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1.1 IM-VisualDesignerの概要 
IM-VisualDesignerは、intra-mart上で動作する登録・参照画面（フォーム）を、ノンプログラミングで

作成するためのソリューションです。クライアントツールを使用して設定するだけで、intra-mart上で動

作する画面を作成することができるので、HTML、JavaScript、XMLなどのWeb画面作成言語、および

データベースに関する知識を必要としません。フォームの入力項目に対する「入力必須」や「文字数」な

どの入力チェックやフォーマットの設定、「計算」などのアクションも設定だけで機能するようになって

います。 

作成したフォームは、intra-mart上でデータの登録・参照画面として使うことやintra-martのワークフロ

ーと連携させることができます。 

また、作成したフォームを使用して登録されたデータを一覧表示する画面も設定を行うだけで表示するこ

とができます。 

 

<IM-VisualDesignerの概要> 
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1.1.1 フォームの作成 
フォームの作成は、クライアントツールのIM-VisualDesigner Clientにて設定するだけで完成します。

IM-VisualDesigner Clientには、さまざまな項目と設定プロパティが用意されています。それらの設定を

行うことで自由にフォームを作成することができます。IM-VisualDesigner Clientについては本書では取

り扱いません。「IM-VisualDesigner ユーザーズマニュアル」を参照してください。作成したフォームは

IM-VisualDesigner Clientもしくはブラウザ上からintra-mart上にデプロイすることが可能です。 

 

作成したフォームの例（プレビュー） 

 

<IM-VisualDesigner Client> 

1.1.2 メニュー構成 
IM-VisualDesigner Serverには、次のような4つの機能が用意されています。 

ドキュメント一覧 IM-VisualDesignerで作 成 したフォームをintra-mart上 に登 録 や

更新、削除を行う機能です。 

標準ドキュメント設定 IM-VisualDesignerで作 成 したフォームをintra-mart上 で登 録 ・参

照用の画面として利用 できるように各種 設定を行 う機 能です。一

覧画面を自動生成するための設定やメニューから一覧や登録画

面へ遷移するための設定を行うことができます。 

ワークフロー連携 IM-VisualDesignerで作 成 したフォームをintra-martのワークフロ

ーの起 票 画 面 に利 用 できるように連 携 させる機 能 です。連 携 に

は、「ワークフローの新 しいプロセス定 義として追加 」するか、また

は「既存プロセス（IM-VisualDesignerで作成したプロセス定義）の

新しいバージョンとして追加」するかを選ぶことができます。 

申請書再利用 IM-VisualDesignerで作成したフォームを利用したプロセスを起票

すると、申 請 書 再 利 用 の画 面 に一 覧 表 示 されるようになります。

この画 面 では、この起 票 済みの案 件 を再 利 用 して、効 率 よく新 し

く起票することができます。 
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1.1.3 詳細設定ファイル 
IM-VisualDesigner Serverには、ユーザが設定できる詳細設定ファイル（straform.iniファイル：下記参

照）が用意されています。以下に、この設定ファイルで設定できる内容を説明します。 

設定を反映させるには、各サービスの再起動が必要です。 

%ResourceService%/pages/platform/src/straform/straform.ini 

1.1.3.1 一覧表示の設定 

各一覧画面に表示するデータ件数を設定することができます。 

ページ内表示件数 SF_PAGE_COUNT = x （初期値：x=20） 

 

1.1.3.2 テーブル作成時のカラム設定 

テーブル作成 関連では、IM-VisualDesigner Clientで作成したフォームをintra-mart上にデプロイする

際に自動生成されるテーブルカラムのデータ型を設定することができます。 

データ型 文字列 SF_DATA_TYPE_STRING =x （初期値：x=VARCHAR） 

データベースに「Microsoft SQLServer」を利用しており、かつデー

タ ベ ー ス の エ ン コ ー ド が 「 UTF-8 」 の 場 合 は 設 定 値 を

「NVARCHAR」に変更してください。 

 

データ型 数値 SF_DATA_TYPE_NUMBER =x （初期値：x=DECIMAL） 

 

データ型 日付 SF_DATA_TYPE_DATE = （初期値：x=DATE） 

データベースに「Microsoft SQLServer 2005」を利用している場合

は設定値を「DATETIME」に変更してください。 
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1.1.3.3 再利用の設定 

申請データの再利用の一覧画面では、該当する案件が多くなると表示等に時間がかかることがあります。

以下の設定項目の値を変更することで、案件を絞り込んで表示させることができるため、表示速度を改善

することができます。 

カテゴリ・プロセス定義 

コンボボックス設定 

RECYCLE_SEARCH_CONDITION = x（初期値：x=0） 

再利用一覧絞込条件の「カテゴリ」と「プロセス定義」コンボボック

スに、初期表 示時に空欄 （ブランク）を表 示させるかどうかを設定

します。設定には、次のような3種類が用意されています。 

 

0 「カテゴリ」と「プロセス定 義 」コンボボックスで空 欄 （ブランク）を選

択できるようにします。 

1 「カテゴリ」コンボボックスは空 欄 （ブランク）を選 択 できないように

し、「プロセス定 義 」コンボボックスは空 欄 （ブランク）を選 択 できる

ようにします。 

2 「カテゴリ」と「プロセス定 義 」コンボボックスで空 欄 （ブランク）を選

択できないようにします。 
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1.1.4 標準ドキュメントフロー 
ここでは、IM-VisualDesigner Clientで作成したフォームをintra-mart上で登録・参照画面として使用す

るまでの流れを紹介します。 

 

＜標準ドキュメントのフロー＞ 

Step1 フォームのデプロイ あらかじめIM-VisualDesigner Clientで作 成 したフォームをエクス

ポートしておき、intra-mart上 にデプロイします。フォームのデプロ

イはIM-VisualDesigner Clientおよびブラウザのどちらからでも行

えます。 

Step2 一覧画面表示項目の設定 作 成 したフォームを利 用 して、登 録 したデータを表 示 する為 の一

覧 画 面 に表 示 する項 目 の設 定 を行 います。［標 準 ドキュメント設

定］の［一覧表示項目設定］機能を利用します。作成したフォーム

に設 定 されている項 目 を画 面 上 から選 択 することで一 覧 表 示 項

目を設定することができます。また、表示項目として設定された項

目は検索項目としても利用できます。 

一覧画面を利用しない場合はこの設定を行う必要はありません。

Step3 一覧表示権限の設定 一覧に表示されるデータの対象範囲（どのユーザが登録したデー

タを表 示 するか）や登 録 データの更 新 ・削 除 を行 うための権 限 を

設 定 します。［標 準 ドキュメント設 定 ］の［一 覧 表 示 権 限 設 定 ］機

能を利 用します。一覧 画面 には基 本的 にはユーザ本人 が登録し

たデータのみ表 示 されます。そのため、他 のユーザが登 録 したデ

ータを参照・更新できるようにする場合、この設定を利用します。 

一覧画面を利用しない場合はこの設定を行う必要はありません。

Step4 メニュー設定 設定した一覧画面をメニューから選択できるように、メニュー設定

を行 います。［標 準 ドキュメント設 定 ］の［メニュー設 定 ］機 能 を利

用します。メニュー設定では、フォームの登録画面および、登録デ

ータの一覧表示画面を簡単に設定することができます。 

Step5 データ登録 これで、メニューから一 覧 画 面 を表 示 し、作 成 したフォームを登

録・参照画面として利用することができます。 
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1.1.5 ワークフロー連携フロー 
ここでは、IM-VisualDesigner Clientで作成したフォームをワークフローと連携させ、起票するまでの流

