2  active_va.gif ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ － －

3  active_va1.gif ○ ○ ○ ○ － － － － － －

4  active_va2.gif － － － － ○ ○ ○ ○ － －

5  pull.gif － ○ ○ － － － － － － ○

6  pull_va.gif － ○ ○ － － ○ ○ － － －

7  pull_va1.gif － ○ ○ － － － － － － －

8  pull_va2.gif － － － － － ○ ○ － － －

9  return.gif － ○ － － － － － － － ○

10  return_va.gif － ○ ○ － － ○ ○ － － －

11  return_va1.gif － ○ ○ － － － － － － －

12  return_va2.gif － － － － － ○ ○ － － －

13  active_s.gif － － ○ － － － － － － ○

14  active_vas.gif － － ○ － － － ○ － － －

15  active_vas1.gif － － ○ － － － － － － －

16  active_vas2.gif － － － － － － ○ － － －

17  pull_s.gif － － ○ － － － － － － ○

18  pull_vas.gif － － ○ － － － ○ － － －

19  pull_vas1.gif － － ○ － － － － － － －

20  pull_vas2.gif － － － － － － ○ － － －

21  return_s.gif － － ○ － － － － － － ○

22  return_vas.gif － － ○ － － － ○ － － －

23  return_vas1.gif － － ○ － － － － － － －

24  return_vas2.gif － － － － － － ○ － － －
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＜凡例：「○」 = 表示される、「－」 = 表示されない＞ 

本人 代理 

No. アイコン 
起 

 
 

票 

起 

票 

済 

未 

処 

理 

処 

理 

済 

起

票 

起

票

済 

未

処

理 

処

理

済 

参

照 

プ
ロ
セ
ス
操

作 

25  completed.gif － ○ － ○ － － － － － ○ 

26  completed_va.gif － ○ － ○ － ○ － ○ － － 

27  completed_va1.gif － ○ － ○ － － － － － － 

28  completed_va2.gif － － － － － ○ － ○ － － 

29  denial.gif － ○ － ○ － － － － － ○ 

30  denial_va.gif － ○ － ○ － ○ － ○ － － 

31  denial_va1.gif － ○ － ○ － － － － － － 

32  denial_va2.gif － － － － － ○ － ○ － － 

33  cancel.gif － ○ － ○ － － － － － ○ 

34  cancel_va.gif － ○ － ○ － ○ － ○ － － 

35  cancel_va1.gif － ○ － ○ － － － － － － 

36  cancel_va2.gif － － － － － ○ － ○ － － 

37  compulsion.gif － ○ － ○ － － － － － ○ 

38  compulsion_va.gif － ○ － ○ － ○ － ○ － － 

39  compulsion_va1.gif － ○ － ○ － － － － － － 

40  compulsion_va2.gif － － － － － ○ － ○ － － 

41  active_v.gif － － － － － － － － ○ － 

42  completed_v.gif － － － － － － － － ○ － 

43  denial_v.gif － － － － － － － － ○ － 

44  compulsion_v.gif － － － － － － － － ○ － 

45  cancel_v.gif － － － － － － － － ○ － 

46  pull_v.gif － － － － － － － － － － 

47  return_v.gif － － － － － － － － － － 

48  active_vs.gif － － － － － － － － － － 

49  pull_vs.gif － － － － － － － － － － 

50  return_vs.gif － － － － － － － － － － 

 

これらのアイコンは、%Web PATH%/bpw/common/gif フォルダ配下に、次の各フォルダにてアイコンが 

保管されています。 

「invalid」 ・・・ 非アクティブ（表示選択されていない）状態を表すアイコン、少し暗いコントラスト 

「valid」 ・・・・・ アクティブ（表示選択されている）状態を表すアイコン、明るいコントラスト 

各フォルダ内のファイル名は同一アイコンを示します。 
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5 データ構造 

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

ます。この章では、ワークフローAPI を利用する際の「アクティブティ CD」というコード体系とそのデータの持ち方についてサン

プルを用いて解説をします。 

5.1 アクティビティ情報 

5.1.1 前提条件 

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

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

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

以下の条件で BPW の案件が起票されているものとします。 

 ・プロセス定義 CD 3 

 ・プロセスバージョン CD 00000000000000000002 

 ・プロセス CD 00000000000000000010 

 ・アクティビティ CD 下図の ID が該当 
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5.1.2 ルート情報のデータ構造 

ワークフローでは、プロセス定義のルート情報をツリー構造のデータとして管理しています。アクティビティ情報を

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

ワークフローシステム内では動作しています。 

• フロー図の作成方法により全く同じツリー構造・ID になるとは限りません。ご注意ください。 
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5.2 ワークフロールートとアクティビティの関係 
定義したワークフローが、プロセス定義（バージョンも含む）の情報となり、 

そのルート中に設定したタスク(スタート，エンドや線を含むすべて)がアクティビティの情報となります。 

 

 

5.2.1.1 各プログラム内で引渡されるパラメータのアクティビティCD 

起票／申請画面上フレーム、後処理／条件分岐／結合条件等のプログラムの初期パラメータとして引渡される情報は

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

各プログラム内では、この情報を利用して、さまざまなワークフローAPI を利用する事が可能となります。 

5.2.1.2 各プログラム内で取得されるアクティビティCD 

後処理プログラム内で取得されるアクティビティ CD は、後処理自身のアクティビティ CD となります。そのため起票（申

請）後の後修理プログラム内で独自の処理を行おうとした場合、上図のアクティビティ関係図より、起票（申請）に対する

アクティビティについて、起票（申請）のタスクの情報を操作しようとする場合、アクティビティ CD を「1」デクリメントして使

用する必要があります。以下にサンプルを示します。 

 

//アクティビティ CD を 1 つデクリメントします 

int activityNo = Integer.parseInt( activity ); 

activityNo--; 

String receveActivityCd = String.valueOf( activityNo ); 
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6 アプリケーションロック機能 

ワークフローでは、処理が集中する更新系（ドキュメントワークフローにおける申請等）において、利用されるデータ

ベースをはじめとするサーバ環境に応じて、適切なチューニングの設定により、より快適なパフォーマンスを図ること

が可能となります。  

• この機能は、 ワークフロー内の更新系の処理 

（申請、承認、差戻し（申/承）、保留、否認、引戻し、再申請、取り止め）が有効となります。 

6.1 設定パラメータとその内容 
アプリケーションロックに関する設定は以下のファイルにて行います。 

％ApplicasionRuntime％/doc/imart/WEB-INF/classes/ 

jp/co/intra_mart/foundation/bpw/config/BPWCore.properties 

<<ロックタイムアウト(秒)>> SYSTEM_DB_TIMEOUT_SEC=5 

<<ロックリトライ回数> SYSTEM_DB_RETRY=10 

 

ロックタイムアウト(秒)：SYSTEM_DB_TIMEOUT_SEC=5 

⇒ アプリケーションロックのロック取得待ち時間です。ロックを取得するまでの待ち時間（秒）を指定します。 

ロックリトライ回数（回）：SYSTEM_DB_RETRY=10 

⇒ ロックが取得できなかった場合に、何回リトライするかを指定します。 

 

☆参考☆ 

設定ファイル「BPWCore.properties」は、JDK の「native2ascii」コマンドにてコード変換されています。 

編集される場合は以下の手順を行う必要があります。 

[編集手順] 

対象ファイルを、以下の手順で編集します (Windows での例を示します)。 

1. 編集するファイル（BPWCore.properties）のバックアップを行います。 

2. JDK の native2ascii コマンドを利用してファイルをエンコード前に戻します。 

% JDK PATH%¥native2ascii -reverse .¥BPWCore.properties .¥BPWCore.properties. txt 

3. BPWCore.properties.txt の KEY の値を編集します。 

4. JDK の native2ascii コマンドを利用してファイルをエンコードし、元のファイルを更新します。 

% JDK PATH%¥native2ascii .¥BPWCore.properties.txt .¥BPWCore.properties 

5. AppFramework の場合は、Web アプリケーションサーバに再デプロイします。 

6. ApplicationRuntime（Web アプリケーションサーバ）を再起動します。 
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6.2 アプリケーションロックの動作仕様 
1 ロックモニタが “SYSTEM_DB_TIMEOUT_SEC” を過ぎても取得できなかった場合、処理のリトライを行います。 

（ 大 “SYSTEM_DB_RETRY” 回） 

• ”SYSTEM_DB_RETRY”が「0」設定時、通常のロック取得処理を行いますが、取得できなかった場合には、 

リトライは行われずそのまま「3」の挙動をとる動作となります。 

2 リトライを行った場合、「1」と同様にロックモニタが”SYSTEM_DB_TIMEOUT_SEC” 間まで待ち続けます。 

3 リトライ（ 大 “SYSTEM_DB_RETRY” 回）後も、ロックを取得できなければ【エラー】となり、画面上にもう一度処理

を行って頂く旨のメッセージを表示します。 

「現在、他のユーザが処理中の可能性があります」 

＜制約＞ 

・ APP ロック使用しない場合、申請処理の大部分が並列化処理となるため、マスタデータとの整合性を保つために、

運用中におけるマスタメンテの操作はしないでください。 

・ この機能は、各処理の利用頻度やサーバ環境、使用DBにより、大きな影響を及ぼします。各環境に応じた適切な

パラメータ値を算出するには、十分な検証を必ず行うことを推奨致します。 

6.3 API利用時のアプリケーションロックの実装方法 
前章にて解説したアプリケーションロック機能を、ＡＰＩにて独自実装したワークフロー関連の処理にも適用したい場合、次 

のような方法にてワークフロー専用のアプリケーションロックキー組み込んでください。 

 

JavaEE 開発モデル 

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

import jp.co.intra_mart.foundation.bpw.exception.BPWErrorCodeIF; 

import jp.co.intra_mart.foundation.bpw.exception.BPWApplicationException;

 

・ 

// アプリケーションロックの取得（起票/承認...etc 処理用） 

String id = "bpw_WORK_FLOW" + “ログイングループ ID” ; 

draftlock = new Lock( id ); 

// ロック開始 

if ( !draftlock.begin() ) { // ロック設定を設定可否によりロック開始 

throw newBPWApplicationException 

( BPWErrorCodeIF.BPW_C_CHANGIN G_NOW );

} 

 

  ------------------------------------------------ 

  -- ワークフローAPI を利用した処理— 

  ------------------------------------------------ 

 

  //アプリケーションロックの開放（必須） 

  if ( draftlock != null ) { 

     draftlock.end(); 

  } 

クラス Lock を import します 

クラス BPWErrorCodeIF を import します 

クラス BPWApplicationException を 

import します 

 

 

ロック ID を生成します 

クラス Lock のコンストラクタを生成します 

 

ロックを開始します。 

 

この処理が失敗した場合には、 

WKFApplicationException でスローします 

 

DB トランザクションを制御は、 

アプリケーションロック制御の内側で実装するよ

うにしてください。 

 

アプリケーションロックを必ず開放します 
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♪ポイント♪ 

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

合、ServiceControllor 内で行うようにしてください。Event（StandardEventListener、StandardEJBEventListener のよう

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

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

このサンプルは、try～catch 文を省いております。実際には適宜、実装してください。 

 

■ロック API に引き渡すロックキーの種類 

"bpw_WORK_FLOW" + “ログイングループ ID” 

 

ロック API の詳細については、API リスト「クラス jp.co.intra_mart.foundation.service.client.information.Lock」 

に掲載されております。 
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• スクリプト開発モデル 

// ワークフロー（BPW）用ユーザトランザクションの準備 

var ut = new UserTransaction( “ログイングループ ID” ); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

if( ut==null ){ 

//エラー処理 

Module.alert.write 

(“SYSTEM.DATA.INS.FAILD”,”トランザクション準備失敗”);

} 

// ワークフロー（BPW）用ユーザトランザクションの開始 

if(! ut.begin() ){ 

//エラー処理 

Module.alert.write 

(“SYSTEM.DATA.INS.FAILD”,”トランザクション開始失敗”);

}  

 

  ------------------------------------------------ 

  -- ワークフローAPI を利用した処理— 

  ------------------------------------------------ 

 

// ワークフロー（BPW）用ユーザトランザクションの終了 

if( “処理の結果を判定” ) { 

// コミットする場合 

if(! ut.commit() ){ 

// エラー処理 

Module.alert.back(“SYSTEM.DATA.INS.FAILD”,”コミット失敗”); 

} 

Module.alert.link(“SYSTEM.DATA.INSERT”,””,”************* *”); 

} else { 

// ロールバックする場合 

if(! ut.rollback() ){ 

// エラー処理 

Module.alert.back 

(“SYSTEM.DATA.INS.FAILD”,”ロールバック失敗”);

} 

Module.alert.back(“SYSTEM.DATA.INS.FAILD”, result ); 

} 

 

オブジェクト UserTransaction の生成 

⇒引数としてログイングループ ID を指定する事

で、指定した先のログイングループの接続先

DB に対して、トランザクション制御を行います

また指定されていない場合、API 内部にて 

jp.co.intra_mart.foundation.security 

インタフェース SessionInfo 

より、ログイングループ ID を取得しますが、 

別環境からこの API を使用された場合、該当

データが取得できないとエラーとなります。 

 

 

 

 

 

 

トランザクションを開始します 

⇒この時にアプリケーションロックも開始します 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

処理が成功の場合、トランザクションの確定 

（commit）を行います 

 

 

 

 

 

処理が失敗の場合、トランザクションの中止を 

行います 
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♪ポイント♪ 

任意のプログラム内で、オブジェクト UserTransaction を API として使用します。 

この API はワークフローにおける UserTransaction を専用に扱うものであり、ワークフロー以外での DB トランザクショ

ン処理時には使用しないでください。 

また、この API を実装する事により、DB トランザクションの制御に合わせ、トランザクションの開始と同時に、前章で

解説を行っているアプリケーションロックの開始、トランザクションの確定もしくは、中止と同時に、アプリケーションロ

ックの開放を API 内部で自動的に行います。 

 

• UserTransaction#begin()  

ユーザトランザクションの開始を行う事で、 

【申請、承認の処理用】 

のアプリケーションロックが制御開始されます。 

 

• UserTransaction#commit() / rollback() 

ユーザトランザクションの確定／中止を行う事で、 

【申請、承認の処理用】 

のアプリケーションロックが制御開放されます。 

 



