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1 はじめに 

1.1 本書の目的 
本書は、IM-VisualDesigner の拡張機能を使用する方法を記述しています。 

 
本書に記載されているサンプルプログラムは、IM-VisualDesigner の機能および API 等の使用方法を理解するこ

とに主眼をおいています。そのため、必ずしもベストなコーディング方法とはいえない方法をあえてとっている個所

もあります。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。 

 

1.2 前提条件 
 
 本書に記載されているサンプルプログラムは、スクリプト開発モデルで記載されています。そのため、スクリ

プト開発モデルに関する理解は必須です。 

スクリプト開発モデルに関しては、intra-mart WebPlatform／AppFramework Version 7.2（以下、IWP／

AFW）に付属する各種マニュアルおよび API リストを参照してください。 

 
 本書は、IM-VisualDesigner の解説を目的とするものではありません。そのため本書を理解するには、基

本的な IM-VisualDesigner に関する理解が必要になります。付属する各種マニュアルおよび API リストを

参照してください。 

 
 本書では、一部ワークフロー（ワークフローモジュール）の機能を使用したサンプルプログラムを記載して

いますが、ワークフローの解説を目的とするものではありません。そのため本書を理解するには、基本的な

ワークフローに関する理解が必要になります。 

ワークフローについては、IWP/AFW に付属する各種マニュアルおよび API リストを参照してください。 

 

1.3 準備 
IM-VisualDesigner のサンプルプログラムを実行するための準備をします。 

各製品に付属するインストールガイドを参考に、IM-VisualDesigner が動作する環境を構築してください。 

 

 
各製品のインストール後は、システム管理者でログインし、メニュー［ライセンス］より、初期データインポートを行い、

サンプルデータインポートも必ず行ってください。 
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2 ワークフローと連携して使用する機能 
ここでは、IM-VisualDesigner をワークフローと連携した場合に使用可能な機能について説明します。 

 
IM-VisualDesignerをワークフローと連携して使用するためには、IWP／AFWをインストール時にアドバンスト版以

上でインストールしておく必要があります。また、「ワークフロー連携」画面よりドキュメントとワークフローを連携させ

ておく必要があります。 

 
サンプルプログラムには IWP／AFW で提供する API も使用していますので、IWP／AFW の API リストも合わせ

て参照してください。 

2.1 事前準備 
ここでは、サンプルプログラムを動かす為の、事前の準備について説明します。 

以下の手順に従って、準備を行ってください。 

 
※IM-VisualDesigner Client、及びワークフローとの連携について詳しくは、「IM-VisualDesigner 操作ガイド」を参

照してください。 

2.1.1 IM-VisualDesigner Client での事前準備 
1. メニューから[ファイル]－[テンプレートを開く]－タブ[総務関連]－[キャッシュレス精算書]を選択し、フォ

ームに表示させます。 
 

2. 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。 
 

3. ファイル名に「seisansho」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。 
 

4. 保存した「seisansho.zip」をサーバーへデプロイします。 

2.1.2 intra-mart での事前準備 
1. 「ワークフロー管理者」の権限を持つユーザでログインします。 

 
2. [IM-VisualDesigner]－[マスタメンテナンス]－[ドキュメント一覧]画面より、新規ドキュメントを作成します。 

ドキュメント ID に「seisansho」、登録フォームに「seisansho」を設定して、ドキュメントを作成します。 
 

 
＜ドキュメント登録画面＞ 
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3. [IM-VisualDesigner]－[マスタメンテナンス]－[ワークフロー連携]画面より、「seisansho」をワークフローに

連携します。 
プロセス定義には「キャッシュレス精算書」を入力します。 

 
           ＜ワークフロー連携画面＞ 

4. [ワークフロー]－[マスタメンテナンス]－[プロセス定義]より、先ほどワークフロー連携を行ったプロセス定

義を選択し、フローを編集します。 
ルート設定画面より、以下のようなフローに設定してください。 

 
 申請者 

キャプション 申請者 

後処理 /sample/straform/template/seisan/post_processing1 

対象者 【ロール】ゲストロール 

 
 第 1 承認者 

キャプション 第 1 承認者 

後処理 優先度「1」に「第 2 承認者」を設定 

/sample/straform/template/seisan/post_processing2 

対象者 前処理者の上位組織 

 
 分岐 

キャプション 分岐 

条件判断 優先度「1」に「第 2 承認者」を設定 

/sample/straform/template/seisan/branch_condition 

対象者 【ロール】ゲストロール 

分岐種別 単一ルート 
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 第 2 承認者 

キャプション 第 2 承認者 

対象者 【ロール】レベル 2 ユーザ 

 
 最終承認者 

キャプション 最終承認者 

対象者 【ロール】レベル 3 ユーザ 

 