れを紹介します。 

 

<ワークフロー連携のフロー> 

Step1 カテゴリ作成 あらかじめワークフロー側 で、カテゴリを作 成 し、このカテゴリで

IM-VisualDesignerで作 成 したプロセス定 義 を管 理 します。通 常

のワークフローで作成したプロセス定義と取扱いが異なるため、カ

テゴリを分類することをお勧めします。 

Step2 フォームのデプロイ あらかじめIM-VisualDesigner Clientで作 成 したフォームをエクス

ポートしておき、intra-mart上 にデプロイします。フォームのデプロ

イはIM-VisualDesigner Clientおよびブラウザのどちらからでも行

えます。 

Step3 ワークフローとの連携 作成した申請書を、IM-VisualDesigner Serverに用意されている

ワークフロー連 携 機 能 で、起 票 が行 えるようにします。この際、ワ

ークフロー側にプロセス定義の基本形が作成されます。 

Step4 プロセス定義の編集 ワークフロー連 携 で作 成 されるプロセス定 義 は、基 本 形 だけです

から、ワークフロー側 の機 能 を利 用 して、ルート情 報 、起 票 者 や

審議者などの設定を行い、プロセス定義を完成させます。 

Step5 起票（申請）を行う これで、通 常のワークフローで作 成 した起 票 画 面 と同様 に、起 票

（申請）を行うことができます。 
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1.1.6 プロセス定義編集の注意 
IM-VisualClientのワークフロー連携で作成されるプロセス定義は、通常のワークフローで作成したプロセ

ス定義と若干異なるため、ワークフローの機能（［カテゴリ］画面や［プロセス定義］画面）で、次のよ

うな操作は絶対に行わないようにしてください。 

 カテゴリ 
 カテゴリ名、備考の変更（権限の変更は可能です） 

 カテゴリの削除 

 プロセス定義 
 プロセスの複製、新規バージョンの操作 

 プロセス定義名、備考の変更 

 バージョン有効期間「開始日」、「終了日」の変更 

 コンテンツパスの変更 

 プロセス種別の変更 

 設定区分の変更 

 各タスクのコンテンツフレーム種別の変更（【標準】設定はできません） 

 サブプロセス(先頭タスクが審議タスク)を使用する場合、親プロセス定義とサブプロセスに対して別々の申請書

を連携する操作 

 ワークフローで作成した既存のプロセス定義に対して、IM-VisualDesigner でワークフロー連携（既存プロセス定

義に追加）行う操作 
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2.1 フォームのデプロイ 
ここでは、IM-VisualDesigner Clientを使用して、作成したフォームをintra-mart上にデプロイする方法

を説明します。デプロイされたフォームの画面をIM-VisualDesignerでは「ドキュメント」と呼びます。 

2.1.1 作成したフォームのデプロイのフロー 
IM-VisualDesigner Clientで作成したフォームをデプロイするには、2つの方法が用意されています。ひ

とつは、IM-VisualDesigner Clientのデプロイ機能を利用してデプロイを行う方法で、もうひとつは、ブ

ラウザからデプロイする方法です。 

 

<申請書路作成する2つの方法> 

2.1.2 グループ管理者画面より初期設定を行う 
初期データインポートを行うと、IM-VisualDesigner標準のWebサービスおよび、メニューがintra-mart

上に登録されます。ただし、登録されたWebサービスおよびメニューには権限が設定されていないので、

まずは権限の設定を行う必要があります。 

 

ここでは、Webサービスおよびメニューの権限の設定方法を説明します。 

 

2.1.2.1 Webサービスアクセス設定 

IM-VisualDesigner Clientからフォームのデプロイを行う場合、IM-VisualDesigner標準のWebサービス

経由でエクスポートしたフォームをサーバにデプロイを行うことになります。 

 

そのため、あらかじめグループ管理者の[Webサービスアクセス設定]画面よりWebサービスのアクセス設

定を行っておく必要があります。IM-VisualDesigner Desingerからのデプロイが可能なユーザは、アク

セス設定画面で設定された権限を持つユーザのみとなります。 

 

Webサービスアクセス設定方法は以下の手順となります。 
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1 ブラウザでグループ管理者のログイン画面を開き、ログインします。 

グループ管理者のメインページが表示されます。 

 

＜［グループ管理者ログイン］画面＞ 

2 メニューより[ログイングループ管理]-[Webサービスアクセス設定]をクリックします。 

[Webサービスアクセス設定]画面が表示されます。 

 

＜［グループ管理者メイン］画面＞ 
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3 アクセス設定一覧より、「IMVisualDesignerDeployService - deployDocument」をクリックします。 

右側の画面にアクセス設定更新画面が表示されます。 

 

＜［Webサービスアクセス設定画面］ アクセス設定一覧＞ 

4 ロールタブの[追加]ボタンをクリックします。 

[ロール検索]画面がポップアップに表示されます。 

 

＜［IMVisualDesignerDeployService - deployDocument］更新画面＞ 

 



IM-VisualDesigner 

  16 

 

5 一覧から権限を設定するロールをクリックし、[決定]ボタンをクリックします。 

タブ内に選択したロールが表示されます。 

 

＜［ロール検索］画面＞ 

6 [更新]ボタンをクリックします。 

Webサービスアクセス設定が更新されます。 

 

＜Webサービス［IMVisualDesignerDeployService - deployDocument］更新画面＞ 

7同様の手順で、以下の２つのWebサービスのアクセス設定を更新します。 

 IMVisualDesignerDeployService - getDocumentInfo 

 IMVisualDesignerDeployService - redeployDocument 
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2.1.2.2 メニュー設定 

IM-VisualDesignerでは、初期データインポートを行うと、以下の4つのメニューが登録されます。 

 

メニュー名 説明 

ドキュメント一覧 

（管理者用メニュー） 

ブラウザからフォームのデプロイを行う場合や、デプロイ済みの

ドキュメントの更新・削除を行う場合に使用します。 

標準ドキュメント設定 

（管理者用メニュー） 

フォームの種類が「標準」となっているドキュメントの設定を行う

場合に使用します。 

ワークフロー連携 

（管理者用メニュー） 

フォームの種類が「ワークフロー」となっているドキュメントをワー

クフローと連携する場合に使用します。 

再利用 

（一般ユーザ用メニュー） 

ワークフローで申請されたデータを再利用して、新規に起票を行

う場合に使用します。 

 

メニューの権限を設定する方法は以下の手順になります。 

 

1 ブラウザでグループ管理者のログイン画面を開き、ログインします。 

グループ管理者のメインページが表示されます。 

 

＜［グループ管理者ログイン］画面＞ 
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2 メニューより[ログイングループ管理]-[メニュー管理]-[メニュー設定]をクリックします。 

