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1 第１章 はじめに 

1.1 本書の目的 
 

本書では、IM-VisualDesigner に標準で用意されているテンプレートを用いて IM-VisualDesigner で作成したフォ

ームをポータルやイベントナビゲータと合わせて使う方法など、IM-VisualDesigner を使う際にポイントになる点を

解説していきます。 

 

本書は、IM-VisualDesigner の操作方法については説明するものではありません。IM-VisualDesigner の操作につ

いては、「IM-VisualDesigner ユーザーズガイド」および「IM-VisualDesigner 操作ガイド」を参照してください。 
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2 テンプレートファイルについて 

ここでは、IM-VisualDesigner クライアントツールに標準で用意されているテンプレートについて説明します。 

IM-VisualDesigner クライアントツールには作成したフォームのサンプルとしていくつかのテンプレートファイルが

用意されています。これらのテンプレートを使うことでフォームを作成する手間を省くことができます。 

 

2.1 テンプレートを使う際の注意点 
標準で用意されているテンプレートを使う場合には、下記の点に注意してください。 

 
1. IM-VisualDesigner に標準で用意されているテンプレートは IM-VisualDesigner で作成したフォームの

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

2. テンプレートのいくつかは、クエリーファイル(VRQ ファイル)が設定されています。設定されているクエリ

ーファイルはデータベースに「Oracle Database」を用いて作成されているので、「Microsoft SQL Server」
等の他のデータベースを使用している場合、正しく動作しない場合がありますので、ご注意ください。 
 
クエリーファイルが設定されているテンプレートは以下のものになります。 

 備品持出申請書 

 経費集計表 

 日当登録 

 出張旅費精算書 

 
3. 以下のテンプレートでは、他のテンプレートの登録データを参照するように設定されているため、参照

先のテンプレートがサーバ上にデプロイされていないと、正常に動作しませんのでご注意ください。 

 経費集計表 

 立替経費精算書の登録データを集計した結果を表示するフォームです。このフォー

ムを使う場合は、立替経費精算書を先にデプロイしておいてください。 

 出張旅費精算書 

 日当登録の登録データを参照するアクションが設定されています。このフォームを使

う場合は、日当登録を策にデプロイしておいてください。 
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3 「テーブル行を追加」アクションの設定 

「テーブル行を追加」アクションを設定したフォームを作成した場合、下図のように追加された行がテーブルの下

に配置したアイテムを隠してしまうことがあります。 

 

 

＜テーブル行の追加アクションの実行＞ 

 

ここでは、このような状況にならないように追加された行数分、アイテムが下にずれるように設定する方法を説明し

ます。 

追加された行数分、位置がずれるようにするには、以下の手順で設定を行います。 

1. 「テーブル行を追加」アクションが設定されているテーブルを選択し、プロパティ「X」、「Y」の左にあ

るチェックボックスのチェックを外します。 
 

 

＜テーブルのプロパティ＞ 

追加された行でボタンが隠れて

しまう。 
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2. 次に「データ送信ボタン」アイテムを選択し、プロパティ「Y」の左にあるチェックボックスのチェックを

外します。 
 

 

＜「ボタン」のプロパティ＞ 

 

3. メニュー[ファイル]‐[テスト実行]をクリックし、ブラウザ上で動作を確認します。 
「テーブル行を追加」アクションが実行されると、行が追加され、ボタンが下に移動します。 
 

 

＜テスト実行画面＞ 

 

＜設定のポイント＞ 

 「テーブル行を追加」アクションが設定されているテーブルのプロパティ「X」、「Y」のチェックボックスのチェ

ックを必ず外すこと。 

 アクションが設定されたテーブルの下に配置したアイテムのプロパティ「Y」のチェックボックスのチェックを

必ず外すこと。 

 レイアウトは親となるアイテム（上記の場合フォーム）のプロパティ「レイアウト」の設定に依存します。そのた

め、細かい位置を設定する場合はアイテム「レイヤー」を活用してください。 
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4 必須入力の対象項目を変える 

