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draftWF 

サービス名 Draft 

メソッド draftWF 

概要 

起票処理を実⾏します。 

intra-mart のワークフローモジュールの Draft クラスの draft メソッドをラッピング実装したサービスです。 

このサービスを使うことで本⼈の起票処理を⾏うことができます。 

 
⼀時プロセスコードを利⽤する場合は、・\ / : , ; * ? " < > | & # + [ ] ( ) { } (space) (tab)の⽂字を含めることはできません。 

ユーザの起票会社コード・起票組織コードには、そのユーザが所属している組織を設定してください。 

次タスクが動的承認者の場合は、利⽤できません。 

根回しメール機能は、利⽤できません。 

アプリケーションキーの 0（ゼロ）番⽬の要素は利⽤できません。0 番⽬の要素は空⽂字を設定する必要があります。 

アプリケーションキーは 1 番⽬の要素から 9 番⽬の要素を利⽤することができます。 

 

記述項⽬ 

項⽬ 項⽬名 説明 

⼊⼒値 WSUserInfo 

DraftModel 

userID 

loginGroupID 

processDefCd 

processName 

compCd 

orgnCd 

application_key 

key 

draftAppointDate 

comment 

locale 

processTemporaryCd 

ユーザ情報 

起票情報 

ユーザ ID(必須) 

ログイングループ ID(必須) 

プロセス定義コード(必須) 

プロセス名(必須) 

ユーザの起票会社コード(任意：未所属の場合のみ未指定可) 

ユーザの起票組織コード(任意：未所属の場合のみ未指定可) 

アプリケーションキー配列(任意) 

アプリケーションキー 

起票指定⽇(任意：未指定時は起票⽇と同⽇) 

起票コメント(任意) 

ロケール(任意：なければデフォルトロケールを使⽤) 

⼀時プロセス ID(任意：添付ファイル利⽤時) 

出⼒値 WFResultModel ワークフロー処理結果 
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retryWF 

サービス名 Draft 

メソッド retryWF 

概要 

再起票処理を実⾏します。 

intra-mart のワークフローモジュールの Draft クラスの retry メソッドをラッピング実装したサービスです。 

このサービスを使うことで本⼈の再起票処理や、代理者による代⾏再起票処理を⾏うことができます。 

 
ユーザの起票会社コード・起票組織コードには、そのユーザが所属している組織を設定してください。 

次タスクが動的承認者の場合は、利⽤できません。 

根回しメール機能は、利⽤できません。 

アプリケーションキーの 0（ゼロ）番⽬の要素は利⽤できません。0 番⽬の要素は空⽂字を設定する必要があります。 

アプリケーションキーは 1 番⽬の要素から 9 番⽬の要素を利⽤することができます。 

 

記述項⽬ 

項⽬ 項⽬名 説明 

⼊⼒値 WSUserInfo 

DraftModel 

userID 

loginGroupID 

processDefCd 

versionCd 

processName 

processCd 

compCd 

orgnCd 

application_key 

key  

draftAppointDate 

comment  

locale 

agentUserID 

ユーザ情報 

起票情報 

ユーザ ID(必須) 

ログイングループ ID(必須) 

プロセス定義コード(必須) 

バージョンコード(必須) 

プロセス名(必須) 

プロセスコード(必須) 

ユーザの起票会社コード(任意：未所属の場合のみ未指定可) 

ユーザの起票組織コード(任意：未所属の場合のみ未指定可) 

アプリケーションキー配列(任意) 

アプリケーションキー 

起票指定⽇(任意：未指定時は起票⽇と同⽇) 

再起票コメント(任意) 

ロケール(任意：なければデフォルトロケールを使⽤) 

代理起票者のユーザ ID(代理申請の場合は必須) 

出⼒値 WFResultModel ワークフロー処理結果 
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pullbackWF 

サービス名 Draft 

メソッド pullbackWF 

概要 

引戻し処理を実⾏します。 

intra-mart のワークフローモジュールの Draft クラスの pullback メソッドをラッピング実装したサービスです。 

このサービスを使うことで起票直後の案件に対して引戻し処理を⾏うことができます。 

 
起票直後でないタスクの引戻しはできません。 

起票直後でないタスクとは、例えば、申請⇒１次承認者⇒２次承認者⇒最終承認者 のようなフローの場合、「２次承認

者」タスクもしくは「最終承認者」タスクのような「申請」タスクの直後以外のタスクを⽰します。 

 