[メニューマスタメンテナンス]画面が表示されます。 

 

＜［グループ管理者メイン］画面＞ 

3 画面左のフレームに表示されているメニューの一覧より[IM-VisualDesigner]をクリックします。 

画面の右側にIM-VisualDesignerのメニュー編集画面を表示されます。 

 

＜［メニュー設定画面］ メニュー一覧＞ 
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4 このメニューを表示する権限を設定する種別のタブをクリックし[追加]ボタンをクリックします。 

選択されているタブに対応する[検索]画面が表示されます。 

 

＜メニュー［IM-VisualDesigner］更新画面＞ 

5 検索画面より設定する権限を選択し、[決定]ボタンをクリックします。 

権限リストに選択した権限が表示されます。 

 

＜［ロール検索］画面＞ 
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6 [更新]ボタンをクリックします。 

確認ダイアログが表示されるので、[OK]ボタンをクリックするとメニューが更新されます。 

 

＜メニュー［VisualDesigner］更新画面＞ 

7 同様の手順で以下のメニューの設定を更新します。 

 ドキュメント一覧 

 標準ドキュメント設定 

 ワークフロー連携 

 申請書再利用 

 

 「申請書再利用」のみ一般ユーザ用のメニューとなります。 

運用方法に合わせて権限を設定するように注意してください。 
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2.1.3 IM-VisualDesigner Clientからデプロイを行う 
ここでは、IM-VisualDesigner Clientに付属するテンプレート「休暇届」をIM-VisualDesigner Client

からデプロイする方法を説明します。 

 

<ドキュメント「休暇届」の登録画面> 

1 IM-VisualDesigner Clientを起動し、メニューから［ファイル］-［テンプレートを開く］を選択します。 

［テンプレートファイルを選択して下さい］ダイアログが表示されます。 

  

<IM-VisualDesigner Client> 
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2 ［服務関連］の「休暇届」を選択し、［OK］ボタンをクリックします。 

「休暇届」のフォームが開きます。 

 

<［テンプレートファイルを選択して下さい］ダイアログ> 

3 メニューから［ファイル］-［エクスポート］-「ZIPファイル」を選択します。 

［保存］ダイアログが表示されます。 

 

<フォーム［休暇届］> 

4 ファイル名に「kyuka」と入力されているのを確認し、［保存］ボタンをクリックします。 

エクスポートが実行され、［終了］ダイアログが表示されます。 
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<［保存］ダイアログ> 

 エクスポート時のファイル名には、半角英数字のみが指定可能となっています。それ以外の文字が入力された場合

は警告メッセージダイアログが表示されます。 

 また、エクスポートしたファイルをintra-mart上にデプロイした際にはエクスポートしたときに入力したファイル名を一

意のキーとして管理するので、既にデプロイ済みの他のドキュメントとファイル名が被らない様にご注意ください。

intra-mart上に既にデプロイ済みの同一ファイル名のフォームが存在する場合は、そのフォームは再デプロイされ

るものと判断されintra-mart上に既にデプロイされているフォームの更新処理が実行されます。 

5 ［了解］ボタンをクリックします。 

 

<［終了］ダイアログ> 

6 次に［サーバー設定］を行います。メニューから［設定］－［サーバー設定］を選択します。 

［サーバー設定］ダイアログが表示されます。 

 

<IM-VisualDesigner Client> 
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7 ご使用のintra-martサーバの環境にあわせて、「サーバーアドレス」、「ユーザ名」、「グループID」を入力し、

［OK］ボタンをクリックします。 

 

＜［サーバー設定］ダイアログ＞ 

 ユーザ名には「2.1.2.1 Webサービスアクセス設定」にて設定したロールを持つユーザを指定してください。それ以外

のユーザを指定した場合、認証エラーとなりデプロイできません。 

 intra-martサーバに「https」の環境を使用している場合、IM-VisualDesigner Clientに証明書の設定を行う必要があ

ります。証明書の設定については、「IM-VisualDesigner チュートリアルガイド」を参照してください。 

 

8 サーバー設定を行ったら、ツールバー［サーバーへデプロイ］をクリックします。（メニューから［ファイル］-［サ

ーバーへデプロイ］を選択することも可能です。） 

［開く］ダイアログが表示されます。 

 

<IM-VisualDesigner Client> 
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9 手順４でエクスポートした「kyuka.zip」ファイルを選択し、［開く］ボタンをクリックします。 

サーバとの通信が開始され、[ドキュメント登録ウィザード]ダイアログが表示されます。 

 

<［開く］ダイアログ> 

10 ドキュメント名に「休暇届」と入力し、[OK]ボタンをクリックします。 

[確認]ダイアログが表示されます。 

 

＜[ドキュメント登録ウィザード]ダイアログ＞ 

 既にサーバ上に同一名称のファイルがデプロイされている場合、［ドキュメント更新ウィザード］ダイアログが表示さ

れます。［ドキュメント更新ウィザード］ダイアログの［OK］ボタンをクリックすると再デプロイが実行され、既にデプロ

イ済みのフォームを更新します。 

11 [はい]ボタンをクリックします。 

エクスポートしたフォームがサーバへデプロイされ、[終了]ダイアログが表示されます。 

 

＜[確認]ダイアログ＞ 

12 [了解]ボタンをクリックします。 

デプロイが完了します。 
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2.1.4 ブラウザからデプロイを行う 
ここでは、IM-VisualDesigner Clientに付属するテンプレート「休暇届」をブラウザからデプロイする方

法を説明します。 

 

1 「2.1.2 IM-VisualDesigner Clientからデプロイを行う」の手順１～５を実行し、フォームをエクスポートします。 

ZIPファイルがローカルPCに出力されます。 

 

2 ブラウザで一般ユーザのログイン画面を開き、ログインします。 

ユーザのメイン画面が表示されます。 

 

＜［一般ユーザログイン］画面＞ 
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3 メニューより[IM-VisualDesigner]－[マスタメンテナス]－[ドキュメント一覧]をクリックします。 

[ドキュメント一覧]画面が表示されます。 

 

＜［一般ユーザメイン］画面＞ 

4 [ドキュメント一覧]画面のツールバーにある[登録]ボタンをクリックします。 

[ドキュメント登録]画面が表示されます。 

 

＜［ドキュメント一覧］画面＞ 
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5 「ファイル名」のテキストフィールドの右にある[参照]ボタンをクリックします。 

[ファイルの選択]ダイアログが表示されます。 

 

＜［ドキュメント登録］画面＞ 

6 手順１でエクスポートしたZIPファイルを選択し、[開く]ボタンをクリックします。 

「ファイル名」に選択したZIPファイルが表示されます。 

 

＜［ファイル選択］ダイアログ＞ 

 ここで指定したZIPファイルのファイル名（拡張子を省く）を一意のキー（このキーをIM-VisualDesignerではドキュメン

トIDと呼びます）としてデプロイされたフォームをintra-mart上で管理します。そのため、フォームのエクスポート時に

は既にデプロイ済みの他のフォームのファイル名と被らないようにご注意ください。 

 一度エクスポートしたZIPファイルの名前をローカルPC上から変更した場合、ZIPファイル内に圧縮されているファイ

ルとの整合性が保てなくなり正常に動作しない可能性がありますので、変更は行わないでください。もし、ファイル名

を変更した場合はIM-VisualDesigner Client上で再度エクスポートしなおしてください。 
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7 「ドキュメント名」に「休暇届」と入力し、[登録]ボタンをクリックします。 