IM-VisualDesigner では、基本的にはプロパティ「入力必須項目」にチェックが付いているアイテムを全て必須入

力チェックの対象項目として入力チェックを行いますが、「有効」、「不透明」のいずれかのチェックが付いていない

項目については、必須入力チェックの対象外とみなし、チェックを行いません。 

 

そのため、フォームに配置したアイテムの値によって、入力必須チェックの対象となるアイテムを変更するには、

「アイテム属性を設定」アクションを使って、各アイテムの属性「有効」、「不透明」を変更することで実現できます。 

 

ここでは、チェックボックス（CheckBox1）にチェックが付いている場合のみ、テキストフィールド（TextField1）の必須

入力チェックを有効にする方法を説明します。 

 

1. メニュー[ファイル]－[新規作成]－[新規フォーム]を選択します。 
新しいフォームが[デザインウィンドウ]に表示されます。 
 
 

2. フォームにアイテム「チェックボックス」、「テキストフィールド」、「ボタン」をそれぞれ配置します。 
フォームにアイテムが配置されます。 
 

 
＜IM-VisualDesigner クライアント＞ 
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3. 配置した「ボタン」を選択し、「データをサーバへ送信」アクションを設定します。（アクションを設定す

るときに、送信オプション「送信前に入力必須チェックを行う」にチェックを付けて設定してください。） 
 

 

＜アクション設定ウィザード＞ 

 

4. 配置した「テキストフィールド（TextField1）」を選択し、プロパティ「有効」のチェックを外し、「入力必

須項目」にチェックを付けます。 
 

 
＜「テキストフィールド（textField1）」のプロパティ＞ 
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5. 配置した「チェックボックス（CheckBox1）」を選択し、プロパティ「選択時に送信する値」を設定します。

（ここでは「check」としています。） 
 

 

＜「チェックボックス（CheckBox1）」のプロパティ＞ 

 

6. 「チェックボックス（CheckBox1）」のプロパティ「アクション」の  ボタンをクリックし、[アクション

設定ウィザード]を起動します。 
 

 

＜アクション設定ウィザード＞ 
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7. 「マウスをクリックする（onClick）」を選択して、[設定]ボタンをクリックしアクション一覧から「アイテム属

性を設定」を選択し、[次へ]ボタンをクリックします。 
[アイテムの属性を設定して下さい]画面が表示されます。 
 

 

＜アイテム属性の設定画面＞ 

 

8. 「有効」の値を「有効にする」に変更し、[次へ]ボタンをクリックします。 
[属性を設定するアイテムを選択してください]画面が表示されます。 
 

 

＜アイテム選択画面＞ 

 

9. 「TextField1」を選択し、[決定]ボタンをクリックします。 
[アクション設定ウィザード]に「アイテム属性を設定アクション」が表示されます。 
 

 

＜アクション設定ウィザード＞ 
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10. 「アイテム属性を設定」アクションを選択し、[条件]ボタンをクリックします。 
[条件設定]画面が表示されます。 
 

 

＜条件設定画面＞ 

 

11. 「条件１」の左にあるチェックボックスにチェックを付け、左上のコンボボックスから「文字列」を選

択、アイテムのリストから「this」を選択し、テキストフィールドに「check」と入力して、[決定]ボタンをクリ

ックします。 
アクションの実行条件が設定され、[アクション設定ウィザード]へ戻ります。 
 

 

＜条件設定画面＞ 

 
  ※同様の手順で条件に「this（CheckBox1）」が「check」と「異なる」場合に「テキストフィールド 
   （TextField1）」が無効となるように設定すると、「チェックボックス（CheckBox1）」にチェックが 
   付いている場合のみチェックされるようになります。 

 

12. [アクション設定ウィザード]の[OK]ボタンをクリックします。 
アクションが設定されます。 
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13. メニュー[ファイル]－[テスト実行]を選択し、ブラウザ上で動作を確認します。 
 

 