2.2 審議タスクにおいて追記する機能 
審議タスクにおいて追記する機能とは、IM-VisualDesigner をワークフローと連携して使用する場合に審議タスク

の処理者（以下、承認者）がフォームの内容を追加／更新する機能です。 

 
ここでは、ワークフローの後処理プログラムを使用して、追記情報を設定する方法を説明します。ワークフローの

後処理プログラムについては、IWP／AFW に付属する「ワークフロー仕様書」および「ワークフロー プログラミン

グガイド」を参照してください。 

2.2.1 サンプルの実行（追記） 
 

1. [ワークフロー]－[起票]から、「キャッシュレス精算書」を選択し、申請内容を入力し、申請します。 
また、「添付」のボタンをクリックし、任意のファイルを添付してください。 

 
＜起票画面＞ 

 
2. ログアウトし、次の承認者でログインします。 
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3. [ワークフロー]－[未処理]から、申請したドキュメントの処理ボタンをクリックします。 

“精算期間（開始）”、“精算期間（終了）”、“添付”、“金額”の４つが追記可能になります。 
（添付ファイルは、申請時と同様に登録、削除、ダウンロードが可能です。） 

 
                      ＜承認画面＞ 
 
 

    
＜ファイル添付画面＞ 
 

4. 追記可能である項目の内容を、変更し、申請します。 
 

5. ログアウトし、次の承認者でログインします。 
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6. [ワークフロー]－[未処理]から、承認した案件を選択し、画面を表示します。 

変更した内容が反映され、先ほどの追記可能箇所は、入力不可になります。 
（添付ファイルは、ダウンロードのみが可能です。登録、削除は行えません。） 

 
                         ＜承認画面＞ 

 
          ＜ファイル添付画面＞ 
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2.2.2 サンプルプログラムの解説 

2.2.2.1 “申請者”タスクの後処理プログラム 
“第 1 承認者”タスクの処理画面で、テキストフィールドなどのアイテムを入力可能にするには、“申請者”タスクの

後処理プログラムで proceed メソッドを実行し、追記フラグの状態を変更する必要があります。 

 
後処理のサンプルプログラムは、以下を参照してください。 

 
%Resorce Service%/pages/src/sample/straform/template/seisan/post_processing1.js 

 
サンプルプログラム内の 38 行目から記述されている以下の部分を参照してください。 

 
37 // ユーザアプリケーションキー取得 

38 var oWkfProcess = new WkfProcess( processDefCd , versionCd , processCd , groupId ); 

39 var appKeys = oWkfProcess.getApplicationKeys(); 

 
ワークフローＡＰＩの WkfProcess オブジェクトを利用して、プロセス情報を取得しています。 

IM-VisualDesignerでは、申請時にワークフローのアプリケーションキー配列の第 1 要素に「ドキュメントＩＤ」を、第

2 要素に「登録データＩＤ」を設定していますので、WkfProcess オブジェクトを使用することでアプリケーションキー

情報から「ドキュメントＩＤ」、「登録データＩＤ」を取得することが出来ます。 

 
次に、サンプルプログラム内の 47 行目から記述されている以下の部分を参照してください。 

 
47 var itemList = [{"itemId" : "start_date", "postscriptType" : StraformUtility.WRITE}, 

48     {"itemId" : "end_date", "postscriptType" : StraformUtility.WRITE}, 

49     {"itemId" : "adjustment_money", "postscriptType" : StraformUtility.WRITE}, 

50     {"itemId" : "amount_money", "postscriptType" : StraformUtility.WRITE}, 

51     {"itemId" : "Button1", "postscriptType" : StraformUtility.WRITE} 

52     ]; 

 
ここでは、“精算期間（開始） start_date”、“精算期（終了） end_date”、“合計金額 adjustment_money”、“金額 

amount_money”、“添付 Button1”の 5 つのアイテムを「追記可能」にしています。 

これら５つは「追記可能」に変更するので、各アイテムに定数「StraformUtility.WRITE」を指定しています。 

 

