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1 はじめに 

1.1 目的 
本ドキュメントは、intra-mart で使用されるアプリケーション共通マスタの検索画面の仕様および各種設定につい

て説明をすることを目的とします。具体的には、以下の検索画面についての説明をします。 

 

 ユーザ検索 

 会社・組織検索 

 パブリックグループ検索 

 プライベートグループ検索 
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2 ユーザ検索 

2.1 検索仕様 
ユーザ検索画面は、大きく分類して「図 2-1 ユーザ検索のメイン画面」の方法でユーザ情報を検索することがで

きます。以下にそれらの概要を説明します。 

 

 

図 2-1 ユーザ検索のメイン画面 

2.1.1 キーワード検索 

入力されたキーワードに合致し、かつグループリストで選択されたグループに所属するユーザ情報の一覧を取得

します。グループリストで選択できるのは、「会社・組織」、「会社・組織[主所属のみ]」、「パブリックグループ」、「プ

ライベートグループ」のいずれかのみで、ロールは選択できません。 

キーワード、検索対象、検索条件の仕様は「表 2-1 キーワード検索の仕様」のようになります。大量データモード

については、「2.4.3 大量データモード」で説明します。 

 

表 2-1 キーワード検索の仕様 

 大量データモードなし 大量データモードあり 

検索キーワード 入力なしの場合は、全件を検索 入力なしの場合は、検索条件設定エラー 

検索対象 『ユーザコード』、『ユーザ名』、『ユーザ名

カナ』の任意の組合せ 
『ユーザコード』、『ユーザ名』、『ユーザ名カ

ナ』のいずれか１つ 

検索条件 『部分一致』、『前方一致』、『完全一致』の

いずれか１つ 
『前方一致』、『完全一致』のいずれか１つ 

 

たとえば、グループを『会社・組織』、検索キーワードを『アオヤギ』、検索条件を『ユーザ名カナ』、検索対象を『前

方一致』という設定をした場合は、任意の会社・組織に所属し、ユーザ名カナが『アオヤギ』で始まるユーザの一

覧が取得されます。 

※グループリストで選択されたグループは、 
キーワード検索、あかさたな検索で所属

を絞りこむ条件としても使用されます。 
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2.1.2 あかさたな検索 

あかさたな検索には、「行検索」と「頭文字検索」の 2 種類が用意されています。 

「行検索」と「頭文字検索」は、%ServerRoot%/conf/parameter.xml 内の以下パラメータで変更することが可能で

す。 

※ 「行検索」か「頭文字検索」かのいずれかを選択します。 

 
パラメータ名 user.search.pattern 

下記の値のいずれか 
true 行検索を利用する場合（ユーザ設定可能） 

値 

false 頭文字検索を利用する場合（検索文字固定） 
デフォルト値 false 

 

2.1.2.1 あかさたな検索 － 行検索 

『ユーザ名カナ』に前方一致し、かつグループリストで選択されたグループに所属するユーザ情報の一覧を取得

します。グループリストで選択できるのは、「会社・組織」、「会社・組織[主所属のみ]」、「パブリックグループ」、「プ

ライベートグループ」のいずれかになります。 

intra-martインストール時の検索条件の設定は、「表 2-2 あかさたな検索（行検索）の条件」のとおりです。 

 

表 2-2 あかさたな検索（行検索）の条件 

表示文字 前方一致検索で使用される検索値 

あ ア、イ、ウ、エ、オ 

か カ、キ、ク、ケ、コ、ガ、ギ、グ、ゲ、ゴ 
さ サ、シ、ス、セ、ソ、ザ、ジ、ズ、ゼ、ゾ 

た タ、チ、ツ、テ、ト、ダ、ヂ、ヅ、デ、ド 
な ナ、ニ、ヌ、ネ、ノ 

は ハ、ヒ、フ、ヘ、ホ、バ、ビ、ブ、ベ、ボ、パ、ピ、プ、ペ、ポ 
ま マ、ミ、ム、メ、モ 

や ヤ、ユ、ヨ 
ら ラ、リ、ル、レ、ロ 

わ ワ 
A - Z A～Z、 a～z 

 

上記の条件でグループに『パブリックグループ』、検索条件に「あ」を選択した場合は、任意のパブリックグループ

に所属し、ユーザ名カナが「ア」、「イ」、「ウ」、「エ」、「オ」のいずれかで始まるユーザの一覧が取得されます。 

あかさたな検索の条件は、設定により変更することができます。条件設定についての詳細は「2.4.2 あかさたな検

索」で説明します。 
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2.1.2.2 あかさたな検索 － 頭文字検索 

『ユーザ名カナ』に前方一致し、かつグループリストで選択されたグループに所属するユーザ情報の一覧を取得

します。グループリストで選択できるのは、「会社・組織」、「会社・組織[主所属のみ]」、「パブリックグループ」、「プ

ライベートグループ」のいずれかになります。 

intra-martインストール時の検索条件の設定は、「表 2-3 あかさたな検索（頭文字検索）の条件」のとおりです。 

 

表 2-3 あかさたな検索（頭文字検索）の条件 

表示 
文字 

検索値 表示 
文字 

検索値 表示 
文字 

検索値 表示 
文字 

検索値 表示 
文字 

検索値 

あ あ|ア い い|イ う う|ウ え え|エ お お|オ 

か か|が|カ|ガ き き|ぎ|キ|ギ く く|ぐ|ク|グ け け|げ|ケ|ゲ こ こ|ご|コ|ゴ 
さ さ|ざ|サ|ザ し し|じ|シ|ジ す す|ず|ス|ズ せ せ|ぜ|セ|ゼ そ そ|ぞ|ソ|ゾ 

た た|だ|タ|ダ ち ち|ぢ|チ|ヂ つ つ|づ|ツ|ヅ て て|で|テ|デ と と|ど|ト|ド 
な な|ナ に に|ニ ぬ ぬ|ヌ ね ね|ネ の の|ノ 

は は|ば|ぱ|ハ| 
バ|パ 

ひ ひ|び|ぴ|ヒ| 
ビ|ピ 

ふ ふ|ぶ|ぷ|フ|
ブ|プ 

へ へ|べ|ぺ|ヘ| 
ベ|ペ 

ほ ほ|ぼ|ぽ|ホ|
ボ|ポ 

ま ま|マ み み|ミ む む|ム め め|メ も も|モ 

や や|ヤ － － ゆ ゆ|ユ － － よ よ|ヨ 
ら ら|ラ り り|リ る る|ル れ れ|レ ろ ろ|ロ 

わ わ|ワ － － を を|ヲ － － ん ん|ン 

 

グループに『パブリックグループ』、検索条件に「あ」を選択した場合は、任意のパブリックグループに所属し、ユー

ザ名カナの頭文字が「あ」及び「ア」で始まるユーザの一覧が取得されます。 

 