 メニュー
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7 メニュー 

7.1 メニュー構成 
ワークフローのメニュー構成は次のようになります。 

 

カテゴリ

起票済

未処理

処理済

ワークフロー

起票

起票済

未処理

処理済

表示項目

起票

代理設定

参照

代理

プロセス操作

プロセス定義

マスタメンテナンス

インポート/
エクスポート カテゴリ

プロセス定義
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7.2 全体の画面構成（遷移図） 
ワークフローの全体の画面遷移構成は次のようになります。 

 

------
メニュー

[ワークフロー]

ﾘカテゴ 

プロセス定義

インポート/
エクスポート

プロセス操作

起票
（ ） 起票一覧 

未処理
案件一覧

参照一覧

デザイナ
（ ） Applet画面 

（ ）処理 審議 

申請
申請者/承認
者ルート作成

申請者/承認
者ルート選択

「 」※次が 承認ルート選択 の場合
処理済

案件一覧

代理設定
① ログインユーザ本人用
② 代理依頼処理用

２ 。　　の 構成となります 

実行時選択

「 」※次が 実行時選択 の場合

表示項目

表示項目

 

7.2.1 管理者用の画面遷移図 

7.2.1.1 カテゴリ 

グループ管理を行う際と、カテゴリ毎における権限を設定するためのメンテナンス画面となります。 

 

[マスタメンテナンス]
→ [カテゴリ]

メニューの選択

[新規カテゴリ]
押下

------
メニュー

[ワークフロー]

カテゴリ
カテゴリ一覧

カテゴリ
新規登録

カテゴリ編集

ロール選択

登録済みの
「 」 カテゴリ アイコン

押下

アクセス権限
（ ） プロセス処理用 

アクセス権限
(プロセス編集用)

アクセス権限
(プロセス編集用)

アクセス権限
（ ） プロセス処理用 

 



 メニュー
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7.2.1.2 プロセス定義 

プロセス定義、それらに紐付くバージョン管理を行う際と、プロセス定義、バージョン、タスク毎におけるプロセス種別、

有効範囲指定、コンテンツパス、処理者設定、権限、その他機能の設定するためのメンテナンス画面となります。 

 

[プロセスマスタメンテナンス]
→ [プロセス定義]
メニューの選択

[新規プロセス定義]
押下

------
メニュー

[ワークフロー]

プロセス定義
プロセス定義一覧

プロセス定義
新規登録

プロセス定義
編集

プロセス定義
編集-編集

登録済みの
「 」 プロセス定義 アイコン

押下

、登録後 遷移する

バージョン毎の
[編集]押下

プロセス定義
編集-フロー

「 」 、 プロセスの複製 後 
自動遷移

バージョン毎の
[フロー]押下

「 」、「 」 、 更新   バージョンアップ 後 
自動遷移

デザイナ全体

[編集]or[参照]
押下

プロパティ デザイナ設定 バージョン情報

処理タスク

対象者選択

ユーザ選択

組織選択

パブリック
グループ

選択

ロール選択

参照者選択

手動
タスク設定

同期
タスク設定

分岐
タスク設定

サブプロセス
タスク設定

イベント
タスク

自動実行
タスク

申請者設定
タスク

承認者設定
タスク

タスク結合線
設定

プロセス終了
設定

プロセス開始
設定

タスクを配置

メニューバーより

カレンダー
「 」、「 」 開始日   終了日 

押下

ルート選択
タスク設定
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7.2.1.3 プロセス操作 

プロセス操作では、一般ユーザによって起票/処理されたプロセス（案件）といったトランザクションデータに対して、

管理者権限による強制的なフローの操作、振替処理、プロセス自体の削除を行います。 

 

[マスタメンテナンス]
→ [プロセス操作]
メニューの選択

「 」検索枠の 到達日 
指定

------
メニュー

[ワークフロー]

プロセス
操作

プロセス一覧

操作

リストされている
「 」 プロセス の処理

アイコン押下

カレンダー

フロー情報

振替

リストされている
「 」 プロセス のフロー

アイコン押下

ユーザ選択
リストされている

「 」 プロセス の処理
アイコン押下

「 」 振替 対象の
ユーザ選択

 

7.2.1.4 表示項目 

一般ユーザが利用する一覧系画面におけるリスト上の表示項目（列）の項目毎における表示／非表示設定を行いま

す。ここでは、一般ユーザが各一覧画面上で利用する事ができる表示項目パターンを各一覧画面毎に設定する事

ができます。 

 

[マスタメンテナンス]
→ [表示項目]

メニューの選択

[表示一覧]
押下

------
メニュー

[ワークフロー]

表示項目
（ ）設定 一覧 

項目編集
一覧選択

（ ） パターン一覧 

表示項目
パターン登録

新規登録
＆

「 」 パターン 
押下

 

 



 メニュー
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7.2.1.5 インポート／エクスポート（カテゴリ） 

カテゴリマスタメンテ画面において、設定されるカテゴリ定義情報を、XML を利用したインポート／エクスポート機 

能を行います。 

 

※1
【 】 エクスポート処理 

、ポップアップウィンドウが開き 同画面
、内に XML形式のエクスポート結果

。が表示される 

エクスポート
内容の出力

インポート/
エクスポート

カテゴリ

------
メニュー

[ワークフロー]
インポート

結果

[インポート]
押下

[インポート/エクスポート]

メニューの選択

エクスポート対象の
、カテゴリを選択 

[エクスポート]押下
※1

 

7.2.1.6 インポート／エクスポート（プロセス定義） 

プロセスマスタメンテ画面において、設定されるプロセス定義情報を、Microsoft Excel を利用したインポート／エ

クスポート機能を行います。 

 

[テンプレートのダウンロード]
押下
※2

※1
【 】 エクスポート処理 

、ポップアップウィンドウが開き 同画面
、内に MIME形式がExcelのエクスポート

。結果が表示される 

※3
【 】 テンプレートのダウンロード処理 

、 、ポップアップウィンドウが開き 同画面内に MIME形
。式がExcelのテンプレートファイルが表示される 

エクスポート
内容の出力

テンプレート
内容の出力

インポート/
エクスポート
プロセス定義

------
メニュー

[ワークフロー]
インポート

結果

[インポート]
押下

[インポート/エクスポート]

メニューの選択

エクスポート対象の
、プロセス定義を選択 

[エクスポート]押下
※1
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7.2.2 一般ユーザ用の画面遷移図 

7.2.2.1 起票（申請） 

ワークフローにおける案件の起票（申請）を行う一般ユーザ用の画面となります。 

 

「 」 申請 ボタン押下
※1

※1
【 】（ ） 通常の申請処理  標準フレーム 
申請画面-上フレームにて

、アプリケーションの登録後 
下フレームにて申請案件名等を

、「 」入力し  申請 ボタンを押下した操作

※2
、[承認ルート作成画面]において 

、承認者を設定した上で 
。本来の申請処理が行われる 

→ （ ） [起票 本人 ]
メニューの選択

------
メニュー

[ワークフロー]

[代理]
→ （ ） [起票 代理 ]
メニューの選択

（起票 本人)

（ ）起票 代理 
申請

（ ） 再申請 

添付ファイル
登録

→　プロセス種別 
　[ドキュメントワークフロー]
（ ： ） コンテンツフレーム種別 標準 

の場合

→プロセス種別 [BPW]の場合 [添付ファイル]
アイコン押下

承認ルート
作成

ヘルプ
アイコン説明

ヘルプ
承認者の
設定方法

[ヘルプ]アイコン
押下

ユーザ選択

、組織 
パブリック

グループ選択

実行時選択

起票済案件
（ ）一覧 本人 

起票済案件
（ ）一覧 代理 

→ （ ） [起票済 本人 ]
メニューの選択

→ （ ） [起票済 代理 ]　
メニューの選択

フロー情報 詳細

根回しメール送信先
ユーザ選択

ユーザ選択

、引戻し 差戻し時
の再申請へ

ルート選択［ ］次タスクが ルート選択 の場合

「 」 申請 ボタン押下
※1

ヘルプ

リストされている
「 」 案件 の詳細
アイコン押下

リストされている
「 」 案件 のフロー

アイコン押下

各案件の
ステータス解説用の
ヘルプアイコン押下

［ ］次タスクが ルート作成 の場合

、申請/承認後 
自動遷移　※2

、申請/承認後 自動遷移

------
申請

アプリケーション

※3
【 】（ ） カスタム申請処理  フレーム分割なし 

、フレーム分割されていない画面上に 起票タスク
にて設定されたコンテンツパスのユーザプログラム内

、で 申請APIを実装し申請処理を行います
⇒ 申請処理後の画面遷移は独自に実装の必要あり

→　プロセス種別 
　[ドキュメントワークフロー]

（ ： ） コンテンツフレーム種別 カスタム 

の場合

※4
【 】 BPW起票 
次タスクが実行時選択の場合における画面遷移を

、変更した場合 実行時選択者をユーザプログラム内
。で独自に設定する必要がありますのでご注意ください 

※4
（ ） 、次の処理 承認 者が 

[実行時選択]の場合

------
BPW

アプリケーション

表示項目

 



 メニュー
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7.2.2.2 処理（審議） 

ワークフローにおける案件の処理（審議）を行う一般ユーザ用の画面となります。 

 

→ [未処理(本人)]
メニューの選択

------
メニュー

[ワークフロー]

[代理]
→ [未処理(代理)]
メニューの選択

未処理案件
一覧(本人)

未処理案件
一覧(代理)

処理済案件
（ ）一覧 本人 

→ （ ） [処理済 本人 ]
メニューの選択

一括審議審議

処理済案件
（ ）一覧 代理 

→ （ ） [処理済 代理 ]
メニューの選択

振替 ユーザ選択
「 」 振替 対象の
ユーザ選択

ユーザ選択

根回しメール送信先
ユーザ選択

リストされている
「 」 案件 の詳細
アイコン押下

[詳細一覧]
押下

------
BPW

アプリケーション

参照案件一覧

実行時選択

、※4　次の処理者が 
[実行時選択]の場合

ルート選択

代理元
ユーザ選択

WF07-02からの
、遷移時は 

代理元選択を行う

フロー情報 詳細ヘルプ

リストされている
「 」 案件 のフロー

アイコン押下

各案件の
ステータス解説用の
ヘルプアイコン押下

→ [参照]
メニューの選択

承認ルート
作成

ヘルプ
アイコン説明

ヘルプ
承認者の
設定方法

[ヘルプ]アイコン
押下

ユーザ選択

、組織 
パブリック

グループ選択

次タスクが
［ ］ ルート選択 

の場合

、引戻し 差戻し時
再審議へ

→　プロセス種別 
　[ドキュメントワークフロー]
（ ： ） コンテンツフレーム種別 標準 

の場合

→　プロセス種別 
　[ドキュメントワークフロー]

（ ： ） コンテンツフレーム種別 カスタム 

の場合

プロセス種別
→ [BPW]の場合

［ ］次タスクが ルート作成 の場合

------
審議

アプリケーション

【 】（ ）※3　　 カスタム審議処理  フレーム分割なし 
、　　　　 フレーム分割されていない画面上に 処理タスク

、         にて設定されたコンテンツパスのユーザプログラム内で 
         審議APIを実装し審議処理を行います

⇒          審議処理後の画面遷移は独自に実装の必要あり

※4
【 】 BPW処理 
次タスクが実行時選択の場合における画面遷移を

、変更した場合 実行時選択者をユーザプログラム内
。で独自に設定する必要がありますのでご注意ください 

※2
【 】（ ） 通常の審議処理  標準フレーム 

、上フレームに表示される詳細画面と 
下フレームに表示される標準の審議画面にて構成

表示項目
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7.2.2.3 代理設定 

ワークフローにおける案件の起票（申請）、処理（承認）を任意のユーザ、組織に対して代理依頼を行うための設

定行う一般ユーザ用の画面となります。 

 

------
メニュー

[ワークフロー]

代理設定
プロセス定義一覧

ユーザ選択

※管理者のみ
代理設定対象となる

ユーザの選択

代理設定
バージョン一覧

パブリック
グループ選択

代理先の
パブリックGの選択

プライベート
グループ選択

代理先の
プライベートGの選択

「 」、 代理期間開始日  
「 」 代理期間終了日 

の指定
カレンダー

[代理設定]
メニューの選択

代理設定
タスク一覧

代理設定

代理候補先
選択

ユーザ選択

組織選択

代理先の
ユーザの選択

代理先の
会社・組織の選択

所属/上位
組織選択

代理先の
簡易組織設定

 

 



 画面
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8 画面 

各画面の照会と、画面毎を呼び出しているサービス ID を記します。 

8.1 マスタメンテナンス 

8.1.1 カテゴリ 

8.1.1.1 カテゴリ一覧 

登録されたカテゴリ一覧を表示します。管理者用の画面であり、カテゴリメンテナンスを行う際に利用します。 

 

 

 

サービス ID 

category_list_body_call 

プログラムパス 

%ApplicationRuntime％/doc/imart/bpw/business/CategoryMaintenance/CategoryListBody.jsp 

8.1.1.2 カテゴリ新規登録 

カテゴリの新規登録を行います。管理者用の画面であり、カテゴリメンテナンスを行う際に利用します。 

 

 

 

サービス ID 

category_entry_body_call 

プログラムパス 

%ApplicationRuntime％/doc/imart/bpw/business/CategoryMaintenance/CategoryEntryBody.jsp 
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8.1.1.3 カテゴリ編集 

既に登録済みのカテゴリの編集を行います。管理者用の画面であり、カテゴリメンテナンスを行う際に利用します。 

 

 

 

サービス ID 

category_edit_body_call 

プログラムパス 

%ApplicationRuntime％/doc/imart/bpw/business/CategoryMaintenance/CategoryEditBody.jsp 

8.1.2 プロセス定義 

8.1.2.1 新規プロセス定義 

登録されたプロセス定義一覧を表示します。管理者用の画面であり、プロセスマスタメンテナンスを行う際に利用

します。 

 

 

 

サービス ID 

process_list_body_call 

プログラムパス 

%ApplicationRuntime％/doc/imart/bpw/business/ProcessManagement/ProcessListBody.jsp 
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8.1.2.2 プロセス定義新規登録 

プロセス定義全体の新規登録を行います。管理者用の画面であり、プロセスマスタメンテナンスを行う際に利用しま

す。 

 