＜テスト実行画面＞ 

 
 ブラウザ起動時には、「テキストフィールド（TextField1）」は無効になっており、値を入力することはできな

くなっています。「テキストフィールド（TextField1）」が空白のままで「データ送信」ボタンをクリックしても、入

力チェックはされません。 
  

14. 「チェックボックス（CheckBox1）」をクリックして、動作を確認します。 
 

 

＜テスト実行画面＞ 

 
 「チェックボックス（CheckBox1）」をクリックすると、「アイテム属性を設定」アクションが実行され、「テキスト

フィールド（TextField1）」が有効となり、値を入力できるようになります。「テキストフィールド（TextField1）」

が空白の「データ送信」ボタンをクリックすると、入力チェックが実行されアラートメッセージが表示されま

す。 
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5 フォームをポートレットに設定する方法 

ここでは、IM-VisualDesigner で作成したフォームをポートレットに登録して使う場合の設定方法および注意点に

ついて解説します。 

5.1 事前準備 
ここでは、テンプレート「経費集計表」を使って IM-VisualDesigner で作成したフォームをポータルに表示する方法

を説明します。 

あらかじめ以下の作業を行っておいてください。 

 
1. 「立替経費精算書」をエクスポートして、intra-mart サーバ上にデプロイする。 
2. 「経費集計表」をエクスポートして、intra-mart サーバ上にデプロイする。 
3. 標準ドキュメント設定から｢立替経費精算書｣の一覧表示項目設定およびメニュー設定をする。 

※操作方法については「IM-VisualDesigner ユーザーズガイド」および「IM-VisualDesigner 操作ガイ

ド」を参照してください。 

 

5.2 テンプレートの説明 
テンプレート「経費集計表」は「立替経費精算書」を使って登録されたデータ（支払金額）を参照し、その集計結果

を表示するサンプルになっています。そのため、「経費集計表」を使うには先に「立替経費精算書」をデプロイして

おく必要があります。（「立替経費精算書」がデプロイされていない場合、「経費集計表」を表示した際にエラーが

発生します。） 

 

 

＜テンプレート[経費集計表]＞ 

 

このテンプレートでは、「データベースからデータを取得」アクションを使って「立替経費精算書」の登録データより

取得してきた集計結果を各テキストフィールドに表示するように設定されています。 
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5.3 「経費集計表」をポートレットに登録する。 
IM-VisualDesigner のドキュメントをポータルで使うには、まず[グループ管理者]画面でドキュメントをポートレットと

して設定します。 

15. グループ管理者画面よりログインし、メニュー[ポータル]-[ポートレット]を選択します。 
[ポートレット一覧]画面が表示されます。 

 

＜ポートレット一覧画面＞ 
 

16. ツールバーの[新規登録]をクリックします。 
[ポートレット新規登録]画面が表示されます。 

 

＜ポートレット新規登録画面＞ 
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17. 画面の入力欄に下記の内容を入力し[登録]ボタンをクリックします。 
登録処理が実行されて[ポートレット一覧]画面へ戻ります。 
 

項目名 設定値 

アプリケーション IM-VisualDesigner （任意） 

名称 経費集計表 （任意） 

画面パスあるいは 

URL 種類 

straform/normal/view/regist_document_view （固定） 

ページ種別 Presentation Page （固定） 

ページ引数 sf_document_id=keihi_shukei （右辺に設定するドキュメ

ントのドキュメント ID を指定すること。） 

タイトルの表示 使用する （任意） 

公開フラグ 公開 

ポートレットの説明 IM-VisualDesigner のテンプレート経費集計表です。 

（任意） 

表示先ポータル種別 グローバルポータルのチェックを外す。 

＜登録画面で入力する内容＞ 

※１ 画面パスには必ず上記のパスを指定してください。ポートレットにドキュメントの登録用画面が登録 
されます。 

※２ ページ引数は左辺の「sf_document_id=」までは固定、右辺の「keihi_shukei」はポートレットとして 
登録するドキュメントのドキュメント ID になります。 

※３ IM-VisualDesigner で作成したフォームは、グローバルポータルにすることはできません。 

 