2.1.3 所属グループから検索 

グループリストで選択された種類のグループ（またはロール）を検索し、そこに所属するユーザ情報を取得します。

（ロールの場合は、検索されたロールを所有するユーザ情報を取得します） 

選択することができるグループは、「会社・組織」、「会社・組織[主所属のみ]」、「パブリックグループ」、「プライベ

ートグループ」、「ロール」のいずれかになります。これらのリストへの表示は、検索画面起動時のパラメータにより

変更することができます。設定変更については、「2.3.4 所属グループのリスト」で説明します。 

2.1.3.1 会社・組織 

ツリー（またはリンク）から選択された組織を所属とする（主所属を含む）ユーザの情報を取得します。 

表示される組織の情報は、「公開ゾーン」または「検索属性」の設定により絞り込むことができます。設定方法につ

いては、「2.3.8 公開ゾーン （会社・組織）」および「2.3.9 検索属性」で説明します。 

また、公開ゾーン、検索ゾーンの詳細についてはアプリケーション共通マスタ説明資料を参照して下さい。 

2.1.3.2 会社・組織 （主所属のみ） 

ツリー（またはリンク）から選択された組織を主所属とするユーザの情報を取得します。 

表示される組織の情報は、「公開ゾーン」または「検索属性」の設定により絞り込むことができます。設定方法につ

いては、「2.3.8 公開ゾーン （会社・組織）」および「2.3.9 検索属性」で説明します。 

また、公開ゾーン、検索ゾーンの詳細についてはアプリケーション共通マスタ説明資料を参照して下さい。 

2.1.3.3 パブリックグループ 

ツリー（またはリンク）から選択されたパブリックグループに登録されているユーザの情報を取得します。 

表示されるグループの情報は、「公開ゾーン」の設定により絞り込むことができます。設定方法については、

「2.3.10 公開ゾーン （パブリックグループ）」で説明します。 
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公開ゾーンの詳細についてはアプリケーション共通マスタ説明資料を参照して下さい。 

2.1.3.4 プライベートグループ 

ツリー（またはリンク）から選択されたプライベートグループに登録されているユーザの情報を取得します。 

対象となるプライベートグループの所有者は、検索画面起動時のパラメータで指定することができます。設定方法

については、「2.3.15 プライベートグループ所有ユーザ」で説明します。 

2.1.3.5 ロール 

ロールを検索し、選択されたロールまたはそのサブロールを保有するユーザの情報を取得します。 

検索画面起動時のパラメータにロールIDが設定された場合は、そのロールIDを保有するユーザの検索が行われ

るため、グループリストからロールを選択することができなくなります。ロールIDの設定については「2.3.11 ロール

ID」で説明します。 
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2.2 ユーザ検索の構成 
ここでは、ユーザ検索の画面遷移および構成するファイルについて説明します。 

2.2.1 画面遷移 

ユーザ検索の画面遷移は「図 2-2 ユーザ検索の画面遷移」のようになります。 

 

メイン画面

グループ
ツリー（リンク）

表示画面

ユーザ一覧画面

ロール検索画面 ロール一覧画面

キーワード検索
あかさたな検索

グループ検索

ロール検索

グループ
所属ユーザ

ロール
保有ユーザ

グループから検索

 

図 2-2 ユーザ検索の画面遷移 

グループ検索を行う場合は、設定によりツリー形式またはリンク形式で表示されます。ツリー形式表示は、一度に

すべてのグループ情報を取得するため、一度グループ情報を取得してしまえば、それ以降はクライアントだけで

組織の検索ができるという特徴があります。 

また、リンク形式表示は一度にすべてのグループ情報の取得は行わず、選択されたグループの配下のグループ

の情報のみ取得するので、グループを構成する要素が大量になった場合にパフォーマンスで優れているという特

徴があります。 

intra-martインストール時の設定では、ツリー形式で表示されます。設定方法については「2.4.1 ツリー／リンク表

示」を参照して下さい。 

 

2.2.2 構成ファイル 

ユーザ検索を構成するファイルは以下のようになっています。 

 メイン画面 

 pages/platform/src/system/common/search/user/main.html 

 pages/platform/src/system/common/search/user/main.js 

 

 ユーザ一覧表示画面 

 pages/platform/src/system/common/search/user/search_list.html 

 pages/platform/src/system/common/search/user/search_list.js 

 

 グループツリー表示画面 

 pages/platform/src/system/common/search/user/tree.html 

 pages/platform/src/system/common/search/user/tree.js 

 

 グループリンク表示画面 

トップレベルの組織つまり会社のリンク情報を表示する際に pages/**/link_company.* が使用され、 

それ以外の場合は pages/**/link.* が使用されます。 
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 pages/platform/src/system/common/search/user/link_company.html 

 pages/platform/src/system/common/search/user/link_company.js 

 pages/platform/src/system/common/search/user/link.html 

 pages/platform/src/system/common/search/user/link.js 

 

 ロール検索画面 

 pages/platform/src/system/common/search/user/role_main.html 

 pages/platform/src/system/common/search/user/role_main.js 

 

 ロール一覧画面 

 pages/platform/src/system/common/search/user/role_list.html 

 pages/platform/src/system/common/search/user/role_list.js 

 

 ユーザ補足情報表示用ポップアップ 

 pages/platform/src/system/common/search/user/additional_info.html 

 pages/platform/src/system/common/search/user/additional_info.js 

 

 検索共通関数 

主にデータベースとの接続処理を行っています。 

 pages/platform/src/system/common/search/library/search_common_util.js 

 

 アプリケーション共通マスタ関数 

日付や文字列操作などの汎用的なユーティリティを提供しています。 

 pages/platform/src/system/library/app_common_util.js 

 

 設定ファイル 

ユーザ検索の共通設定を行うファイルです。詳細な内容は「2.4 システムパラメータ」で説明します。 

 conf/imart.xml 

 conf/parameter.xml 

 %StorageService%/system/basic/search-config.xml 
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2.3 起動時のパラメータ 
ユーザ検索は、起動時のパラメータ設定により表示や検索方法などを変更することが出来ます。各パラメータは、

検索画面の呼出し元となる画面で「リスト 2-1 検索画面起動時のパラメータの設定」のように設定します。 

 

リスト 2-1 検索画面起動時のパラメータの設定例 
<!-- 検索画面を呼び出すフォーム --> 

<imart type="form" method="post" name=”f1” page="system/common/search/user/main" target="im_select"> 

<!-- ウィンドウタイトルを設定します --> 

<input type="hidden" name="wnd_title" value="intra-mart"> 

</imart> 

 

以下にユーザ検索に対して設定できるパラメータについて説明します。 

2.3.1 ウィンドウのタイトル 

ブラウザのツールバーに表示する値の設定です。 

 
パラメータ名 wnd_title 

値 任意の値 
デフォルト値 ユーザ検索 

2.3.2 ユーザ選択後のウィンドウの動作 

ユーザ選択後にウィンドウを閉じるかどうかの設定です。 

 
パラメータ名 wnd_close 

下記の値のいずれか１つ 
yes ユーザが選択された後に自動で閉じる 

値 

no ユーザが選択された後に閉じない 
デフォルト値 no 

 

2.3.3 タイトルバーのメッセージ 

ユーザ検索画面のタイトルバーに表示するメッセージの設定です。 

 
パラメータ名 message 

値 任意の値 
デフォルト値 ユーザ検索 
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2.3.4 所属グループのリスト 