記述項⽬ 

項⽬ 項⽬名 説明 

⼊⼒値 WSUserInfo 

DraftModel 

userID 

loginGroupID 

processDefCd 

versionCd 

processCd 

agentUserID 

ユーザ情報 

起票情報 

ユーザ ID(必須) 

ログイングループ ID(必須) 

プロセス定義コード(必須) 

バージョンコード(必須) 

プロセスコード(必須) 

代理起票者のユーザ ID(代理申請の場合は必須) 

出⼒値 WFResultModel ワークフロー処理結果 
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cancelWF 

サービス名 Draft 

メソッド cancelWF 

概要 

取り⽌め処理を実⾏します。 

intra-mart のワークフローモジュールの Draft クラスの cancel メソッドをラッピング実装したサービスです。 

このサービスを使うことで引き戻した案件の取⽌め処理を⾏うことができます。 

根回しメール機能は、利⽤できません。 

 

記述項⽬ 

項⽬ 項⽬名 説明 

⼊⼒値 WSUserInfo 

DraftModel 

userID 

loginGroupID 

processDefCd 

versionCd 

processCd 

compCd 

orgnCd 

comment 

agentUserID 

ユーザ情報 

起票情報 

ユーザ ID(必須) 

ログイングループ ID(必須) 

プロセス定義コード(必須) 

バージョンコード(必須) 

プロセスコード(必須) 

ユーザの起票会社コード(任意：未所属の場合のみ未指定可) 

ユーザの起票組織コード(任意：未所属の場合のみ未指定可) 

取り⽌めコメント(任意) 

代理起票者のユーザ ID(代理申請の場合は必須) 

出⼒値 WFResultModel ワークフロー処理結果 
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getDraftUserOrgListWF 

サービス名 Draft 

メソッド getDraftUserOrgListWF 

概要 

処理実⾏時の組織情報を取得します。 

 

記述項⽬ 

項⽬ 項⽬名 説明 

⼊⼒値 WSUserInfo 

TargetOrgConditionModel 

userID 

loginGroupID 

processDefCd 

versionCd 

processCd 

activityCd 

agentUserID 

targetDate 

ユーザ情報 

組織情報検索条件 

ユーザ ID(必須) 

ログイングループ ID(必須) 

プロセス定義コード(必須) 

バージョンコード(必須) 

プロセスコード（承認時のみ必須） 

アクティビティコード（承認時のみ必須） 

代理起票者のユーザ ID(代理申請の場合は必須) 

起票⽇(省略時はシステム⽇付) 

出⼒値 TargetOrgResultModel 処理実⾏時の組織情報 
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getProcessHistoryListWF 

サービス名 Process 

メソッド getProcessHistoryListWF 

概要 

案件の処理履歴を取得します。 

案件の処理履歴の⼀覧は、案件の処理履歴オブジェクトのリストです。 

intra-mart のワークフローモジュールの Process クラスの getProcessHistory メソッドをラッピング実装したサービスで

す。 

このサービスを使うことで特定の案件の処理履歴情報の⼀覧をすべて取得することができます。 

 

記述項⽬ 

項⽬ 項⽬名 説明 

⼊⼒値 UserInfo 

ProcessSearchModel 

userID 

loginGroupID 

processDefCd 

versionCd 

processCd 

ユーザ情報 

プロセス検索情報 

ユーザ ID(必須) 

ログイングループ ID(必須) 

プロセス定義コード(必須) 

バージョンコード(必須) 

プロセスコード(必須) 

出⼒値 errorCode 

ProcessHistoryModel 

processDefCd 

versionCd 

processCd 

activityCd 

activityName 

activity_status 

activity_type 

call_processCd 

statusEndedDate 

approvalDate 

approvalUserCd 

approvalUserName 

approvalType 

compCd  

orgnCd 

orgnName 

mainFlg 

commnet 

agentTranFlg 

エラーステータス 

案件の処理履歴オブジェクトのリスト 

プロセス定義コード 

バージョンコード 

プロセスコード 

アクティビティコード 

アクティビティ名 

アクティビティステータス 

アクティビティ種別(常に"処理タスク"(RECEIVE)となります。)