 
【postscript_flag の指定（定数）】 

承認者追記不可（非表示） StraFormUtility.INVISIBLE 

承認者追記不可（読み取り専用） StraFormUtility.READONLY 

承認者追加 StraFormUtility.WRITE 

 
次に、サンプルプログラム内の 54 行目から記述されている以下の部分を参照してください。 

 
54 var utility = new StraformUtility(groupId); 

55 var result = utility.changePostscriptFlag(appKeys [0]. parameter_cd, appKeys [1]. parameter_cd, itemList); 

56 if(result.error) { 

57  return STATUS_FAULT; 

58 } 
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StraformUtility オブジェクトのコンストラクタを生成し、changePostscriptFlag メソッドを実行しています。 

ここでは、設定したアイテムに対して追記フラグの状態を「追記可能」に変更します。 

 
changePostscriptFlag メソッドについては、ＡＰＩリストを参照してください。 

 

2.2.2.2 “第 1 承認者”タスクの後処理プログラム 
“第 2 承認者”もしくは“最終承認者”タスクの処理画面で、追記可能にしたテキストフィールドなどのアイテムを入

力できない状態にするには、”申請者“タスクの後処理プログラムと同様に、“第 1 承認者”タスクの後処理プログラ

ムで proceed メソッドを実行し、追記フラグの状態を変更する必要があります。 

proceed メソッドで追記不可の後処理プログラムを実行しなかった場合、追記可能にしたアイテムは、その後の承

認者に対しても追記可能な状態になります。 

 
後処理のサンプルプログラムは、以下を参照してください。 

 
%Resorce Service%/pages/src/sample/straform/template/seisan/post_processing2.js 

 
サンプルプログラム内の 47 行目から記述されている以下の部分を参照してください。 

 
47 var itemList = [{"itemId" : "start_date", "postscriptType" : StraformUtility.READONLY }, 

48     {"itemId" : "end_date", "postscriptType" : StraformUtility.READONLY }, 

49     {"itemId" : "adjustment_money", "postscriptType" : StraformUtility.READONLY }, 

50     {"itemId" : "amount_money", "postscriptType" : StraformUtility.READONLY }, 

51     {"itemId" : "Button1", "postscriptType" : StraformUtility.READONLY } 

52     ]; 

 
ここでは、追記可能にした“精算期間（開始）  start_date”、“精算期（終了）  end_date”、“合計金額 

adjustment_money”、“金額 amount_money”、“添付 Button1”の 5 つの追記フラグを変更しています。 

 
5 つのアイテムを「追記不可（読み取り専用）」の状態に変更するので、定数「StraformUtility.READONLY」を指

定しています。 

 
あとは、“申請者”タスクの後処理プログラム同様に、StraformUtility オブジェクトのコンストラクタを生成し、

changePostscriptFlag メソッドを実行し、設定したアイテムに対して追記フラグの状態を「追記不可」に変更します。 

このように、「追記フラグ」の状態を変更することで、タスク毎に項目の表示/非表示、追記の可否を自由に変更す

ることができます。 
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2.3 分岐プログラムの作成 
分岐プログラムとは、作成したフローの遷移先を特定の条件で切り替えるためのワークフローの機能です。 

分岐プログラムについては、IWP／AFWに付属する「ワークフロー仕様書」および「ワークフロー プログラミングガ

イド」を参照してください。 

 
ここでは、IM-VisualDesigner Client で作成されたフォームで、申請時に入力された値を使用して、ワークフローの

分岐プログラムを作成する方法を説明します。 

2.3.1 サンプルの実行（分岐） 
1. [ワークフロー]－[起票]より、「キャッシュレス精算書」を、選択します。 

 
                       ＜起票一覧画面＞ 

 
2. 起票画面が表示されたら、“金額”に「5000」を入力し、申請処理を行ってください。 

 
＜申請画面＞ 
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3. 同様に、[ワークフロー]－[起票]より、「キャッシュレス精算書」を選択し、起票画面を表示します。 
今度は、“金額”に「4999」を入力し、申請処理を行ってください。 

 
＜申請画面＞ 

 
4. ログアウトし、次の承認者でログインします。 

 
5. [ワークフロー]－[未処理]から、上記で申請した２つの案件を「承認」で処理します。 

 
6. ログアウトし、申請者でログインします。 

 
7. [ワークフロー]－[起票済み]を選択し、「起票済み一覧」を表示します。 

“金額”に「5000」を入力した案件は、「現在の処理者」がレベル 2 ユーザであることが確認できます。 
“金額”に「4999」を入力した案件は、「現在の処理者」がレベル 3 ユーザであることが確認できます。 
合わせて、フロー情報画面より、フローの情報も確認することができます。 
 