所属グループ検索からする場合に選択するグループ一覧の設定です。 

 
パラメータ名 grouping 

下記の値のいずれか。カンマ区切りで複数指定可 
例： comp,comp_main,public 
comp 会社・組織 
comp_main 会社・組織 [主所属のみ] 
public パブリックグループ 
private プライベートグループ 

値 

role ロール 
デフォルト値 comp 

 

2.3.5 選択アイテム 

ユーザ一覧で表示する選択アイテムの設定です。 

 
パラメータ名 style 

下記の値のいずれか１つ 
radio ラジオボタン （単一選択） 

値 

checkbox チェックボックス （複数選択） 
デフォルト値 radio 

 

2.3.6 検索対象ユーザ 

ログインが許可されているユーザのみを検索するかどうかの設定です。 

 
パラメータ名 login_user_only 

下記の値のいずれか１つ 
yes ログインが許可されたユーザのみ検索 

値 

no すべてのユーザを検索 
デフォルト値 no 

 

2.3.7 ログイングループID 

検索を行うデータベースへの接続定義が行われているログイングループの設定です。 

 
パラメータ名 login_group_id 

値 任意のログイングループ ID 
デフォルト値 現在のログイングループ 
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2.3.8 公開ゾーン （会社・組織） 

｢公開ゾーン｣で絞り込みを行うときの設定です。「2.3.4 所属グループのリスト」で『会社・組織』または『会社・組織 

[主所属のみ]』が選択された時のみ有効です。 

 
パラメータ名 comp_zone 

下記の値のいずれか。カンマ区切りで複数指定可 

I イントラネット 

E エクストラネット 

値 

M マーケットプレイス 

デフォルト値 なし 

 

2.3.9 検索属性 

｢検索属性｣で絞り込みを行うときの設定です。「2.3.4 所属グループのリスト」で『会社・組織』または『会社・組織 

[主所属のみ]』が選択された時のみ有効です。 

 
パラメータ名 comp_attribute 

下記の値のいずれか。カンマ区切りで複数指定可 

O 自社 

C カスタマ 

値 

P パートナー 

デフォルト値 なし 

 

2.3.10 公開ゾーン （パブリックグループ） 

｢公開ゾーン｣で絞り込みを行うときの設定です。「2.3.4 所属グループのリスト」で『パブリックグループ』が選択され

た時のみ有効です。 

 
パラメータ名 public_group_zone 

下記の値のいずれか。カンマ区切りで複数指定可 

I イントラネット 

E エクストラネット 

値 

M マーケットプレイス 

デフォルト値 なし 

 

2.3.11 ロールID 

ユーザ検索時の絞込み条件として使用するロールIDの設定です。この指定が行われた場合は、「2.3.4 所属グル

ープのリスト」でロールを指定することはできなくなります。 

 
パラメータ名 role_id 

値 絞り込み条件となるロール ID。カンマ区切りで複数指定可 
デフォルト値 なし 
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2.3.12 取得するユーザ情報 

検索画面から取得するユーザ情報の設定です。ユーザコード以外のユーザ設定項目を取得したい場合に設定

を行います。 

 
パラメータ名 prop 

値 以下のテーブルのカラム名。カンマ区切りで複数指定可 

b_m_user_b 

b_m_user_t 

b_m_user_t_i 
例： user_cd,user_name,telephone_number 

デフォルト値 user_cd 

 

※ テーブル定義の詳細は、『アプリケーション共通マスタのＤＢテーブル定義書』を参照して下さい。 

 

2.3.13 検索基準日 

検索条件として使用する日付の設定です。 

 
パラメータ名 target_date 

値 'yyyy/MM/dd'形式の日付 
デフォルト値 システム日付 

 

2.3.14 表示ロケール 

検索結果として返す値のロケールの設定です。 

 
パラメータ名 target_locale 

値 java.util.Locale クラスの書式に依存した値 
例： ja （日本語）、en （英語） 

デフォルト値 現在のログインユーザのロケール 

 

2.3.15 プライベートグループ所有ユーザ 

プライベートグループを所有するユーザのユーザコードの設定です。（所属グループでプライベートグループを選

択した際に、有効になる設定です） 

 
パラメータ名 owner_user_id 

値 任意のユーザコード 
デフォルト値 現在のログインユーザのユーザコード 

 

2.3.16 コールバックファンクション名 

検索画面から検索結果が返却される際に呼出されるファンクション名の設定です。 

 
パラメータ名 callback_function 

値 検索画面の呼出し元に定義された JavaScript ファンクション名 
デフォルト値 なし 
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2.3.17 フォワードURL 

検索画面から任意の画面にフォワードさせたい場合の設定です。このパラメータが設定された場合、検索画面の

ツールバーにフォワードするためのリンクが表示されます。 

 
パラメータ名 forward_url 

値 検索画面からの遷移先となる URL 
デフォルト値 なし 

 

2.3.18 フォワードリンクのキャプション 

「2.3.17 フォワードURL」で設定された際に表示されるリンクに表示されるキャプションの設定です。 

 
パラメータ名 forward_caption 

値 任意の値 
デフォルト値 戻る 

 

2.3.19 フォワードリンクのアイコンのパス 

「2.3.17 フォワードURL」で設定された際に表示されるリンクに表示されるアイコンの設定です。 

 
パラメータ名 forward_icon 

値 任意の画像パス 
デフォルト値 images/standard/arrow_left.gif 

 

2.3.20 ユーザ補足情報の表示設定 

ユーザ一覧画面でユーザの補足情報（ユーザ名カナ、所属情報）を表示するかどうかの設定です。 

 
パラメータ名 additional_disp 

値 下記の値のいずれか 
true ユーザ補足情報を表示する 
false ユーザ補足情報を表示しない 

デフォルト値 true 

 

設定を有効に（trueに設定）すると、「図 2-3 ユーザ補足情報の表示」のように、カーソルをあてられたユーザの補

足情報がポップアップで表示されるようになります。 

 

 

図 2-3 ユーザ補足情報の表示 

 

ユーザ補足情報は、検索基準日時点の情報が「ユーザ名カナ」、「主所属」、「副所属」の順序で表示されます。 
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ユーザ名カナの情報は、ユーザ情報に設定がされていない場合、空白が表示されます。主所属の情報は、会社

名からのフルパスで太字で表示されます。ユーザに主所属が設定されていない場合は、表示されません。副所属

の情報は、会社名からのフルパスで通常のフォントで表示されます。ユーザに複数の所属情報が設定されている

場合は、複数の情報が表示されます。（ただし、公開ゾーンまたは検索属性の設定により表示されない組織は、

表示されません） 

ユーザ補足情報の表示内容の設定は、以降の「2.3.21 ユーザ名カナの表示設定」、「2.3.22 ユーザ所属情報の

表示設定」で行うことができます。 
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2.3.21 ユーザ名カナの表示設定 

