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1 はじめに 

1.1 目的 
本書はワークフローの画面を中心とした詳細仕様と、それに関連する機能についてを説明する。 

1.2 本書で扱う範囲 
本書は intra-mart 5.0 に付属するワークフローの仕様について述べている。各種の制限事項や動作環境等につ

いて解説しております。 

本書は、ワークフロー内の機能仕様や動作仕様について説明しており、また、コンポーネントの使われ方やその

手順などの内部仕様についても一部提示はおこなっておりますが、内部の実装などについては触れていない個

所があります。予めご了承ください。 

本書において記載されている内容については、今後のバージョン（リビジョン、パッチ含む）における機能追加、仕

様変更を予告なしに変更する場合があります。 

1.3 著作権および特記事項 
intra-mart は株式会社 NTT データ イントラマートの商標です。 

Java およびすべての Java 関連の商標およびロゴは、Sun Microsystems, Inc. の米国ならびにその他の国におけ

る商標です。 

本製品には Apache Software Foundation (http://www.apache.org/)によって開発されたソフトウェアが含まれていま

す。 

Microsoft の製品/サービス名は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標また

は商標です。 

他の会社名、製品名およびサービス名などはそれぞれ各社の商標または登録商標です。 

 

1.4 本書内における注意事項 
本書内では、イメージ図等を用いてよりわかりやすい解説を行うため、サンプルの登場人物等が記載されておりま

すが、すべてにおいて架空の人物となります。 

本書内では Applet 画面表示の際に、見栄えをよくするために Java Plug-in Version1.5 を使用しています。製品

版では、Java Plug-in のバージョンについては、Java Plug-in 1.4.1（Sun JRE1.4.1）が必要になりますのでご注意く

ださい。 

 



intra-mart ワークフロー仕様書（Version 5.0）

 

Page 2 Copyright 2000-2005 (株)NTT データイントラマート All rights Reserved.

 

2 アプリケーションの構成 

2.1 概要 
intra-mart ワークフローの構成とデータの考え方について解説致します。 

2.2 構成 

2.2.1 基本構成（ワークフローマスタの仕組み） 

intra-mart ワークフローの基本構成として、以下の「図 2-1 アプリケーションの構成」に示します。 

 

カテゴリA

プロセス定義
A-1

バージョン1

プロセス定義
A-2

プロセス定義
A-3

バージョン1

バージョン2

バージョン1

バージョン3

バージョン2

 

 

図 2-2-1 アプリケーションの構成 

 

各項目の概要は以下の通りである。 

■ カテゴリ 

複数のプロセス定義をグループ化する役割と、多種多様と存在するワークフロープロセスを、カテゴリ別に権

限を付与する事で起票、処理を行う一般ユーザはもちろんのこと、業務管理者においても、必要なカテゴリ内

のプロセス定義のみを管理することが可能となります。カテゴリでは、業務管理者自身がメンテナンスが行える

編集権限と、実際に設定されたワークフロープロセスを利用するかどうかの処理権限の付与を行います。 

■ プロセス定義 

 カテゴリ内における処理権限内での起票/処理コンテンツ、ワークフロールートをまとめたワークフロープロセ

スの定義を表します。同プロセス定義ではどのカテゴリの所属となるか、また、バージョンの集合体としての役

割を持ちます。 

■ バージョン 

 プロセス定義に紐づく履歴構造を表します。この構造を持つ事により、組織改変等におけるワークフロール

ートの変更を前持って作成する事ができ、また作成したバージョンをいつから開始するかを設定する事がで

きます。また、過去のバージョンを元にしたルートのコピー機能が備わっているため利便性ある業務管理を実

現します。
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2.2.2 ワークフローが必要とする権限 

intra-mart ワークフローには、カテゴリ、プロセス定義、バージョンにおいて独自の権限を付与する事により、多種多様

に広がる膨大なワークフロープロセスを、必要なプロセスだけに抽出して利用する事が可能となります。 

ただし、カテゴリにおける権限の付与を誤って行ったり、バージョンの有効開始時期が外れてしまう事で画面上に利用

したいワークフロープロセスが存在しないといった場合が考えられます。 

このようなケースに陥らないために、以下の構造を把握頂き、回避される事をお願いしたい。 

 

■ カテゴリ 

 ☆アクセス権限（プロセス編集用） 

  業務管理者が同カテゴリに属するプロセス定義の編集（メンテナンス）権限を持つかという設定になります。 

ここに編集を行いたいユーザの権限がされていないと、カテゴリ、プロセス定義情報が一覧上に表示されないた

め、一切編集を行う事ができませんのでご注意ください。 

 ☆アクセス権限（プロセス処理用） 

  カテゴリに属するプロセス定義を実際に利用する一般ユーザが保持しなければならない設定となります。プロセス

定義の処理ブロックに設定が行われていても、この設定の権限が存在していないと、該当ユーザは一切このプロ

セス定義を利用する事ができません。からなずこの設定にも権限を付与するようにしてください。 

■ プロセス定義 

  ☆どのカテゴリに属しているか？ 

カテゴリ、プロセス定義ともに、利用可能となるような権限の付与を行っても、プロセス定義側において、どのカテ

ゴリに属するかの設定を誤ってしまいますと、結局は全く利用できない状況となってしまいます。カテゴリとプロセ

ス定義を紐付ける設定に注意を払ってください。 

■ バージョン 

☆ 有効範囲 

作成したバージョンが、起票時点において有効範囲外であると、他の権限チェックが条件を満たしていても利用す

る事ができません。バージョン毎における有効範囲指定にご注意ください。 

☆ 利用したいバージョン番号は適切か？ 

同一プロセス定義内において、複数のバージョンを作成しても期待するバージョンが利用できない場合は、システ

ム側では他のバージョンが採用されている場合があります。これは採用されるバージョンの基準として、起票時点

において有効範囲内であり、且つバージョン番号の大きいものが採用されます。 

 

カテゴリA

プロセス定義
A-1

プロセス定義
A-2

バージョン1バージョン1

バージョン3

バージョン2

利用したいユーザが保持する
？ロールが設定されているか 

カテゴリB

プロセス定義
A-3

バージョン1

バージョン3

バージョン2

相違する権限が付与されている
？カテゴリに属していないか 

？有効範囲の設定が正しいか 

【 】 、 ルート設定 のプロセス種別が 
「 」 ？ サブプロセス専用 となっていないか 

？別のバージョンが採用されていないか 

 
図 2-2-1 ワークフローが必要とする権限の注意個所 



intra-mart ワークフロー仕様書（Version 5.0）

 

Page 4 Copyright 2000-2005 (株)NTT データイントラマート All rights Reserved.