    
＜起票済案件一覧＞ 
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＜「金額：5000 円を入力した案件」のフロー情報画面＞ 

 
            

 
          ＜「金額：4999 円を入力した案件」のフロー情報画面＞ 
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2.3.2 サンプルプログラムの解説 
“分岐”タスクの条件プログラムで isSatisfied メソッドを実行し、申請書で入力された値を取得しています。 

その入力された値を条件に、フローの制御を行います。 

 
後処理のサンプルプログラムは、以下を参照してください。 

 
%Resource Service%/pages/src/sample/straform/template/seisan/branch_condition.js 

 
サンプルプログラム内の 40 行目から記述されている以下の部分を参照してください。 

 
39 // ユーザアプリケーションキー取得 

40 var oWkfProcess = new WkfProcess( processDefCd , versionCd , processCd , groupId ); 

41 var appKeys = oWkfProcess.getApplicationKeys(); 

 
ワークフローＡＰＩの WkfProcess オブジェクトを利用して、プロセス情報を取得しています。 

IM-VisualDesigner では、申請時にワークフローのアプリケーションキー配列の第 1 要素に「ドキュメントＩＤ」を第 2

要素に「登録データＩＤ」を設定していますので、WkfProcess オブジェクトを使用することでアプリケーションキー

情報から「ドキュメントＩＤ」、「登録データＩＤ」を取得することが出来ます。 

 
次にサンプルプログラム内の 47 行目から記述されている以下の部分を参照してください。 

 
47 var utility = new StraformUtility(groupId); 

48 var itemData = utility.getItemData(appKeys [0].parameter_cd, appKeys [1]. parameter_cd); 

49 if(itemData.error) { 

50  throw new Error(); 

51 } 

 
StraformUtility オブジェクトのコンストラクタを生成し、getItemData メソッドを実行しています。 

getItemData メソッドの使い方は、ＡＰＩリストを参照してください。 

 
次にサンプルプログラム内の 52 行目から記述されている以下の部分を参照してください。 

 
52 if(itemData.data.adjustment_money < 5000) return false; 

53    return true; 

 
getItemData メソッドを実行して取得された「itemData」から、“金額（adjustment_money)”を取得しています。 

その“金額”が 5000 に満たない場合は、返却値に“偽(false)”をセットしています。 

 
あとは、ワークフローモジュールにおいて、ルート制御が行われます。
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3 ドキュメントの表示 
ここでは、プログラムから画面に表示する出力ドキュメントを生成する方法を解説します。独自のプログラム内から

IM-VisualDesigner で作成したドキュメントを利用した場合など、以下の内容を参考にしてください。 

 
IM-VisualDesigner の API を利用することで任意のデータを設定して画面に表示する出力ドキュメント(HTML)を

生成することができます。ドキュメントを生成するには、以下の API を利用します。 

 
 利用する API 

 SFDataSource オブジェクト 

ドキュメントに表示するデータを設定するオブジェクトです。 

 SFDocumentCompiler 
出力ドキュメントの HTML を生成するオブジェクトです。 

3.1 各 API の解説 
ここでは、出力ドキュメントを生成するために利用する各 API について説明します。 

3.1.1 SFDataSource オブジェクト 
データソースオブジェクトは出力ドキュメントの各項目に任意のデータを設定するために利用します。 

SFDataSource オブジェクトの各関数については、API リストを参照してください。 

3.1.1.1 基本的な使い方 
データを設定するには、SFDataSource オブジェクトのインスタンスを生成し、[put 関数]を使用してデータをセットし

ていきます。 

 
var data = new SFDataSource(userCd, loginGroupId, locale); 

data.put("TextField1", "data1"); 

 
インスタンス生成時の引数は以下のとおりです。 

 ユーザ CD 

このドキュメントを使用するユーザのユーザ CD を指定します。テキストフィールドに「ユーザ情報」を表示

する場合に、ここで指定されたユーザのユーザ情報が表示されます。 

 ログイングループ ID 

ログイングループ ID を指定します。ログイングループ ID はドキュメント情報やフォームの情報等、アプリケ

ーション情報を取得する際に利用されます。 

 ロケール 

出力ドキュメントのロケールを指定します。「ユーザ情報」のユーザ名や所属組織を取得する際に利用され

ます。 

 
SFDataSource.put 関数の引数は以下のとおりです。 

 アイテム名 

データを設定する項目の項目名を指定します。値を設定する項目の名前を指定します。 

 データ 

フォームの各入力項目に表示するデータを設定します。 
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SFDataSource オブジェクトに「行追加」アクションの対象行になっている行内に設定されている項目の値を設定す