「2.3.20 ユーザ補足情報の表示設定」が設定された際に、ユーザ補足情報としてユーザ名カナを表示するかどう

かの設定です。 

 
パラメータ名 additional_user_name_syllabary 

値 下記の値のいずれか 
true ユーザ名カナを表示する 
false ユーザ名カナを表示しない 

デフォルト値 false 

 

2.3.22 ユーザ所属情報の表示設定 

「2.3.20 ユーザ補足情報の表示設定」が設定された際に、ユーザ補足情報として主所属情報のみを表示するか、

それとも主所属だけなく副所属も表示するかどうかの設定です。 

 
パラメータ名 additional_dept 

値 下記の値のいずれか 
true 主所属情報のみを表示する 
false 主所属と副所属の情報を表示する 

デフォルト値 true 

 

 

2.4 システムパラメータ 
ユーザ検索の呼出し元（画面）では設定できない、システム共通のパラメータについて説明します。 

2.4.1 ツリー／リンク表示 

所属グループから検索した場合、検索対象となるグループをツリー形式で表示するか、それともリンク形式で表示

するかを選択することができます。intra-mart インストール時の設定では、ツリー形式表示です。 

設定の変更方法については、「設定ガイド（サービス編） 4.1.2.13」を参照して下さい。 

2.4.2 あかさたな検索 

あかさたな検索（行検索）の検索条件は、設定ファイルで変更することができます。具体的には、「表示文字」と

「検索で使用される値」の組合せ、および「表示文字」のレイアウトを定義することができます。また、設定は表示す

るロケール毎に行うことができます。 

2.4.2.1 設定ファイル 

検索条件は、%StorageService%/system/basic/search-config.xml に定義します。 

この設定ファイルは、ユーザ検索が最初に起動したときに読み込まれます。設定ファイルを変更した場合は、

Application Runtime を再起動しないと変更が反映されません。 

また、設定ファイルが存在しない場合は、「あかさたな検索」は無効になります。（つまり表示されません） 
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2.4.2.2 設定方法 

設定ファイルは XML 形式で記述されています。検索条件を定義する主な要素は下記のとおりです。 

（正式な文書型定義については、%ServerRoot%specification/dtd/search-config_6_1.dtd を参照して下さい） 

 search-data/char-list 

表示ロケール毎の検索条件を定義します。 

対応するロケールに対する定義が存在しない場合は、「あかさたな検索」は無効になります。 

 search-data/char-list/locale 

表示ロケールを定義します。 

設定値は、java.util.Locale クラスの形式で指定します。 

 search-data/char-list/row 

行方向の検索設定を定義します。 

この要素は、search-data/char-list に対して複数定義することができます。つまり、（検索条件となる）表示

文字を複数行に配置することができます。 

 search-data/char-list/row/column 

検索条件となる表示文字と実際に検索で使用されるの検索値を定義します。 

この要素は、search-data/char-list/row に対して複数定義することができます。つまり、（検索条件となる）

表示文字を 1 行に複数列に配置することができます。 

 search-data/char-list/row/column/caption 

表示文字を定義します。 

 search-data/char-list/row/column/key 

前方一致検索で使用される検索値を定義します。 

この要素は、search-data/char-list/row/column に対して複数定義することができます。つまり、一つの表

示文字に対して、複数の検索条件を設定することができます。 

また、要素の値に ”blank” が設定された場合は、その項目は非検索対象項目となります。 

 

たとえば、「図 2-4 『た行』と『や行』のみの「あかさたな検索」」を設定をする場合は、設定ファイルの定義は「リスト 

2-2 『た行』と『や行』のみの設定（抜粋）」のようになります。 

 

 

図 2-4 『た行』と『や行』のみの「あかさたな検索」 
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リスト 2-2 『た行』と『や行』のみの設定（抜粋） 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<search-data> 

  <char-list> 

    <locale>ja</locale> 

    <row> 

      <column> 

        <caption>た</caption> 

        <key>タ</key> 

        <key>ダ</key> 

      </column> 

      <column> 

        <caption>や</caption> 

        <key>ヤ</key> 

      </column> 

    </row> 

    <row> 

      <column> 

        <caption>ち</caption> 

        <key>チ</key> 

        <key>ヂ</key> 

      </column> 

      <column> 

        <caption> </caption> 

        <key>blank</key> 

      </column> 

    </row> 

 

（中略） 

 

  </char-list> 

</search-data> 

 

 

2.4.3 大量データモード 

大量データモードとは、全件検索やあいまい検索などレスポンス悪化を招く検索を制限するためのものです。具

体的には、大量データモードを使用すると以下の制約が発生します。 

 キーワードの入力が必須になります。つまり、全件検索はできなくなります。 

 キーワード検索対象が、「ユーザコード」、「ユーザ名」、「ユーザ名カナ」のいずれかになります。 

 キーワード検索条件は「完全一致」、「前方一致」のどちらか一つしか選択できなくなります。 

 

2.4.3.1 設定ファイル 

設定は、%ServerRoot%/conf/parameter.xml に定義します。 

このファイルは、パラメータ名とそれに対する値を定義する汎用的な定義ファイルです。実際に、ユーザ検索だけ

でなくアカウント設定画面、組織設定画面等でも使用されます。 

設定ファイルを変更した場合は、Application Runtime を再起動しないと変更が反映されません。また、設定ファイ

ルが存在しない場合、intra-mart の正常な動作は保証できないので削除しないで下さい。 

2.4.3.2 設定パラメータ 

以下に大量データモードに関するパラメータについて説明します。 

「や行」に「い段」は存在しないので、表示文

字に全角空白、検索値に”blank”を設定し

て、全体の表示の体裁を整える 

表示ロケールを定義する 

ここから 2 行目（「い段」）を定義 

表示文字「た」に対して、検索値に

「タ」、「ダ」を定義する 
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2.4.3.2.1 大量検索モードを使用するかどうかの設定 

ユーザ検索で大量データモードを使用するかどうかの設定です。 

 
パラメータ名 user.search 

下記の値のいずれか 
true 大量データモードを使用する場合 

値 

false 大量データモードを使用しない場合 

 

2.4.3.2.2 キーワード検索対象の初期設定 

キーワード検索対象の初期状態の設定です。 

 
パラメータ名 member.search.target 

下記の値のいずれか。カンマ区切りで複数指定可 
例： usercode,username 
usercode ユーザコード 
username ユーザ名 

値 

usernamesyllabary  ユーザ名カナ 

 

2.4.3.2.3 キーワード検索条件の初期設定 

キーワード検索条件の初期状態の設定です。 

 
パラメータ名 user.matching.pattern 

下記の値のいずれか 
standard 部分一致検索 
prefix 前方一致検索 

値 

exact 完全一致検索 

 

2.4.3.2.4 会社・組織ツリー検索で大量データモードを使用するかどうかの設定 

ユーザ情報を所属部署から取得する場合、会社・組織の構成をリンク表示する時に、大量データモードを使用す

るかどうかの設定です。 

 
パラメータ名 company.search 

下記の値のいずれか 
true 大量データモードを使用する場合 

値 

false 大量データモードを使用しない場合 

 