 

3 画面・機能の構成 

3.1 メニュー構成 
intra-mart ワークフローのメニュー構成として、以下の「図 3-1-1 メニュー構成」に示します。 

 

カテゴリ

起票済

未処理

処理済

ワークフロー

起票

起票済

未処理

処理済

ポートレット

グローバル
ポータル

起票

代理設定

参照

代理

BPWポータル

プロセス操作

インポート/
エクスポート

プロセス定義

マスタメンテナンス

Advanced版のみ利用可

 
図 3-1-1 メニュー構成 
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3.2 全体の画面構成（遷移図） 
intra-mart ワークフローの全体の画面遷移構成として、以下の「図 3-2-1 全体の画面構成」に示します。 

 

------
メニュー

[ワークフロー]

WF01-XX
ﾘカテゴ 

WF02-XX
プロセス定義

WF04-XX
インポート/
エクスポート

WF05-XX
プロセス操作

WF06-XX
起票

（ ） 起票一覧 

WF07-XX
未処理

案件一覧

WF07-05
参照一覧

WF03-XX
デザイナ

（ ） Applet画面 

WF07-05
（ ）処理 承認 

WF06-XX
申請

WF00-16
申請者/承認
者ルート作成

「 」※次が 申請者/承認者ルート作成 の場合

WF00-15
申請者/承認
者ルート選択

「 」※次が 承認ルート選択 の場合

WF07-XX
処理済

案件一覧

WF09-XX
代理設定

① ログインユーザ本人用
② 代理依頼処理用

２ 。　　の 構成となります 

 
図 3-2-1 全体の画面構成 

3.2.1 管理者用の画面遷移図 

3.2.1.1 カテゴリ 

グループ管理を行う際と、カテゴリ毎における権限を設定するためのメンテナンス画面となります。 

以下の「図 3-2-2 カテゴリメンテナンスの画面遷移図」に示します。 

 

[マスタメンテナンス]
→ [カテゴリ]

メニューの選択

[新規カテゴリ]
押下

------
メニュー

[ワークフロー]

WF01-01
カテゴリ
カテゴリ一覧

WF01-02
カテゴリ

新規登録

WF01-03
カテゴリ編集

WF00-02
ロール選択

登録済みの
「 」 カテゴリ アイコン

押下

アクセス権限
（ ） プロセス処理用 

アクセス権限
(プロセス編集用)

アクセス権限
(プロセス編集用)

アクセス権限
（ ） プロセス処理用 

 

 

図 3-2-3 カテゴリメンテナンスの画面遷移図 
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3.2.1.2 プロセス定義 

プロセス定義、其れに紐づくバージョン管理を行う際と、プロセス定義、バージョン、タスク毎におけるプロセス種別、

有効範囲指定、コンテンツパス、処理者設定、権限、その他機能の設定するためのメンテナンス画面となります。 

以下の「図 3-2-4 プロセスマスタメンテナンスの画面遷移図」に示します。 

 

[プロセスマスタメンテナンス]
→ [プロセス定義]
メニューの選択

[新規プロセス定義]
押下

------
メニュー

[ワークフロー]

WF02-01
プロセス定義
プロセス定義一覧

WF02-02
プロセス定義

新規登録

WF02-03
プロセス定義

編集

WF02-04
プロセス定義
編集-編集

登録済みの
「 」 プロセス定義 アイコン

押下

、登録後 遷移する

バージョン毎の
[編集]押下

WF02-05
プロセス定義
編集-フロー

「 」 、 プロセスの複製 後 
自動遷移

バージョン毎の
[フロー]押下

「 」、「 」 、 更新   バージョンアップ 後 
自動遷移

WF03-01
デザイナ全体

[編集]or[参照]
押下

WF03-02
プロパティ

WF03-03
デザイナ設定

WF03-04
バージョン情報

WF03-05
処理タスク

WF00-12
対象者選択

WF00-01
ユーザ選択

WF00-03
組織選択

WF00-04
パブリック
グループ

選択

WF00-02
ロール選択

WF00-13
参照者選択

WF03-11
手動

タスク設定

WF03-13
同期

タスク設定

WF03-12
分岐

タスク設定

WF03-10
サブプロセス
タスク設定

WF03-09
イベント
タスク

WF03-08
自動実行

タスク

WF03-06
申請者設定

タスク

WF03-07
承認者設定

タスク

WF03-17
タスク結合線

設定

WF03-16
プロセス終了

設定

WF03-15
プロセス開始

設定

タスクを配置

メニューバーより

WF00-06
カレンダー

「 」、「 」 開始日   終了日 
押下

WF03-18
結果送信

メール設定

WF03-14
ルート選択
タスク設定

 

 

図 3-2-4 プロセスマスタメンテナンスの画面遷移図 
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3.2.1.3 インポート／エクスポート 

プロセスマスタメンテ画面において、設定されるプロセス定義情報を、Microsoft Excel を利用したインポート／エク

スポート機能を行います。以下の「図 3-2-5 インポート／エクスポートの画面遷移図」に示します。 

 

[テンプレートのダウンロード]
押下
※2

※1
【 】 エクスポート処理 

、ポップアップウィンドウが開き 同画面
、内に MIME形式がExcelのエクスポート

。結果が表示される 

※3
【 】 テンプレートのダウンロード処理 

、 、ポップアップウィンドウが開き 同画面内に MIME形
。式がExcelのテンプレートファイルが表示される 

WF04-03

エクスポート
内容の出力

WF04-04

テンプレート
内容の出力

WF04-01
インポート/
エクスポート

------
メニュー

[ワークフロー]WF04-02
インポート

結果

[インポート]
押下

[マスタメンテナンス]
→[インポート/エクスポート]

メニューの選択

エクスポート対象の
、プロセス定義を選択 

[エクスポート]押下
※1

 

 

図 3-2-5 インポート／エクスポートの画面遷移図 

 

3.2.1.4 プロセス操作 

プロセス操作では、一般ユーザによって起票/処理されたプロセス（案件）といったトランザクションデータに対して、

管理者権限による強制的なフローの操作、振替処理、プロセス自体の削除を行います。 

以下の「図 3-2-6 プロセス操作の画面遷移図」に示します。 

 

[マスタメンテナンス]
→ [プロセス操作]
メニューの選択

「 」検索枠の 到達日 
指定

------
メニュー

[ワークフロー]

WF05-01
プロセス

操作
プロセス一覧

WF05-02
操作

リストされている
「 」 プロセス の処理

アイコン押下

WF00-05
カレンダー

WF00-07
フロー情報

WF00-10
振替

リストされている
「 」 プロセス のフロー

アイコン押下

WF00-01
ユーザ選択

リストされている
「 」 プロセス の処理

アイコン押下

「 」 振替 対象の
ユーザ選択

 

 

図 3-2-6 プロセス操作の画面遷移図 
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3.2.2 一般ユーザ用の画面遷移図 

3.2.2.1 起票（申請） 

ワークフローにおける案件の起票（申請）を行う一般ユーザ用の画面となります。 

以下の「図 3-2-7 起票に関するの画面遷移図」に示します。 

 

「 」 申請 ボタン押下
※1 ※1

【 】 通常の申請処理 
申請画面-上フレームにて

、アプリケーションの登録後 
下フレームにて申請案件名等を

、「 」入力し  申請 ボタンを押下した操作

※2
、[承認ルート作成画面]において 

、承認者を設定した上で 
。本来の申請処理が行われる 

→ （ ） [起票 本人 ]
メニューの選択

------
メニュー

[ワークフロー]

[代理]
→ （ ） [起票 代理 ]
メニューの選択

WF06-01
（起票 本人)

WF06-02
（ ）起票 代理 

WF06-03
申請

（ ） 再申請 

WF06-06
添付ファイル

登録

→　プロセス種別 
　[ドキュメントワークフロー]