 

  

サービス ID 

process_entry_body_call 

プログラムパス 

%ApplicationRuntime％/doc/imart/bpw/business/ProcessManagement/ProcessEntryBody.jsp 

8.1.2.3 プロセス定義編集 

プロセス定義全体の編集を行います。管理者用の画面であり、プロセスマスタメンテナンスを行う際に利用します。 

前項の「プロセス定義新規登録」からの画面遷移先となります。 

 

 

 

サービス ID 

process_list_body_call 

プログラムパス 

%ApplicationRuntime％/doc/imart/bpw/business/ProcessManagement/MaintenanceFrame.jsp 

             /MaintenanceHead.jsp 

/Tree.jsp 
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8.1.2.4 プロセス定義編集－バージョン編集 

プロセス定義、バージョン毎の編集を行います。管理者用の画面であり、プロセスマスタメンテナンスを行う際に利

用します。 

 

 

 

サービス ID 

tee_next_page_call 

プログラムパス 

%ApplicationRuntime％/doc/imart/bpw/business/ProcessManagement/VersionEdit.jsp 

8.1.2.5 プロセス定義編集－フロー 

プロセス定義、バージョン毎の編集を行います。管理者用の画面であり、プロセスマスタメンテナンスを行う際に利

用します。 

 

 

 

サービス ID 

designer_frame_call 

プログラムパス 

%ApplicationRuntime％/doc/imart/bpw/common/ConnectApplet/DesignerFrame.jsp 

%WebServer％/bpw/common/ConnectApplet/bpwdesignerc.jar 
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8.1.3 インポート/エクスポート 

8.1.3.1 カテゴリ 

登録されたカテゴリ一覧を表示します。管理者用の画面であり、XML 形式によるインポート/エクスポート操作を行

います。 

 

 

 

サービス ID 

export_list_for_category_frame_call 

プログラムパス 

%ApplicationRuntime％/doc/imart/bpw/business/ 

TransferCategory/ExportListForCategoryFrame.jsp 

/ExportListForCategoryBody.jsp 

8.1.3.1.1 インポート 

カテゴリのインポート。管理者用の画面であり、プロセスマスタメンテナンスを行う際に利用します。 

 

 

 

サービス ID 

transfer_category_import 

プログラムパス 

%ApplicationRuntime％/doc/imart/bpw/business/TransferCategory/CompletedCategoryImportBody.jsp 

8.1.3.1.2 エクスポート 

カテゴリのエクスポートを行います。管理者用の画面であり、プロセスマスタメンテナンスを行う際に利用します。 
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8.1.3.2 プロセス定義 

8.1.3.2.1 インポート/エクスポート 

登録されたプロセス定義一覧を表示します。管理者用の画面であり、Excel ファイルによるインポート/エクスポート

操作を行います。 

 

 

 

サービス ID 

transfer_data_import 

プログラムパス 

%ApplicationRuntime％/doc/imart/bpw/business/ 

                  TransferProcessDefinition/ExportListForManageFrame.jsp 

                                 /ExportListForManageHead.jsp 

                                 /ExportListForManageBody.jsp 

8.1.3.2.2 テンプレートのダウンロード 

管理者用の画面であり、インポートを行うためのフォーマットとなる Excel ファイルのダウンロードを行います。 

 

 

 

〆ダウンロード元となるファイルは、以下に格納されています。 

％StorageService％/storage/bpw/excel_template/ processDefRead.xls 
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8.1.3.2.3 インポート 

プロセス定義のインポート。管理者用の画面であり、プロセスマスタメンテナンスを行う際に利用します。 

 

 

 

サービス ID 

transfer_data_import 

プログラムパス 

%ApplicationRuntime％/doc/imart/bpw/business/ 

TransferProcessDefinition/CompletedDataImportFrame.jsp 

                            /CompletedDataImportHead.jsp 

                            /CompletedDataImportBody.jsp 

8.1.3.2.4 エクスポート 

プロセス定義のエクスポートを行います。管理者用の画面であり、プロセスマスタメンテナンスを行う際に利用 

します。 

 

 

サービス ID 

export_list_for_manage_frame_call 

プログラムパス 

%ApplicationRuntime％/doc/imart/bpw/business/TransferProcessDefinition/ExportListForManageFrame.jsp 

/ExportListForManageHead.jsp 

/ExportListForManageBody.jsp 
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8.1.3.2.5 エクスポートされたExcel定義ファイル 

プロセス定義のエクスポートを行います。管理者用の画面であり、プロセスマスタメンテナンスを行う際に利用 

します。 

 

 

〆エクスポート処理する際に元となるファイルは、以下に格納されています。 

%StorageService%/storage/bpw/excel_template/ processDefRead.xls 

8.1.4 プロセス操作 

8.1.4.1 プロセス操作 

ワークフローとしてフローされている案件を表示します。管理者用の画面であり、一般ユーザの変わりに強制的な

フローの異動やユーザの振替、プロセス（案件）の削除を行います。 

 

 

 

サービス ID 

task_list_for_manage_frame_call 

プログラムパス 

%ApplicationRuntime％/doc/imart/bpw/business/TaskManagement/TaskListForManageFrame.jsp 

/TaskListForManageHead.jsp 

/TaskListForManageBody.jsp 
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8.1.4.2 追加検索 

 

 

サービス ID 

addSearch_call 

プログラムパス 

%ApplicationRuntime％/doc/imart/bpw/common/AddSearch/AddSearch.jsp 

8.1.4.3 ヘルプ 

 

 

サービス ID 

help_status_icon 

プログラムパス 

%ApplicationRuntime％/doc/imart/bpw/common/Help/HelpStatusIcon.jsp 

/HelpStatusIconAgent.jsp 

/HelpStatusIconProcess.jsp 

/HelpStatusIconView.jsp 
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8.1.4.4 プロセス操作 

 

 

 

サービス ID 

delete_old_task_frame_call 

プログラムパス 

%ApplicationRuntime％/doc/imart/bpw/business/DeleteOldTask/DeleteOldTaskFrame.jsp 

/DeleteOldTaskHead.jsp 

8.1.4.5 振替 

 

 

 

サービス ID 

transfer_task_frame_call 

プログラムパス 

%ApplicationRuntime％/doc/imart/bpw/business/TransferTask/TransferTaskFrame.jsp 

                                                 /TransferTaskHead.jsp 

                                                 /TransferTaskBody.jsp 
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8.1.5 一覧表示項目 

8.1.5.1 項目編集一覧選択 

一覧表示項目の編集を行います。管理者用の画面です。 

 

 

 

サービス ID 

select_list_body_call 

プログラムパス 

%ApplicationRuntime％/doc/imart/ pw/business/SelectListItem/SelectListBody.jsp 

8.1.5.2 項目設定パターン選択 

プロセス定義全体の新規登録を行います。管理者用の画面であり、プロセスマスタメンテナンスを行う際に利用 

します。 

 

 

 

サービス ID 

select_pattern_list_body_call 

プログラムパス 

%ApplicationRuntime％/doc/imart/bpw/business/ SelectListItem/SelectPatternListBody.jsp 
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8.1.5.3 表示項目パターン登録 

プロセス定義全体の新規登録を行います。管理者用の画面であり、プロセスマスタメンテナンスを行う際に利用 

します。 

 

 

 

サービス ID 

list_item_setting_body_call 

プログラムパス 

%ApplicationRuntime％/doc/imart/bpw/business/SelectListItem/ ListItemSettingBody.jsp 

8.2 一般ユーザ操作 

8.2.1 起票 

8.2.1.1 起票（本人用） 

ログインユーザ本人が起票（申請）権限を持つプロセス定義の一覧が表示されます。一般ユーザ用の画面です。 

この画面より、起票（申請）を行います。 

 

 

 

サービス ID 

process_instance_entry_frame_call 

プログラムパス 

%ApplicationRuntime%/doc/imart/bpw/business/ProcessInstanceEntry/ProcessInstanceEntryFrame.jsp 

/ProcessInstanceEntryBody.jsp 
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8.2.1.2 起票（代理用） 

ログインユーザ本人に対して、代理された起票（申請）権限を持つプロセス定義の一覧が表示されます。一般ユ 

ザ用の画面です。この画面より、代理起票（代理申請）を行います。 

 

 

 

サービス ID 

process_instance_transfer_frame_call 

プログラムパス 

%ApplicationRuntime%/doc/imart/bpw/business/ProcessInstanceEntry/ProcessInstanceTransferFrame.jsp 

/ProcessInstanceTransferBody.jsp 

8.2.2 申請－【ドキュメントワークフロー・申請者／承認者ルート作成ワークフロー】 

プロセス種別「ドキュメントワークフロー」・「申請者／承認者ルート作成ワークフロー」における申請画面です。 

管理者によって設定した、申請タスク【コンテンツパス】－「コンテンツパス」に設定されたプログラムパスがこの画 

面の上フレーム側にて表示されます。 

 

 

 

サービス ID 

application_apply_frame_call 

プログラムパス 

%ApplicationRuntime%/doc/imart//bpw/business/ApplicationApply/ApplicationApplyFrame.jsp 

申請時：/ApplicationApplyBody.jsp （Ｂ） 

再申請時：/ApplicationRetryFrame.jsp 

再申請時：/ApplicationRetryBody.jsp （Ｂ）

A 

B 
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8.2.2.1 申請／代理申請 

実際のワークフロー申請を行います。 

 

 

 

サービス ID 

application_apply_body_call 

プログラムパス 

%ApplicationRuntime%/doc/imart/bpw/business/ApplicationApply/ApplicationApplyBody.jsp 

8.2.2.2 再申請／取り止め 

ワークフロー上に申請した案件が、申請者本人によって「引戻し」、フロー中の承認者によって「差戻し」が行われ 

場合に、再申請／取り止めを行います。 

 

 

 

サービス ID 

application_retry_body_call 

プログラムパス 

%ApplicationRuntime%/doc/imart/bpw/business/ApplicationApply/ApplicationRetryBody.jsp 

〆再申請時には、「一時保存」を行う事はできません。申請時のみの機能となります。 
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8.2.2.3 添付ファイル 

ワークフロー申請時に一緒にフローに回すことができる添付ファイルの登録を行います。 

 

 

 

プログラムパス 

%ResourceService%/pages/platform/src/bpw/unit/document/attachment/attachment.html 

/attachment.js 

8.2.2.4 実行時選択 

次の承認者が「実行時選択」として設定されていた場合、【申請】画面内で、「申請」を押下後、申請者が次承認者 

を選択します。 

 

 

 

サービス ID 

application_apply_to_run 

プログラムパス 

%ApplicationRuntime%/doc/imart/bpw/business/ApplicationApply/ApplicationApplyRunBody.jsp 
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8.2.2.5 ルート選択 

次の承認者が分岐された複数の分岐されたルートである場合、申請者自身がどの先のルートかを選択する必要 

があります。 

 

 

 

サービス ID 

apply_routeselect 

プログラムパス 

%ApplicationRuntime%/doc/imart/bpw/business/RouteSelect/RouteSelectBody.jsp 

8.2.2.6 ルート作成 

次の承認者が「サブプロセス」として【申請者／承認者ルート作成ワークフロー】が設定されていた場合に、通常の

＜【申請】画面画面、【審議】画面は対象外となります）の次画面において、申請者／承認者自身がサブプロセス

内に定義された「ルート作成」が可能な承認タスクに対して、任意の承認者を設定します。 

 

 

 

サービス ID 

create_route_frame 

プログラムパス 

%ApplicationRuntime%/doc/imart/bpw/business/CreateRoute/CreateRouteFrame.jsp 

/CreateRouteHead.jsp 

/CreateRouteBodyLeft.jsp 

/CreateRouteBodyRight.js 
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8.2.3 起票済 

8.2.3.1 起票済（本人用） 

ログインユーザ本人、もしくは代理依頼を行い代理依頼先のユーザが起票（申請）を行ったプロセス（案件）の一

覧が表示されます。一般ユーザ用の画面です。この画面より、起票済の案件に対して、案件の現状の状態確認、

引戻し、再起票（再申請）、取り止めの操作を行います。 

 

 

 

サービス ID 

applied_frame_call 

プログラムパス 

%ApplicationRuntime%/doc/imart/bpw/business/TaskList/AppliedSelfFrame.jsp 

/AppliedSelfBody.jsp 

8.2.3.2 起票済（代理用） 

代理依頼を受け、ログインユーザ本人が代理起票（代理申請）を行ったプロセス（案件）の一覧が表示されます。 

一般ユーザ用の画面です。この画面より、起票済の案件に対して、案件の現状の状態確認、引戻し、再起票（再申

請）、取り止めの操作を行います。 

 

 

 

サービス ID 

appliedagent_frame_call 

プログラムパス 

%ApplicationRuntime%/doc/imart/bpw/business/TaskList/AppliedAgentFrame.jsp 

/AppliedAgentBody.jsp 
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8.2.4 未処理 

8.2.4.1 未処理（本人用） 

ログインユーザ本人、もしくは代理依頼を行い代理依頼先のユーザが、処理（承認）を行わなければならないプロ

セス（案件）の一覧が表示されます。一般ユーザ用の画面です。この画面より、プロセス（案件）に対する処理をを

行います。 

この画面では、処理（承認）可能な案件のみの表示となります。（再起票可能な案件は表示されません。） 

 

 

 

サービス ID 

not_completed_frame_call 

プログラムパス 

%ApplicationRuntime%/doc/imart/bpw/business/TaskList/NotCompletedFrame.jsp 

/NotCompletedBody.jsp 

8.2.4.2 未処理（代理用） 

代理依頼を受け、ログインユーザ本人が代理にて処理を行わなければならないプロセス（案件）の一覧が表示さ

れます。一般ユーザ用の画面です。 

この画面では、処理（承認）可能な案件のみの表示となります。（再起票可能な案件は表示されません。） 

 

 

 

サービス ID 

not_completed_agent_frame_call 

プログラムパス 

%ApplicationRuntime%/doc/imart/bpw/business/TaskList/NotCompletedAgentFrame.jsp 

/NotCompletedAgentBody.jsp 
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8.2.5 審議－【ドキュメントワークフロー・申請者／承認者ルート作成ワークフロー】 