フォームのデプロイが実行され、[登録完了]画面が表示されます。 

 

＜［ドキュメント登録］画面＞ 

8 [次へ]ボタンをクリックします。 

ドキュメントの更新画面へ遷移します。 

  

＜［登録完了］画面＞ 
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9 登録内容を確認し、［戻る］ボタンをクリックします。 

［ドキュメント一覧］画面へ戻ります。 

  

＜［ドキュメント更新］画面＞  

ドキュメント更新画面には以下の情報が表示されています。 

ドキュメントID デプロイされたドキュメントを一意にあらわすIDです。 

デプロイされたZIPファイル名（拡張子を除く）を元に自

動で設定されます。 

ドキュメント種別 このドキュメントの種別です。intra-mart上での使用用

途を表します。 

種別には「標準」と「ワークフロー」の2種類がありま

す。 

ドキュメント名 このドキュメントの表示名です。 

デプロイ時に指定できます。また更新画面で後から変

更することも可能です。 

備考 このドキュメントの備考です。 

テーブル名 デプロイ時に自動生成されたデータベースのテーブ

ル名です。このテーブルに登録画面より登録されたデ

ータが保存されます。 

IM-VisualDesigner Clientでフォームを作成するときに

フォームのプロパティ[テーブルの作成]にチェックを入

れた場合にのみ作成され、表示されます。 

ファイル一覧 intra-mart上にデプロイされたフォームに含まれるファ

イルの一覧です。 

ここに表示されているファイルは全てintra-mart上の 

Storage Serviceに配置されます。 
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2.1.5 フォームの再デプロイを行う 
一度、intra-mart上にデプロイしたドキュメントに対して、同一名称のファイル名のフォームを再デプロ

イすることで、既にデプロイ済みのドキュメントを変更することが可能です。 

この機能は、デプロイ済みのドキュメントに不備があり修正したい場合や運用中のドキュメントに変更が

発生した場合等に使用します。 

 

ここでは、フォームの再デプロイの方法を説明します。 

1 メニューより[IM-VisualDesigner]－[マスタメンテナンス]－[ドキュメント一覧]をクリックします。 

［ドキュメント一覧］画面が開き、一覧に「休暇届」が表示されます。 

 

＜［ユーザのメイン］画面＞ 
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2 一覧より「休暇届」の左にある［更新］アイコンをクリックします。 

［ドキュメント更新］画面が表示されます。 

 

＜［ドキュメント一覧］画面＞ 

3 ファイル名のテキストフィールドの右にある［参照］ボタンをクリックします。 

［ファイル検索］ダイアログが表示されます。 

 

＜［ドキュメント更新］画面＞ 

 [ドキュメント更新]画面には、「ドキュメント名」や「備考」といったドキュメントの情報の他に、「テーブル名」や「ファイ

ル一覧」といったデプロイしたフォームの情報も表示されます。 

 「テーブル名」には、デプロイ時に自動生成されたデータベースのテーブル名が表示されます。このテーブルに登録

画面より登録されたデータが保存されます。 

 「ファイル一覧」には、デプロイ時にアップされたZIPファイルに圧縮されていたファイルが一覧表示されます。 
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4 ［ファイル検索］ダイアログから「kyuka.zip」を選択し、［開く］ボタンをクリックします。 

ファイル名のテキストフィールドに「kyuka.zip」が入力されます。 

 

＜［ファイル選択］ダイアログ＞ 

5 [更新]ボタンをクリックします。 

更新処理が実行され、［更新完了］画面が表示されます。 

 

＜［ドキュメント更新］画面＞ 

 ［ドキュメント更新］画面では、「ドキュメント名」・「備考」のみを編集することもできます。「ドキュメント名」・「備考」の

みを更新する場合は、「ファイル名」のテキストフィールドを空白のまま［更新］ボタンをクリックしてください。 

 ファイル名には、必ず「ドキュメントID」と同じ名前のIM-VisualDesigner ClientでエクスポートしたZIPファイルを指定し

てください。それ以外のファイルを指定した場合、正しく動作しなくなる可能性があります。 

6 ［次へ］ボタンをクリックします。 

［ドキュメント更新］画面へ戻ります。 

7 ［戻る］ボタンをクリックし、[ドキュメント一覧]へ戻ります。 



IM-VisualDesigner 

  34 

 

2.1.6 デプロイ済みのドキュメントを削除する 
この機能は既にintra-mart上にデプロイされているドキュメントを削除する際に、利用します。 

削除されたドキュメントはintra-mart上のメニューから表示することができなくなるのでご注意ください。 

 

ここでは、デプロイ済みのドキュメントを削除する方法を説明します。 

1 メニューより[IM-VisualDesigner]－[マスタメンテナンス]－[ドキュメント一覧]をクリックします。 

［ドキュメント一覧］画面が開き、一覧に「休暇届」が表示されます。 

 

＜［ユーザのメイン］画面＞ 

2一覧より「休暇届」の左にある［削除］アイコンをクリックします。 

［ドキュメント削除］画面が表示されます。 

 

＜［ドキュメント一覧］画面＞ 
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3 「テーブルの削除」、「ファイルの削除」を行うかどうか選択し[削除]ボタンをクリックします。 

[確認]ダイアログが表示されます。 

 

＜[ドキュメント削除]画面＞ 

テーブルの削除 デプロイ時に自動生成されたデータベースのテーブルを削除す

るかどうか選択します。 

「する」を選択した場合、[テーブル名]に表示されているテーブル

が削除されます。 

この項目は、IM-VisualDesigner Clientでフォームを作成する際

に、フォームのプロパティ[テーブルの作成]にチェックを入れた場

合にのみ表示されます。 

ファイルの削除 Intra-mart上にデプロイされているファイルを削除するかどうか

を選択します。 

「する」を選択した場合、[ファイル一覧]に表示されている全ての

ファイルが削除されます。 

 [テーブルの削除]・[ファイルの削除]を行った場合、行わなかった場合、それぞれの影響については、

「IM-VisualDesigner 仕様書」を参照してください。 

 

4 [OK]ボタンをクリックします。 

削除処理が実行され、[削除完了]画面が表示されます。 

 

＜[確認]ダイアログ＞ 
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5 [次へ]ボタンをクリックし、[ドキュメント一覧]画面へ戻ります。 

[ドキュメント一覧]画面が表示され、一覧から「休暇届」が消えます。 

 

＜[削除完了]画面＞ 

 ドキュメントの削除を行うと、そのドキュメントの設定情報もデータベースから削除されます。ただし、以下の情報は

そのまま残るので、別途、削除処理を行う必要があります。 

  ■標準ドキュメントの場合 

     →メニューの情報は削除されないので、メニュー設定画面より削除を行ってください。 

  ■ワークフロー連携ドキュメントの場合 

     →案件情報やプロセス定義といったワークフロー固有の情報は削除されないのでワークフローの各画面 

       より削除を行ってください。 
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intra-mart WebPlatform/AppFramework