登録データの一覧画面をポートレットに登録する場合は、「画面パスあるいは URL 種類」を下記の内容で入力し、

その他の項目は登録用画面と同様に入力してください。 

 

 一覧画面をポートレットに登録する場合の画面パス 

 straform/normal/view/list_view 

 

以下に、「立替経費精算書」の登録データ一覧画面を登録する例を記載します。 

 

項目名 設定値 

アプリケーション IM-VisualDesigner （任意） 

名称 立替経費一覧 （任意） 

画面パスあるいは 

URL 種類 

straform/normal/view/list_view （固定） 

ページ種別 Presentation Page （固定） 

ページ引数 sf_document_id=tatekae_keihi （右辺に設定するドキュメ

ントのドキュメント ID を指定すること。） 

タイトルの表示 使用する （任意） 

公開フラグ 公開 

ポートレットの説明 立替経費精算書の登録データ一覧を表示するポートレ

ットです。 （任意） 

表示先ポータル種別 グローバルポータルのチェックを外す。 
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5.4 ポートレットの表示 
ポートレットを登録したら、グループポータルもしくは、ユーザポータルにポートレットを追加するとドキュメントをポ

ータル画面に表示できます。 

 

ここでは、ユーザポータルに表示する方法を説明します。 

1. 一般ユーザのログイン画面よりログインします。 
ユーザのメイン画面に[ポータル]画面が表示されます。 

 

＜ユーザのメイン画面＞ 

 

2. 「タブの追加」リンクをクリックします。 
[ポータル新規登録]画面が表示されます。 

 

＜ポータル新規登録画面＞ 
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3. 名称に「IM-VD-SAMPLE」と入力し、公開フラグを「公開」にチェックを入れ[登録]ボタンをクリックし

ます。 
ポータル画面に「IM-VD-SAMPLE」というタブが表示されます。 

 

＜ユーザメイン画面＞ 
 

4. タブの右側にある  アイコンをクリックし、「ポートレットの追加」を選択します。 
[ポートレットの追加]画面が表示されます。 

 

＜ユーザのメイン画面＞ 
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5. リストから「経費集計表」にチェックを入れ[追加]ボタンをクリックします。 
 

 

＜ポートレットの追加画面＞ 
  

 
ポータル[IM-VD-SAMPLE]に「経費集計表」が表示されます。 

 

＜[ IM-VD-SAMPLE]ポータル画面＞ 

 

ポータルやポートレットの登録などのポータル関連の詳しい操作方法は iwp/iaf のマニュアル「ポータル グルー

プ管理者 操作ガイド」および「ポータル ユーザ 操作ガイド」を参照してください。 
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5.5 ポートレット画面を作成するときの注意点 
IM-VisualDesigner でポートレット画面を作成する場合には、いくつかの注意点があります。IM-VisualDesigner で

ポートレット画面を作成する場合には、以下の点に注意してフォームを作成してください。 

 

 「ページが読み込まれる（onLoad）」のアクション 

「ページが読み込まれる（onLoad）」に指定されたアクションはポータル画面では動作しませんのでご注意

ください。 

 

 フォームに配置したアイテムの表示位置の指定 

フォームを作成するときに配置したアイテムのプロパティ[X]、[Y]（アイテムの絶対位置）を指定しないよう

にしてください。ポータルに設定されたポートレットは位置を自由に変更することができますが、フォームの

作成時にアイテムのプロパティ[X]、[Y]が指定されているとそのアイテムが表示される位置が固定されてし

まい、意図しない位置に表示されてしまいます。 

 

 
＜プロパティ[X]、[Y]を指定した場合＞ 

 

プロパティ[X]、[Y]の左にあるチェックボックスのチェックを外すと、絶対位置が指定されなくなります。 

 
＜プロパティウィザード＞ 

 

※プロパティ[X]、[Y]のチェックボックスのチェックを外した場合、レイアウトはフォームのプロパティ[レイア

ウト（横）]で「左寄せ」、「中央寄せ」、「右寄せ」の中から選択します。フォーム内でさらに細かく位置を設定

したい場合は、アイテム「レイヤー」を用いてフォームを作成してください。 

 