親プロセスコード 

ステータス完了⽇付 

承認⽇ 

承認者コード 

承認者名 

承認種別 

処理者の処理時の会社コード 

処理者の処理時の組織コード 

処理者の処理時の組織名 

主・副所属フラグ（処理時の組織が主所属の場合、true を返す）

承認時のコメント 

代理_振替えフラグ 
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agentTranUserCd 

agentTranUserName  

代理_振替元ユーザコード 

代理_振替元ユーザ名 
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getCurrentFlowInfoListWF 

サービス名 Process 

メソッド getCurrentFlowInfoListWF 

概要 

プロセス上の現在位置を取得します。 

現在位置情報の⼀覧は、現在位置情報オブジェクトのリストです。 

intra-mart のワークフローモジュールの Process クラスの getFlow メソッドをラッピング実装したサービスです。 

このサービスを使うことでプロセス上の現在位置情報を取得することができます。 

現在位置が複数存在する場合は、複数の現在位置情報を取得することができます。 

 

記述項⽬ 

項⽬ 項⽬名 説明 

⼊⼒値 UserInfo 

ProcessSearchModel 

userID 

loginGroupID 

processDefCd 

versionCd 

processCd 

ユーザ情報 

プロセス検索情報 

ユーザ ID(必須) 

ログイングループ ID(必須) 

プロセス定義コード(必須) 

バージョンコード(必須) 

プロセスコード(必須) 

出⼒値 errorCode 

CurrentFlowInfoModel 

processDefCd 

versionCd 

processCd 

activityCd 

エラーステータス 

現在位置情報オブジェクトのリスト 

プロセス定義コード 

バージョンコード 

プロセスコード 

アクティビティコード 
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getApprovedFlowInfoListWF 

サービス名 Process 

メソッド getApprovedFlowInfoListWF 

概要 

処理（承認）したタスク情報を取得します。 

タスク情報の⼀覧は、処理（承認）したタスク情報のリストです。 

intra-mart のワークフローモジュールの Process クラスの getProcessHistory メソッドをラッピング実装したサービスで

す。 

このサービスを使うことで処理（承認）したタスクの⼀覧情報を⾏うことができます。 

intra-mart の標準画⾯のフロー表⽰（フローの進⾏状況の画像）で、⼈が処理したタスクおよび待ちのタスク（⾚枠およ

び⻘枠）のタスク情報を取得します。複数ルートの分岐内、同期内において、差戻しできないものに対して当該サービ

スで取得した情報をもとに差戻しを⾏う場合は、エラーステータスを利⽤してエラーハンドリングを⾏ってください。 

 

記述項⽬ 

項⽬ 項⽬名 説明 

⼊⼒値 UserInfo 

ProcessSearchModel 

userID 

loginGroupID 

processDefCd 

versionCd 

processCd 

ユーザ情報 

プロセス検索情報 

ユーザ ID(必須) 

ログイングループ ID(必須) 

プロセス定義コード(必須) 

バージョンコード(必須) 

プロセスコード(必須) 

出⼒値 errorCode 

ApprovedFlowInfoModel 

processDefCd 

versionCd 

processCd 

activityCd 

エラーステータス 

処理したタスク情報オブジェクトのリスト 

プロセス定義コード 

バージョンコード 

プロセスコード 

アクティビティコード 

 

 13



TaskList 

 14



getTaskListWF 

サービス名 TaskList 

メソッド getTaskListWF 

概要 

処理可能案件(未処理案件)⼀覧を取得します。 

処理可能案件(未処理案件)⼀覧情報は、処理可能案件情報オブジェクトのリストです。 

intra-mart のワークフローモジュールの Approver クラスの getActivityTaskList メソッドをラッピング実装したサービス

です。 

このサービスを使うことで特定のユーザが処理（承認、否認、保留、差戻し）する必要がある未処理⼀覧を取得するこ

とができます。 

処理する際に必要となる所属会社・組織情報も取得することができます。 

 