の場合

------
BPW

アプリケーション

→プロセス種別 [BPW]の場合 [添付ファイル]
アイコン押下

WF00-16
承認ルート

作成

［ ］次タスクが ルート作成 の場合

WF00-17
ヘルプ

アイコン説明

WF00-18
ヘルプ

承認者の
設定方法

[ヘルプ]アイコン
押下

WF00-01
ユーザ選択

WF00-04
、組織 

パブリック
グループ選択

、申請後 自動遷移
※2

、申請後 自動遷移

WF00-11
実行時選択

（ ） 、※次の処理 承認 者が 
[実行時選択]の場合

WF06-04
起票済案件

（ ）一覧 本人 

WF06-05
起票済案件

（ ）一覧 代理 

→ （ ） [起票済 本人 ]
メニューの選択

[代理]
→ （ ） [起票済 代理 ]　

メニューの選択

WF00-07
フロー情報

WF00-08
詳細

根回しメール送信先
ユーザ選択

WF00-01
ユーザ選択

、引戻し 差戻し時
の再申請へ

WF00-15
ルート選択

［ ］次タスクが ルート選択 の場合

「 」 申請 ボタン押下
※1

WF00-09
ヘルプ

リストされている
「 」 案件 の詳細
アイコン押下

リストされている
「 」 案件 のフロー

アイコン押下

各案件の
ステータス解説用の
ヘルプアイコン押下

 

 

図 3-2-7 起票に関するの画面遷移図 
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3.2.2.2 処理（承認） 

ワークフローにおける案件の処理（承認）を行う一般ユーザ用の画面となります。 

以下の「図 3-2-8 処理に関するの画面遷移図」に示します。 

 

→ [未処理(本人)]
メニューの選択

------
メニュー

[ワークフロー]

[代理]
→ [未処理(代理)]
メニューの選択

WF07-01
未処理案件
一覧(本人)

WF07-02
未処理案件
一覧(代理)

WF07-03
処理済案件

（ ）一覧 本人 

→ （ ） [処理済 本人 ]
メニューの選択

WF08-02
一括審議

WF08-01
審議

WF07-04
処理済案件

（ ）一覧 代理 

[代理]
→ （ ） [処理済 代理 ]

メニューの選択

WF00-10
振替

WF00-01
ユーザ選択

「 」 振替 対象の
ユーザ選択

WF00-01
ユーザ選択

根回しメール送信先
ユーザ選択

リストされている
「 」 案件 の詳細
アイコン押下

[詳細一覧]
押下

------
BPW

アプリケーション

→プロセス種別 [BPW]の場合

WF00-12
実行時選択

、※次の処理者が 
[実行時選択]の場合

WF07-05
参照案件一覧

WF00-12
実行時選択

、※次の処理者が 
[実行時選択]の場合

WF00-15
ルート選択

次タスクが
［ ］ ルート作成 

の場合

WF07-07
代理元

ユーザ選択

WF07-02からの
、遷移時は 

代理元選択を行う

WF00-07
フロー情報

WF00-08
詳細

WF00-09
ヘルプ

リストされている
「 」 案件 のフロー

アイコン押下

各案件の
ステータス解説用の
ヘルプアイコン押下

→ [参照]
メニューの選択

WF00-16
承認ルート

作成

WF00-17
ヘルプ

アイコン説明

WF00-18
ヘルプ

承認者の
設定方法

[ヘルプ]アイコン
押下

WF00-01
ユーザ選択

WF00-04
、組織 

パブリック
グループ選択

次タスクが
［ ］ ルート選択 

の場合

、引戻し 差戻し時
再審議へ

 

 

図 3-2-8 処理に関するの画面遷移図 
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3.2.2.3 代理設定 

ワークフローにおける案件の起票（申請）、処理（承認）を任意のユーザ、組織に対して代理依頼を行うための設定

行う一般ユーザ用の画面となります。 

以下の「図 3-2-9 代理設定に関するの画面遷移図」に示します。 

 

[代理設定]
メニューの選択

------
メニュー

[ワークフロー]

WF09-01
代理設定

代理一覧

WF00-01
ユーザ選択

※管理者のみ
代理設定対象となる

ユーザの選択

WF09-02
代理設定

WF00-01
ユーザ選択

代理委譲先の
ユーザの選択

WF00-03
組織選択

代理委譲先の
会社・組織の選択

「 」、 代理期間開始日  
「 」 代理期間終了日 

の指定

WF00-05
カレンダー

 

 

図 3-2-9 代理設定に関するの画面遷移図 
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4 画面詳細と各種機能 

各画面の詳細内容の解説と、画面毎で必要となる各種機能の解説を致します。 

4.1 カテゴリ 

4.1.1 カテゴリ一覧 

登録されたカテゴリ一覧を表示します。管理者用の画面であり、カテゴリメンテナンスを行う際に利用します。 

以下の「図 4‐4‐1 カテゴリ一覧」に示します。 

 

 

図 4‐1‐1 【WF01-01】カテゴリ一覧 

■メニューパス 

bpw-category_list_body_call.service 

   ■プログラムパス 

intra-mart %ApplicationRuntime％/doc/imart/bpw/business/CategoryMaintenance/CategoryListBody.jsp 

 

表示項目は以下の通りです。 

ソート対象としては、「カテゴリ」、「備考」、「 終更新日」となり、各々において、昇順/降順の指定が可能となります。 

初期表示時では、「カテゴリ」の昇順として表示されます。 

 

「カテゴリ」 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ カテゴリの名称を表示します。 

「備考」・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ カテゴリ毎の備考内容を表示します。 

「 終更新日」 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 後にカテゴリの編集を行った更新日を表示します。 

 

◆左上ツールバー内にある「新規カテゴリ」の押下により、新規カテゴリの登録画面へ遷移します。 

◆左列にある「編集」アイコンの押下により、該当のカテゴリの編集画面へ遷移します。 

◆右上ツールバー内にある「 新情報」の押下により、同画面の再読込みを行います。 

◆ワークフローにおける一覧系の画面においては、１画面内に対して表示するデータ数を以下の設定ファイルにお

いて、変更する事ができます。 

          intra-mart ％ResouceService％/pages/・・・bpw/bpw.ini 

<<一覧画面・表示 大数>> pageCount = 20 

<<一覧画面・表示開始年月 ?ヶ月前>> displayStart= 3 
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4.1.2 カテゴリ新規登録 

カテゴリの新規登録を行います。管理者用の画面であり、カテゴリメンテナンスを行う際に利用します。 

以下の「図 4‐1‐2 カテゴリ新規登録」に示します。 

 

 

図 4‐1‐2 【WF01-02】カテゴリ新規登録 

 

   ■プログラムパス 

intra-mart %ApplicationRuntime％/doc/imart/bpw/business/CategoryMaintenance/CategoryEntryBody.jsp 

 

表示項目は以下の通りです。 

「カテゴリ名称（必須）」 ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 登録を行うカテゴリの総称となり、一般ユーザ画面にも表示されます。 

「備考」 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ カテゴリに関する備考等の入力用の欄となります。 

「アクセス権限（プロセス編集用）」 ・・・・・・・・ <<カテゴリ>>または、カテゴリに属する<<プロセス定義>>を編集するため

の権限をロール単位で付与します。 

※ここに登録を行おうとしているユーザ自身の【ロール】を付与しなけれ

ば、登録を行っても編集用の権限がないため、カテゴリ一覧にも表示さ

れませんのでご注意ください。 

※初期設定【ロール】として BPW 管理者ロール（bpwsuper）が付与されま

す。 

「アクセス権限（プロセス処理用）」 ・・・・・・・・ カテゴリに属する<<プロセス定義>>を実際に利用するための権限をロー 

ル単位で付与します。 

※初期設定【ロール】として、何も付与されていません。 

 