プロセス種別が「ドキュメントワークフロー」・「申請者／承認者ルート作成ワークフロー」における審議を行います。 

管理者によって設定した、メニューバー－【プロセス設定（P）】－「プロパティ」－「参照コンテンツパス」タブ－ 

「詳細コンテンツパス」に設定されたプログラムパスがこの画面内の上フレーム側に表示されます。 

 

 

 

サービス ID 

detail_acknowledge_frame 

プログラムパス 

%ApplicationRuntime%/doc/imart/bpw/business/Acknowledge/DetailAcknowledgeFrame.jsp 

/AcknowledgeBody.jsp （B） 

8.2.5.1 審議／代理審議 

本人もしくは、代理依頼された承認依頼案件に対して、審議を行います。この画面は【未処理】一覧画面より、任

意の案件を選択時に画面遷移されます。 

 

 

 

サービス ID 

acknowledge_body_call 

プログラムパス 

%ApplicationRuntime%/doc/imart/bpw/business/Acknowledge/AcknowledgeBody.jsp 

A 

B 
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8.2.5.2 一括審議（全体） 

ドキュメントワークフロー・申請者／承認者ルート作成ワークフローのプロセス種別における承認です。 

管理者によって設定した、メニューバー－【プロセス設定（P）】－「プロパティ」－「参照コンテンツパス」タブ－ 

「詳細コンテンツパス」に設定されたプログラムパスがこの画面内の上フレーム側に表示されます。 

 

 

 

サービス ID 

acknowledge_frame_call 

プログラムパス 

%ApplicationRuntime%/doc/imart/bpw/business/Acknowledge/AcknowledgeFrame.jsp 

/AcknowledgeList.jsp （A） 

/AcknowledgeBody.jsp （B） 

8.2.5.3 一括審議（審議対象一覧） 

一括審議上フレーム内に表示される審議対象一覧となります。 

 

 

 

サービス ID 

acknowledge_frame_call 

プログラムパス 

%ApplicationRuntime%/doc/imart/bpw/business/Acknowledge/AcknowledgeFrame.jsp 

/AcknowledgeList.jsp

A 

B 
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8.2.5.4 一括審議（審議） 

実際のワークフロー申請を行います。 

 

 

 

サービス ID 

acknowledge_body_call 

プログラムパス 

%ApplicationRuntime%/doc/imart/bpw/business/Acknowledge/AcknowledgeBody.jsp 

8.2.6 処理済 

8.2.6.1 処理済（本人用） 

ログインユーザ本人、もしくは代理依頼を行い代理依頼先のユーザが処理（承認）を行ったプロセス（案件）の一

覧が表示されます。一般ユーザ用の画面です。この画面より、処理済の案件に対して、案件の現状の状態確認、

引戻し、再処理（再審議）の操作を行います。 

 

 

 

サービス ID 

consented_frame_call 

プログラムパス 

%ApplicationRuntime%/doc/imart/bpw/business/TaskList/ConsentedSelfFrame.jsp 

/ConsentedSelfBody.jsp 
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8.2.6.2 処理済（代理用） 

代理依頼を受け、ログインユーザ本人が代理処理（代理承認）を行ったプロセス（案件）の一覧が表示されます。 

一般ユーザ用の画面です。この画面より、処理済の案件に対して、案件の現状の状態確認、引戻し、再処理（再

審議）の操作を行います。 

 

 

 

メニューパス 

consentedagent_frame_call 

プログラムパス 

%ApplicationRuntime%/doc/imart/bpw/business/TaskList/ConsentedAgentFrame.jsp 

/ConsentedAgentBody.jsp 

8.2.7 参照 

8.2.7.1 参照（案件一覧） 

ワークフロールート中に参照権限として設定されていた場合に、参照が行える一覧画面としてプロセス（案件）が

表示されます。 

 

 

 

メニューパス 

refer_frame_call 

プログラムパス 

%ApplicationRuntime%/doc/imart/bpw/business/TaskList/ReferFrame.jsp 

/ReferBody.jsp 



 画面
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8.2.8 代理設定 

8.2.8.1 代理設定‐プロセス定義‐ 

代理依頼を行う設定（一覧：プロセス定義）画面となります。一般ユーザ用の画面です。表示されるデータ（プロセ

ス定義）は、設定対象となる代理元ユーザが保持する【ロール】がカテゴリ処理権限に対して設定されているカテ

ゴリに属する「プロセス定義」のすべてとなります。 

 

 

 

サービス ID 

agent_setting_process_def_list_body_call 

プログラムパス 

%ApplicationRuntime％/doc/imart/bpw/business/AgentSetting/AgentSettingProcessDefListBody.jsp 

8.2.8.2 代理設定‐バージョン‐ 

代理依頼を行う設定（一覧：バージョン）画面となります。一般ユーザ用の画面です。表示されるデータ（任意の

「プロセス定義」に属するバージョン）は、設定対象となる任意の「プロセス定義」に属する「バージョン」のすべてと

なります。 

 

 

 

サービス ID 

agent_setting_version_list_body_call 

プログラムパス 

%ApplicationRuntime％/doc/imart/bpw/business/AgentSetting/AgentSettingVersionListBody.jsp 
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8.2.8.3 代理設定‐タスク‐ 

代理依頼を行う設定（一覧：タスク）画面となります。一般ユーザ用の画面です。 

 

 

 

メニューパス 

agent_setting_activity_list_body_call 

プログラムパス 

%ApplicationRuntime％/doc/imart/bpw/business/AgentSetting/AgentSettingActivityListBody.jsp 

8.2.8.4 代理設定‐設定‐ 

各一覧画面より設定対象（チェックを行った）項目の実際の代理設定を行う画面となります。 

 

 

 

メニューパス 

agent_setting_frame_call 

プログラムパス 

%ApplicationRuntime％/doc/imart//bpw/business/AgentSetting/AgentSettingFrame.jsp 

/AgentSettingBody.jsp



 画面
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8.2.8.5 代理設定‐代理先設定‐ 

代理設定において、【ユーザ】、【組織】、【所属／上位】、【パブリックグループ】、【プライベートグループ】に対して、

設定を行う事が可能となります。 

【組織】検索 

【会社】／【組織】を検索します。【会社】もしくは、【組織】を選択した状態にて、同画面下部の【役職】リストに、

対象の【役職】が一覧として表示されます。この【役職】を追加選択する事で、【役職】による絞込み設定を可

能とします。 

 

 

 

プログラムパス 

%ResourceService%/pages/platform/src/bpw/agentSetting/ack_search/company/ * 

 

【所属／上位】検索 

【代理元ユーザ】の所属組織もしくは、上位組織に対して簡易的に設定を行う事が可能となります。 

兼務所属の場合も対応されています。 

 

 

 

プログラムパス 

%ResourceService%/pages/platform/src/bpw/agentSetting/ack_search/ * 
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8.2.9 新着タスク 

8.2.9.1 新着タスク 

ログイン後のポータル画面内において、ワークフローの未処理（新着案件）を表示します。 

 

 

 

サービス ID 

newly_arrived_portlet_call 

プログラムパス 

%ApplicationRuntime%/doc/imart/bpw/business/Portlet/NewlyArrivedPortlet.jsp
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付録 A 参考 

ワークフローでは、JavaEE 開発モデルならびに、スクリプト開発モデル双方において、豊富な API を用意しており

ます。これら API を利用する際の注意点等を以下に解説します。 

A.1 ワークフローAPI 利用時の引数の渡し方 
ワークフローで提供されている API では、いくつかの引数をカンマ区切りにて受け渡すようなインタフェースとなっ

ております。API を利用する際には、必要でない引数パラメータ等の渡し方について下記のような意識が必要とな

ります。 

任意パラメータを利用する API へ引渡す場合の対応は以下のイメージとなります。 

データタイプ 対応方法 備考 

Stirng : 文字列 空文字を渡す 「“”」のようにダブルコーテーションで括るように対応

します。 

Object : オブジェクト null もしくはからの Object を渡す 「null」もしくは、利用する API インタフェースに沿った

空の Object を渡すように対応します。 

 

例）次は、起票 API の利用方法の一例です。 

任意指定のパラメータの利用方法についてご参考ください。 

// BPW への起票処理 

var oWkfDraftObject = new WkfDrafter( loginUserCd, loginGroupCd ); 

//起票メソッド 

var result = oWkfDraftObject.draft( 

%プロセル定義 CD% , 

%バージョン CD%,  

“” , 

%プロセス名%, 

%アプリケーションキー配列% , 

“” , 

“%会社コード%” , 

“%組織コード%” , 

“コメント”, 

null , 

null , 

“”, 

“” 

); 

 

//プロセス定義 CD(必須) 

//バージョン CD(必須) 

//一時プロセス ID(任意) 

//プロセス名(必須) 

//アプリケーションキー配列(任意。8 つまで。) ※１ 

//起票指定日(任意。指定なしのときは起票日と同日。) 

//ユーザの起票会社 CD(必須) ※所属しない場合は未指定 

//ユーザの起票組織 CD(必須)  ※所属しない場合は未指定 

//起票コメント(任意) 

//根回しメールオブジェクト(任意) 

//次承認者オブジェクト(次タスクが実行時選択のとき指定します。) 

//次アクティビティ CD(次タスクがユーザ選択のとき指定します。) 

//ロケール(任意。指定なしのときはデフォルトロケールを使用します。)

  

 

 

          ※1 アプリケーションキー配列要素へのセット方法における注意 

     配列要素の低い順に、キーとなる値を設定します。ある要素だけを null 値として指定した場合、 

     この要素に対しては、キーとなる値は無いものと判断されます。 

     そのため、ひとつずつセットしたキーの要素番号が繰り上がって登録されますのでご注意ください。
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A.2 後処理プログラム内で取得されるアクティビティ CD 
後処理プログラム内で取得されるアクティビティ CD は、自身のアクティビティ CD となります。そのため起票（申請）

後の後修理プログラム内で独自の処理を行おうとした場合、上図のアクティビティ関係図より、起票（申請）に対す

るアクティビティに対して、起票（申請）のタスクの情報を操作しようとする場合、アクティビティ CD を「1」デクリメント

して使用する必要があります。以下にサンプルを示します。 

■JavaEE 開発モデル 

//アクティビティ CD を 1 つデクリメントします 

int activityNo = Integer.parseInt( activity ); 

activityNo--; 

String receveActivityCd = String.valueOf( activityNo ); 

 

■スクリプト開発モデル 

// アクティビティ CD を 1 つデクリメントします 

var activityNo = eval( activity ); 

activityNo--; 

var receveActivityCd = activityNo.toString(10); 

分岐、結合条件プログラムでは、この仕組みを利用できないデータ構造になっているため、FlowInfo（フロー上

の状態を取得する）API を使用することで可能となります。使用方法については API リストをご参考ください。 

A.3 履歴情報の期間化されたデータの扱われ方 
案件関連の API 

■JavaEE 開発モデル 

案件関連の情報取得などに使用されるクラスです。 

jp.co.intra_mart.foundation.wkf クラス Process # getProcessHistory() メソッド 

■スクリプト開発モデル 

案件関連の情報取得などに使用されるオブジェクトです。 

WkfProcess オブジェクト # getProcessHistory() メソッド 

解説 

アプリケーション共通マスタ（【ユーザ】、【組織】、【パブリックグループ】のデータ）上の機関化されたデータの

中から、ワークフローが利用している期間（ルート設定時）上のデータを取り扱います。つまり案件毎の処理

結果履歴を API にて取得されてきたデータは、その当時のものをワークフローが独自で保管したものを API

の結果として返却します。 

これにより、その当時以降に、アプリケーション共通マスタ（【ユーザ】、【組織】、【パブリックグループ】のデー

タ）側で、該当データの名称等の変更を行ったとしても、変更後の内容は、ワークフロー側では反映されてい

ません。 

 

〆履歴データの取得元について 

この API は、接続先の DB 上に一元管理されます。プログラム上のどこから使用された場合でも、この DB 

上のデータを必ず参照するような API の仕様となっています。この挙動により、後処理プログラム等の申請、

承認といった同一トランザクション内で、この API を使用された場合には、該当タスクのデータについては、

まだ確定（コミット）されてない DB 上のデータを参照しにいこうとするため、実際には何も取得されることは

ありません。 
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A.4 プロセス（案件）の削除 
マスタ関連の API 

■JavaEE 開発モデル 

マスタメンテナンス関連処理で使用されるクラスです。 

jp.co.intra_mart.foundation.wkf クラス Manager # removeProcess() メソッド 

• スクリプト開発モデル 

マスタメンテナンス関連処理で使用されるクラスです。 

WkfManager オブジェクト # removeProcess() メソッド 

• 解説 

この API では、指定されたプロセス（案件）の削除を行いますが、削除を行おうとしているプロセス（案件）が、

サブプロセス等が含まれていたり、逆にサブプロセスとして利用されているプロセス（案件）であっても、指定

されたプロセス（案件）は、これらの関連性を無視して削除行為を行います。 

このため、これらのサブプロセス等の関連性を別のプロセス情報を取得する API 等から、プロセス情報オブ

ジェクト配列内の「parent_process_def_cd(String) 親プロセス定義 CD」、「parent_version_cd(String) 親プロ

セスバージョン CD」、「parent_process_cd(String) 親プロセス CD」でサブプロセス等の関連性があるかのチェ

ックを行う事を推奨致します。 

A.5 データの権限を有するユーザ CD を指定 
JavaEE 開発モデルにて提供される、jp.co.intra_mart.foundation.wkf クラス Manager ならびに、 

スクリプト開発モデルにて提供される、WkfManager オブジェクトの API では、マスタメンテナンス関連を扱う 

API となります。 

A.6 後処理、条件分岐プログラム内でインタフェース UserInfo の取得方法 
JavaEE 開発モデルにて作成した後処理、条件分岐プログラム内で、インタフェース UserInfo を以下の方法で

取得する事が可能となります。 

 

 

UserInfo userInfo = this.getLoginUserInfo(); 

 

 

取得される UserInfo については、jp.co.intra_mart.framework.base.util インタフェース UserInfo を参照ください

（API リスト-【JavaEE 開発モデル】-【・JavaEE フレームワーク】-【UserInfo】）。 

BPW でのプロセス定義の場合は、該当処理を実装する ServiceController にて、ユーザ情報を引き渡さなけれ

ば、#getLoginType()、#getUserID()、#getLocale() のみが取得されます。ご注意ください。 

ドキュメントワークフローの場合は、ワークフローモジュール内にて既に同様の処理を施しているため、後処理

内では、get**するのみで以外の情報も取得する事が可能となっています。 
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A.7 起票、承認 API での DB トランザクションとの統一 
ワークフローにおいては、独自のユーザアプリケーション内で利用されるケースも多く、その処理内で、ワークフロ