大量データモードを使用すると、以下の制約が発生します。 

 会社一覧をリンク表示する際に、キーワードを入力しなければならなくなります。 

 キーワード検索対象は「会社・組織コード」、「会社・組織名」のいずれか一つしか選択できなくなります。 

 キーワード検索条件は「完全一致」、「前方一致」のいずれかしか選択できなくなります。 
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2.4.3.2.5 会社情報キーワード検索対象の初期設定 

キーワード検索対象の初期状態の設定です。 

 
パラメータ名 company.search.target 

下記の値のいずれか。カンマ区切りで複数指定可 
例： departmentcode, departmentname 
departmentcode 組織コード 

値 

departmentname 組織名 

 

2.4.3.2.6 会社情報キーワード検索条件の初期設定 

キーワード検索条件の初期状態の設定です。 

 
パラメータ名 company.matching.pattern 

下記の値のいずれか。カンマ区切りで複数指定可 
例： standard, prefix 
standard 部分一致検索 
prefix 前方一致検索 

値 

exact 完全一致検索 

 

2.4.4 ユーザ補足情報 

検索結果を表示するユーザ一覧画面で、ユーザの補足情報（ユーザ名カナ、所属情報）を表示するかどうかをシ

ステム全体で選択することができます。 

ここでの設定は、ユーザ検索画面の起動時の設定（「2.3.20 ユーザ補足情報の表示設定」）よりも優先されます。

つまり、ここでユーザの補足情報の表示を無効にすると、ユーザ検索画面起動時の設定を有効にしていても、ユ

ーザの補足情報は表示されなくなります。 

2.4.4.1 設定ファイル 

設定は、%ServerRoot%/conf/parameter.xml に定義します。 

このファイルは、パラメータ名とそれに対する値を定義する汎用的な定義ファイルです。設定ファイルを変更した

場合は、Application Runtime を再起動しないと変更が反映されません。 

2.4.4.2 設定パラメータ 

2.4.4.2.1 ユーザ補足情報の表示設定 

システム全体でユーザ補足情報を表示するかどうかの設定です。 

 
パラメータ名 user.additional.info 

下記の値のいずれか 
true ユーザ補足情報を表示する場合 

値 

false ユーザ補足情報を表示しない場合 
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2.5 検索結果の返却 
ユーザ検索は、起動時のパラメータcallback_function (「2.3.16 コールバックファンクション名」を参照)で指定され

たファクションの引数に検索結果を設定します。 

検索結果は、起動時のパラメータprop (「2.3.12 取得するユーザ情報」を参照)で指定したカラム名をキー、取得

値を値とするオブジェクトの配列になります。 

また、起動時のパラメータ prop にユーザ情報テーブルに存在しないカラムを指定された場合は、そのカラムに対

しては空文字を返却します。 

 

リスト 2-3 コールバックファンクションの実装例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<script language=”javascript”> 
  function displayUser(result) { 
    if (result.length > 0) { 
      document.form1.user_cd.value = result[0].user_cd; 
      document.form1.user_name.value = result[0].user_name; 
    } 
  } 
</script> 
 
(中略) 
 
<!—コールバックファンクションの設定  
<input type=”hidden” name=”callback_function” value=”displayUser”> 
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3 会社・組織検索 

3.1 検索仕様 
会社・組織検索画面は、大きく分類して「図 3-1 会社・組織検索のメイン画面」の方法で会社・組織情報を検索

することができます。以下にそれらの概要を説明します。 

 

 

図 3-1 会社・組織検索のメイン画面 

 

3.1.1 キーワード検索 

入力されたキーワードに合致する組織情報の一覧を取得します。 

キーワード、検索対象、検索条件の仕様は「表 3-1 キーワード検索の仕様」のようになります。大量データモード

の設定については、「3.4.2 大量データモード」で説明します。 

表示される組織の情報は、「公開ゾーン」または「検索属性」の設定により絞り込むことができます。設定方法につ

いては、「3.3.6 公開ゾーン」および「3.3.7 検索属性」で説明します。 

また、公開ゾーン、検索ゾーンの詳細についてはアプリケーション共通マスタ説明資料を参照して下さい。 

 

表 3-1 キーワード検索の仕様 

 大量データモードなし 大量データモードあり 

検索キーワード 入力なしの場合は、検索条件設定エラー 入力なしの場合は、検索条件設定エラー 

検索対象 『会社・組織コード』、『会社・組織名』の組

合せ 
『会社・組織コード』、『会社・組織名』のいず

れか１つ 

検索条件 『部分一致』、『前方一致』、『完全一致』の

いずれか１つ 
『前方一致』、『完全一致』のいずれか１つ 
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3.1.2 すべての会社・組織を検索 

intra-mart に登録されているすべての会社・組織を取得します。 

表示される組織の情報は、「公開ゾーン」または「検索属性」の設定により絞り込むことができます。 

3.1.3 ツリー／リンク検索 

組織階層を表示したツリー（またはリンク）から組織を検索します。 

表示される組織の情報は、「公開ゾーン」または「検索属性」の設定により絞り込むことができます。 

3.2 会社・組織検索の構成 

3.2.1 画面遷移 

会社・組織検索の画面遷移は「図 3-2 会社・組織検索の画面遷移」のようになります。 

 

メイン画面

会社・組織
ツリー（リンク）

表示画面

会社・組織
一覧画面

キーワード検索
すべての会社・組織を検索

ツリー／リンク検索
 

図 3-2 会社・組織検索の画面遷移 

組織階層から組織を選択する場合、設定によりツリー形式またはリンク形式で表示されます。intra-mart インストー

ル時の設定ではツリー形式で表示されます。 

また、会社・組織一覧画面と会社・組織ツリー（リンク）表示画面は、前者は一度に複数の組織を選択することがで

きますが、後者は一度に一つの会社・組織しか選択できないという違いがあります。 
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3.2.2 構成ファイル 

会社・組織検索を構成するファイルは以下のようになっています。 

 メイン画面 

 pages/platform/src/system/common/search/company/main.html 

 pages/platform/src/system/common/search/ company /main.js 

  

 会社・組織一覧表示画面 

 pages/platform/src/system/common/search/company/search_list.html 

 pages/platform/src/system/common/search/company/search_list.js 

  

 ツリー表示画面 

 pages/platform/src/system/common/search/company/tree.html 

 pages/platform/src/system/common/search/company/tree.js 

  

 リンク表示画面 

会 社 の リ ン ク 情 報 を 表 示 す る 際 に  pages/**/link_company.* が 使 用 さ れ 、 そ れ 以 外 の 場 合 は 

pages/**/link.* が使用されます。 

 pages/platform/src/system/common/search/company/link_company.html 

 pages/platform/src/system/common/search/company/link_company.js 

 pages/platform/src/system/common/search/company/link.html 

 pages/platform/src/system/common/search/company/link.js 

  

 検索共通関数 

主にデータベースとの接続処理を行っています。 

 pages/platform/src/system/common/search/library/search_common_util.js 

  

 アプリケーション共通マスタ関数 

日付や文字列操作などの汎用的なユーティリティを提供しています。 

 pages/platform/src/system/library/app_common_util.js 

  