プロパティ[X]、[Y]で指定さ

れた位置に表示しようとする

為、正常に表示されない 
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6 イベントナビゲータから呼び出す方法 

IM-VisualDesigner とイベントナビゲータを合わせて使うことで、多くのドキュメントがデプロイされている場合でも、

質問に答えていくだけで、適切なドキュメントの登録画面へたどりつけるようになります。 

 

イベントナビゲータについての詳しい説明は iwp/iaf のマニュアル「イベントナビゲータ 管理者 操作ガイド」およ

び「イベントナビゲータ ユーザ 操作ガイド」を参照してください。 

6.1 事前準備 
ここでは、テンプレート「休暇届」および「自動車通勤許可願」を使って説明を行います。 

あらかじめ以下の作業を行っておいてください。 

 
1. 「休暇届」をエクスポートして、intra-mart サーバ上にデプロイする。 
2. 「自動車通勤許可願」をエクスポートして、intra-mart サーバ上にデプロイする。 
3. ワークフロー連携から「自動車通勤許可願」を新しいプロセス定義として追加しておく。 

※操作方法については「IM-VisualDesigner ユーザーズガイド」および「IM-VisualDesigner 操作ガイ

ド」を参照してください。 

 

6.2 テンプレートの説明 
テンプレート「休暇届」は登録・参照用画面として使うことを想定して作られているドキュメントになります。 

テンプレート「自動車通勤許可願」はワークフローの申請・承認画面として使うことを想定して作られているドキュメ

ントになります。 

 

この２つのテンプレートを使って、イベントナビゲータからドキュメントの登録画面およびワークフローの申請画面を

呼び出すための設定方法を説明します。 
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6.3 イベントナビゲータの作成 
はじめに、イベントナビゲータを作成し条件を設定します。 

 

1. グループ管理者のログイン画面からログインし、[イベントナビゲータ管理]－[イベントナビゲータ一

覧]を選択します。 
[イベントナビゲータ作成]画面が表示されます。 
 

 

＜イベントナビゲータ作成画面＞ 
   

2. ツールバーより「新規登録」リンクをクリックします。 
[イベントフロー登録]画面が表示されます。 
 

 

＜イベントフロー登録画面＞ 
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3. 入力欄に以下の内容を入力し、「登録」ボタンをクリックします。 
イベントフローが登録され、[イベントナビゲータ作成]画面へ戻ります。 

 

項目名 設定値 

タイトル IM-Visualdesigner サンプル （任意） 

コメント IM-Visualdesigner をサンプルフローです。 

アクセス権 【ロール】ゲストロール （任意） 

 

  

＜[イベントプロー登録画面]＞ 
   

4. 一覧より「IM-VisualDesigner サンプル」を選択します。（タイトルをクリックします。） 
[イベントナビゲータ編集]画面が表示されます。 
 

 

    ＜イベントナビゲータ編集画面＞ 
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5. 「＜未設定＞」をクリックし、サブメニューから「編集」を選択します。 
[質問内容編集]ダイアログが表示されます。 

 

 

    ＜質問内容編集ダイアログ＞ 
   

6. 入力欄に以下の内容を入力し、[登録]ボタンをクリックします。 
選択した「＜未設定＞」のボックスに入力した質問内容が表示されます。 
 

項目名 設定値 

質問内容 ドキュメントの種別を選択してください (任意) 

コメント 標準とワークフローのどちらを使うかを選択します。 （任意） 

 

 

＜イベントナビゲータ編集画面＞ 

 



intra-mart チュートリアルガイド

 

Page 22 Copyright 2000-2009 株式会社 NTT データ イントラマート All rights Reserved.