記述項⽬ 

項⽬ 項⽬名 説明 

⼊⼒値 UserInfo 

SearchConditionModel 

userID 

loginGroupID 

agentUserID 

processDefCd 

draftDateStart 

draftDateEnd 

draftUseCd 

sortkey 

target 

kind(属性) 

ユーザ情報 

プロセス検索情報 

ユーザ ID(必須) 

ログイングループ ID(必須) 

代理依頼元ユーザ ID 

プロセス定義コード 

起票⽇(検索範囲開始⽇) 

起票⽇(検索範囲終了⽇) 

起票ユーザコード 

ソート項⽬リスト 

ソート項⽬名 

昇順/降順 (desc/asc) 

出⼒値 errorCode 

TaskListRsltModel 

processDefCd 

versionCd 

processCd 

activityCd 

draftDate 

draftUseCd 

draftUserName 

エラーステータス 

処理可能案件情報オブジェクトのリスト 

プロセス定義コード 

バージョンコード 

プロセスコード 

アクティビティコード 

起票⽇ 

起票者コード 

起票者名 
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getEndedTaskListWF 

サービス名 TaskList 

メソッド getEndedTaskListWF 

概要 

処理済案件⼀覧を取得します。 

処理済案件⼀覧情報は、処理済案件情報オブジェクトのリストです。 

intra-mart のワークフローモジュールの Approver クラスの getEndTaskList メソッドをラッピング実装したサービスです。 

このサービスを使うことで特定のユーザの処理（承認、否認、保留、差戻し）した案件⼀覧を取得することができます。 

 
⼀覧を取得するための検索条件を指定することはできません。（すべて取得されます） 

 

記述項⽬ 

項⽬ 項⽬名 説明 

⼊⼒値 UserInfo 

SearchConditionModel 

userID 

loginGroupID 

ユーザ情報 

状態検索情報 

ユーザ ID(必須) 

ログイングループ ID(必須)  

出⼒値 errorCode 

EndTaskListModel 

category_cd 

category_name 

parent_processDefCd 

parent_version_cd 

parent_processCd 

processDefCd 

process_def_name 

versionCd 

version_name 

process_cls_cd 

processCd 

processName 

processStatus 

activityCd 

activityName 

draftAppointDate 

draftDate 

draftUseCd 

draftUserName 

draft_user_compCd 

draft_user_orgnCd 

エラーステータス 

処理済案件情報オブジェクトのリスト 

カテゴリコード 

カテゴリ名 

親プロセス定義コード 

親プロセスバージョンコード 

親プロセスコード 

プロセス定義コード 

プロセス定義名 

バージョンコード 

バージョン名 

プロセス種別コード 

プロセスコード 

プロセス名 

プロセスステータス 

アクティビティコード 

アクティビティ名 

起票指定⽇ 

起票⽇ 

起票者コード 

起票者名 

起票者の処理時の会社コード 

起票者の処理時の組織コード 
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draft_user_mainFlg 

isJunction 

approvalType 

approvalUserCd 

approvalUserName 

approvalDate 

approval_transfer_flg 

processing_status 

approval_agent_user_cd

approval_agent_user_na

me 

transfer_flg 

client_auth_flg 

agent_target 

agentCd 

agent_name 

pull_activity_flg 

主・副所属フラグ 

同期フラグ（ルートが同期していれば true） 

処理結果 

処理ユーザコード 

処理ユーザ名 

処理⽇ 

承認結果履歴代理フラグ 

現在の状態 

承認代理元ユーザコード(代理⼈⽤でインスタンス作成時) 

承認代理元ユーザ名(代理⼈⽤でインスタンス作成時) 

 

代理起票フラグ 

代理元承認可否フラグ 

代理依頼先対象(本⼈⽤でインスタンス作成時) 

代理依頼先ユーザ/組織コード(本⼈⽤でインスタンス作成時) 

代理依頼先ユーザ/組織名(本⼈⽤でインスタンス作成時) 

引き戻し可否フラグ(true:可/false:不可) 
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approveWF 

サービス名 Approve 

メソッド approveWF 

概要 

承認処理を実⾏します。 

intra-mart のワークフローモジュールの Approver クラスの approve メソッドをラッピング実装したサービスです。 

このサービスを使うことで特定の１つの案件に対して本⼈の承認処理や、代理者による代⾏承認処理を⾏うことができ

ます。 

 
ユーザの起票会社コード・起票組織コードには、そのユーザが所属している組織を設定してください。 

次タスクが動的承認者の場合は、利⽤できません。 

根回しメール機能は、利⽤できません。 

 