第3章 標準ドキュメント設定 
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3.1 標準ドキュメント設定 
IM-VisualDesignerでは、「作成したドキュメントを単独で使用する方法」と「作成したドキュメントを

ワークフローと連携して使用する方法」の２つの使い方があります。 

ここでは、「作成したドキュメントを単独で使用する方法」について説明します。 

 

デプロイしたドキュメントは［標準ドキュメント設定］画面から、データの登録・更新および参照画面と

して使用するための設定を行うことができます。また、デプロイしたドキュメントを使用して登録された

データを一覧表示するための画面を自動生成するための設定を行うこともできます。 

［標準ドキュメント設定］－［メニュー設定］を行ったドキュメントはメニューより画面を表示し、使用す

ることができるようになります。 

［標準ドキュメント設定］－［メニュー設定］では［登録画面表示］と［一覧画面表示］の2つの画面表示

メニューを登録することができます。 

 

＜標準ドキュメント使用例＞ 

 

 標準ドキュメント設定から［一覧画面表示］をメニューに登録し、使用するにはIM-VisualDesigner Clientでフォームを

作成する際に、フォームのプロパティ［テーブルの作成］のチェックを入れておく必要があります。このプロパティが

設定されていない場合、デプロイ時にデータ登録用のテーブルが作成されない為、デプロイしたドキュメントを使用

してデータを登録することや一覧画面に登録したデータを表示したりすることができません。 
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3.1.1 メニューから登録画面を表示する 
ここでは、「2.1 フォームのデプロイ」でサーバにデプロイしたドキュメント［休暇届］の登録画面をメ

ニューから表示し、使用するための設定方法を説明します。 

1 ブラウザで一般ユーザのログイン画面を開き、ログインします。 

ユーザのメイン画面が表示されます。 

 

＜［一般ユーザログイン］画面＞ 

2 メニューより[IM-VisualDesigner] －[マスタメンテナンス]－[標準ドキュメント設定]をクリックします。 

［標準ドキュメント設定］画面が表示さtれます。 

 

＜［一般ユーザメイン］画面＞ 
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3 一覧に表示されている「休暇届」の［メニュー］ボタンをクリックします。 

［メニュー］設定画面が表示されます。 

 

＜［標準ドキュメント設定］画面＞ 

 ［標準ドキュメント設定］画面の一覧には、ドキュメントの種別が「標準」になっているものが表示されます。 

ドキュメントの種別はIM-VisualDesigner Clientでフォームを作成するときにフォームのプロパティ［フォームの種類］

で設定します。 

4 メニュー設定画面の「HOME」をクリックします。 

マウスの位置にサブメニューが表示されます。 

 

＜［メニュー設定］画面＞ 
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5 サブメニューから「新規フォルダ」をクリックします。 

右の欄に［新規フォルダ登録］画面が表示されます。 

 

＜［メニュー設定］画面 サブメニュー＞ 

6 メニューIDに「document-folder」、表示名に「ドキュメント」を入力し、［登録］ボタンをクリックします。 

フォルダが登録され、［登録完了］画面が表示されます。 

 

＜［新規フォルダ 登録］画面＞ 

 [メニュー設定]画面では登録されている全てのメニューが表示され、既存のメニューの更新や削除を行うことも可能

になっています。そのため、管理者のみが［メニュー設定画面］を表示し操作可能となるようにしてください。 
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7 ［次へ］ボタンをクリックします。 

［ドキュメント］のメニュー編集画面が表示されます。 

 

＜［登録完了］画面＞ 

 IM-VisualDesignerの［メニュー設定］画面からフォルダまたはページを新規登録した場合、権限なしでメニューが追

加されます。そのため、登録後に表示されるメニューの更新画面より権限を設定するようにしてください。権限が設

定されていない場合、登録されたフォルダまたはページがメニューに表示されませんのでご注意ください。 

8 権限リストに権限を設定し、 [更新]ボタンをクリックします。（ここでは【ロール】ゲストロールを設定します。） 

確認ダイアログが表示されるので、[OK]ボタンをクリックするとメニューが更新されます。 

 

＜［ドキュメント］メニュー更新画面＞ 
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9 更新が完了したら、左の欄の「HOME」の左にある「＋」アイコンをクリックします。 

「HOME」の子メニューが全て表示されます。 

 

＜［メニュー設定］画面＞ 

10 子メニューから手順６で登録したフォルダ「ドキュメント」をクリックします。 

サブメニューが表示されます。 

 

＜［メニュー設定］画面＞ 
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11 サブメニューから「新規ページ（登録画面）」をクリックします。 

右の欄に［新規ページ（登録画面）登録］画面が表示されます。 

 

＜［メニュー設定］画面 サブメニュー＞ 

12 メニューIDに「kyuka」、表示名に「休暇届」と入力し、［登録］ボタンをクリックします。 

メニューが登録され、［登録完了］画面が表示されます。 

 

＜［新規ページ（登録画面） 登録］画面＞ 
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13 ［次へ］ボタンをクリックします。 

［休暇届］のメニュー編集画面が表示されます。 

 

＜［登録完了］画面＞ 

 メニューの追加はグループ管理者画面の［メニュー設定］でも行うことができますが、IM-VisualDesignerの［メニュー

設定］画面より登録画面を設定することで、IM-VisualDesigner Clientで作成したフォームをintra-mart上で使用する

場合に指定する「URL」や必要になる「引数」を自動的に設定します。グループ管理者画面からメニューを追加する

場合はそれらの設定を手入力で入力する必要があります。 

14 権限リストに権限を設定し、［更新］ボタンをクリックします。（ここでは、【ロール】ゲストロールを設定します。） 

確認ダイアログが表示されるので、[OK]ボタンをクリックするとメニューが更新されます。 

 

＜［休暇届］メニュー更新画面＞ 
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3.1.2 設定した登録画面（休暇届）を使用する 
メニュー設定を行うと、そのメニューの権限リストに設定した権限を持つユーザのメニューからドキュメ

ントの登録画面を表示することができるようになります。 

1 一般ユーザのログイン画面を開き、【ユーザ】大磯博文さんでログインします。 

[ユーザのメイン]画面が表示されます。 

 

＜[一般ユーザログイン]画面＞ 

2 メニューから［ドキュメント］－［休暇届］をクリックします。 

［休暇届］の登録画面が表示されます。 

 

＜[ユーザのメイン]画面＞ 
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3 画面の各項目に値を入力し、[送信]ボタンをクリックします。 

登録処理が実行され、[登録完了]画面が表示されます。 

 

＜［休暇届］登録画面＞ 

4 [次へ]ボタンをクリックします。 

[休暇届]参照画面が表示され、入力した内容を確認することができます。 

 

＜[登録確認]画面＞ 
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＜[休暇届]参照画面＞ 

 登録画面より入力されたデータには、IM-VisualDesignerで一意のキーが割り振られ管理されています。 

詳しくは、[IM-VisualDesigner 仕様書]を参照してください。 

 一覧画面を使用することで、メニューから登録されたデータの参照画面を簡単に表示することができます。一覧画

面の設定については次項[3.1.3 メニューから一覧画面を表示する]を参照してください。 
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3.1.3 メニューから一覧画面を表示する 
IM-VisualDesignerでは、作成したドキュメントを使用して登録されたデータを一覧表示する画面を設定