 設定ファイル 

会社・組織検索の共通設定を行うファイルです。詳細な内容は「3.4 システムパラメータ」で説明します。 

 conf/imart.xml 

 conf/parameter.xml 
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3.3 起動時のパラメータ 
ユーザ検索と同様に、会社・組織検索でも起動時のパラメータ設定により表示や検索方法などを変更することが

出来ます。以下にパラメータについて説明します。 

3.3.1 ウィンドウのタイトル 

ブラウザのツールバーに表示する値の設定です。 

 
パラメータ名 wnd_title 

値 任意の値 
デフォルト値 会社・組織検索 

3.3.2 会社・組織選択後のウィンドウの動作 

会社・組織情報の選択後にウィンドウを閉じるかどうかの設定です。 

 
パラメータ名 wnd_close 

下記の値のいずれか１つ 
yes 会社・組織が選択された後に自動で閉じる 

値 

no 会社・組織が選択された後に閉じない 
デフォルト値 no 

 

3.3.3 タイトルバーのメッセージ 

会社・組織検索画面のタイトルバーに表示するメッセージの設定です。 

 
パラメータ名 message 

値 任意の値 
デフォルト値 会社・組織検索 

 

3.3.4 選択アイテム 

会社・組織一覧で表示する選択アイテムの設定です。 

 
パラメータ名 style 

下記の値のいずれか１つ 
radio ラジオボタン （単一選択） 

値 

checkbox チェックボックス （複数選択） 
デフォルト値 radio 

 

3.3.5 ログイングループID 

検索を行うデータベースへの接続定義が行われているログイングループの設定です。 

 
パラメータ名 login_group_id 

値 任意のログイングループ ID 
デフォルト値 現在のログイングループ 
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3.3.6 公開ゾーン  

｢公開ゾーン｣で絞り込みを行うときの設定です。 

 
パラメータ名 zone 

下記の値のいずれか。カンマ区切りで複数指定可 

I イントラネット 

E エクストラネット 

値 

M マーケットプレイス 

デフォルト値 なし 

 

3.3.7 検索属性 

｢検索属性｣で絞り込みを行うときの設定です。 

 
パラメータ名 attribute 

下記の値のいずれか。カンマ区切りで複数指定可 

O 自社 

C カスタマ 

値 

P パートナー 

デフォルト値 なし 

 

3.3.8 取得する組織情報 

検索画面から取得する組織情報の設定です。会社コード、組織コード以外の情報を取得したい場合に設定を行

います。 

 
パラメータ名 prop 

値 以下のテーブルのカラム名。カンマ区切りで複数指定可 

b_m_department_b 

b_m_department_t 

b_m_department_t_i 
例： company_cd,department_cd,department_name 

デフォルト値 company_cd,department_cd 

 

※テーブル定義の詳細は、『アプリケーション共通マスタのＤＢテーブル定義書』を参照して下さい。 

 

3.3.9 検索基準日 

検索条件として使用する日付の設定です。 

 
パラメータ名 target_date 

値 'yyyy/MM/dd'形式の日付 
デフォルト値 システム日付 
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3.3.10 表示ロケール 

検索結果として返す値のロケールの設定です。 

 
パラメータ名 target_locale 

値 java.util.Locale クラスの書式に依存した値 
例： ja （日本語）、en （英語） 

デフォルト値 現在のログインユーザのロケール 

 

3.3.11 コールバックファンクション名 

検索画面から検索結果が返却される際に呼出されるファンクション名の設定です。 

 
パラメータ名 callback_function 

値 検索画面の呼出し元に定義された JavaScript ファンクション名 
デフォルト値 なし 

 

3.3.12 フォワードURL 

検索画面から任意の画面にフォワードさせたい場合の設定です。このパラメータが設定された場合、検索画面の

ツールバーにフォワードするためのリンクが表示されます。 

 
パラメータ名 forward_url 

値 検索画面からの遷移先となる URL 
デフォルト値 なし 

 

3.3.13 フォワードリンクのキャプション 

「3.3.12 フォワードURL」で設定された際に表示されるリンクに表示されるキャプションの設定です。 

 
パラメータ名 forward_caption 

値 任意の値 
デフォルト値 戻る 

 

3.3.14 フォワードリンクのアイコンのパス 

「3.3.12 フォワードURL」で設定された際に表示されるリンクに表示されるアイコンの設定です。 

 
パラメータ名 forward_icon 

値 任意の画像パス 
デフォルト値 images/standard/arrow_left.gif 
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3.4 システムパラメータ 
会社・組織検索の呼出し元（画面）では設定できない、システム共通のパラメータについて説明します。 

3.4.1 ツリー／リンク表示 

検索対象のグループをツリー形式で表示するか、それともリンク形式で表示するかを選択することができます。 

この設定項目は、ユーザ検索と共通です。設定方法の詳細については、「2.4.1 ツリー／リンク表示」を参照して下

さい。 

3.4.2 大量データモード 

大量データモードとは、全件検索やあいまい検索などレスポンス悪化を招く検索を制限するためのものです。具

体的には、大量データモードでは以下の制約が発生します。 

 キーワードの入力が必須になります。つまり、全件検索はできなくなります。 

 キーワード検索対象が、「会社・組織コード」、「会社・組織名」のいずれかになります。 

 キーワード検索条件は「完全一致」、「前方一致」のどちらか一つしか選択できなくなります。 

3.4.2.1 設定ファイル 

設定は、%ServerRoot%/conf/parameter.xml に定義します。 

設定ファイルを変更した場合は、Application Runtime を再起動しないと変更が反映されません。また、設定ファイ

ルが存在しない場合、intra-mart の正常な動作は保証できないので削除しないで下さい。 

3.4.2.2 設定パラメータ 

以下に大量データモードに関するパラメータについて説明します。 

3.4.2.2.1 大量データモードを使用するかどうかの設定 

会社・組織の検索を行う時に、大量データモードを使用するかどうかの設定です。 

 
パラメータ名 company.search 

下記の値のいずれか 
true 大量データモードを使用する場合 

値 

false 大量データモードを使用しない場合 

 

3.4.2.2.2 会社情報キーワード検索対象の初期設定 

キーワード検索対象の初期状態の設定です。 

 
パラメータ名 company.search.target 

下記の値のいずれか。カンマ区切りで複数指定可 
例： departmentcode, departmentname 
Departmentcode 組織コード 

値 

departmentname 組織名 

 



 3 会社・組織検索

 

作成者：株式会社 NTT データ イントラマート Page 27

 

 

3.4.2.2.3 会社情報キーワード検索条件の初期設定 

キーワード検索条件の初期状態の設定です。 

 
パラメータ名 company.matching.pattern 

下記の値のいずれか。カンマ区切りで複数指定可 
例： standard, prefix 
standard 部分一致検索 
prefix 前方一致検索 

値 

exact 完全一致検索 

 