ーへ連携をさせたい場合があります。この時に、ユーザアプリケーション側の DB 処理と、ワークフロー内の起票、

承認といった処理の DB 処理を同じ DB トランザクション内で対応したいというケースがあります。このような場合に

は、以下の API を利用する事で対応する事ができます。 

起票、承認、マスタメンテナンス系の API を対象に、このメソッド使用すると、各メソッド内でトランザクション制御は

行いません。外部（ユーザプログラム）側のトランザクション制御に依存されます。また使用しなければ、各メソッド

内でトランザクション制御を自動的に行います。 

 

• JavaEE 開発モデル 
            //生成 

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

            //トランザクションモードをOFFにする 

            //⇒これにより起票API内でDBトランザクションは行わず、 

            // 外部からのDBトランザクションに依存されます。 

            drft.noTransaction(); 

 

            //起票 

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

♪ポイント♪ 

コンストラクタ生成と実際に使用するメソッドの間に、noTransaction() をセットします。 

この制御が可能となるのは、次の API となります。 

jp.co.intra_mart.foundation.wkf クラス Drafter ・・・・・・・起票関連の処理に使用されるクラスです。 

jp.co.intra_mart.foundation.wkf クラス Approver ・・・・・承認関連の処理に使用されるクラスです。 

jp.co.intra_mart.foundation.wkf クラス Manager ・・・・・マスタメンテナンス関連処理で使用されるクラスです。 

 

• スクリプト開発モデル 
            //生成 

            var oWkfDraftObject = new WkfDrafter( loginUserCd, loginGroupCd ); 

 

            //トランザクションモードをOFFにする 

            //⇒これにより起票API内でDBトランザクションは行わず、 

            // 外部からのDBトランザクションに依存されます。 

            oWkfDraftObject.noTransaction(); 

 

            //起票 

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

♪ポイント♪ 

コンストラクタ生成と実際に使用するメソッドの間に、noTransaction() をセットします。 

この制御が可能となるのは、次の API となります。 

WkfDrafter オブジェクト ・・・・・・・起票関連の処理に使用されるクラスです。 

WkfApprover オブジェクト ・・・・・承認関連の処理に使用されるクラスです。 

WkfManager オブジェクト ・・・・・ マスタメンテナンス関連処理で使用されるクラスです。 



 
 

作成者：株式会社 NTT データ イントラマート Page 171

 

A.8 起票、承認 API 利用時の所属組織の引数指定 
ワークフローの起票、承認 API では、処理を行うユーザの所属組織の指定を行う必要があります。この場合、 

ユーザの起票会社CD・起票組織CDには、そのユーザが所属している組織を設定してください。ユーザが組織に

所属しているのに「所属なし」つまり、何も指定しない場合、エラーとなり、処理を行う事ができませんので、ご注意

ください。 

また、対象ユーザがどこの組織にも所属していない場合のみ、null もしくは、空文字を指定する事が可能です。 

この挙動については、通常の【申請】画面、【承認】画面において、所属組織の指定については、必須となってい

るため、API についても同じ動作を取るようになります。 

A.9 標準テンプレートメールとメール API との関係 
前述にて解説しました標準機能として提供されているメール機能の＜2.2.21メール＞ に対して、独自のメール機

能を利用したい場合、後処理/条件分岐プログラム等内で＜2.2.21.2メールAPI＞を実装する事で汎用的なメール

機能を実現させる事が可能となります。 

ここで注意が必要な点として、＜2.2.21.2メールAPI＞においては、 

 

JavaEE 開発モデル  jp.co.intra_mart.foundation.wkf クラス Util#sendMail（） 

                       jp.co.intra_mart.foundation.wkf クラス WfeResultMailManager 

スクリプト開発モデル オブジェクト WkfUtil# sendMail（） 

オブジェクト WkfMailSettingBehavior 

 

が提供されておりますが、Util系のメールAPIについては、特に設定ファイルの設定に影響される事なく、ワークフ

ローのプロセス情報をパラメータとして引き渡す事で、どのような場所でもメール送信を行う事ができるAPIとなりま

す 。 そ れ 以 外 の  jp.co.intra_mart.foundation.wkf ク ラ ス WfeResultMailManager  や 、 オ ブ ジ ェ ク ト

WkfMailSettingBehavior については、標準機能の＜2.2.21メール＞と密な関係を取っています。そもそもこれら

のAPIは、標準機能の＜2.2.21メール＞に対する付加価値的なメール機能の実現する（あるタスクのみ標準の＜

2.2.21メール＞のメール内容を送信させずに、別のメール内容を送信させたい等）ためのAPIとなります。 

具体的には、これらのメールAPIの送信可否については、プログラム上の実装だけでなく、設定ファイル（※１）の

＜2.2.21メール＞メール送信可否設定に依存されます。また、標準機能の＜2.2.21メール＞のメール送信とスレッ

ド単位での制御を行っていますので、実際にこれらAPIを使用してメール機能を実装される場合には、十分注意

が必要となります。 

 

（※１） 設定ファイルとは以下のファイルを指します。 

％ApplicasionRuntime％/doc/imart/WEB-INF/classes/ 

jp/co/intra_mart/foundation/bpw/config/BPWCore.properties 
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A.10 引数に渡すアクティビティ CD 
ワークフローで提供される一部の API では、アクティビティ CD を指定しなければなりません。各 API によって引数

として渡すべきアクティビティ CD は異なりますので注意してください。 

注 意 が 必 要 な 主 な API とし ては、 差戻し （ JavaEE 開 発 モ デ ル ‐ jp.co.intra_mart.foundation.wkf ク ラ ス

Approver#sendBack（）、スクリプト開発モデル‐オブジェクト WkfApprover#sendBack（））、引戻し（JavaEE 開発モ

デ ル jp.co.intra_mart.foundation.wkf ク ラ ス Approver#pullBack （ ） 、 ス ク リ プ ト 開 発 モ デ ル ‐ オ ブ ジ ェ ク ト

WkfApprover#pullBack（））API 等となります。 

 

〆差戻し 

• JavaEE 開発モデル 

jp.co.intra_mart.foundation.wkf クラス Approver#sendBack（） 

• スクリプト開発モデル 

スクリプト開発モデル‐オブジェクト WkfApprover#sendBack（） 

この API に引き渡すアクティビティ CD は、差戻しを行おうとしているタスクのアクティビティ CD です。 

 

<例> 

「申請」→「承認１」→「承認２ (アクティブ)」 というルートの場合、 

：「承認２」の【ユーザ】が「承認２」のアクティビティ CD を指定して実行する。 

〆引戻し 

• JavaEE 開発モデル 

jp.co.intra_mart.foundation.wkf クラス Approver#pullBack（） 

• スクリプト開発モデル 

スクリプト開発モデル‐オブジェクト WkfApprover#pullBack（） 

    

 

 

<例> 

「申請」→「承認１」→「承認２ (アクティブ)」 というルートの場合、 

：「承認１」の【ユーザ】が「承認１」のアクティビティ CD を指定して実行する。 

 

されています。 

A.11 一覧系取得 API の SearchCondition での指定方法の注意点 
代理処理した案件（もしくは、代理設定されている案件を代理元が処理した案件）を取得する場合は、処理者で

はなく代理設定の状態に依存されますので、クラス SearchCondition にて指定するフィルターについては、 

AGT_COMPLETE_FILTER：完了タスク表示(委譲)キーCLT_AGT_COMPLETE_FILTER：完了タスク表示(代理

元承認可委譲)などのキーを適宜、追加指定するようにしてください。 

A.12 サブプロセス内で親プロセスの情報を取得する方法 
サブプロセスについては、親プロセスとは別のルート定義を行っている仕組上、別プロセスとしてワークフローモジ

ュールで管理されています。そのため、サブプロセス内で親プロセスの情報を取得する場合には、以下の API を

利用して対応する事となります。 

サブプロセスの各タスクにて設定した申請、承認、詳細、参照画面では、親プロセスを特定するための情報として、

親プロセスのプロセス定義 CD、バージョン CD、プロセス CD が取得できるようになっています。 

この API に引き渡すアクティビティ CD は、現在位置するタスクのアクティビティ CD です。 
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これらの情報を元に、次の API を使用して親プロセスの案件情報を取得します。 

• JavaEE 開発モデル 

プロセス情報を取得します。 

jp.co.intra_mart.foundation.wkf クラス Process # getProcessInfo() メソッド 

• スクリプト開発モデル 

プロセス情報を取得します。 

WkfProcess オブジェクト # getProcessInfo() メソッド 

A.13 差戻し、引戻しの動作するタスク 
差戻し、引戻しが行われた場合に実行される後処理プログラムについて、どのタスクに設定された後処理プログラ

ムが実行されるかは、そのものの処理を行ったタスクの後処理プログラムが実行されます。 

 

申請 第１承認 第２承認Start End

【第２承認】に
よる差戻し

【第２承認】に
よる引戻し

このときの後処理は、
【第２承認】タスクに設定されている
後処理プログラムが実行

このときの後処理は、
【第２承認】タスクに設定されている
後処理プログラムが実行

 

 

 

プロセス定義自体の「削除」を行った場合、DB テーブル上には該当データは残ります。 

あくまで論理削除されるだけであり、物理削除とはなりません。 

A.14 検索画面の呼び出し方法 
【ユーザ】検索、【組織】検索ユニットを呼び出す方法、また検索ユニットからのデータの受取り方法 

 

■JavaEE 開発モデル 

%ApplicationRuntime%/doc/imart/sample/jsp/tips/user/execute/user.jsp 

⇒JSP からスクリプト開発モデルの【ユーザ】検索ユニットの呼び出し方法が 

サンプルとして提供されています。 

【組織】検索ユニットについても,同様の呼び出し方法となります。 

 

■スクリプト開発モデル 

%ResourceService%/pages/src/sample/search/sample_user.html 

/sample_company.html 

⇒スクリプト開発モデルにおいて、【ユーザ】、【組織】検索ユニットの呼び出し方法が 

サンプルとして提供されています。
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付録 B 起票（申請）/審議画面の表示形式 

起票（申請） / 審議画面は、“ユーザアプリーション画面”と“標準起票（申請）/審議画面”の２画面で構成されて

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

 

B.1 前提条件 
インストール初期状態では、タブ形式（APPROVAL_PAGE_TYPE=TAB）の表示となります。 

B.2 設定ファイル 
表示形式の指定は、次の設定ファイルにて指定してください。 

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

B.3 表示形式（フレーム表示/タブ表示）の指定 
BPWCore.properties の記述例 

 

 

 

 

 

 

■ 起票（申請）画面 （タブ表示：APPROVAL_PAGE_TYPE=TAB） 

   

■ 起票（申請）画面 （フレーム表示：APPROVAL_PAGE_TYPE=FRAME） 

 

## 申請･承認画面設定 

# 新しい申請･承認画面を使用する場合は、TAB 

# version6までと同じ申請･承認画面を使用する場合は、FRAMEを指定してください。 

# TAB/FRAME以外の文字が指定されていた場合は新しい画面が表示されます。 

APPROVAL_PAGE_TYPE=TAB 

タブの切替え
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■ 審議画面 （タブ表示：APPROVAL_PAGE_TYPE=TAB） 

   

■ 審議画面 （フレーム表示：APPROVAL_PAGE_TYPE=FRAME） 

 

B.4 表示形式の変更における注意点 
〆当機能については、表示形式の切り替えのみであり、機能、動作（仕様）に相違はありません。 

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

  変更するといったことはできません。 

  → 起票（申請）画面をタブ表示、審議画面をフレーム表示といったように起票（申請）画面と審議画面の 

表示形式を異なるものに設定することはできません。 

 

タブの切替え
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付録 C 申請/承認画面のみ標準画面を利用 

  ユーザアプリケーション画面から、直接起票（申請）／審議（承認）画面を呼び出す機能となります。 

C.1 前提条件 
（1） ユーザアプリケーション画面からの申請／承認画面を呼び出しは、専用の API（タグライブラリ）を利用するこ

とにより可能となります。 

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

C.2 機能説明 
独自に作成したユーザアプリケーション画面にて専用の API（タグライブラリ）を利用することにより、 

ユーザアプリケーション画面から標準の起票（申請）/審議画面に遷移することが可能となります。 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C.3 API（タグライブラリ）の利用 

C.3.1 起票（申請）画面 

タグ名 

タグ名称 draft 

 

属性 説明 

name（必須） <FORM>タグの name 属性 

method <FORM>タグの method 属性 

target <FORM>タグの target 属性 

bpw_process_def_cd（必須） プロセス定義 CD 

bpw_version_cd（必須） バージョン CD 

bpw_activity_cd（必須） アクティビティ CD 

bpw_parameter_cds（必須） ユーザアプリケーションキー「カンマ区切り」 

 

 

 

ユーザアプリケーション画面 
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bpw_app_type（必須） 代理フラグ 

※”org”（本人処理） 

”agt”（代理処理） 

bpw_agt_user_cd 代理元ユーザ CD 

※「bpw_app_type」が”agt“の場合は必須 

bpw_draft_appoint_date 起票指定日「yyyy/MM/dd|00:00:00」 

ｌocale ロケール ID 

callBackApplicationId 前画面遷移用のアプリケーション ID 

callBackServiceId 前画面遷移用のサービス ID 

callBackContentsPath 前画面遷移用のコンテンツパス 

・JavaEE 開発モデル：フルパッケージで記述（拡張子なし） 

・スクリプト開発モデル：“ / “区切りで記述（拡張子なし） 

successPageApplicationId 処理成功後の画面遷移用のアプリケーション ID 

successPageServiceId 処理成功後の画面遷移用のサービス ID 

successPageContentsPath 処理成功後の画面遷移用のコンテンツパス 

・JavaEE 開発モデル：フルパッケージで記述（拡張子なし） 

・スクリプト開発モデル：“ / “区切りで記述（拡張子なし） 

programPath 処理実行前に実行される任意プログラムのパス 

・JavaEE 開発モデル：フルパッケージで記述（拡張子なし） 

・スクリプト開発モデル：“ / “区切りで記述（拡張子なし） 

refreshFlg 申請画面を初期化するフラグ 

“true”が指定された場合に、申請画面を初期化表示 

 