◆左上にある「登録」の押下により、新規カテゴリの登録を行います。 

◆右上にある「戻る」の押下により、直前の「カテゴリ一覧」へ遷移します。 

◆アクセス権限（プロセス編集用／プロセス処理用）の「検索」押下により、【ロール検索】を画面を呼び出します。 

◆アクセス権限（プロセス編集用／プロセス処理用）の「削除」押下により、選択した【ロール】を該当枠から省き

（削除）ます。 
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4.1.3 カテゴリ編集 

既に登録済みのカテゴリの編集を行います。管理者用の画面であり、カテゴリメンテナンスを行う際に利用します。 

以下の「図 4‐1‐3 カテゴリ編集」に示します。 

 

 

図 4‐1‐3 【WF01-03】カテゴリ編集 

   ■プログラムパス 

intra-mart %ApplicationRuntime％/doc/imart/bpw/business/CategoryMaintenance/CategoryEditBody.jsp 

 

表示項目は以下の通りです。 

「カテゴリ CD」 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 新規登録時にシステム側で付与される一意となるキーとなります。 

このキーについては変更する事はできません。 

「カテゴリ名称（必須）」 ・・・・・・・・・・・・・・・・ 登録を行うカテゴリの総称となり、一般ユーザ画面にも表示されます。 

「備考」 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ カテゴリに関する備考等の入力用の欄となります。 

「アクセス権限（プロセス編集用）」 ・・・・・・・ <<カテゴリ>>または、カテゴリに属する<<プロセス定義>>を編集する

ための権限をロール単位で付与します。 

※ここに登録を行おうとしているユーザ自身の【ロール】を付与しなけ

れば、登録を行っても編集用の権限がないため、カテゴリ一覧にも

表示されませんのでご注意ください。 

「アクセス権限（プロセス処理用）」 ・・・・・・・ カテゴリに属する<<プロセス定義>>を実際に利用するための権限をロ

ール単位で付与します。 

 

◆左上にある「更新」の押下により、新規カテゴリの登録を行います。 

◆「更新」の右隣の「削除」の押下により、該当カテゴリ自体の削除を行います。 

◆右上にある「戻る」の押下により、直前の「カテゴリ一覧」へ遷移します。 

◆アクセス権限（プロセス編集用／プロセス処理用）の「検索」押下により、【ロール検索】を画面を呼び出します。 

◆アクセス権限（プロセス編集用／プロセス処理用）の「削除」押下により、選択した【ロール】を該当枠から省き（削

除）ます。 

※「削除」を行う場合、該当カテゴリに属する<<プロセス定義>>が存在する場合には、警告メッセージが表示され、

削除を行う事はできません。削除を行いたい場合は、先に該当プロセス定義を先に削除、別のカテゴリに移動を

行ってください。 
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4.2 プロセス定義 

4.2.1 新規プロセス定義 

登録されたプロセス定義一覧を表示します。管理者用の画面であり、プロセスマスタメンテナンスを行う際に利用し

ます。以下の「図 4‐2‐1 プロセス定義（一覧）」に示します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4‐2‐1 【WF02-01】プロセス定義（一覧） 

 

■メニューパス 

bpw-process_list_body_call.service 

   ■プログラムパス 

intra-mart %ApplicationRuntime％/doc/imart/bpw/business/ProcessManagement/ProcessListBody.jsp 

 

処理権限のあるカテゴリがコンボボックス内にリストされます。 

任意選択した<<カテゴリ>>で、「カテゴリの絞込み」を行うと、 

一覧では該当カテゴリに紐づく<プロセス定義>のみが 

表示されます。
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表示項目は以下の通りです。 

ソート対象としては、「カテゴリ」、「プロセス定義」、「 新バージョン」、「備考」、「 終更新日」となり、各々において、昇

順/降順の指定が可能となります。初期表示時では、「カテゴリ」の昇順として表示されます。 

 

「カテゴリ」 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ プロセス定義が属しているカテゴリの名称を表示します。 

「プロセス定義」 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ プロセス定義の名称を表示します。 

「 新バージョン」 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 該当プロセス定義内で 上位（番号が大きい）バージョンを表示します。 

「備考」・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ プロセス定義毎の備考内容を表示します。 

「 終更新日」 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ プロセス定義の全体設定もしくは、各バージョンの設定を更新を行った

終更新日を表示します。 

 

◆左上ツールバー内にある「新規プロセス定義」の押下により、新規プロセス定義の登録画面へ遷移します。 

◆右上ツールバー内にある「 新情報」の押下により、同画面の再読込みを行います。 

◆左上にある「カテゴリで絞込み」の選択、リンクの押下により、選択した<カテゴリ>による絞込み検索ができます。 

◆左列にある「編集」アイコンの押下により、該当のプロセス定義の編集画面へ遷移します。 
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4.2.2 プロセス定義新規登録 

プロセス定義全体の新規登録を行います。管理者用の画面であり、プロセスマスタメンテナンスを行う際に利用しま

す。以下の「図 4‐2‐1 プロセス定義新規登録」に示します。 

 

 

図 4‐2‐1 【WF02-02】プロセス定義新規登録 

 

 ■プログラムパス 

intra-mart %ApplicationRuntime％/doc/imart/bpw/business/ProcessManagement/ProcessEntryBody.jsp 

 

表示項目は以下の通りです。 

 

「カテゴリ名称（必須）」 ・・・・・・・・・・・・・・・ 登録を行うプロセス定義をどのカテゴリに属すかを選択します。 

「プロセス定義（必須）」・・・・・・・・・・・・・・・ 登録を行うプロセス定義の全体を指す総称となり、一般ユーザ画面

にも表示されます。 

「備考」 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ カテゴリに関する備考等の入力用の欄となります。 

 

◆左上にある「登録」の押下により、新規プロセス定義の登録を行い、その後登録を行ったプロセス定義に対する各

バージョン毎における設定（有効範囲設定、ルートの作成等）を行うために画面遷移を行います。 

（※遷移先については、「図 2-10 プロセス定義編集」を指します。次項にて解説致します。） 

◆右上にある「戻る」の押下により、直前の「プロセス定義（一覧）」へ遷移します。 
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4.2.3 プロセス定義編集 

プロセス定義全体の編集を行います。管理者用の画面であり、プロセスマスタメンテナンスを行う際に利用します。 

※前項の「プロセス定義新規登録」からの画面遷移先となります。 

以下の「図 4‐2‐2 プロセス定義編集」に示します。 

 

 

図 4‐2‐2 【WF02-03】プロセス定義編集 

 

■プログラムパス 

intra-mart %ApplicationRuntime％/doc/imart/bpw/business/ProcessManagement/MaintenanceFrame.jsp 

/MaintenanceHead.jsp 

/Tree.jsp 

表示項目は以下の通りです。 

 

「カテゴリ（必須）」 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 編集を行うプロセス定義をどのカテゴリに属すかを選択します。 

「プロセス定義（必須）」・・・・・・・・・・・・・・・ 編集を行うプロセス定義の全体を指す総称となり、一般ユーザ画面

にも表示されます。 

「プロセス定義 CD」 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 新規登録時にシステム側で付与される一意となるキーとなります。こ