記述項⽬ 

項⽬ 項⽬名 説明 

⼊⼒値 UserInfo 

ApproveTaskModel 

userID 

loginGroupID 

processDefCd 

versionCd 

processCd 

activityCd 

compCd 

orgnCd 

comment 

agentUserID 

ユーザ情報 

承認情報 

ユーザ ID(必須) 

ログイングループ ID(必須) 

プロセス定義コード(必須) 

バージョンコード(必須) 

プロセスコード(必須) 

アクティビティコード(必須) 

ユーザ（処理者）の会社コード(任意：未所属の場合のみ未指定可)

ユーザ（処理者）の組織コード(任意：未所属の場合のみ未指定可)

承認コメント 

代理承認者のユーザ ID(代理承認の場合は必須) 

出⼒値 WFResultModel ワークフロー処理結果 
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denialWF 

サービス名 Approve 

メソッド denialWF 

概要 

否認処理を実⾏します。 

intra-mart のワークフローモジュールの Approver クラスの denial メソッドをラッピング実装したサービスです。 

このサービスを使うことで特定の１つの案件に対して本⼈の否認処理や、代理者による代⾏否認処理を⾏うことができ

ます。 

 
ユーザの起票会社コード・起票組織コードには、そのユーザが所属している組織を設定してください。 

根回しメール機能は、利⽤できません。 

 

記述項⽬ 

項⽬ 項⽬名 説明 

⼊⼒値 UserInfo 

ApproveTaskModel 

userID 

loginGroupID 

processDefCd 

versionCd 

processCd 

compCd 

orgnCd 

comment 

agentUserID 

ユーザ情報 

承認情報 

ユーザ ID(必須) 

ログイングループ ID(必須) 

プロセス定義コード(必須) 

バージョンコード(必須) 

プロセスコード(必須) 

ユーザ（処理者）の会社コード(任意：未所属の場合のみ未指定可)

ユーザ（処理者）の組織コード(任意：未所属の場合のみ未指定可)

否認コメント 

代理処理者のユーザ ID(代理処理の場合は必須) 

出⼒値 WFResultModel ワークフロー処理結果 
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approvePullbackWF 

サービス名 Approve 

メソッド approvePullbackWF 

概要 

引戻し処理を実⾏します。 

intra-mart のワークフローモジュールの Approver クラスの approvePullback メソッドをラッピング実装したサービスで

す。 

このサービスを使うことで承認した後、特定の１つの案件に対して本⼈の引戻し処理や、代理者による代⾏引戻し処理

を⾏うことができます。 

 
承認した後、更に先に進んだ（承認された）案件は、引戻しできません。 

例えば、申請⇒１次承認者⇒２次承認者⇒３次承認者⇒最終承認者 のようなフローの場合、「１次承認者」が承認した

後、「２次承認者」に処理が進んだ状態では、「１次承認者」は引戻しすることはできますが、「３次承認者」まで処理が

進んだ後、「１次承認者」は引戻しすることはできません。（エラーとなります。） 

 

記述項⽬ 

項⽬ 項⽬名 説明 

⼊⼒値 UserInfo 

ApproveTaskModel 

userID 

loginGroupID 

processDefCd 

versionCd 

processCd 

activityCd 

agentUserID 

ユーザ情報 

承認情報 

ユーザ ID(必須) 

ログイングループ ID(必須) 

プロセス定義コード(必須) 

バージョンコード(必須) 

プロセスコード(必須) 

アクティビティコード(必須) 

代理処理者のユーザ ID(代理処理の場合は必須) 

出⼒値 WFResultModel ワークフロー処理結果 
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sendbackWF 

サービス名 Approve 

メソッド sendbackWF 

概要 

差し戻し処理を実⾏します。 

intra-mart のワークフローモジュールの Approver クラスの sendBack メソッドをラッピング実装したサービスです。 

このサービスを使うことで特定の１つの案件に対して本⼈の差戻し処理や、代理者による代⾏差戻し処理を⾏うことが

できます。 

 
申請者へ差戻し、直前の処理者への差戻し処理は⾏うことはできますが、任意のタスクへの差戻しは⾏うことはできま

せん。 

根回しメール機能は、利⽤できません。 

 