のみで自動的に生成することができます。 

ここでは、一覧画面を自動生成するために必要な設定について説明します。 

 

3.1.3.1 一覧表示項目の設定 

一覧表示項目の設定とは、一覧表示画面を表示する際に表示される項目を設定する機能です。 

また、この設定で選択された項目は一覧表示画面で検索項目としても使用されます。 

登録データの一覧表示画面を利用するためには、この設定を必ず行う必要があります。 

 

ここでは、一覧表示項目の設定方法を説明します。 

1 一般ユーザのログイン画面を開き、【ユーザ】青柳辰巳さんでログインします。 

[ユーザのメイン]画面が表示されます。 

 

2 メニューより［IM-VisualDesigner］－［マスタメンテナンス]－［標準ドキュメント設定］をクリックします。 

［標準ドキュメント設定］画面が表示されます。 

 

＜ユーザメイン画面＞ 
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3 一覧に表示されている「休暇届」の[項目]ボタンをクリックします。 

［一覧表示項目設定］画面が表示されます。 

 

＜［標準ドキュメント設定］画面＞ 

4 「選択項目一覧」に表示されている「申請日」、「ユーザ名」、「開始日」、「終了日」、「休暇日数」、「休暇区分」

をダブルクリックします。 

ダブルクリックした項目は「表示項目一覧」へ移動します。 

 

＜［一覧表示項目設定］画面＞ 

 「選択項目一覧」にはIM-VisualDesigner Clientでフォームを作成するときに設定された項目が表示されます。 

ただし、「行追加」、「行削除」アクションが設定された行にある項目は表示されません。 
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5 ツールバーの［登録］ボタンをクリックします。 

登録処理が実行され、［登録完了］画面が表示されます。 

 

＜［登録完了］画面＞ 

6 ［次へ］ボタンをクリックします。 

すると［一覧表示項目設定］画面へ戻ります。 

7 ツールバーの［戻る］ボタンをクリックします。 

［標準ドキュメント設定］画面に戻ります。 
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3.1.3.2 一覧表示権限の設定 

一覧表示権限の設定とは、各ユーザの一覧表示画面にて表示するデータに対する処理権限を設定する機能

です。IM-VisualDesignerでは基本的には、各ユーザが登録したデータはそのユーザのみ参照、更新、削

除が可能となっています。そのため、登録したユーザ以外のユーザに登録データの参照、更新、削除が可

能とするためにこの設定を行います。 

登録ユーザ以外のユーザに処理権限を与える必要がない場合には、この設定を行う必要はありません。 

 

 ［対象範囲］に「所属組織」を設定した場合、設定した組織に所属するユーザはその組織内のユーザが登録したデ

ータに対して、処理権限を持つことになります。また、そのユーザが複数の組織に所属している場合、所属している

全ての組織のユーザが登録したデータに対して同様の処理権限を持つことになります。 

＜例＞【組織】サンプル部門０１に、［対象範囲］所属組織で更新権限を設定した場合 

サンプル部門０１に所属する「丸山益男」さんは、同じ組織に所属する「片山聡」さんが登録したデータの更新が可

能となります。また、「丸山益男」さんは【組織】サンプル課１２にも所属しているので、サンプル課１２に所属する

「萩本順子」さんの登録したデータも更新が可能となります。 

詳しくは、[IM-VisualDesigner 仕様書]を参照してください。 

 

ここでは、【ロール】ワークフロー管理者に「全て」のユーザが登録したデータの更新･削除権限を設定し、

【組織】サンプル部門02に「所属組織（下位組織を含む）」のユーザが登録したデータの参照権限を設定

する設定方法を説明します。 

1 メニューより［IM-VisualDesigner］－［マスタメンテナンス]－［標準ドキュメント設定］をクリックします。 

［標準ドキュメント設定］画面が表示さtれます。 

 

＜ユーザのメイン画面＞ 
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2 一覧に表示されている「休暇届」の[権限]ボタンをクリックします。 

［一覧表示権限設定］画面が表示されます。 

 

＜［標準ドキュメント設定］画面＞ 

3 タブの下にある［検索］ボタンをクリックします。 

［ロール検索］画面がポップアップに表示されます。 

 

＜［一覧表示権限設定］画面 初期表示＞ 
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4 ツールバーの［すべて表示］をクリックします。 

［検索結果一覧］画面に全てのロールが表示されます。 

 

＜［ロール検索］画面＞ 

5 一覧に表示されている「ワークフロー管理者ロール」の左にあるチェックボックスにチェックを入れ、［決定］ボ

タンをクリックします。 

［一覧表示権限設定］画面に選択したロールが表示されます。 

 

＜［検索結果一覧］画面＞ 

6 ［ロール検索］画面のツールバーの［閉じる］ボタンをクリックします。 

［ロール検索］画面が閉じます。 
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7 ［対象範囲］のコンボボックスをクリックし、「全て」を選択し、「更新」「削除」のチェックボックスにチェックを入

れます。 

 

＜［一覧表示権限設定］画面 ロール設定＞ 

8 [一覧表示権限設定]画面のタブ「組織」をクリックします。 

組織の権限一覧が表示されます。 

 

＜［一覧表示権限設定］画面＞ 
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9 タブの下にある［検索］ボタンをクリックします。 

［会社・組織検索］画面がポップアップに表示されます。 

 

＜［一覧表示権限設定］ 組織設定＞ 

10 ツールバーの［全て表示］をクリックします。 

［検索結果一覧］画面に全ての会社・組織が表示されます。 

 

＜［会社・組織検索］画面＞ 
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11 一覧に表示されている「サンプル部門０２」の左にあるチェックボックスにチェックを入れ、［決定］ボタンをクリ

ックします。 

［一覧表示権限設定］画面に選択した組織が表示されます。 

 

＜［検索結果一覧］画面＞ 

12 ［会社・組織検索］画面のツールバーの［閉じる］をクリックします。 

［会社・組織検索］画面が閉じます。 

13 ［対象範囲］のコンボボックスをクリックし、「所属組織（下位組織を含む）」を選択し、「参照」のチェックボック

スにチェックを入れます。 

 

＜［一覧表示権限設定］画面 組織設定＞ 
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14 ツールバーの［登録］ボタンをクリックします。 

登録処理が実行され、［登録完了］画面が表示されます。 

 

＜［登録完了］画面＞ 

15 ［次へ］ボタンをクリックします。 

［一覧表示権限設定］画面へ戻ります。 

16 ツールバーの［戻る］ボタンをクリックします。 

［標準ドキュメント設定］画面に戻ります。 
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3.1.3.3 一覧表示画面をメニューに設定 

一覧表示項目と一覧表示権限の設定が終わったら、最後にメニュー設定を行い、メニューから一覧画面を

表示できるようにします。 

設定方法は[3.1.1 メニューから登録画面を表示する]とほぼ同じ手順となります。 

ここでは、メニュー表示名を[休暇届一覧]とし、権限リストに【ロール】ゲストロールを設定します。 

1 メニューより［IM-VisualDesigner］－［マスタメンテナンス]－［標準ドキュメント設定］をクリックします。 

[標準ドキュメント設定]画面が表示されます。 

 