のキーについては変更する事はできません。 

「備考」 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ プロセス定義全体に関する備考欄となります。 

「プロセス数」 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 各バージョンを含めた該当プロセス定義で起票されたプロセス（案

件）数が表示されます。 

※管理者によって削除されたプロセス（案件）は対象外となります。 

「アクティブ」 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 各バージョンを含めた該当プロセス定義で起票された、現在もフロー

中のプロセス（案件）が表示されます。 

「作成日時」 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ プロセス定義の全体の新規登録時の日時情報が表示されます。 

（表示形式：yyyy/MM/dd|HH:mm:ss） 

「作成者」 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ プロセス定義の全体の新規登録時の作成者情報が表示されます。 

「 終更新日」 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ プロセス定義の全体、各バージョン毎の更新時（デザイナー含む）の

日時情報が表示されます。（表示形式：yyyy/MM/dd|HH:mm:ss） 
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「 終更新者」 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ プロセス定義の全体、各バージョン毎の更新時（デザイナー含む）の

更新者情報が表示されます。 

 

◆右上にある「一覧に戻る」の押下により、直前の「プロセス定義（一覧）」へ遷移します。 

◆左中間部の「 新情報」の押下により、同画面の再読込みを行います。 

◆左側には、プロセス定義に属する各バージョンがリスト表示されます。任意のバージョンに対しての「更新」、「新

規バージョン」、「削除」、「プロセスの複製」や、バージョン毎の「備考」、「有効期間の設定」、を行う場合には、

「編集」アイコンを押下します。 

また、任意のバージョンに対してのルート情報の編集を行う場合には、「フロー」アイコンを押下します。 

 

 

※プロセス定義自体の「削除」を行う場合、該当プロセス定義の各バージョンでプロセス（案件）が存在する場合に

は、警告メッセージが表示され、削除を行う事はできません。削除を行いたい場合は、 

⇒関連する全てのプロセス（案件）の終了を確認後、再度処理を行ってください。（サブプロセスも含み） 

⇒関連する全ての該当プロセス定義かつ、各バージョンのプロセス（案件）の終了を待つ。（サブプロセスも含み）

を行ってください。 

ただし、既に終了（ 終承認/否認）されているプロセス（案件）のみが存在している場合には、警告メッセージが

表示される事なく、プロセス定義の削除が行われますので注意が必要です。 

 

※プロセス定義自体の「削除」を行った場合、DB テーブル上には該当データは残ります。あくまで論理削除され

るだけであり、物理削除とはなりません。 

 

※【プロセス定義（必須）】の名称変更を行った場合、変更対象となるのは、 新バージョンに対するプロセス定義

名称となります。例えば、バージョン１、バージョン２が存在している状態にて、プロセス定義の名称変更を行った

場合、バージョン２に対する、プロセス定義名称については変更となりますが、バージョン１については、変更前

のままとなります。 
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4.2.4 プロセス定義編集－バージョン編集 

プロセス定義、バージョン毎の編集を行います。管理者用の画面であり、プロセスマスタメンテナンスを行う際に利

用します。 

以下の「図 4‐2‐3 プロセス定義編集－バージョン編集」に示します。 

 

 

 

図 4‐2‐3 【WF02-04】プロセス定義編集－バージョン編集 

 

■プログラムパス 

intra-mart %ApplicationRuntime％/doc/imart/bpw/business/ProcessManagement/VersionEdit.jsp 

 

表示項目は以下の通りです。 

「カテゴリ」 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ プロセス定義が属するカテゴリを表示します。 

「プロセス定義」 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ プロセス定義の全体を指す総称を表示します。 

「バージョン」 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 選択したバージョンが表示されます。 

「備考」 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 選択したバージョンに関する備考欄となります。 

「プロセス数」 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 選択したバージョンで起票されたプロセス（案件）数が表示されます。

※管理者によって削除されたプロセス（案件）は対象外となります。 

「アクティブ」 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 選択したバージョンで起票された、現在もフロー中のプロセス（案件）

が表示されます。 

「作成日時」 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 選択したバージョンの新規登録時の日時情報が表示されます。 

（表示形式：yyyy/MM/dd|HH:mm:ss） 

「作成者」 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 選択したバージョンの新規登録時の作成者情報が表示されます。 

「 終更新日」 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 選択したバージョンの更新時（デザイナー含む）の日時情報が表示

されます。（表示形式：yyyy/MM/dd|HH:mm:ss） 

「 終更新者」 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 選択したバージョンの更新時（デザイナー含む）の更新者情報が表

示されます。 
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「プロセス定義編集－バージョン編集」画面内より、 

◆「更新」の押下により、選択したバージョンに対して、編集した内容の更新を行います。 

◆「新規バージョン」の押下により、選択したバージョンに対して、同一内容のバージョン（プロパティ、フロー情報）

が１つバージョン番号が繰り上がり、新しいバージョンを作成します。 

  ※既に存在していたバージョンが削除されていた場合、該当バージョンよりも、下位レベルのバージョンから「新

規バージョン」を行うと、既に存在していたバージョンと同一の＜バージョン＞とならず、さらに繰り上がったバ

ージョンとなります。 

 

＜例＞ 

1.バージョン「1」、「2」、「3」、「4」が存在しており、その中からバージョン「2」、「3」、「4」を削除します。 

2.バージョン「1」の「編集」より、「新規バージョン」を行います。⇒（バージョン「5」の作成） 

3.バージョン「1」の「編集」より、「新規バージョン」を行います。⇒（バージョン「6」の作成） 

4.バージョン「5」の「編集」より、「新規バージョン」を行います。⇒（バージョン「7」の作成） 

以上の操作を行うと、以下のようなバージョン体系となります。 

 

 

◆「削除」の押下により、選択したバージョンの削除を行います。 

 

※選択したバージョンの「削除」を行う場合、同バージョン内のプロセス（案件）が存在する場合には、警告メッセー

ジが表示され、削除を行う事はできません。削除を行いたい場合は、 

⇒関連する全てのプロセス（案件）の終了を確認後、再度処理を行ってください。（サブプロセスも含み） 

⇒関連する全ての該当プロセス定義かつ、各バージョンのプロセス（案件）の終了を待つ。（サブプロセスも含み）

を行ってください。 

ただし、既に終了（ 終承認/否認）されているプロセス（案件）のみが存在している場合には、警告メッセージが

表示される事なく、プロセス定義の削除が行われますので注意が必要です。 

 

◆「プロセスの複製」の押下により、選択したバージョンを元にした新規プロセス定義の作成を行います。 

複製によって作成された新規プロセス定義全体については、複製元となるバージョンが保持するプロセス定義全

体の内容となります。ただし複製元のバージョン自体の内容は、複製先である新規プロセス定義のバージョン「１」

として作成されます。 

複製によって作成された新規プロセス定義全体のプロセス定義名称は、システム一意の仮名称として作成されま 

す。 
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4.2.4.1 アプリケーション共通マスタとの期間化の関係（ルート設定時） 