記述項⽬ 

項⽬ 項⽬名 説明 

⼊⼒値 UserInfo 

ApproveTaskModel 

userID 

loginGroupID 

processDefCd 

versionCd 

processCd 

activityCd 

compCd 

orgnCd 

comment 

sendback_type 

 

agentUserID 

ユーザ情報 

承認情報 

ユーザ ID(必須) 

ログイングループ ID(必須) 

プロセス定義コード(必須) 

バージョンコード(必須) 

プロセスコード(必須) 

アクティビティコード(必須) 

ユーザ（処理者）の会社コード(任意：未所属の場合のみ未指定可)

ユーザ（処理者）の組織コード(任意：未所属の場合のみ未指定可)

差戻しコメント 

差戻し先(必須) （start:申請者,before:前処理者 ※task:任意の

処理者は未対応) 

代理処理者のユーザ ID(代理処理の場合は必須) 

出⼒値 WFResultModel ワークフロー処理結果 
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suspendWF 

サービス名 Approve 

メソッド suspendWF 

概要 

保留処理を実⾏します。 

intra-mart のワークフローモジュールの Approver クラスの suspend メソッドをラッピング実装したサービスです。 

このサービスを使うことで特定の１つの案件に対して本⼈の保留処理や、代理者による代⾏保留処理を⾏うことができ

ます。 

 
ユーザの起票会社コード・起票組織コードには、そのユーザが所属している組織を設定してください。 

根回しメール機能は、利⽤できません。 

 

記述項⽬ 

項⽬ 項⽬名 説明 

⼊⼒値 UserInfo 

ApproveTaskModel 

userID 

loginGroupID 

processDefCd 

versionCd 

processCd 

activityCd 

compCd 

orgnCd 

comment 

agentUserID 

ユーザ情報 

承認情報 

ユーザ ID(必須) 

ログイングループ ID(必須) 

プロセス定義コード(必須) 

バージョンコード(必須) 

プロセスコード(必須) 

アクティビティコード(必須) 

ユーザ（処理者）の会社コード(任意：未所属の場合のみ未指定可)

ユーザ（処理者）の組織コード(任意：未所属の場合のみ未指定可)

保留コメント 

代理処理者のユーザ ID(代理処理の場合は必須) 

出⼒値 WFResultModel ワークフロー処理結果 
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DraftList 
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getEndedListWF 

サービス名 DraftList 

メソッド getEndedListWF 

概要 

起票済み案件を取得します。 

起票済み案件⼀覧情報は、起票済み案件情報オブジェクトのリストです。 

intra-mart のワークフローモジュールの Draft クラスの getEndProcessList メソッドをラッピング実装したサービスです。 

このサービスを使うことで特定のユーザが起票した案件⼀覧を取得することができます。 

 
取得した⼀覧は、以下の順序となります。 

1. 完了タスク (否認) 

  2. 差し戻しタスク 

  3. 引き戻しタスク 

  4. 未処理タスク 

  5. 完了タスク (否認以外) 

 

また、ソート項⽬を指定した場合、タスクごとのソートとなります。 

 

記述項⽬ 

項⽬ 項⽬名 説明 

⼊⼒値 UserInfo 

SearchConditionModel 

userID 

loginGroupID 

processDefCd 

draftDateStart 

draftDateEnd 

sortkey 

target 

kind (属性) 

ユーザ情報 

状態検索情報 

ユーザ ID(必須) 

ログイングループ ID(必須) 

プロセス定義コード 

起票⽇ (検索範囲開始⽇) 

起票⽇ (検索範囲終了⽇） 

ソート項⽬リスト 

ソート項⽬名 

昇順/降順 (desc/asc) 