3.5 検索結果の返却 
組織検索は、起動時のパラメータcallback_function (「3.3.11 コールバックファンクション名」を参照)で指定された

ファクションの引数に検索結果を設定します。 

検索結果は、起動時のパラメータprop (「3.3.8 取得する組織情報」を参照)で指定したカラム名をキー、取得値を

値とするオブジェクトの配列になります。 

また、起動時のパラメータ prop に組織情報テーブルに存在しないカラムを指定された場合は、そのカラムに対し

ては空文字を返却します。 
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4 パブリックグループ検索 

4.1 検索仕様 
パブリックグループ検索画面は、大きく分類して「図 4-1 パブリックグループ検索のメイン画面」の方法で情報を

検索することができます。以下にそれらの概要を説明します。 

 

 

図 4-1 パブリックグループ検索のメイン画面 

 

4.1.1 キーワード検索 

入力されたキーワードに「パブリックグループセットコード」、「パブリックグループコード」、「パブリックグループ名」、

「パブリックグループ名カナ」のいずれかが合致するパブリックグループ情報の一覧を取得します。 

表示されるグループの情報は、「公開ゾーン」の設定により絞り込むことができます。設定方法については、「4.3.6 

公開ゾーン」で説明します。 

 

4.1.2 すべてのパブリックグループを検索 

intra-mart に登録されているすべての会社・組織を取得します。 

表示されるパブリックグループの情報は、「公開ゾーン」の設定により絞り込むことができます。 

 

4.1.3 ツリー／リンク検索 

パブリックグループ階層を表示したツリー（またはリンク）から検索します。 

表示されるパブリックグループの情報は、「公開ゾーン」の設定により絞り込むことができます。 
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4.2 パブリックグループ検索の構成 

4.2.1 画面遷移 

パブリックグループ検索の画面遷移は「図 4-2 パブリックグループ検索の画面遷移」のようになります。 

 

メイン画面

パブリックグループ
ツリー（リンク）

表示画面

パブリックグループ
一覧画面

キーワード検索
すべてのパブリックグループを検索

ツリー／リンク検索  

図 4-2 パブリックグループ検索の画面遷移 

グループ階層からパブリックグループを選択する場合、設定によりツリー形式またはリンク形式で表示されます。

intra-mart インストール時の設定ではツリー形式で表示されます。 

また、パブリックグループ一覧画面とパブリックグループツリー（リンク）表示画面は、前者は一度に複数のグルー

プを選択することができますが、後者は一度に一つのグループしか選択できないという違いがあります。 

4.2.2 構成ファイル 

パブリックグループ検索を構成するファイルは以下のようになっています。 

 メイン画面 

 pages/platform/src/system/common/search/public_group/main.html 

 pages/platform/src/system/common/search/public_group/main.js 

  

 パブリックグループ一覧表示画面 

 pages/platform/src/system/common/search/public_group/search_list.html 

 pages/platform/src/system/common/search/public_group/search_list.js 

  

 ツリー表示画面 

 pages/platform/src/system/common/search/public_group/tree.html 

 pages/platform/src/system/common/search/public_group/tree.js 

  

 リンク表示画面 

  pages/platform/src/system/common/search/public_group/link.html 

 pages/platform/src/system/common/search/public_group/link.js 

  

 アプリケーション共通マスタ関数 

日付や文字列操作などの汎用的なユーティリティを提供しています。 

 pages/platform/src/system/library/app_common_util.js 

  

 設定ファイル 

パブリックグループ検索の共通設定を行うファイルです。詳細な内容は「4.4 システムパラメータ」で説明し

ます。 

 conf/imart.xml 
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4.3 起動時のパラメータ 
パブリックグループ検索でも起動時のパラメータ設定により表示や検索方法などを変更することが出来ます。 

以下にパラメータについて説明します。 

 

4.3.1 ウィンドウのタイトル 

ブラウザのツールバーに表示する値の設定です。 

 
パラメータ名 wnd_title 

値 任意の値 
デフォルト値 パブリックグループ検索 

4.3.2 パブリックグループ選択後のウィンドウの動作 

パブリックグループ選択後にウィンドウを閉じるかどうかの設定です。 

 
パラメータ名 wnd_close 

下記の値のいずれか１つ 
yes パブリックグループが選択された後に自動で閉じる 

値 

no パブリックグループが選択された後に閉じない 
デフォルト値 no 

 

4.3.3 タイトルバーのメッセージ 

パブリックグループ検索画面のタイトルバーに表示するメッセージの設定です。 

 
パラメータ名 message 

値 任意の値 
デフォルト値 パブリックグループ検索 

 

4.3.4 選択アイテム 

パブリックグループ一覧で表示する選択アイテムの設定です。 

 
パラメータ名 style 

下記の値のいずれか１つ 
radio ラジオボタン （単一選択） 

値 

checkbox チェックボックス （複数選択） 
デフォルト値 radio 

 

4.3.5 ログイングループID 

検索を行うデータベースへの接続定義が行われているログイングループの設定です。 

 
パラメータ名 login_group_id 

値 任意のログイングループ ID 
デフォルト値 現在のログイングループ 
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4.3.6 公開ゾーン  

｢公開ゾーン｣で絞り込みを行うときの設定です。 

 
パラメータ名 zone 

下記の値のいずれか。カンマ区切りで複数指定可 

I イントラネット 

E エクストラネット 

値 

M マーケットプレイス 

デフォルト値 なし 

 

4.3.7 取得するパブリックグループ情報 

検索画面から取得する組織情報の設定です。会社コード、組織コード以外の情報を取得したい場合に設定を行

います。 

 
パラメータ名 prop 

値 以下のテーブルのカラム名。カンマ区切りで複数指定可 

b_m_public_group_b 

b_m_public_group_t 

b_m_public_group_t_i 
例： public_group_set_cd,public_group_cd,public_group_name 

デフォルト値 public_group_set_cd, public_group_cd 

 

※テーブル定義の詳細は、『アプリケーション共通マスタのＤＢテーブル定義書』を参照して下さい。 

 

4.3.8 検索基準日 

検索条件として使用する日付の設定です。 

 
パラメータ名 target_date 

値 'yyyy/MM/dd'形式の日付 
デフォルト値 システム日付 

 

4.3.9 表示ロケール 

検索結果として返す値のロケールの設定です。 

 
パラメータ名 target_locale 

値 java.util.Locale クラスの書式に依存した値 
例： ja （日本語）、en （英語） 

デフォルト値 現在のログインユーザのロケール 
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4.3.10 コールバックファンクション名 

検索画面から検索結果が返却される際に呼出されるファンクション名の設定です。 

 
パラメータ名 callback_function 

値 検索画面の呼出し元に定義された JavaScript ファンクション名 
デフォルト値 なし 

 

4.3.11 フォワードURL 

検索画面から任意の画面にフォワードさせたい場合の設定です。このパラメータが設定された場合、検索画面の

ツールバーにフォワードするためのリンクが表示されます。 

 
パラメータ名 forward_url 

値 検索画面からの遷移先となる URL 
デフォルト値 なし 

 

4.3.12 フォワードリンクのキャプション 

「4.3.11 フォワードURL」で設定された際に表示されるリンクに表示されるキャプションの設定です。 

 
パラメータ名 forward_caption 

値 任意の値 
デフォルト値 戻る 

 