ワークフローでは、プロセス定義内において複数のバージョンを持つ事で、ルートの期間化を実現しております。

また、アプリケーション共通マスタ（【ユーザ】、【組織】、【パブリックグループ】、、、のデータ）についても、期間化

（及び国際化）が対応されています。 

この２つの期間化されたデータの関連性を行うために、ワークフローでは、プロセス定義（各バージョン）毎の有効

開始日を期間化の基準日として紐付けるためのキー日付として、アプリケーション共通マスタのデータを参照しま

す。下図参照ください。 

AAA(株)

3/1 4/1 5/1 6/1 7/1 8/1

AAA社 (株)A社

第一部門部門1 一部

第二部門部門2 二部

時間

バージョン1
バージョン2

バージョン3

プロセス定義
A-1

各バージョンの”有効開始日”が
【 】 アプリケーション共通マスタ 
を参照するための検索指定日となる

【 】 アプリケーション共通マスタ （ ） 組織 

【 】 ワークフロー 

 
図 4‐2‐4 アプリケーション共通マスタとの期間化との関係性 

 

このような仕組みによって【アプリケーション共通マスタ】の期間化された対象データを参照するような仕組みとな

っております。実際に参照を行うのは後述の「ルート設定」となります。 

 

プロセス定義を複製し、フローを作成する場合、プロセスの開始日・終了日が複製元のコピーになっています。

このため、プロセス開始日＜フロー作成日＜プロセス終了日となる場合に、プロセス開始日に権限がなく、フロ

ー作成日直前以降に権限を持つユーザがタスクに【ユーザ】として割り当てることが出来ません。 

プロセス開始日は現在日付以降にしなければならない、若しくはプロセス開始日に権限がないユーザは選択

できないといった運用面における対応が必要となりますのでご注意ください。 

 

各バージョン毎で設定を行う有効期間の「開始日」「終了日」は、前述で述べたように、【アプリケーション共通マス

タ】との期間化を意識した関係を持って、有効期間設定を行う必要があります。 

これは、実際のルート上の承認候補者を設定する場合にも影響されますので、これらも意識した期間化設定を行

ってください。 

各バージョンのプロセスの開始日を元に、フロー上の処理者、参照者をアプリケーション共通マスタに対して設定

を行いますが、ワークフローではこの時点におけるルートとアプリケーション共通マスタ上の各【データ】の連携を

行います。 

このルート設定時の段階では、存在していた【ユーザ】が該当プロセス定義のフロースタート後に、【ユーザ】自身 

が管理者によって削除された場合や、【ユーザ】の有効期間が外れた（バージョンの有効期間外へ変更される） 

場合、【ユーザ】と【プロセス定義】との有効期間のズレが発生し、期間外にもかかわらず一覧画面上にプロセスが 

表示されてしまうなどの不整合が発生しますので、必ず期間を合わせて設定を行う事を推奨します。 
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以下の「図 4-2-5 「複製」によって作成された新規プロセス定義（－バージョン編集）」に示します。 

 

 

図 4‐2‐5 【WF02-04】「複製」によって作成された新規プロセス定義（－バージョン編集） 

 

■プログラムパス 

intra-mart %ApplicationRuntime％/doc/imart/bpw/business/ProcessManagement/VersionEdit.jsp 
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4.2.5 プロセス定義編集－フロー 

プロセス定義、バージョン毎の編集を行います。管理者用の画面であり、プロセスマスタメンテナンスを行う際に利

用します。 

以下の「図 4‐2‐6 プロセス定義編集－フロー」に示します。 

 

 

図 4‐2‐6 【WF02-05】プロセス定義編集－フロー 

 

■プログラムパス 

intra-mart %WebServer％/bpw/common/ConnectApplet/bpwdesignerc.jar 

 

表示項目は以下の通りです。 

「編集／参照」 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 選択したバージョンのプロセス定義（ルート情報）を編集先画面（Java 

Applet）へ遷移するためのボタン表示となります。 

[編集]→選択したバージョンのプロセス定義（ルート情報）を編集す

る事ができます。 

[参照]→選択したバージョンで既にフローがスターとしているため、

ルート情報の編集を行う事ができません。参照のみが行え

ます。 

※実際に設定の工程が行えますが、 終的なフローの「登録」が

行えなえませんので（「登録」ボタンが無効化）、ご注意ください。 

 

◆Java Applet 内は、クライアントブラウザに、Java PlugIn（Sun JRE1.4.1 以上）がインストールされていることが前提と

なります。この条件が満たされていない状態で、該当画面を表示しようとすると、以下の警告メッセージが表示さ

れます。 

「この画面を利用するには Java PlugIn（Sun JRE1.4.1 以上）が必要です。 

以下のサイトからダウンロードすることができます。 

http://java.sun.com/j2se/1.4.1/ja/download.html」 

http://java.sun.com/j2se/1.4.1/ja/download.html�
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「編集／参照」ボタンを押下すると、ポップアップ画面にて、プロセス定義（ルート情報）編集画面が表示されます。

（※遷移先については、「図 4-2-7 【Java Applet】ルート設定」を指します。次項にて解説致します。） 

4.2.6 【Java Applet】ルート設定（メニューバー） 

プロセス定義、バージョン毎の編集を行います。管理者用の画面であり、プロセスマスタメンテナンスを行う際に利

用します。 

以下の「図 4‐2‐6 【Java Applet】ルート設定」に示します。 

 

 
    図 4‐2‐7 【WF03-01】【Java Applet】ルート設定 

 

■プログラムパス 

intra-mart %WebServer％/bpw/common/ConnectApplet/bpwdesignerc.jar 

 

 

表示項目（メニューバー）は以下の通りです。 

「ファイル（F）」－「保存」・・・・・・・・・・・・・・・

－「終了」・・・・・・・・・・・・・・・

編集した内容を DB に対して登録します。 

現在開いている Java Applet ウィンドウを閉じます。 

「編集（E）」  －「削除」・・・・・・・・・・・・・・・

   －「すべて削除」・・・・・・・・・

－「すべて選択」・・・・・・・・・

ウィンドウ内に配置されている選択したタスクを削除します。 

ウィンドウ内に配置されているすべてのタスクを削除します。 

ウィンドウ内に配置されているタスクをすべて選択します。 

「表示（V）」  －「 新情報」・・・・・・・・・ 新情報に再表示します。 

「プロセス設定（P）」－「プロパティ」・・・・・・ プロセス定義全体のプロパティ設定を行います。 

（※遷移先については、「図 4-2-8 【Java Applet】プロパティ設定を 

指します。次項にて解説致します。） 
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－「ルートチェック」・編集したプロセス定義（ルート情報）の妥当性チ

ェックを行います。 

「ウィンドウ設定（D）」－「サイズ設定」・・・・・ 同画面（図 2-15 【Java Applet】ルート設定）のパネルサイズ（縦×

横）を設定します。 

（※遷移先については、「図 4-2-11 【Java Applet】デザイナ設定」を 

指します。次項にて解説致します。） 

「ヘルプ（H）」 －「製品情報」・・・・・・・・・・・ 製品名称を表示します。 

 

 
図 4‐2‐8 【WF03-02A】【Java Applet】プロパティ設定－基本情報 

 

■プログラムパス 

intra-mart %WebServer％/bpw/common/ConnectApplet/bpwdesignerc.jar 

 

表示項目は以下の通りです。 

 

「プロセス種別」・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 【ドキュメントワークフロー】、【申請者/承認者ルート作成ワークフロ

ー】、【ビジネスプロセスワークフロー】より選択します。 

「設定区分」・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 選択した「プロセス種別」を【通常のプロセス定義（起票一覧に表