出⼒値 errorCode 

DraftEndedModel 

processDefCd 

versionCd 

processCd 

activityCd 

draftDate 

draftUseCd 

draftUserName 

エラーステータス 

起票済み案件情報オブジェクトのリスト 

プロセス定義コード 

バージョンコード 

プロセスコード 

アクティビティコード 

起票⽇ 

起票者コード 

起票者名 
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getListWF 

サービス名 DraftList 

メソッド getListWF 

概要 

起票可能プロセス⼀覧を取得します。 

起票可能プロセス⼀覧情報は、起票可能プロセスオブジェクトのリストです。 

intra-mart のワークフローモジュールの Draft クラスの getActivityProcessDefList メソッドをラッピング実装したサービ

スです。 

このサービスを使うことで特定のユーザが起票できる案件（プロセス）の⼀覧を取得することができます。 

起票する際に必要となる所属会社・組織情報も取得することができます。 

 
⼀覧を取得するための検索条件を指定することはできません。（すべて取得されます） 

 

記述項⽬ 

項⽬ 項⽬名 説明 

⼊⼒値 UserInfo 

SearchConditionModel 

userID 

loginGroupID 

ユーザ情報 

状態検索情報 

ユーザ ID(必須) 

ログイングループ ID(必須)  

出⼒値 errorCode 

DraftListRsltModel 

activityCd 

agentCd 

agentCompCd 

agentName 

agentTarget 

categoryCd 

categoryName 

clientAuthFlg 

clientUserCd 

clientUserName 

effectiveDate 

endDate 

processClsCd 

processDefCd 

processDefName 

transferFlg 

versionCd 

versionName 

versionNote 

エラーステータス 

起票可能プロセスオブジェクトのリスト 

開始アクティビティコード 

代理依頼先ユーザ/組織コード 

代理依頼先会社コード 

代理依頼先ユーザ/組織名 

代理依頼先対象 

カテゴリコード 

カテゴリ名 

代理元承認可否フラグ 

代理依頼元ユーザコード 

代理依頼元ユーザ名 

有効⽇付 

終了⽇付 

プロセス種別コード 

プロセス定義コード 

プロセス定義名 

代理起票フラグ 

起票可能な最新バージョンコード 

起票可能な最新バージョン名 

起票可能な最新バージョンの備考 
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agentOrgList 

agentOrg 

companyCd 

departmentCd 

mainFlag 

orgList 

org 

companyCd 

departmentCd 

代理依頼先ユーザの所属会社・組織情報のリスト 

所属会社・組織情報 

処理者の処理時の会社コード 

処理者の処理時の組織コード 

主・副所属フラグ 

所属会社・組織情報のリスト 

所属会社・組織情報 

処理者の処理時の会社コード 

処理者の処理時の組織コード 
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TaskInfoService 
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GetTargetActivityDefInfoWF 

サービス名 TaskInfoService 

メソッド GetTargetActivityDefInfoWF 

概要 

アクティビティの処理対象者を取得します。 

 

記述項⽬ 

項⽬ 項⽬名 説明 

⼊⼒値 WSUserInfo 

TargetActivityDefInfoCon

ditionModel 

userID 

loginGroupID 

processDefCd 

versionCd 

processCd 

activityCd 

ユーザ情報 

処理対象者検索条件 

 

ユーザ ID(必須) 

ログイングループ ID(必須) 

プロセス定義コード(必須) 

バージョンコード(必須) 

プロセスコード(必須) 

アクティビティコード（(必須) 

出⼒値 errorCodeField 

TargetActivityDefInfoModel

postRestrict 

roleRestrict 

runCd 

runGroupCd 

runType 

エラーコード 

処理対象者⼀覧 

絞込み役職コード 

絞込みロール ID 

対象者コード 

対象者グループコード 

対象者種別 
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WFInformationService 
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GetIMUniqueIDWF 

サービス名 WFInformationService 

メソッド GetIMUniqueIDWF 

概要 

intra-mart 内で管理(⽣成)するユニーク ID を取得します 

 

記述項⽬ 

項⽬ 項⽬名 説明 

⼊⼒値 UserInfo 

IMUniqueIDParamModel 

userID 

loginGroupID 

ユーザ情報 

承認情報 

ユーザ ID(必須) 

ログイングループ ID(必須) 

出⼒値 errorCode 

imUniqueID 

エラーコード 

ユニーク ID 
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WFShortCutUrlService 
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GetURL4AgentSettingListWF 