る場合は、[putItemData 関数]を使用します。 

引数には以下のようにプロパティ名に「行追加」アクションの対象行のあるテーブルのテーブル名を指定し、値

には、表示する行数分のオブジェクトの配列を設定したオブジェクトを指定します。 

 
var itemData = { 

    "Table1" : [ 

        { 

            "TextField1" : "data1", 

            "TextField2" : "data2" 

        }, { 

            "TextField1" : "data3", 

            "TextField2" : "data4" 

        } 

    ] 

}; 

var data = new SFDataSource(userCd, groupId, locale); 

data.putItemData(itemData); 

 
SFDataSource.putItemData 関数の引数には、プロパティ名に値を設定する項目の項目名、値に表示するデータ

を保持するオブジェクトを指定します。SFDocumentDataManager.getItemData 関数を使用して取得した登録デー

タオブジェクトをそのまま、引数に指定して設定することも可能です。 

 
var manager = new SFDocumentDataManager(userCd, groupId); 

var itemData = manager.getItemData(documentId, insertId, false); 

 

var data = new SFDataSource(userCd, groupId, locale); 

data.putItemData(itemData); 

 
出力ドキュメント(HTML)を生成する場合、データソースオブジェクトにドキュメント ID 等のシステム制御用のパラメ

ータを設定する必要があります。 

3.1.1.2 標準ドキュメント出力で必要となるパラメータ 
ドキュメントを標準ドキュメントとして出力ドキュメントを生成する場合にシステムで必要となるパラメータは以下の通

りです。 

 

設定項目 項目名 必須 説明 

ドキュメント ID sf_document_id ◯  
ドキュメント履歴番号 sf_document_no × 使用するドキュメントのバージョンを指定する場合

に設定します。指定されていない場合は、現在日

付で有効なバージョンが自動的に設定されます。 
フォーム ID sf_form_id × 表示するフォームを指定する場合に設定します。

指定されていない場合は、使用フォーム情報から

ページ種別にあわせて自動的に設定されます。 
データ登録 ID sf_insert_id △ 更新画面および参照画面を表示する場合、必須

項目になります。 

＜標準ドキュメントの設定項目＞ 
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3.1.1.3 ワークフローと連携したドキュメント出力で必要となるパラメータ 
ワークフローの処理画面(申請・承認等)用の出力ドキュメントを生成する場合にシステムで必要となるパラメータは

以下のとおりです。 

 

設定項目 項目名 必須 説明 

フォーム ID sf_form_id × 表示するフォームを指定する場合に設定し

ます。指定されていない場合は、使用フォ

ーム情報からページ種別にあわせて自動

的に設定されます。 
ログインユーザ CD account ◯  
プロセス定義 CD bpw_process_def_cd ◯  
バージョン CD bpw_version_cd ◯  
アクティビティ CD bpw_activity_cd ◯  
プロセス CD bpw_process_cd △ 申請以外の画面を表示する場合、必須に

なります。 
親プロセス定義 CD parent_process_def_cd △ サブプロセスの処理画面を表示する場合、

必須になります。 親バージョン CD parent_version_cd 
親プロセス CD parent_process_cd 
起票指定日 bpw_draft_appoint_date △ 申請画面を表示する場合、必須になりま

す。 
ユーザアプリケーショ

ンキー 
bpw_parameter_cds ◯  

＜ワークフロー連携ドキュメントの設定項目＞ 

 
ワークフローの処理画面として生成する場合、ワークフローのリクエストパラメータが必要になります。上記の表

に記載されているパラメータはその中でも最低限必要となる項目のみ記載してあります。記載されていないリクエ

ストパラメータも、全て設定することを推奨します。ワークフローのリクエストパラメータについては「intra-mart 

WebPlatform/AppFramework Ver.7.2 ワークフロー プログラミングガイド」を参照してください。 

ワークフローと連携したドキュメントでは、プロセス定義コード・バージョンコードを元に連携情報からドキュメント

が特定されます。そのため、ドキュメント ID は指定しません。 

 