＜ユーザのメイン画面＞ 

2 一覧に表示されている「休暇届」の[メニュー]ボタンをクリックします。 

［メニュー設定］画面が表示されます。 

 

＜［標準ドキュメント設定］画面＞ 
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3 [メニュー設定]画面の左側の「HOME」の「＋」アイコンをクリックします。 

[HOME]の子メニューが表示されます。 

 

＜[メニュー設定]画面＞ 

4 子メニュー[ドキュメント]をクリックします。 

[ドキュメント]のサブメニューが表示されます。 

 

＜[メニュー設定]画面＞ 
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5 サブメニューから[新規ページ（一覧画面）登録]をクリックします。 

右枠に[新規ページ（一覧画面）登録]画面が表示されます。 

 

＜[メニュー設定]画面 サブメニュー＞ 

6 メニューIDに「kyuka-list」、表示名に「休暇届一覧」と入力し[登録]ボタンをクリックします。 

登録処理が実行され、[登録完了]画面が表示されます。 

 

＜[新規ページ（一覧画面）登録]画面＞ 
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7 [次へ]ボタンをクリックします。 

[休暇届一覧]更新画面が表示されます。 

 

＜[登録完了]画面＞ 

8 権限リストに【ロール】ゲストロールを設定し、[更新]ボタンをクリックします。 

メニューの更新処理が実行されます。 

 

＜[休暇届一覧]メニュー更新画面＞ 
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3.1.4 設定した一覧表示画面を表示する 
メニュー設定を行うと、そのメニューの権限リストに設定した権限を持つユーザのメニューからドキュメ

ントの一覧表示画面を表示することができるようになります。 

 

一覧表示画面には、登録済みの一覧が表示され、更新・削除、参照が行えます。また、一覧表示画面から

登録画面へ遷移し、新規登録を行うことも可能です。 

 

1 メニューから[ドキュメント]－[休暇届一覧]をクリックします。 

休暇届の一覧表示画面が表示されます。一覧には【ユーザ】大磯博文さんの登録したデータが一覧に表示

されます。 

 

＜ユーザのメイン画面＞ 

 ［メニュー設定］画面より追加したメニューをログアウトせずに、ログインユーザのメニューに反映させたい場合は、

ヘッダー部分にある［HOME］をクリックしてください。 

ユーザのメイン画面が再表示され、追加したメニューが反映されます。 
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2 【ユーザ】大磯博文さんの登録データの左にある[詳細]ボタンをクリックします。 

[休暇届]参照画面が表示されます。 

 

＜[休暇届]一覧表示画面＞ 

 基本的には、一覧表示画面に表示されるデータはログインユーザ本人が登録したもののみとなります。他のユーザ

が登録したデータを参照・更新するには［一覧表示権限設定］を行う必要があります。ここでは、【ロール】ワークフロ

ー管理者に［全て］のデータに対する［更新］［削除］権限がつけてあるので、【ユーザ】大磯博文さんが登録したデー

タが一覧に表示されています。詳しくは、本書の［3.1.3.2 一覧表示権限の設定］を参照してください。 

3 [戻る]ボタンをクリックします。 

[休暇届]一覧画面へ戻ります。 

 

＜[休暇届]参照画面＞ 
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一覧画面のタイトルバーの表示 

一覧画面のタイトルバーに表示されるタイトルには、フォームをデプロイするときに指定された［ド

キュメント名］が自動的に表示されます。ドキュメント名の変更は［ドキュメント更新］画面より行

うことができます。 

 

一覧画面でソート機能・検索機能を使用する 

一覧表示画面には、ソート機能、検索機能が標準で実装されています。 

検索・ソート対象となる項目は一覧に表示されている項目（一覧表示項目設定にて設定された項目）

になります。 

 

一覧表示画面に表示される件数は標準では20件となっていますが、設定を変更することで変更が可

能です。詳しくは、本書［1.1.3 詳細設定ファイル］を参照してください。 

 

◆ ソート機能を利用する。 

1：一覧のヘッダーをクリックするとクリックした項目でソートされます。（昇順・降順を変更する

には、一覧の上部もしくは下部にある[昇順][降順]をクリックしてください。） 

 

＜[休暇届]一覧画面＞ 

［休暇届］一覧画面が再表示され、選択した項目でソートされた一覧が表示されます。 

ソート項目になっている項目はヘッダーの背景色が他のヘッダーと異なる色で表示されます。 

ソート項目になっている項目のヘッダーはリンクになっています。 
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◆ 検索画面を利用する 

1：一覧画面のツールバーにある[検索]アイコンをクリックします。 

 

＜[休暇届]一覧画面＞ 

2：検索用ダイアログが表示されるので、検索条件を入力し[検索]ボタンをクリックします。 

 

＜[休暇届]一覧画面 検索ダイアログ＞ 

検索ダイアログには、IM-VisualDesigner Clientで設定された各項目のデータ型に合わせた検索フ

ィールドが表示されます。また、検索方法も各データ型によって異なります。詳しくは、

［IM-VisualDesigner 仕様書］を参照してください。 
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3：一覧画面が再表示され、検索条件に該当するデータのみ表示されます。 

 

＜[休暇届]一覧画面 検索結果表示＞ 

検索条件を指定し、表示データを絞り込んだ後の一覧画面から［参照］画面へ遷移し［一覧へ戻る］

アクションで一覧画面へ戻った場合、指定されていた検索条件はそのまま有効となり、絞り込まれた

一覧が表示されます。（［登録］［更新］画面へ遷移した場合も同様です。） 

検索条件をクリアするにはメニューから再度一覧画面を開くか、ツールバーの［検索］アイコンをク

リックし、検索ダイアログに表示されている条件をクリアして［検索］ボタンをクリックしてくださ

い。 
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第4章 ワークフローとの連携 
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4.1 ワークフローとの連携     
IM-VisualDesignerでは、「作成したドキュメントを単独で使用する方法」と「作成したドキュメントを

ワークフローと連携して使用する方法」の２つの使い方があります。 

ここでは、「作成したドキュメントをワークフローと連携して使用する方法」について説明します。 

 

デプロイしたドキュメントは［ワークフロー連携］画面で、intra-martのワークフローと連携させ、申請

が行なえるように設定することができます。連携がとられたドキュメントは、ワークフローのメニューか

ら起票（申請）することができるようになります。 

ワークフローとの連携には、「新しいプロセス定義として追加」と、「既存のプロセス定義に追加」する2

つの方法があります。 

 

<ワークフローとの連携> 

4.1.1 2つの連携方法 
ワークフロー連携には2つの方法がありますが、どちらの方法で連携しても、ワークフローの「プロセス定

義」画面でフローの作成や起票者や審議者の設定を行わなければなりません。 

ここでは、これら2通りの連携方法の違いと使い分けについて説明します。  

 

<ワークフローとの2つの連携方法> 
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新しいプロセス定義として追加 「新しいプロセス定義として追加」を行うとワークフローの新規プロ