サービス名 WFShortCutUrlService 

メソッド GetURL4AgentSettingListWF 

概要 

代理設定フォームのショートカット URL を取得します 

 

記述項⽬ 

項⽬ 項⽬名 説明 

⼊⼒値 UserInfo 

WFShortCutUrlParamModel

server 

Port 

ユーザ情報 

承認情報 

サーバ名(必須) 

ポート番号(必須) 

出⼒値 errorCode 

shortCutUrl 

エラーコード 

URL 
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GetURL4FlowInfoWF 

サービス名 WFShortCutUrlService 

メソッド GetURL4FlowInfoWF 

概要 

ワークフロー情報フォームのショートカット URL を取得します 

 

記述項⽬ 

項⽬ 項⽬名 説明 

⼊⼒値 UserInfo 

WFShortCutUrlParamModel

server 

Port 

processDefCd 

processCd 

versionCd 

ユーザ情報 

承認情報 

サーバ名(必須) 

ポート番号(必須) 

プロセス定義コード(必須) 

プロセスコード(必須)  

バージョンコード(必須) 

出⼒値 errorCode 

imUniqueID 

エラーコード 

ユニーク ID 
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GetURL4HistoryInfoWF 

サービス名 WFShortCutUrlService 

メソッド GetURL4HistoryInfoWF 

概要 

ワークフロー履歴フォームのショートカット URL を取得します 

 

記述項目 

項⽬ 項⽬名 説明 

⼊⼒値 UserInfo 

WFShortCutUrlParamModel

server 

Port 

processDefCd 

processCd 

versionCd 

ユーザ情報 

承認情報 

 

サーバ名(必須) 

ポート番号(必須) 

プロセス定義コード(必須) 

プロセスコード(必須)  

バージョンコード(必須) 

出⼒値 errorCode 

imUniqueID 

エラーコード 

ユニーク ID 
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WFResultModel 

クラス名 WFResultModel 

クラスの説明 ワークフロー処理結果モデル 

パッケージ jp.co.intra_mart.bpw.webservice.wkf.object 

概要 

ワークフローの処理結果を設定 

 

記述項⽬ 

属性の説明 属性の型 
各属性に設定さ

れる値 
設定される値の説明 

連携情報モデルの配列 WFInfoModel[]     

リターンコード（処理結果） String "0" 正常 

    "-1" 

異常(アプリケーション例外） 

各種 API の処理で正しい処理ができなかった

場合に発⽣する例外。 

例：パラメータの不⼀致、処理する対象でない

アクティビティの指定、存在しない組織コー

ド、すでに処理されたアクティビティなど 

    "-2" 

異常(システム例外） 

各種 API の外部要因が発⽣する例外。 

例：データベースが発⽣する例外、定義ファイ

ルが存在しない、など 

    "-3" 

異常(予期しない例外） 

アプリケーション例外、システム例外以外の例

外。 

この例外は想定できない。 

処理者の種別 String "0" 
申請者 

（プロセスの⼀番先頭＝起票者） 

    "1" 承認者（起票者以外） 

    "2" 
対象者なし（否認終了,取⽌め終了,途中終了【予

約】,通常終了） 

    "-1" リターンコードが「異常」のとき 

終了ステータス String "0" 
処理中（承認や差戻しなどの処理を⾏う対象が

存在する） 

    "1" 否認終了 

    "2" 取⽌め終了 

    "3" 途中終了【予約】 

    "4" 通常終了 

    "-1" リターンコードが「異常」のとき 
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WFResultModel 

クラス名 WFInfoModel 

クラスの説明 何れかの処理後、次の処理対象者情報モデル 

パッケージ jp.co.intra_mart.bpw.webservice.wkf.object 

概要 

ワークフローの次の処理者の情報を設定 

 

記述項⽬ 

属性の説明 属性の型 
各属性に設定さ

れる値 
設定される値の説明 

プロセス定義コード String     

バージョンコード String     

プロセスコード String     

アクティビティコード String     

本来のユーザ ID String     

本来のユーザの会社コード String     

本来のユーザの組織コード String     

本来のユーザの組織名 String     

代理ユーザ ID String   

代理設定されていない場合は、本来のユーザ ID

と同じ ID が設定される。 

代理設定されている場合は、代理のユーザ ID

が設定される。 
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