■ JSP にて上記タグライブラリを使用するには、タグライブラリを使用する JSP のページで、以下のような taglib 

ディレクティブを指定する必要があります。 

<%@ taglib prefix="imbpw_tag" uri="http://www.intra-mart.co.jp/taglib/bpw/workflow" %> 

C.3.2 再申請画面 

タグ名 

タグ名称 retry 

 

属性 説明 

name（必須） <FORM>タグの name 属性 

method <FORM>タグの method 属性 

target <FORM>タグの target 属性 

bpw_process_def_cd（必須） プロセス定義 CD 

bpw_process_cd（必須） プロセス CD 

bpw_version_cd（必須） バージョン CD 

bpw_activity_cd（必須） アクティビティ CD 

bpw_parameter_cds（必須） ユーザアプリケーションキー「カンマ区切り」 

bpw_app_type（必須） 代理フラグ 

※”org”（本人処理） 

”agt”（代理処理） 

bpw_agt_user_cd 代理元ユーザ CD 

※「bpw_app_type」が”agt“の場合は必須 
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ｌocale ロケール ID 

callBackApplicationId 前画面遷移用のアプリケーション ID 

callBackServiceId 前画面遷移用のサービス ID 

callBackContentsPath 前画面遷移用のコンテンツパス 

・JavaEE 開発モデル：フルパッケージで記述（拡張子なし） 

・スクリプト開発モデル：“ / “区切りで記述（拡張子なし） 

successPageApplicationId 処理成功後の画面遷移用のアプリケーション ID 

successPageServiceId 処理成功後の画面遷移用のサービス ID 

successPageContentsPath 処理成功後の画面遷移用のコンテンツパス 

・JavaEE 開発モデル：フルパッケージで記述（拡張子なし） 

・スクリプト開発モデル：“ / “区切りで記述（拡張子なし） 

programPath 処理実行前に実行される任意プログラムのパス 

・JavaEE 開発モデル：フルパッケージで記述（拡張子なし） 

・スクリプト開発モデル：“ / “区切りで記述（拡張子なし） 

refreshFlg 再申請画面を初期化するフラグ 

“true”が指定された場合に、再申請画面を初期化表示 

 

■ JSP にて上記タグライブラリを使用するには、タグライブラリを使用する JSP のページで、以下のような taglib 

ディレクティブを指定する必要があります。 

<%@ taglib prefix="imbpw_tag" uri="http://www.intra-mart.co.jp/taglib/bpw/workflow" %> 

C.3.3 サブプロセス_起票（申請）画面 

タグ名 

タグ名称 subDraft 

 

属性 説明 

name（必須） <FORM>タグの name 属性 

method <FORM>タグの method 属性 

target <FORM>タグの target 属性 

bpw_process_def_cd（必須） プロセス定義 CD 

bpw_process_cd（必須） プロセス CD 

bpw_version_cd（必須） バージョン CD 

bpw_activity_cd（必須） アクティビティ CD 

bpw_parameter_cds（必須） ユーザアプリケーションキー「カンマ区切り」 

bpw_app_type（必須） 代理フラグ 

※”org”（本人処理） 

”agt”（代理処理） 

bpw_agt_user_cd 代理元ユーザ CD 

※「bpw_app_type」が”agt“の場合は必須 

callBackApplicationId 前画面遷移用のアプリケーション ID 

callBackServiceId 前画面遷移用のサービス ID 

callBackContentsPath 前画面遷移用のコンテンツパス 

・JavaEE 開発モデル：フルパッケージで記述（拡張子なし） 

・スクリプト開発モデル：“ / “区切りで記述（拡張子なし） 

successPageApplicationId 処理成功後の画面遷移用のアプリケーション ID 
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successPageServiceId 処理成功後の画面遷移用のサービス ID 

successPageContentsPath 処理成功後の画面遷移用のコンテンツパス 

・JavaEE 開発モデル：フルパッケージで記述（拡張子なし） 

・スクリプト開発モデル：“ / “区切りで記述（拡張子なし） 

programPath 処理実行前に実行される任意プログラムのパス 

・JavaEE 開発モデル：フルパッケージで記述（拡張子なし） 

・スクリプト開発モデル：“ / “区切りで記述（拡張子なし） 

refreshFlg サブプロセス申請画面を初期化するフラグ 

“true”が指定された場合に、サブプロセスの申請画面を初期化表示 

 

■ JSP にて上記タグライブラリを使用するには、タグライブラリを使用する JSP のページで、以下のような taglib 

ディレクティブを指定する必要があります。 

<%@ taglib prefix="imbpw_tag" uri="http://www.intra-mart.co.jp/taglib/bpw/workflow" %> 

 

C.3.4 審議（承認）画面 

タグ名 

タグ名称 approve 

 

属性 説明 

name（必須） <FORM>タグの name 属性 

method <FORM>タグの method 属性 

target <FORM>タグの target 属性 

bpw_process_def_cd（必須） プロセス定義 CD 

bpw_process_cd（必須） プロセス CD 

bpw_version_cd（必須） バージョン CD 

bpw_activity_cd（必須） アクティビティ CD 

bpw_parameter_cds（必須） ユーザアプリケーションキー「カンマ区切り」 

bpw_app_type（必須） 代理フラグ 

※”org”（本人処理） 

”agt”（代理処理） 

bpw_agt_user_cd 代理元ユーザ CD 

※「bpw_app_type」が”agt“の場合は必須 

callBackApplicationId 前画面遷移用のアプリケーション ID 

callBackServiceId 前画面遷移用のサービス ID 

callBackContentsPath 前画面遷移用のコンテンツパス 

・JavaEE 開発モデル：フルパッケージで記述（拡張子なし） 

・スクリプト開発モデル：“ / “区切りで記述（拡張子なし） 

successPageApplicationId 処理成功後の画面遷移用のアプリケーション ID 

successPageServiceId 処理成功後の画面遷移用のサービス ID 

successPageContentsPath 処理成功後の画面遷移用のコンテンツパス 

・JavaEE 開発モデル：フルパッケージで記述（拡張子なし） 

・スクリプト開発モデル：“ / “区切りで記述（拡張子なし） 

programPath 処理実行前に実行される任意プログラムのパス 

・JavaEE 開発モデル：フルパッケージで記述（拡張子なし） 

・スクリプト開発モデル：“ / “区切りで記述（拡張子なし） 
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refreshFlg 承認画面を初期化するフラグ 

“true”が指定された場合に、承認画面を初期化表示 

 

■ JSP にて上記タグライブラリを使用するには、タグライブラリを使用する JSP のページで、以下のような taglib 

ディレクティブを指定する必要があります。 

 

<%@ taglib prefix="imbpw_tag" uri="http://www.intra-mart.co.jp/taglib/bpw/workflow" %> 

C.3.5 任意プログラム 

タグライブラリの起票、審議といった各処理において同一トランザクション内において、属性 “programPath” で指定したプ

ログラムを実行する事ができます。  

 

 インタフェース 

       各処理毎で呼び出されるメソッド名が変わります。次の通りです。 

処理名 メソッド名 取得パラメータ 

起票・再起票・承認 proceed（） 

引戻し pullDraft（） 

承認者への差戻し returnDraft（） 

起票者への差戻し returnStart（） 

任意処理者へ差し戻し returnTask（） 

取り止め compulsion（） 

否認 rejection（） 

userRequestMap 、 groupId 、userId 

（ユーザ設定リクエストパラメータマップ、 

ログイングループ ID、ユーザ ID）が取得されます。 

 

       各開発モデルでは次のような規約があります。 

       どちらの開発モデルにおいても、このプログラム内でトランザクション制御を行う事はできません。 

■JavaEE 開発モデル 

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

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

返却します。 

■スクリプト開発モデル 

   返却値は、java ライブラリを読み込んだ定数を返却します。 

 

// 定数定義 

var STATUS_COMPLETED =  

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

ｖar STATUS_FAULT =  

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

 

// 「完了」のステータスとして返却 

return STATUS_COMPLETED; 

 

具体的な実装方法につきましては、サンプルプログラムを提供していますので、＜D.1.1 サンプルアプリケーション＞

のドキュメントワークフロー【カスタム】（タグリブ（API）を使用した場合）の前処理（審議）、前処理（起票）プログラムや、

＜D.1.2 サンプルテンプレート＞の前処理（審議）、前処理（起票）プログラムをご参考ください。 
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C.3.6 タグライブラリの利用に関する注意事項 

タグライブラリ 「draft」、「approve」、「retry」、「subDraft」は<FORM>タグを生成するタグライブラリであるため、

HTML、JSP の<FORM>タグ内には記述しないでください。 
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付録 D サンプル 

製品にて提供しているサンプルについて紹介します。 

D.1 サンプルの提供内容 
提供されるサンプルプログラムは次の内容となります。 

●サンプルアプリケーション 

ドキュメントワークフロー【標準】 

ドキュメントワークフロー【カスタム】 

申請者／承認者ルート作成ワークフロー【標準】 

「後処理」・「条件分岐」・「同期結合条件」プログラム 

●サンプルテンプレート 

「後処理」・「前処理」・「条件分岐」・「同期結合条件」・「トリガー」・「任意採番」・「自動実行」プログラム 

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

●「一覧表示項目」機能の表示パターンデータ 

【起票】(本人)、【起票】(代理)、【起票済】(本人)、【起票済】(代理)、 

【未処理】(本人)、【未処理】(代理)、【処理済】(本人)、【処理済】(代理)、【参照】の各一覧画面毎に、 

２パターン提供。 

D.1.1 サンプルアプリケーション 

カテゴリ プロセス定義名称 

[標準]JavEE 開発モデル - サブプロセス 

[標準]JavaEE 開発モデル - ドキュメントワークフロー1 

[標準]JavaEE 開発モデル - ドキュメントワークフロー2 

[標準]JavaEE 開発モデル - ドキュメントワークフロー3 ＜※１＞ 

[標準]JavaEE 開発モデル - ドキュメントワークフロー4 ＜※１＞ 

[標準]JavaEE 開発モデル - ルート作成ワークフロー 

[カスタム]JavaEE 開発モデル - ドキュメントワークフロー1 

[カスタム]JavaEE 開発モデル - ドキュメントワークフロー2 

[カスタム]JavaEE 開発モデル - ドキュメントワークフロー3 

JavaEE 開発モデル 

[カスタム]JavaEE 開発モデル - ドキュメントワークフロー4 

[標準]スクリプト開発モデル - サブプロセス 

[標準]スクリプト開発モデル - ドキュメントワークフロー1 

[標準]スクリプト開発モデル - ドキュメントワークフロー2 

[標準]スクリプト開発モデル - ドキュメントワークフロー3 ＜※１＞ 

[標準]スクリプト開発モデル - ドキュメントワークフロー4 ＜※１＞ 

[標準]スクリプト開発モデル - ルート作成ワークフロー 

[カスタム]スクリプト開発モデル - ドキュメントワークフロー1 

[カスタム]スクリプト開発モデル - ドキュメントワークフロー2 

[カスタム]スクリプト開発モデル - ドキュメントワークフロー3 

スクリプト開発モデル 

[カスタム]スクリプト開発モデル - ドキュメントワークフロー4 

 

＜※１＞ Advance 版のみでの提供となります。
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【前提条件】 

次のような組織と所属ユーザの構成で、ワークフローを設定した場合の前提条件とします。 

※ これらのデータは、製品に同梱されるサンプルデータを利用しています。 

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

ない場合がありますのでご注意ください。 

 

＜＜ユーザと組織の関係図＞＞ 

サンプル部門
０１

サンプル部門
０２

サンプル課
１２

サンプル課
１１

サンプル課
２２

サンプル課
２１

サンプル会社 ・・・・・・・・・

・・・・・・ ・・・・・・

・・・・

・・・・

・・・・

・・・・

原田浩二（ ） 社長 

円山益男（ ） 部長 
 片山聡（ ） 課長 

  吉川一哉

青柳辰巳
  林政義
  片山聡

大磯博文
  寺田雅彦
  吉川一哉

 萩本順子
  生田一哉
  円山益男
  関根千香
  上田辰男

  原田浩二
  寺田雅彦
  吉川一哉

  青柳辰巳
林政義

  片山聡
  大磯博文
  寺田雅彦
  吉川一哉

  萩本順子
生田一哉

  円山益男
  関根千香
  上田辰男

 

D.1.1.1 【JavaEE 開発モデル】 

D.1.1.1.1 ドキュメントワークフロー【標準】 （ドキュメントワークフロー標準画面を使用した場合） 

コンテンツパス アプリケーション ID サービス ID プログラムパス 

%ApplicationRutime%/doc/imart/sample/bpw/purchase/standard/ フォルダ

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

引戻しコンテンツパス 

差戻しコンテンツパス 
standard_retry drafter /retry.jsp 

参照コンテンツパス standard_view view/view.jsp 

詳細コンテンツパス standard_detail detail/detail.jsp 

起票/再起票の上フレームで 

登録/更新ボタン押下後の 

表示画面パス 

bpw_sample_purchase

standard_display drafter/display.jsp 

 

■サービスフレームワーク 

処理名 プログラムパス 

%ApplicationRutime%/doc/imart/WEB-INF/classes/jp/co/intra_mart/sample/bpw/purchase/standard/controller/service/ フォルダ

起票の上フレーム画面で呼ばれるサービス 

StandardDraftServiceController.java 

StandardDraftServiceResult.java 

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

StandardRetryServiceController.java 

StandardRetryServiceResult.java 

StandardRetryServiceTransition.java 

起票／再起票の上フレームで登録/更新ボタン 

押下後の表示画面で呼ばれるサービス 

StandardDisplayServiceController.java 

StandardDisplayServiceResult.java 

StandardDisplayServiceTransition.java 

審議の上フレーム画面（詳細画面）で 

呼ばれるサービス 

StandardDetailServiceController.java 

StandardDetailServiceResult.java 

StandardDetailServiceTransition.java 

参照画面からの詳細表示される画面で 

呼ばれるサービス 

StandardViewServiceController.java 

StandardViewServiceResult.java 

StandardViewServiceTransition.java 

”登録”ボタン押下で呼ばれるサービス 

StandardInsertServiceController.java 

StandardInsertServiceResult.java 

StandardInsertServiceTransition.java 

”更新”ボタン押下で呼ばれるサービス 

StandardUpdateServiceController.java 

StandardUpdateServiceResult.java 

StandardUpdateServiceTransition.java 

 