セス定 義 が作成 されます。このプロセス定 義 は、基 本 形だけなの

でワークフローの機能でフローを完成させ、起票者や審議者の設

定を行います。 

既存のプロセス定義に追加 IM-VisualDesignerの「新 しいプロセス定 義 として追 加 」で作 成 さ

れたプロセス定義のバージョンとして追加登録を行います。ワーク

フローやFormat Creatorで作 成 したプロセス定 義 に対 しては、ワ

ークフロー連携することはできません。  

4.1.2 新規プロセスとして登録 
IM-VisualDesigner Clientで作成したフォームをワークフローの申請画面として利用するためには、ワー

クフローと連携させます。ここでは、2通り用意されている連携方法にうち、新規プロセスとして連携する

方法を説明します。 

ワークフローと連携するためには、フォームの作成時にプロパティ［フォームの種類］を「ワークフロー」

として、作成する必要があります。詳しくは、「IM-VisualDesigner Client ユーザーズガイド」を参照

してください。 

1 ［IM-VisualDesigner］－[マスタメンテナンス]－［ワークフロー連携］をクリックします。 

［ワークフロー連携］画面が表示され、デプロイ済みのドキュメント一覧が表示されます。 

 

<［ワークフロー連携］メニューをクリック> 
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2 ［ワークフロー連携］画面で、ワークフロー連携させたいドキュメントの  ［（プロセス定義）連携］アイコンを

クリックします。 

［新しいプロセス定義として追加］画面が表示されます。  

 

<［ワークフロー連携］画面> 

3 選択した申請書をワークフローのプロセスと連携させる情報を入力します。入力後は、  ［登録］アイコン

をクリックします。 

画面は、［ワークフロー連携］画面に戻ります。  

 

<［新しいプロセス定義として追加］画面> 
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4 ［ワークフロー連携］画面に戻ると、先ほど連携したドキュメントの「連携情報」欄に  アイコンが表示され

ます。 

 

<［ワークフロー連携］画面> 

5 ［ワークフロー］-[マスタメンテナンス]の[プロセス定義]画面で、フローを完成（最小限度のフローが登録され

ている）、申請者や承認者の設定を行います。 

［ワークフロー］から起票が行えるようになります。 

 

<ワークフローの［プロセス定義］画面 － プロセス定義として登録されている> 
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<［プロセス定義編集］画面 － 最小限のフローが作成されている> 

 ワークフロー連携で作成したプロセス定義をワークフローで編集する際には、いくつかの制限事項があります。詳細

は、「1 IM-VisualDesignerの概要」の「1.1.6 プロセス定義編集の注意」を参照してください。 

4.1.3 既存プロセス定義に追加 
IM-VisualDesigner Clientで作成したフォームをワークフローの申請画面として利用するためには、ワー

クフローと連携させます。ここでは、2通り用意されている連携方法のうち、既存プロセス定義に追加する

連携方法を説明します。 

この方法の場合は、前述の「新規プロセスとして登録」の方法でプロセス定義が作成されていることが前

提となります。 

1 ［IM-VisualDesigner］－[マスタメンテナンス] －［ワークフロー連携］をクリックします。 

［ワークフロー連携］画面が表示され、デプロイ済みのドキュメント一覧が表示されます。 

 

<［ワークフロー連携］メニューをクリック> 
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2 ［ワークフロー連携］画面で、ワークフロー連携させたい申請書の  ［（バージョン）連携］アイコンをクリック

します。 

［既存プロセス定義に追加］画面が表示されます。 

 

<［ワークフロー連携］画面> 

3 選択した申請書をワークフローの既存プロセスと連携させ、新しいバージョンとして登録します。入力後は、

 ［登録］アイコンをクリックします。 

画面は、［ワークフロー連携］画面に戻ります。  

  

<［既存プロセス定義に追加］画面> 
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4 ［ワークフロー連携］画面に戻ると、先ほど連携したフォームの「連携情報」欄に  アイコンが表示されま

す。 

 

<［ワークフロー連携］画面> 

4.1.4 連携情報の表示 
ワークフロー連携を行うと、［ワークフロー連携］画面のドキュメントの「連携情報」欄に  アイコン

が表示されます。このアイコンをクリックすると、連携情報を確認することができます。 

1 ［ワークフロー連携］画面で、ドキュメントの「連携情報」欄の  アイコンをクリックします。 

［ワークフロー連携情報］画面が表示されます。 

 

<［ワークフロー連携］画面> 
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2 選択した申請書のワークフロー連携情報が表示されます。連携情報の「フロー」欄の  アイコンをクリック

すると、連携したプロセス定義のフロー情報を表示することができます。 

［フロー情報］画面が表示されます。 

 

<［ワークフロー連携情報］画面> 

3 ［フロー情報］画面には、連携しているプロセス定義のフロー情報が表示されます。 

 

<［フロー情報］画面> 



4.1 ワークフローとの連携 

77 

intra-mart WebPlatform/AppFramework

第5章 申請書の再利用 



IM-VisualDesigner 

  78 

5.1 申請書の再利用 
申請書の再利用とは、一度申請（起票）を行った案件が表示され、編集して再度申請（起票）が行える機

能です。同じような申請（起票）を繰り返し行う場合に利用します。ただし、ここに表示されるのは、

IM-VisualDesigner Clientで作成した申請書とワークフローを連携して作成したプロセス定義で申請（起

票）を行った案件だけです。 

 

<申請書再利用の概念> 

5.1.1 再利用して起票する 
一度起票した案件を再利用して、効率よく起票（申請）を行うには、以下のように操作します。 

1 ［IM-VisualDesigner］の［申請書再利用］をクリックします。 

［申請書再利用］画面が表示され、申請済みの案件一覧が表示されます。 

 

<［申請書再利用］メニューをクリック> 
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2 ［申請書再利用］画面には、起票済みの案件が表示されています。画面上部で検索を行うことができます。

案件の「詳細」欄の  ［詳細］アイコンをクリックします。 

［詳細情報］画面が表示されます。  

 

<［申請書再利用］画面> 

3 ［詳細情報］画面には申請書が表示され、確認することができます。確認後は、  ［閉じる］アイコンをクリ

ックします。 

［申請書再利用］画面に戻ります。 

 

<［詳細情報］画面> 
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4 ［申請書再利用］画面で、案件の「起票」欄の  ［起票］アイコンをクリックします。 

ワークフローの起票（申請）画面が表示されます。 

 

<［申請書再利用］画面> 

5 表示された起票（申請）画面で、必要に応じて内容を編集して起票（申請）を行います。 

起票（申請）を行うと、［ワークフロー］の［起票］画面に遷移します。 

 

<ワークフローの［起票（申請）］画面> 

 起票の操作に関しては、別冊「ワークフロー 操作ガイド」を参照してください。 
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5.1.2 案件を検索する 
申請書再利用の画面には、IM-VisualDesignerで作成した申請を利用して起票（申請）した案件が表示さ

れます。数多くの案件がある場合には、画面上部の検索機能を利用して、目的の案件を検索して表示する

ことができます。 

操作は、画面上部に検索条件を入力して［検索］ボタンをクリックします。 

 

<［申請書再利用］画面上部で案件を検索する> 
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