示）】、【サブプロセスとしてのプロセス定義（起票一覧には表示され

ず別プロセス定義から呼び出される）】かを選択します。 

※【申請者/承認者ルート作成ワークフロー】の場合は、選択する事

は出来ず、【サブプロセスとしてのプロセス定義】のみの設定となり

ます。 

◆「OK（O）」ボタン押下により、編集された内容で設定されます。 

  ※正式に設定、登録されるのは、「メニューバー」→「ファイル（F）→「保存」を行ったタイミングとなります。 

◆「Cancel（C）」ボタン押下により、編集された内容を設定せずに、ウィンドウを閉じます。 
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図 4‐2‐9 【WF03-02B】【Java Applet】プロパティ－標準コンテンツパス 

 

■プログラムパス 

intra-mart %WebServer％/bpw/common/ConnectApplet/bpwdesignerc.jar 

 

表示項目は以下の通りです。 

 

「コンテンツパス」・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 【ドキュメントワークフロー】、【申請者/承認者ルート作成ワークフロー】 

⇒【起票（一覧）】画面より、遷移時、【申請】画面の上フレーム画面に、表示

される標準コンテンツパスを指定します。 

【ビジネスプロセスワークフロー】 

⇒【起票（一覧）】画面より、遷移時に表示される【処理】画面のコンテンツパ

スを指定します。 

「引戻しコンテンツパス」・・・・・・・・・・・・・・・・ 【ドキュメントワークフロー】、【申請者/承認者ルート作成ワークフロー】 

⇒【起票済一覧（本人/代理）】、【処理済一覧（本人/代理）】画面より、 

本人が処理した申請案件を“引戻し”操作後、再申請しようとした際に、

【再申請】画面の上フレーム画面に、表示されるコンテンツパスを指定し

ます。 

【ビジネスプロセスワークフロー】 

⇒【起票済一覧（本人/代理）】、【処理済一覧（本人/代理）】画面より、本人

が処理したプロセスを“引戻し”操作後、再起票、処理しようとした際に、

【処理】画面のコンテンツパスを指定します。 

※【処理済一覧（本人/代理）】画面の場合、サブプロセスが想定されます 

「差戻しコンテンツパス」・・・・・・・・・・・・・・・・・ 「引戻しコンテンツパス」と同様であるが、“引戻し”ではなく、“差戻し”後で

ある場合に適用されるコンテンツパスが指定されます。 

 

  設定される「コンテンツパス」は、各タスク毎の初期値となります。各タスク毎で変更、設定された場合には、 

タスク毎の設定内容が有効となりますのでご注意ください。 
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図 4‐2‐10 【WF03-02C】【Java Applet】プロパティ－参照コンテンツパス 

 

■プログラムパス 

intra-mart %WebServer％/bpw/common/ConnectApplet/bpwdesignerc.jar 

 

表示項目は以下の通りです。 

 

「参照コンテンツパス」・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 使用しません。 

「詳細コンテンツパス」・・・・・・・・・・・・・・・・・ どのプロセス種別において、タスクに【処理者】として設定されたユーザ

が、処理用の【一覧系】画面より、「詳細」アイコン押下時に表示されるコン

テンツパスを指定します。 

 

設定される「コンテンツパス」は、各タスク毎での設定は行われる、同画面上にて共通内容として 

設定されます。 

 

■ 設定内容 

「ページ種別」・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 以下のページ種別を指定できます。各ページ種別については、ワークフロー

ガイドにて解説しております。 

[PresentationPage]ページ ⇒ページベースモデルのプログラムを指定します。 

※選択時、“コンテンツパス”欄が入力可能となります。 

[J2EE FrameWork]ページ ⇒im-J２EE Framework のプログラムを指定します。 

※選択時、“アプリケーション ID”欄が入力可能となります。 

※選択時、“サービス ID”欄が入力可能となります。 

[Servlet or JSP]ページ ⇒Web アプリケーションサーバ上で動作する「Servlet」、「JSP」のプログラムを

指定します。 

※選択時、“コンテンツパス”欄が入力可能となります。 

[Portal]ページ ⇒ビジネスプロセスワークフロー利用可能時、BPW ポータルを指定します。 

※選択時、“ポータルベージ”コンボボックスが選択可能となります。 

この時、BPW ポータル設定を予め行う必要があります。 
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■パスの指定方法 

○ページベース開発モデルの場合 

パスは、intra-mart ResourceService/・・・/pages/からの相対パス（拡張子なし）となります。 

○自作の Servlet や JSP をページに登録する場合（（im-Ｊ２ＥＥ Framework）は利用しない） 

intra-mart の URL が http://hostname:port/imart/user.portal である場合、 

①「/」で始まる場合 

「/hello」と指定すると http://hostname:port/hello として呼び出される。 

②パスの終端に拡張子が付いている場合 

「hello.jsp」と指定すると http://hostname:port/imart/hello.jsp として呼び出される。 

○im-J2EE Framework で作成したアプリケーションをページに登録する場合 

アプリケーション ID、サービス ID をそれぞれ登録します。「/imart」は intra-mart への接続 URL です。 

例えば、http://localhost/imart/user.portal の「/imart」部分です。 

 

■各コンテンツパスが利用される場面 

「プロパティ設定－標準コンテンツパス」、「プロパティ設定－参照コンテンツパス」の各画面において、指定した

コンテンツパスは、以下のプロセス種別、利用する立場により、以下の表の場合にて適用されます。 

 

■ドキュメントワークフロー・申請者／承認者ルート作成ワークフロー 

申請（初回） 「コンテンツパス」 

差戻し後の再申請 「差戻しコンテンツパス」 

引戻し後の再申請 

起票タスク－[コンテンツパス]タブ 

「引戻しコンテンツパス」 

処理（初回） 「コンテンツパス」 

差戻しの再処理 「差戻しコンテンツパス」 

引戻しの再処理 

各処理タスク－[コンテンツパス]タブ 

※コンテンツフレーム種別－【カスタム】時 
「引戻しコンテンツパス」 

起票一覧（詳細） 

未処理一覧（詳細） 

審議（上フレーム） 

処理済一覧（詳細） 

プロセス操作 

「詳細コンテンツパス」 

参照一覧（詳細） 

[メニューバー]－[プロセス設定（P）] 

→「プロパティ」－[標準コンテンツパス]タブ 

「詳細コンテンツパス」 

 

■ビジネスプロセスワークフロー 

起票（初回） 「コンテンツパス」 

差戻し後の再起票 「差戻しコンテンツパス」 

引戻し後の再起票 

起票タスク－[コンテンツパス]タブ 

「引戻しコンテンツパス」 

処理（初回） 「コンテンツパス」 

差戻しの再処理 「差戻しコンテンツパス」 

引戻しの再処理 

各処理タスク－[コンテンツパス]タブ 

「引戻しコンテンツパス」 

起票一覧（詳細） 

未処理一覧（詳細） 

処理済一覧（詳細） 

参照一覧（詳細） 

プロセス操作 

「詳細コンテンツパス」 

参照一覧（詳細） 

[メニューバー]－[プロセス設定（P）] 

→「プロパティ」－[標準コンテンツパス]タブ 

「詳細コンテンツパス」 
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図 4‐2‐11 【WF03-02D】【Java Applet】デザイナ設定 