■イベントフレームワーク 

処理名 プログラムパス 

%ApplicationRutime%/doc/imart/WEB-INF/classes/jp/co/intra_mart/sample/bpw/purchase/standard/model/event/ フォルダ

取得を行うイベント（カスタムでも使用） 

StandardSelectEvent.java 

StandardSelectEventListener.java 

StandardSelectEventResult.java 

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

StandardInsertEventListener.java 

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

StandardUpdateEventListener.java 

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

StandardDeleteEventListener.java 

D.1.1.1.2 ドキュメントワークフロー【カスタム】 （ユーザオリジナル画面を使用した場合） 

コンテンツパス アプリケーション ID サービス ID プログラムパス 

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

コンテンツパス custom_drafter drafter/draft.jsp 

引戻しコンテンツパス custom_drafter_pull drafter/retry.jsp 

起 
 

票
差戻しコンテンツパス custom_drafter_sendback drafter/retry.jsp 

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

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

審 
 

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

参照コンテンツパス custom_view detail/detail.jsp 

詳細コンテンツパス 

bpw_sample_purchase 

custom_detail view/view.jsp 
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■サービスフレームワーク 

処理名 プログラムパス 

%ApplicationRutime%/doc/imart/WEB-INF/classes/jp/co/intra_mart/sample/bpw/purchase/custom/controller/service/ フォルダ

起票画面で呼ばれるサービス 

CustomDrafterServiceController.java 

CustomDrafterServiceResult.java 

CustomDrafterServiceTransition.java 

再起票画面で呼ばれるサービス 

CustomDrafterDraftRetryServiceController.java 

CustomDrafterDraftRetryServiceResult.java 

CustomDrafterDraftRetryServiceTransition.java 

審議画面で呼ばれるサービス 

CustomApproverServiceController.java 

CustomApproverServiceResult.java 

CustomApproverServiceTransition.java 

詳細画面で呼ばれるサービス 

CustomDetailServiceController.java 

CustomDetailServiceResult.java 

CustomDetailServiceTransition.java 

参照画面で呼ばれるサービス 

CustomViewServiceController.java 

CustomViewServiceResult.java 

CustomViewServiceTransition.java 

”申請”ボタン押下で呼ばれるサービス 

CustomDrafterDraftServiceController.java 

CustomDrafterDraftServiceResult.java 

CustomDrafterDraftServiceTransition.java 

”再申請”ボタン押下で呼ばれるサービス 

CustomDrafterRetryServiceController.java 

CustomDrafterRetryServiceResult.java 

CustomDrafterRetryServiceTransition.java 

”審議”ボタン押下で呼ばれるサービス 

CustomApproverApproveServiceController.java 

CustomApproverApproveServiceResult.java 

CustomApproverApproveServiceTransition.java 

 

■イベントフレームワーク 

処理名 プログラムパス 

%ApplicationRutime%/doc/imart/WEB-INF/classes/jp/co/intra_mart/sample/bpw/purchase/custom/model/event/ フォルダ

”申請”処理を行うイベント 
CustomDrafterDraftEvent.java 

CustomDrafterDraftEventListener.java 

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

CustomDrafterRetryEventListener.java 

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

CustomDrafterCancelEventListener.java 

”審議”処理を行うイベント 
CustomApproverApproveEvent.java 

CustomApproverApproveEventListener.java 

”差戻し”処理を行うイベント 
CustomApproverSendBackEvent.java 

CustomApproverSendBackEventListener.java 

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

CustomApproverDenialEventListener.java 

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

CustomApproverSuspendEventListener.java 
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D.1.1.1.3 ドキュメントワークフロー【カスタム】 （タグリブ（API）を使用した場合） 

コンテンツパス アプリケーション ID サービス ID プログラムパス 

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

コンテンツパス taglib_draft drafter/draft.jsp 

引戻しコンテンツパス taglib_retry drafter/retry.jsp 

起 
 

票 

差戻しコンテンツパス taglib_retry drafter/retry.jsp 

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

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

審 
 

議 

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

参照コンテンツパス 
custom_view 

※ 【カスタム】共通 

custom/detail/detail.jsp 

詳細コンテンツパス 
custom_detail 

※ 【カスタム】共通 

custom/view/view.jsp 

確認画面ボタン押下後の 

表示画面パス 

bpw_sample_purchase 

taglib_display 
drafter/display.jsp 

 

■サービスフレームワーク 

処理名 プログラムパス 

%ApplicationRutime%/doc/imart/WEB-INF/classes/jp/co/intra_mart/sample/bpw/purchase/taglib/controller/service/ フォルダ

起票画面で呼ばれるサービス 

TaglibDraftServiceController.java 

TaglibDraftServiceResult.java 

TaglibDraftServiceTransition.java 

再起票画面で呼ばれるサービス 

TaglibRetryServiceController.java 

TaglibRetryServiceResult.java 

TaglibRetryServiceTransition.java 

審議画面で呼ばれるサービス 

TaglibApproveServiceController.java 

TaglibApproveServiceResult.java 

TaglibApproveServiceTransition.java 

確認画面ボタン押下後の表示画面で呼ばれるサービス 

TaglibDisplayServiceController.java 

TaglibDisplayServiceResult.java 

TaglibDisplayServiceTransition.java 

詳細画面で呼ばれるサービス 

CustomDetailServiceController.java 

CustomDetailServiceResult.java 

CustomDetailServiceTransition.java 

※ 【カスタム】共通 

参照画面で呼ばれるサービス 

CustomViewServiceController.java 

CustomViewServiceResult.java 

CustomViewServiceTransition.java 

※ 【カスタム】共通 
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■データフレームワーク 

処理名 プログラムパス 

%ApplicationRutime%/doc/imart/WEB-INF/classes/jp/co/intra_mart/sample/bpw/purchase/common/model/data/ フォルダ

サンプル用テーブルの DAO 

（【標準】／【カスタム】共用） 

CommonPurchaseDAO.java 

CommonPurchaseDAOIF.java 

 

■ModelObject 

処理名 プログラムパス 

%ApplicationRutime%/doc/imart/WEB-INF/classes/jp/co/intra_mart/sample/bpw/purchase/common/model/object/ フォルダ

サンプル用データの ModelObject 

（【標準】／【カスタム】共用） CommonPurchaseModelObject.java 

 

■ViewObject 

処理名 プログラムパス 

%ApplicationRutime%/doc/imart/WEB-INF/classes/jp/co/intra_mart/sample/bpw/purchase/common/view/object/ フォルダ

ワークフローAPI 用の ViewObject CommonPurchaseViewObject.java 

 

■その他 

処理名 処理内容 プログラムパス 

%ApplicationRutime%/doc/imart/WEB-INF/classes/jp/co/intra_mart/sample/bpw/purchase/appendix/ フォルダ

後処理 
起票タスクの後処理でサンプル用テーブルに 

ステータスの変更を行う 
PostProcessing.java 

分岐条件 入力されたデータから処理を行うタスクを判断を行う BranchCondition.java 

同期結合条件 同期タスク内の承認状況を判断し、同期の結合を行う JoinCondition.java 

案件削除 
サンプル用テーブルに削除される案件の 

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

前処理（審議） 「STATUS_COMPLETED」を返却します。＜※１＞ ApproverPreprocessing.java 

前処理（起票） 入力されたデータをサンプル用テーブルに登録を行う DrafterPreprocessing.java 

後処理（END タスク） サンプル用テーブルにステータスの変更を行う EndExecution.java 

任意採番 
API「Identifier#get()」で生成したユニークな ID を 

プロセス CD として採番します。 
OptionalNumbering.java 

 

＜※１＞  返却値の詳細については、APIリスト＜http://www.intra-mart.jp/apilist/index.html＞ 

jp.co.intra_mart.foundation.bpw.model.data インタフェース EISModelStaticIF をご参考ください。 

http://www.intra-mart.jp/apilist/index.html�


intra-mart ワークフロー仕様書

 

 

Page 188 Copyright 2000-2010 (株)NTT データイントラマート All rights Reserved.

 

D.1.1.2 【スクリプト開発モデル】 

D.1.1.2.1 ドキュメントワークフロー【標準】 （ドキュメントワークフロー標準画面を使用した場合） 

コンテンツパス パス指定内容 プログラムパス 

%ResourceService%/pages/src/sample/bpw/purchase/standard/ フォルダ

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

drafter/draft.js 

引戻しコンテンツパス 

差戻しコンテンツパス 
bpw/purchase/standard/drafter/retry 

drafter/retry.html                    

drafter/retry.js 

参照コンテンツパス bpw/purchase/standard/view/view 
view/view.html                      

view/view.js 

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

drafter/detail.js 

起票/再起票の上フレームで 

登録/更新ボタン押下後の表示画面パス 
 

drafter/draft.html 

drafter/draft.js 

D.1.1.2.2 ドキュメントワークフロー【カスタム】 （ユーザオリジナル画面を使用した場合） 

コンテンツパス パス指定内容  プログラムパス 

%ResourceService% /pages/src/sample/bpw/purchase/custom/

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

drafter/draft.js 

引戻しコンテンツパス 

起 
 

票 

差戻しコンテンツパス 
bpw/purchase/custom/drafter/draft_sendback 

drafter/retry.html 

drafter/ retry.js 

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

approver/approve.js 

引戻しコンテンツパス 

審 
 

議 

差戻しコンテンツパス 
bpw/purchase/custom/approver/approve_sendback 

approver/approve.html                

approver/approve.js 

参照コンテンツパス bpw/purchase/custom/view/view 
detail/detail.html                    

detail/detail.js 

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

view/view.js 

D.1.1.2.3 ドキュメントワークフロー【カスタム】 （タグリブ（API）を使用した場合） 

コンテンツパス パス指定内容  プログラムパス 

%ResourceService% /pages/src/sample/bpw/purchase/taglib/

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

drafter/draft.js 

引戻しコンテンツパス 

起 
 

票 

差戻しコンテンツパス 
bpw/purchase/ taglib/drafter/retry 

drafter/retry.html                    

drafter/ retry.js 

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

approver/approve.js 

引戻しコンテンツパス 

審 
 

議 

差戻しコンテンツパス 
bpw/purchase/ taglib/approver/approve 

approver/approve.html                

approver/approve.js 

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

※ 【カスタム】共通 

detail/detail.html                    

detail/detail.js 
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詳細コンテンツパス 
bpw/purchase/custom/detail/detail 

※ 【カスタム】共通 

view/view.html 

view/view.js 

確認画面ボタン押下後の 

表示画面パス 
 

drafter/display.html                  

drafter/display.js 

 

■その他 

処理名 処理内容 プログラムパス 

%ResoruceService%/pages/src/sample/bpw/purchase/appendix/ フォルダ

後処理 
起票タスクの後処理で、サンプル用テーブルに 

ステータスの変更を行う 
post_processing.js 

分岐条件 入力されたデータから処理を行うタスクを判断を行う branch_condition.js 

同期結合条件 同期タスク内の承認状況を判断し、同期の結合を行う join_condition.js 

案件削除 
サンプル用テーブルに削除される案件の 

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

前処理（審議） 「STATUS_COMPLETED」を返却します。＜※１＞ approver_preprocessing.js 

前処理（起票） 入力されたデータをサンプル用テーブルに登録を行う drafter_preprocessing.js 

後処理（END タスク） サンプル用テーブルにステータスの変更を行う end_processing.js 

任意採番 
API「Identifier.get()」で生成したユニークな ID を 

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

 

＜※１＞  返却値の詳細については、APIリスト＜http://www.intra-mart.jp/apilist/index.html＞ 

jp.co.intra_mart.foundation.bpw.model.data インタフェース EISModelStaticIF をご参考ください。 

D.1.2 サンプルテンプレート 

D.1.2.1 【JavaEE 開発モデル】 

処理名 処理内容 プログラムパス 

%ApplicationRutime%/doc/imart/WEB-INF/classes/jp/co/intra_mart/sample/bpw/template/ フォルダ

後処理 後処理のテンプレートファイルです。 PostProcessing.java 

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

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

自動実行 自動実行のテンプレートファイルです。 AutomaticExecution.java 

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

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

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

バージョン削除 
トリガー機能（バージョン削除）のテンプレートファイル

です。 DeleteMasterTrigger.java 

  

ト
リ
ガ
ー
機
能

 

案件削除 
トリガー機能（案件削除）のテンプレートファイルです。

DeleteTranTrigger.java 

任意採番 
任意採番のテンプレートファイルです。 

※採番処理の実装が必要となります。 
OptionalNumbering.java 

※任意採番のテンプレートファイルは、採番処理が実装されていないため、そのまま利用することは出来ません。 

http://www.intra-mart.jp/apilist/index.html�
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D.1.2.2 【スクリプト開発モデル】 

処理名 処理内容 プログラムパス 

%ResourceService%/pages/src/sample/bpw/template/ フォルダ

後処理 後処理のテンプレートファイルです。 post_processing.js 

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

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

自動実行 自動実行のテンプレートファイルです。 automatic_execution.js 

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

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

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

バージョン削除 
トリガー機能（バージョン削除）のテンプレートファイル

です。 
delete_master_trigger.js 

ト
リ
ガ
ー
機
能 案件削除 

トリガー機能（案件削除）のテンプレートファイルです。
delete_tran_trigger.js 

任意採番 
任意採番のテンプレートファイルです。 

※採番処理の実装が必要となります。 
optional_numbering.js 

※任意採番のテンプレートファイルは、採番処理が実装されていないため、そのまま利用することは出来ません。 
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D.1.3 「一覧表示項目」機能の表示パターンデータ 

D.1.3.1 【起票】（本人） 

〆「起票一覧(本人)表示パターン１」 

 

 

 

 

〆「起票一覧(本人)表示パターン２」 

 

 

 

 

D.1.3.2 【起票】（代理） 

〆「起票一覧(代理)表示パターン２」 

 

 

 

 

〆「起票一覧(代理)表示パターン２」 

 

 

 

D.1.3.3 【起票済】（本人） 

〆「起票済一覧(本人)表示パターン１」 

 

 

 

 