4.3.13 フォワードリンクのアイコンのパス 

「4.3.11 フォワードURL」で設定された際に表示されるリンクに表示されるアイコンの設定です。 

 
パラメータ名 forward_icon 

値 任意の画像パス 
デフォルト値 images/standard/arrow_left.gif 
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4.4 システムパラメータ 
パブリックグループ検索の呼出し元（画面）では設定できない、システム共通のパラメータについて説明します。 

4.4.1 ツリー／リンク表示 

検索対象のグループをツリー形式で表示するか、それともリンク形式で表示するかを選択することができます。 

この設定項目は、ユーザ検索と共通です。設定方法の詳細については、「2.4.1 ツリー／リンク表示」を参照して下

さい。 

4.5 検索結果の返却 
パブリックグループ検索は、起動時のパラメータcallback_function (「4.3.10 コールバックファンクション名」を参

照)で指定されたファクションの引数に検索結果を設定します。 

検索結果は、起動時のパラメータprop (「4.3.7 取得するパブリックグループ情報」を参照)で指定したカラム名をキ

ー、取得値を値とするオブジェクトの配列になります。 

また、起動時のパラメータ prop にパブリックグループ情報テーブルに存在しないカラムを指定された場合は、そ

のカラムに対しては空文字を返却します。 
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5 プライベートグループ検索 

5.1 検索仕様 
プライベートグループ検索画面は、大きく分類して「図 5-1 プライベートグループ検索のメイン画面」の方法で情

報を検索することができます。以下にそれらの概要を説明します。 

 

 

図 5-1 プライベートグループ検索のメイン画面 

5.1.1 キーワード検索 

ログインユーザ、または検索画面起動時に指定されたユーザが所有するプライベートグループ情報の中で、入力

されたキーワードと「プライベートグループコード」、「プライベートグループ名」、「プライベートグループ名カナ」の

いずれかが部分一致する情報の一覧を取得します。 

5.1.2 すべてのプライベートグループを検索 

ログインユーザ、または検索画面起動時に指定されたユーザが所有するプライベートグループ情報をすべて取

得します。 
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5.2 プライベートグループ検索の構成 

5.2.1 画面遷移 

プライベートグループ検索の画面遷移は「図 5-2 プライベートグループ検索の画面遷移」のようになります。 

メイン画面
パブリックグループ

一覧画面

キーワード検索
すべてのプライベートグループを検索

 

図 5-2 プライベートグループ検索の画面遷移 

5.2.2 構成ファイル 

プライベートグループ検索を構成するファイルは以下のようになっています。 

 メイン画面 

 pages/platform/src/system/common/search/private_group/main.html 

 pages/platform/src/system/common/search/private_group/main.js 

  

 プライベートグループ一覧表示画面 

 pages/platform/src/system/common/search/private_group/search_list.html 

 pages/platform/src/system/common/search/private_group/search_list.js 

  

 アプリケーション共通マスタ関数 

汎用的なユーティリティを提供しています。 

 pages/platform/src/system/library/app_common_util.js 



intra-mart アプリケーション共通マスタ 検索画面仕様書

 

Page 36 Copyright 2000-2012 株式会社 NTT データ イントラマート All rights Reserved.

 

 

5.3 起動時のパラメータ 

5.3.1 ウィンドウのタイトル 

ブラウザのツールバーに表示する値の設定です。 

 
パラメータ名 wnd_title 

値 任意の値 
デフォルト値 プライベートグループ検索 

5.3.2 プライベートグループ選択後のウィンドウの動作 

プライベートグループ選択後にウィンドウを閉じるかどうかの設定です。 

 
パラメータ名 wnd_close 

下記の値のいずれか１つ 
yes プライベートグループが選択された後に自動で閉じる 

値 

no プライベートグループが選択された後に閉じない 
デフォルト値 no 

 

5.3.3 タイトルバーのメッセージ 

プライベートグループ検索画面のタイトルバーに表示するメッセージの設定です。 

 
パラメータ名 message 

値 任意の値 
デフォルト値 プライベートグループ検索 

 

5.3.4 選択アイテム 

プライベートグループ一覧で表示する選択アイテムの設定です。 

 
パラメータ名 style 

下記の値のいずれか１つ 
radio ラジオボタン （単一選択） 

値 

checkbox チェックボックス （複数選択） 
デフォルト値 radio 

 

5.3.5 ログイングループID 

検索を行うデータベースへの接続定義が行われているログイングループの設定です。 

 
パラメータ名 login_group_id 

値 任意のログイングループ ID 
デフォルト値 現在のログイングループ 
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5.3.6 取得するプライベートグループ情報 

検索画面から取得するプライベートグループ情報の設定です。プライベートグループコード以外の情報を取得し

たい場合に設定を行います。 

 
パラメータ名 prop 

値 以下のテーブルのカラム名。カンマ区切りで複数指定可 

b_m_private_group_b 
例： owner_cd,private_group_cd,private_group_name 

デフォルト値 private_group_cd 

 

※テーブル定義の詳細は、『アプリケーション共通マスタのＤＢテーブル定義書』を参照して下さい。 

 

5.3.7 プライベートグループ所有ユーザ 

プライベートグループを所有するユーザのユーザコードの設定です。（所属グループでプライベートグループを選

択した際に、有効になる設定です） 

 
パラメータ名 owner_user_id 

値 任意のユーザコード 
デフォルト値 現在のログインユーザのユーザコード 

 

5.3.8 コールバックファンクション名 

検索画面から検索結果が返却される際に呼出されるファンクション名の設定です。 

 
パラメータ名 callback_function 

値 検索画面の呼出し元に定義された JavaScript ファンクション名 
デフォルト値 なし 

 

5.3.9 フォワードURL 

検索画面から任意の画面にフォワードさせたい場合の設定です。このパラメータが設定された場合、検索画面の

ツールバーにフォワードするためのリンクが表示されます。 

 
パラメータ名 forward_url 

値 検索画面からの遷移先となる URL 
デフォルト値 なし 

 

5.3.10 フォワードリンクのキャプション 

「5.3.9 フォワードURL」で設定された際に表示されるリンクに表示されるキャプションの設定です。 

 
パラメータ名 forward_caption 

値 任意の値 
デフォルト値 戻る 
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5.3.11 フォワードリンクのアイコンのパス 

「5.3.9 フォワードURL」で設定された際に表示されるリンクに表示されるアイコンの設定です。 

 
パラメータ名 forward_icon 

値 任意の画像パス 
デフォルト値 images/standard/arrow_left.gif 

 

5.4 検索結果の返却 
プライベートグループ検索は、起動時のパラメータcallback_function (「5.3.8 コールバックファンクション名」を参

照)で指定されたファクションの引数に検索結果を設定します。 

検索結果は、起動時のパラメータprop (「5.3.6 取得するプライベートグループ情報」を参照)で指定したカラム名

をキー、取得値を値とするオブジェクトの配列になります。 

また、起動時のパラメータ prop にプライベートグループ情報テーブルに存在しないカラムを指定された場合は、

そのカラムに対しては空文字を返却します。 
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