3.1.1.4 IM-Workflow と連携したドキュメント出力で必要となるパラメータ 
IM-Workflow の処理画面(申請・承認等)用の出力ドキュメントを生成する場合にシステムで必要となるパラメータ

は以下のとおりです。 

 

設定項目 項目名 必須 説明 

フォーム ID sf_form_id △ 表示するフォームを指定する場合に設定し

ます。指定されていない場合は、使用フォ

ーム情報からページ種別にあわせて自動

的に設定されます。 
ログイングループ ID imwGroupId ◯  
処理者 CD imwUserCode ◯  
フローID imwFlowId ◯  
ノード ID imwNodeId ◯  
コンテンツ ID imwContentsId ◯  
申請基準日 imwApplyBaseDate △ 申請画面を表示する場合、必須になりま

す。 
ユーザデータ ID imwUserDataId △ 申請画面以外の処理画面を表示する場

合、必須になります。 
システム案件 ID imwSystemMatterId △ 申請画面以外の処理画面を表示する場

合、必須になります。 
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処理完了後に遷移する

画面のスクリプトパス 
imwNextScriptPath × 任意の画面(スクリプト開発モデル)へ遷移

する場合に指定します。 
処理完了後に遷移する

画面のアプリケーション
ID 

imwNextApplicationId × 任意の画面へ遷移する場合に指定しま

す。(このパラメータを指定する場合は、

imwNextServiceId も指定してください。) 
処理完了後に遷移する

画面のサービス ID 
imwNextServiceId × 任意の画面へ遷移する場合に指定しま

す。 
処理完了後に遷移する

画面のパス 
imwNextPagePath × 任意の画面(Servlet or JSP)へ遷移する場

合に指定します。 

＜IM-Workflow 連携ドキュメントの設定項目＞ 

 
IM-Workflow の処理画面として生成する場合、IM-Workflow のリクエストパラメータが必要になります。上記の

表に記載されているパラメータはその中でも最低限必要となる項目のみ記載してあります。記載されていないリク

エストパラメータも、全て設定することを推奨します。 IM-Workflow のリクエストパラメータについては

「IM-Workflow Ver.7.2 プログラミングガイド」を参照してください。 

IM-Workflow と連携したドキュメントでは、コンテンツ ID を元に連携情報からドキュメントが特定されます。その

ため、ドキュメント ID は指定しません。 

処理完了後に遷移する画面のパスが指定されていない場合、「imwCallOriginalPagePath(呼び出し元ページ

パス)」が指定されていれば「imwNextScriptPath」に「imwCallOriginalPagePath」の値が指定されます。 

 

3.1.2 SFDocumentCompiler オブジェクト 
ドキュメントコンパイラオブジェクトは指定されたデータソースオブジェクトの内容を元に IM-ViaulDesigner で作成

したドキュメントから、各ドキュメント種別にあわせて出力ドキュメント(HTML)を生成します。 

 

3.1.2.1 基本的な使い方 
出力ドキュメントを生成するには、ドキュメント種別、ページ種別を指定してインスタンス生成を生成し、[compile 関

数]を使用します。 

 
var documentType = SFDocumentCompiler.DOCUMENT_STD;  //ドキュメント種別 

var pageType = SFDocumentCompiler.REGISTRATION_PAGE;  //ページ種別 

 

var compiler = new SFDocumentCompiler(documentType, pageType); 

var result = compiler.compile(data, false); 

 
また、リクエストの内容をそのまま利用して、出力ドキュメントを生成する場合は[compileByRequest 関数]を使用し

ます。 

 
var compiler = new SFDocumentCompiler(documentType, pageType); 

var result = compiler.compileByRequest(false); 

 
[compileByRequest 関数]を使用した場合、リクエストパラメータから各項目の名前と同じパラメータ名の値をそれ

ぞれの入力項目に設定されます。また、出力ドキュメントの生成に必要なドキュメント ID等のパラメータがリクエスト

パラメータに含まれている必要があります。 
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3.1.2.2 ドキュメント種別 
ドキュメント種別は出力ドキュメントの種別をあらわします。ドキュメント種別には以下の種別が指定できます。 

 

ドキュメント種別 定数 値 

標準ドキュメント DOCUMENT_STD STD 
ワークフロー連携ドキュメント DOCUMENT_BPW BPW 
IM-Workflow 連携ドキュメント DOCUMENT_IMW IMW 
BPM 連携ドキュメント DOCUMENT_BPM BPM 