 

 

7. 「＜ドキュメントの種別を選択してください＞」をクリックし、サブメニューから「回答を追加」を選択しま

す。 
     [回答編集]ダイアログが表示されます。 

 

 

＜回答編集ダイアログ＞  
   

8. 入力欄に以下の内容を入力し、[登録]ボタンをクリックします。 
結果「標準ドキュメント」が追加されます。 
 

項目 設定値 

回答 標準ドキュメント （任意） 

コメント IM-VisualDesigner の標準登録画面を表示します。 （任意） 

遷移先 結果 
 

 

＜イベントナビゲータ編集画面＞ 
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9. 「＜未設定＞」のボックスをクリックし[編集]を選択します。 
     [ナビゲート結果編集]ダイアログが表示されます。 

 

  

＜ナビゲート結果編集ダイアログ＞ 
   

10. 入力欄に以下の内容を入力し、[登録]ボタンをクリックします。 
「＜未設定＞」のボックスに「標準ドキュメント一覧」と表示されます。 
 

項目名 設定値 

結果タイトル 標準ドキュメント一覧 （任意） 

コメント 標準ドキュメントの一覧です。 （任意） 
   

 

＜イベントナビゲータ編集画面＞ 
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11. 手順７、８と同様の手順で「回答」に以下の内容を設定します。 
結果「ワークフロー連携ドキュメント」が追加されます。 
 

項目名 設定値 

回答 ワークフロー連携ドキュメント （任意） 

コメント IM-VisualDesigner の申請画面を表示します。 （任意） 

遷移先 結果 

 

  

＜回答編集ダイアログ＞ 
   

12. 手順９、１０と同様の手順で「ナビゲート結果」に以下の内容を設定します。 
「＜未設定＞」のボックスに「ワークフロー連携ドキュメント一覧」と表示されます。 
 

項目名 設定値 

結果タイトル ワークフロー連携ドキュメント一覧 （任意） 

コメント ワークフロー連携ドキュメントの一覧です。 （任意） 

 

 

＜ナビゲート結果編集ダイアログ＞ 
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6.4 標準ドキュメントの設定 
条件を設定したら、「標準ドキュメント一覧」のリンクに標準ドキュメントの登録画面を設定します。 

 

1. 「標準ドキュメント一覧」のボックスをクリックし、「リンク編集」を選択します。 
[ナビゲート結果リンク一覧]ダイアログが表示されます。 
 

 

       ＜ナビゲート結果リンク一覧ダイアログ＞ 

 

2. 結果タイトルの下にある「追加」をクリックします。 
[リンク編集]ダイアログが表示されます。 
 

 

＜リンク編集ダイアログ＞ 

 



intra-mart チュートリアルガイド

 

Page 26 Copyright 2000-2009 株式会社 NTT データ イントラマート All rights Reserved.

 

 

3. 入力欄に以下の内容を入力し、[登録]ボタンをクリックします。 
[ナビゲート結果リンク一覧]に「休暇届」が追加されます。 
 

項目名 設定値 

リンクタイトル 休暇届 （任意） 

コメント 休暇届の登録画面を表示します。 （任意） 

URL straform/normal/view/regist_document_view.jssp （固定） 

パラメータ（キー） sf_document_id （固定） 

パラメータ（値） kyuka （登録するドキュメントのドキュメント ID） 

 

 

＜ナビゲート結果リンク一覧ダイアログ＞ 
   

4. [ナビゲート結果リンク一覧]ダイアログの「閉じる」をクリックします。 
[ナビゲート結果リンク一覧]ダイアログが閉じます。 
 
※設定したリンクは[イベントナビゲータ編集画面]の「保存」ボタンをクリックするまで登録されません 
  のでご注意ください。 

 



 6 イベントナビゲータから呼び出す方法

 

作成者：株式会社 NTT DATA イントラマート Page 27

 

 

6.5 ワークフロー連携ドキュメントの設定 
次に「ワークフロー連携ドキュメント一覧」のリンクにドキュメントの申請画面を設定します。 

 

1. 「ワークフロー連携ドキュメント一覧」のボックスをクリックし、「リンク編集」を選択します。 
[ナビゲート結果リンク一覧]ダイアログが表示されます。 
 

 

＜ナビゲート結果リンク一覧ダイアログ＞ 
   

2. 結果タイトルの下にある「追加」をクリックします。 
[リンク編集]ダイアログが表示されます。 
 

 