〆「起票済一覧(本人)表示パターン２」 
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D.1.3.4 【起票済】（代理） 

〆「起票済一覧(代理)表示パターン１」 

 

 

 

 

〆「起票済一覧(代理)表示パターン２」 

 

 

 

 

D.1.3.5 【未処理】（本人） 

〆「未処理一覧(本人)表示パターン１」 

 

 

 

 

〆「未処理一覧(本人)表示パターン２」 

 

 

 

 

D.1.3.6 【未処理】（代理） 

〆「未処理一覧(代理)表示パターン１」 

 

 

 

 

〆「未処理一覧(代理)表示パターン２」 

 

 

 

D.1.3.7 【処理済】（本人） 

〆「処理済一覧(本人)表示パターン１」 

 

 

 

 

〆「処理済一覧(本人)表示パターン２」 
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D.1.3.8 【処理済】（代理） 

〆「処理済一覧(代理)表示パターン１」 

 

 

 

 

〆「未処理一覧(代理)表示パターン２」 

 

 

 

 

D.1.3.9 【参照】 

〆「参照一覧表示パターン１」 

 

 

 

 

〆「参照一覧表示パターン２」 
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付録 E イベント実行 

im-JavaEE Framework イベントフレームワーク を実行する事ができるタスクです。 

E.1 前提条件 
            独自にイベント処理を実装する場合には、jp.co.intra_mart.foundation.model.event.AdapterEvent()クラス 

            を継承したイベント（クラス）を作成する必要があります。 

 

public class SampleEvent extends AdapterEvent { 

  

public SampleEvent() throws Exception { 

                       ・ 

                       ・ 

                       ・ 

E.2 設定手順 
         《STEP １》  実行するイベント、イベントリスナーの作成 

         《STEP 2》  doc/imart/WEB-INF/classes/event-config-bpw.xml へのマッピング 

         《STEP 3》  イベント実行タスクを含むプロセス定義の作成 

E.3 イベントリスナーで取得可能な情報 「ExternalModel」 
     作成したイベントリスナーでは以下の情報を取得することが出来ます。 

メソッド名 返却値 

getProcessDefCd() プロセス定義コード 

getVersionCd() 履歴コード 

getProcessCd() プロセスコード 

getActivityCd() アクティビティコード 

getActivityName() アクティビティ名 

getActivityType() アクティビティ種別 

getActivityStatus() アクティビティステータス 

getStatusEndedDate() ステータス完了日付      ※イベント実行では使用しません 

getCallActivityCd() 呼出アクティビティコード 

getCallActivityType() 呼出アクティビティ種別 

getAutoPassTerm() 自動パス期限          ※イベント実行では使用しません 

getAutoPassFlag() 自動パス処理フラグ 

getAttainmentClass() 到達種別 

getReceptionDate() 受信日付 

getProcessTermDate() 処理期限日付 

getPresentProcess() 現処理              ※イベント実行では使用しません 

getBefActiCd() 前処理アクティビティ名    ※イベント実行では使用しません 

getBefActiName() 前処理アクティビティ名    ※イベント実行では使用しません 

getBefActiUserCd() 前処理者コード         ※イベント実行ではｈ使用しません 
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getBefActiUserName() 前処理者名           ※イベント実行では使用しません 

 

（例） パラメータモデルからの情報取得 

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

 

public class SampleEventListener extends StandardEventListener { 

 

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

   

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

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

     ・ 

                       ・ 

                       ・ 
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付録 F 公開ファイル 

F.1 ワークフローコアプログラム 
         ワークフローシステム内で使用しているコア java プログラム（サービスフレームワーク、イベントフレームワークの一部）

については、次のファイルにて提供しております。 

    製品 CD-ROM 内 bpw-src.zip ファイル内に次のフォルダ上にて提供しております。 

 

イベントフレームワークの一部 bpw/core/src/main/java/jp/co/intra_mart/system/bpw 

サービスフレームワーク bpw/functions/src/main/java/jp/co/intra_mart/foundation/bpw 

F.2 サンプルプログラム 
     サンプル【JavaEE 開発モデル】における java ファイルについては、 

    製品 CD-ROM 内 im_sample-src.zip ファイル内に次のフォルダ上にて提供しております。 

 

サンプルアプリケーション im_sample/src/main/java/jp/co/intra_mart/sample/bpw/purchase 

テンプレート im_sample/src/main/java/jp/co/intra_mart/sample/bpw/template 

 

        ※それ以外のサンプルプログラム（JSP）については、製品インストールディレクトリ（サンプル同梱時）上に 

             提供しております。 
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付録 G バッチ処理 

ワークフロー機能標準で提供されているバッチ処理機能についての解説です。 

G.1 バッチプログラムの種類と処理概要 

G.1.1 自動パス 

バッチ名 ワークフロー自動パス 

バッチ ID bpwAutoPass 

実行プログラム言語 JAVA 

実行プログラムパス jp.co.intra_mart.foundation.bpw.model.data.BPWBatchAutoPassActivity 

処理概要 自動パス（自動承認）を実行するバッチ処理です。 

G.1.2 自動催促 

バッチ名 ワークフロー自動催促 

バッチ ID bpwAutoPress 

実行プログラム言語 JAVA 

実行プログラムパス jp.co.intra_mart.foundation.bpw.model.data.BPWBatchSendReminderMail 

処理概要 自動催促メールを送信するバッチ処理です。 

G.1.3 承認結果履歴情報削除 

バッチ名 ワークフロー承認結果履歴情報削除 

バッチ ID bpwDeleteHistory 

実行プログラム言語 JAVA 

実行プログラムパス jp.co.intra_mart.foundation.bpw.model.data.BPWBatchDeleteHistoryData 

処理概要 データベース上の承認結果履歴情報を削除するバッチ処理です。 

※ 履歴情報のみが削除され、案件データは対象外 

 

承認履歴テーブルデータ保持期限の設定については、次の設定ファイルが対象となります。 

％ApplicasionRuntime％/doc/imart/WEB-INF/classes/ 

jp/co/intra_mart/foundation/bpw/config/BPWCore.properties 

詳細については、＜3.1 BPWCore.properties＞、＜3.1.1.810 バッチ処理機能関連設定（設定変更可能）＞をご参

考ください。 

G.1.4 モニタリング情報削除 

バッチ名 ワークフローモニタリング情報削除 

バッチ ID bpwDeleteMonitoring 

実行プログラム言語 JAVA 

実行プログラムパス jp.co.intra_mart.foundation.bpw.model.data.BPWBatchDeleteMonitoringData 

処理概要 データベース上のモニタリング（統計）情報を削除するバッチ処理です。 

※ モニタリング（統計）情報のみが削除され、案件データは対象外 
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モニタリングテーブルデータ保持期限、モニタリングテーブルデータ削除条件日付の設定については、 

次の設定ファイルが対象となります。 

％ApplicasionRuntime％/doc/imart/WEB-INF/classes/ 

jp/co/intra_mart/foundation/bpw/config/BPWCore.properties 

詳細については、＜3.1 BPWCore.properties＞、＜3.1.1.810 バッチ処理機能関連設定（設定変更可能）＞をご参

考ください。 
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付録 H データベース 

ワークフローでは、利用される DB によって初期インストール時に行わなければならない設定、またはパフォーマ

ンスを意識したチューニングを行う事ができます。 

H.1 Oracle 
• インデックス（任意） 

以下の SQL 文を接続先の DB に対して発行してください。 

効果としては主にワークフロー一覧画面系のパフォーマンス向上が期待できます。 

％StorageService％/storage/bpw/database/index_for_oracle.sql 

 

※このインデックスを使用し、弊社性能試験を Oracle にて実施、検証を行っております。他データベースご利用 

の場合、このインデックスを参考に、各データベース用に変更頂き、検証かつご使用ください。 

 

• Oracle サーバのメモリ拡張（任意） 

SGA 共有ブール、SGA バッファ・キャッシュ、SGA ラージ・ブール、JAVA ブール、SGA 大サイズ、 

集計 PGA ターゲット、等の設定値がチューニングポイントになると思われます。 

H.2 Microsoft SQL‐Server 
• SQL‐Server サーバの設定値変更（任意） 

接続先データベースのプロパティ設定に対して、データファイルサイズ、トランザクションログサイズもしくは、トラン

ザクションログの書込み方法の設定値がチューニングポイントになると思われます。 

 

• データソースオプション（任意） 

SQLServer の JDBC ドライバの以下のパラメータ設定すると、SQLServer 利用時の JDBC プログラミング API であ

る java.sql.PreparedStatement の実行速度が向上します。 

• クライアント(ApplicationRuntime)と DB の文字コードが一致している場合のみ 

• WebPlatform の設定例 

％ApplicasionRuntime％/conf/http.xml ファイル内のデータソース設定より、以下のパラメータを指定します。

（ボールド網掛けのパラメータをが該当します） 
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  <database> 

      <jndi-name>jdbc/sqlserver</jndi-name> 

      <driver> 

            <type>com.microsoft.jdbc.sqlserver.SQLServerDriver</type> 

<url>jdbc:microsoft:sqlserver://localhost:1433;DatabaseName=%Databasename%</url> 

<user>%Userid%</user> 

<password>%Password%</password> 

            <init-param> 

            <param-name>SelectMethod</param-name> 

            <param-value>Cursor</param-value> 

            </init-param> 

            <init-param> 

               <param-name>SendStringParametersAsUnicode</param-name> 

                 <param-value>false</param-value> 

            </init-param> 

      </driver> 

      <prepared-statement-cache-size>8</prepared-statement-cache-size> 

      <max-connections>20</max-connections> 

      <max-idle-time>30s</max-idle-time> 

  </database> 

H.3 IBM DB2 
• ページサイズ拡張（必須） 

IBM DB2 を利用される場合には、初期インポート前に接続先のデータベース上のページサイズの拡張を行う

必要性があります。 

以下の SQL 文を接続先の DB に対して発行してください。 

※ 詳細につきましては、製品に同梱される intra-mart  WebPlatform／AppFramework Ver6.0 

インストール・ガイドをご参考ください。 

％StorageService％/storage/storage/bpw/database/ db2_extention.sql 

 

※以上において記載した内容についての詳細については、各 DB ベンダーより提供されるドキュメントを 

ご参考ください。 

 

これらに関しては、弊社における過去事例に基づいた経験等から、本書へ記載させて頂いた内容と

なります。必ずしも上記の設定については、サーバ環境、運用状態を踏まえた適切なチューニングを

幾度も繰り返す事によって期待された内容となります。 

これらを行ったから、すべての環境において、大きな改善が期待できるものではありませんので、予め

ご了承ください。 
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付録 I 用語集 

        ワークフロー内で使用されている用語について次に解説します。ワークフロー特有な用語を中心に絞り解説します。 

I.1 カテゴリ 
プロセス定義をグループ化する役割を果たします。またカテゴリ毎でロールによるアクセス権限を付与する事で、 

利用ユーザに合わせたワークフローを利用することが可能です。 

詳細については、 

＜2.1.1 基本構成＞、 

＜2.2.1 ワークフローが必要とする権限＞、 

＜2.2.2 カテゴリ処理権限ロールがもたらす効果＞ 

          をご参考ください。 

I.2 プロセス定義 
ワークフローを利用するためのルート情報とコンテンツ情報です。 

さまざまなルートを作成し、そのルート上に各プログラミングモデルで用意したコンテンツを設定することで汎用的な

ワークフローの活用が期待できます。 

詳細については、 

＜2.1.1 基本構成＞、 

＜2.2.3 ルート定義の組合せ対照表＞、 

をご参考ください。 

I.3 バージョン 
プロセス定義の期間情報を実現しているものです。プロセス定義内に複数バージョンを作成し、各々のバージョン

の利用期間を設定することで、各期間にあったバージョンをワークフローとして利用します。 

詳細については、 

＜2.1.1 基本構成＞、 

＜2.2.4 アプリケーション共通マスタとの期間化の関係（ルート設定時）＞ 

をご参考ください。 

I.4 起票指定日 
期間化されたワークフローを実現するための日付情報のことを指します。 

この日付は起票する事で各案件毎に保持されます。その後、ワークフローがフロー上を進む度に、この“起票指定

日”を元にアプリケーション共通マスタ上の期間化された【組織】、【ユーザ】などの審議者情報を決定します。 

詳細については、 

＜2.2.4 アプリケーション共通マスタとの期間化の関係（ルート設定時）＞、 

＜2.2.5 アプリケーション共通マスタとの期間化の関係（一般ユーザ処理時）＞、 

＜2.2.10.2 「起票指定日」の再指定 （任意）＞、 

＜2.2.10.2 「起票指定日」の再指定 （任意）＞ 

をご参考ください。 
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I.5 ユーザアプリケーションキー 
プロセス種別 【ドキュメントワークフロー】・【申請者/承認者ルート作成ワークフロー】にて使用されるユーザアプリケ

ーション画面と連携するための連携用のパラメータとなります。 

この「ユーザアプリケーションキー」を起票時にセットする事で、その後の審議時や詳細画面利用時に、この「キー」

情報がワークフローシステムから渡されます。この渡された「キー」を元に、ユーザアプリケーション側のデータを抽出

し、画面を構成するためのキーワードとして利用するような事が可能となる役割を果たします。 

詳細については、＜2.2.10 起票（申請）画面の連携＞ をご参考ください。 

I.6 タスク 
プロセス定義（ルート）内の起票、審議（承認）などといった処理を行うためのアクション（行動）を表します。 

また、本書中で表現している“動的タスク（動的処理者）”とは、ワークフロー利用中に処理者の処理内容によって自

動的に処理者を決定することができるタスクを指します。 

この動的タスク（動的処理者）を活用することで、少数のプロセス定義（ルート）情報のみで、さまざまな【組織】形態

でのワークフローを利用することが可能となります。 

I.7 アクティブ（Active） 
ワークフロー中の今現在“処理待ち”の状態となっている（止まっている）タスクを、本書中にて「アクティブタスク」、

「アクティブなタスク」と表しています。 

I.8 アクティビティコード 
ワークフローでは、プロセス定義のデータ構造を番号で保持している数値です。ワークフローAPI では、この数値を

扱うことで、プロセス定義（ルート）上のタスク位置や、後処理プログラムなどの位置情報を特定しています。 

詳細については、＜5.1 アクティビティ情報＞ をご参考ください。 
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