 
ワークフロー連携ドキュメント、IM-Workflow 連携ドキュメントを生成する場合は、それぞれの連携情報をあらか

じめ登録しておく必要があります。 

 

3.1.2.3 ページ種別 
ページ種別は登録・参照等の表示するページの種別をあらわします。ページ種別には以下の種別が指定できま

す。 

 

ページ種別 定数 値 備考 

登録 REGISTRATION_PAGE REGISTRATION 標準ドキュメント ：登録画面 
ワークフロー ：起票画面 
IM-Workflow ：申請画面 
BPM ：プロセスの開始画面 

更新 EDIT_PAGE EDIT 標準ドキュメント ：更新画面 
ワークフロー ：再申請画面 
IM-Workflow ：再申請画面 
BPM ：プロセスの処理画面 

処理 POSTSCRIPT_PAGE POSTSCRIPT 処理（承認）画面 
（ワークフロー、IM-Workflow 連携ドキ

ュメントのみ指定可能） 
参照 REFERENCE_PAGE REFERENCE 標準ドキュメント ：参照画面 

ワークフロー ：詳細・参照画面 
IM-Workflow ：確認・参照・詳細画面 
BPM ：通知・参照画面 

プレビュー PREVIEW_PAGE PREVIEW プレビュー画面 
（標準ドキュメントのみ指定可能） 

 
指定できるページ種別はドキュメント種別によって異なります。指定不可能なページ種別が指定された場合は

エラーになります。（例えば、ドキュメント種別を「標準ドキュメント」とし、ページ種別を「処理画面」にした場合、エ

ラー[UnsupportedOperationException]が発生します。） 

 

3.1.2.4 isUseDBData の指定 
[compile 関数]の第 2 引数「isUseDBData」にはデータベースに登録されている値をドキュメントに表示するかど

うかを指定します。登録・申請画面では一時保存データが存在する場合、保存されているデータを表示します。

更新・処理・参照画面では指定されたキー(標準ドキュメントではデータ登録 ID)のデータを取得し表示します。 

BPM 連携ドキュメントの場合、データは BPM サーバに登録されている為、この引数は無効になります。 
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3.2 標準ドキュメントの表示サンプル 
標準ドキュメントの表示サンプルでは、稟議番号に「No.0001」が入力された稟議登録画面を開きます。 

このサンプルのプログラムは、以下を参照してください。 

 
%Resource Service%/pages/src/sample/straform/standard/display_std_doc.js 

 
1. 一般ユーザでログインし、メニューから[IM-VisualDesigner]－[サンプル]－[標準ドキュメント登録画面]

をクリックします。 

 
＜稟議書の登録開始画面＞ 

メニューをクリックすると、ドキュメント「稟議書」の登録画面が表示されます。登録画面には稟議書の登録開始

画面に設定されている「稟議登録」フォームが出力されます。 

 また、プログラム内で「ringi_no」に「No.0001」を設定しているため、稟議番号に「No.0001」と表示されます。 
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4 データの登録 
ここでは、ドキュメントのテーブル設定で設定されたテーブルにデータを登録する方法および、登録データの取得、

更新、削除の方法を説明します。 

 
ドキュメントの登録データを操作するには、以下の API を利用します。 

 利用する API 

 SFRequestParser 
リクエストパラメータからフォームの各入力フィールドに入力された値を取得するオブジェクトです。 

 SFDocumentDataManager 
テーブル設定で設定されたテーブルへデータの登録や削除といった操作を行うオブジェクトです。 

 

4.1 各 API の解説 
ここでは、データの登録時に使用する各 API の説明を行ないます。 

4.1.1 SFRequestParser オブジェクト 
リクエストパーサーオブジェクトはブラウザに表示した出力ドキュメントからサーバへ送信されたリクエストパラメータ

からドキュメントの各項目の入力データのみを取得するためのオブジェクトです。 

4.1.1.1 基本的な使い方 
リクエストパラメータからドキュメントの各項目の入力データを取得するには、SFRequestparser オブジェクトの

[parse 関数]を使用します。 

 
var parser = new SFRequestParser(userCd, groupId); 

var result = parser.parse(); 

if(result.error) { 

    // エラー処理 

} 

var itemData = result.data; 