＜リンク編集ダイアログ＞ 
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3. 入力欄に以下の内容を入力し、[登録]ボタンをクリックします。 
[ナビゲート結果リンク一覧]に「自動車通勤許可願」が追加されます。 
 

項目 設定値 

リンクタイトル 自動車通勤許可願 （任意） 

コメント 自動車通勤許可願の申請画面を表示します。 （任意） 

URL sample/event_navigator/for_bpw.jssp  

パラメータ（キー） processDefCd 

パラメータ（値） 22 （連携したドキュメントのプロセス定義コード） 

 

 

＜ナビゲート結果リンク一覧ダイアログ＞ 

  ※１ URL に指定されている「sample/event_navigator/for_bpw」は iwp/iaf のイベントナビゲータ用の 
   サンプルプログラムです。このサンプルを元に正しく記述したクラスの URL を設定してください。 
   
  ※２ パラメータ（値）に設定されている「22」は自動車通勤許可願を連携したプロセス定義のプロセス 
   定義コードになります。プロセス定義コードは一般ユーザでログインしてメニュー[ワークフロー]‐ 
   [マスタメンテナンス]‐[プロセス定義]より該当のプロセス定義の編集画面で確認できます。 
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4. [ナビゲート結果リンク一覧]ダイアログの「閉じる」をクリックします。 
[ナビゲート結果リンク一覧]ダイアログが閉じます。 
 

5. [イベントナビゲータ編集画面]の「保存」ボタンをクリックします。 
設定したイベントフローが保存されます。 

 

＜イベントナビゲータ編集画面＞ 

6.6 イベントナビゲータを公開する 
イベントフローの設定が終了したら、 後に登録したイベントナビゲータを公開します。 

 

1. ツールバーの「戻る」をクリックします。 
[イベントナビゲータ作成]画面へ戻ります。 

 

＜イベントナビゲータ作成画面＞ 

2. 「IM-VisualDesigner サンプル」の右にある「非公開」ボタンをクリックします。 
「IM-VisualDesigner サンプル」が「公開」状態になります。 
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6.7 イベントナビゲータの利用 
登録したイベントナビゲータを公開すると、一般ユーザがメニューから公開されたイベントナビゲータを使うことが

できるようになります。 

  

1.   一般ユーザのログイン画面からログインし、メニュー[イベントナビゲータ]－[質問画面]を選択しま

す。 
[ナビゲータタイトル一覧画面]が表示されます。 

 

 

＜ナビゲータタイトル一覧画面＞ 
   

2. 一覧から「IM-VisualDesigner サンプル」をクリックします。 
     [ナビゲータ質問画面]に設定した質問が表示されます。 
 

 

＜[ナビゲータ質問画面]＞ 
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3. 回答欄の「標準ドキュメント」を選択します。 
      [ナビゲート結果画面]のリンク一覧に「休暇届」が表示されます。 
 

 

＜ナビゲート結果画面＞ 
   
※ [回答]の「ワークフロー連携ドキュメント」を選択した場合は手順５へ進んでください。 
 

4. [リンク一覧]から[休暇届]を選択します。 
休暇届の登録画面が表示されます。 

      

 

＜休暇届 登録画面＞ 
 
各項目に値を入力して「送信」ボタンをクリックすると、入力内容が登録されます。 
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5. 解答欄の「ワークフロー連携ドキュメント」を選択します。（手順２の後） 
[ナビゲート結果画面]のリンク一覧に「自動車通勤許可願」が表示されます。 

      

 

＜ナビゲート結果画面＞ 
   

6. リンク一覧から「自動車通勤許可願」を選択します。 
「自動車通勤許可願」の申請画面が表示されます。 
 

 

＜[自動車通勤許可願＞ 
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7. 各項目に値を入力して、「送信」ボタンをクリックします。 
ワークフロー申請画面が表示されます。 
 

 

＜ワークフロー 申請画面＞ 
   
  案件名を入力して、「申請」ボタンをクリックすると、起票処理が実行されます。 
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