 
 また、ワークフローの後処理プログラムや IM-Workflow のアクション処理プログラム内で各項目の入力データを

取得する場合は、[parseData 関数]を使用します。後処理プログラムやアクション処理プログラムでは、入力パラメ

ータにオブジェクトとして、リクエストの内容が渡ってくるため[parseData 関数]を使用する必要があります。 

 
var parser = new SFRequestParser(userCd, groupId); 

var result = parser.parseData(userParameter); 

if(result.error) { 

    // エラー処理 

} 

var itemData = result.data; 

 
 返却された入力データ情報オブジェクトはプロパティに「項目名」、値に「入力データ」が設定されたオブジェクト

になります。また、入力データは、各項目のデータ型にあわせて、文字列型の場合String、数値型の場合Number、

日付型の場合 Date に変換されます。 

 出力ドキュメントに「複数選択可能なリスト」アイテムが設定されており、リスト内の複数の項目が選択されている

場合は、選択された項目の送信値がカンマ区切りで返却されます。 
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 出力ドキュメントに「テーブル行を追加」アクションが設定されている場合、行追加の対象となっているテーブル

に配置されている項目の入力データは配列で返却されます。 

＜例＞行追加の対象のテーブルの項目名が「Table1」で追加される行に TextField1,2,3 の３つの項目が設定され

ている場合、返却される入力データ情報オブジェクトは以下のようになります。 

 

入力データオブジェクト 

Table1(Array) 0 (Object) TextField1 (String or Number or Date) 
TextField2 (String or Number or Date) 
TextField3 (String or Number or Date) 

1 (Object) TextField1 (String or Number or Date) 
TextField2 (String or Number or Date) 
TextField3 (String or Number or Date) 

 

4.1.2 SFDocumentDataManager オブジェクト 
ドキュメントデータマネージャオブジェクトは IM-VisualDesigner のテーブル設定で設定されたテーブルにデー

タを登録する場合や登録されたデータを取得する場合に使用する登録データ管理用のオブジェクトです。 

 

4.1.2.1 基本的な使い方 
 データを登録する場合は、SFDocumentDataManager オブジェクトの[insertItemData 関数]を使用します。 

 
var documentId = request.sf_document_id; 

var documentNo = request.sf_document_no-0; 

var insertId = request.sf_insert_id; 

 

var manager = new SFDocumentDataManager(userCd, groupId); 

var result = manager.insertItemData(documentId, documentNo, insertId, itemData); 

if(result.error) { 

    // エラー処理 

} 

 
第３引数に指定されたデータ登録 ID(insertId)にをキーとし、第４引数に指定された入力データ情報オブジェク

ト（itemData)の内容を登録します。 

 SFDocumentDataManager オブジェクトは、トランザクションの開始や終了を行わないので、データを登録する場

合は、DatabaseManager.beginTransaction()を使用してトランザクションを開始してから登録処理を行ってください。 

 
 データを更新する場合は、SFDocumentDataManager オブジェクトの[updateItemData 関数]を使用します。 

 
var documentId = request.sf_document_id; 

var documentNo = request.sf_document_no-0; 

var insertId = request.sf_insert_id; 

 

var manager = new SFDocumentDataManager(userCd, groupId); 

var result = manager.updateItemData(documentId, documentNo, insertId, itemData); 

if(result.error) { 

    // エラー処理 

} 

 
 [updateItemData 関数]では入力データ情報オブジェクト(itemData)のプロパティに設定された項目のみ更新しま

す。また、値に null が指定されている項目も更新されません。(例えば、「itemData.TextField1 = null」のように設定

した場合、「TextField1」のデータは更新されず、登録時の値のままになります。) 
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4.2 標準ドキュメントの登録サンプル 
標準ドキュメントの登録サンプルでは「3.2 標準ドキュメントの表示サンプル」で表示した稟議書の入力データを登

録するサンプルプログラムになっています。このサンプルのプログラムは、以下を参照してください。 

 
%Resource Service%/pages/src/sample/straform/standard/insert_data.js 

 
1. 一般ユーザでログインし、メニューから[IM-VisualDesigner]－[サンプル]－[標準ドキュメント登録画面]

をクリックします。 

 
＜稟議書の登録開始画面＞ 

 
2. 各入力フィールドに値を入力し、[確認]ボタンをクリックします。 

 
＜稟議書の登録画面＞ 

 
3. [処理]ボタンをクリックすると、「insert_data.js」の init 関数が実行され入力データが登録され、稟議書一

覧に登録されたデータが表示されます。 

 
＜稟議書一覧画面＞ 

 
サンプルでは、登録処理のみ実装されています。その為、登録したデータの更新はできません。 
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