 

■プログラムパス 

intra-mart %WebServer％/bpw/common/ConnectApplet/bpwdesignerc.jar 

 

表示項目は以下の通りです。 

 

「パネルサイズ」・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 「図 4-2-7 【Java Applet】ルート設定」のパネルサイズ（縦×横）を 

設定します。 

 

◆「OK（O）」ボタン押下により、編集された内容で設定されます。 

  ※正式に設定、登録されるのは、「メニューバー」→「ファイル（F）→「保存」を行ったタイミングとなります。 

◆「Cancel（C）」ボタン押下により、編集された内容を設定せずに、ウィンドウを閉じます。 

 

 

 
図 4‐2‐12 【WF03-02E】【Java Applet】ヘルプ（H）－製品情報 

 

■プログラムパス 

intra-mart %WebServer％/bpw/common/ConnectApplet/bpwdesignerc.jar 

 

表示項目は以下の通りです。 

 

「製品情報」・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 【Java Applet】ルート設定を英語標記で表示します。 

また、製造者を表示います。 

 

◆「了解」ボタン押下により、該当ウィンドウを閉じます。
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4.2.7 【Java Applet】ルート設定（ツールバー） 

プロセス定義、バージョン毎の編集を行います。管理者用の画面であり、プロセスマスタメンテナンスを行う際に利

用します。 

 

■ツールバー上に表示されるタスクは、選択する【プロセス種別】によって利用できるタスク、利用できないタスクが

あります。以下では、【プロセス種別】毎に利用できるタスクについて解説します。 

※【プロセス種別】の概要、機能については、別冊【ワークフロー・ガイド】にて解説しております。本書では割愛致

します。 

 

 

ドキュメントワークフロー 

以下の「図 4‐2‐13 【Java Applet】ドキュメントワークフロー利用時のツールバー表示状態」に示します。 

 

 

    図 4‐2‐13 【WF03-01】【Java Applet】ドキュメントワークフロー利用時のツールバー表示状態 

 

表示項目（メニューバー）は以下の通りです。 

 

 

処理 【ユーザ】自身によって処理するタスクです。 

 

サブプロセス 既に登録済みの【プロセス定義】を部品として利用します。 

 

 

手動 表示上のアイコン表示用のためのタスクです。 

実際のシステムとしては利用されません。 

 
ルート選択 直前の「処理」タスクの承認ユーザによって、以降の分岐ルートを選択します。

 

スタート（起点） ルートのスタート（起点）位置を示します。 

 

エンド（終点） ルートのエンド（終点）位置を示します。 

 

結合線 ルート上のタスクを結合するための結合線として使用します。 

 

エクステンション【ワークフローデザイナー（別売）】がインストールされている場合、以下が利用可能となります。 

 

条件分岐 以降の分岐ルートを、設定したプログラムの処理結果によって判断し、選択し

たルートへフローが流れます。 

 

同期 分岐されたルートへ、並行してフローが流れます。 
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申請者／承認者ルート作成ワークフロー 

以下の「図 4‐2‐14 【Java Applet】申請者／承認者ルート作成ワークフロー利用時のツールバー表示状態」に示し

ます。 

 

 

    図 4‐2‐14 【WF03-01】【Java Applet】申請者／承認者ルート作成ワークフロー利用時のツールバー表示状態 

 

表示項目（メニューバー）は以下の通りです。 

 

 

処理 【ユーザ】自身によって処理するタスクです。 

 

ルート作成 直前の「処理」タスクの承認ユーザによって、以降の【ルート作成】タスクの承認

者を選択します。 

 

サブプロセス 既に登録済みの【プロセス定義】を部品として利用します。 

自身の【プロセス定義】は選択する事はできません。 

 

手動 表示上のアイコン表示用のためのタスクです。 

実際のシステムとしては利用されません。 

 

スタート（起点） ルートのスタート（起点）位置を示します。 

 

エンド（終点） ルートのエンド（終点）位置を示します。 

 

結合線 ルート上のタスクを結合するための結合線として使用します。 

 

エクステンション【ワークフローデザイナー（別売）】がインストールされている場合、以下が利用可能となります。 

 

同期 分岐されたルートへ、並行してフローが流れます。 

 

■ サブプロセス設定時の注意 

バージョン毎にプロセス種別を変更した場合、別プロセス定義のサブプロセス設定時に、どちらのバージョンに対しての

サブプロセス設定なのかが判断つかないため、サブプロセスとして設定する「プロセス定義」はどのバージョンも統一して

同一のプロセス種別にするようにしてください。 

 

【例】 

 ◆プロセス定義 A 

   ・バージョン１ 「ドキュメントワークフロー」 

   ・バージョン２ 「申請者／承認者ルート作成ワークフロー」 

とバージョン毎でプロセス種別を設定する。 

 ◆プロセス定義 B 

   サブプロセスとして、「プロセス定義 A」を設定する。 

   ただし、バージョン１、２ どちらのプロセス種別のプロセス定義設定なのかが判断つかないため。 

 

「申請者／承認者ルート作成ワークフロー」は、サブプロセスへの設定不可となるが、バージョン１のプロセス種別は、

「ドキュメントワークフロー」であるため、サブプロセスとして設定する事ができますので注意してください。 
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ビジネスプロセスワークフロー（Advanced 版のみ） 

以下の「図 4‐2‐15 【Java Applet】ビジネスプロセスワークフロー利用時のツールバー表示状態」に示します。 

 

 

    図 4‐2‐15 【WF03-01】【Java Applet】ビジネスプロセスワークフロー利用時のツールバー表示状態 

 

表示項目（メニューバー）は以下の通りです。 

 

 

処理 【ユーザ】自身によって処理するタスクです。 

 

自動実行 設定されたプログラムをシステムが自動処理します。 

 

イベント実行 im-J2EE フレームワークのイベントフレームワークを処理します。 

 

サブプロセス 既に登録済みの【プロセス定義】を部品として利用します。 

自身の【プロセス定義】は選択する事はできません。 

 

手動 表示上のアイコン表示用のためのタスクです。 

実際のシステムとしては利用されません。 

 

条件分岐 以降の分岐ルートを、設定したプログラムの処理結果によって判断し、選択し

たルートへフローが流れます。 

 

同期 分岐されたルートへ、並行してフローが流れます。 

 

エンド（終点） ルートのエンド（終点）位置を示します。 

 

結合線 ルート上のタスクを結合するための結合線として使用します。 

 

 

4.2.8 【Java Applet】ルート設定（タスク） 

プロセス定義、バージョン毎の編集を行います。管理者用の画面であり、プロセスマスタメンテナンスを行う際に利

用します。 

 

各タスク毎設定については、別冊【ワークフロー・ガイド】にて解説しております。本書では割愛致します。 

4.2.9 【Java Applet】サーバ（Servlet）間の通信方法 

【Java アプレット】（ルート設定画面）から、ApplicationRuntimeServiece（Servlet）間との通信手段として、 

「java.net クラス URLConnection」、「java.net クラス URL」を使用しています。 

詳細については、http://java.sun.com/j2se/1.4/ja/docs/ja/api/index.html をご確認ください。 

 

また、ワークフローにて関係してくる個所については、このサーバ間の通信が行われているのは、web.xml で定義

されている ServletName 「BPWDesignerSelectServlet」、「BPWDesignerInsertServlet」が該当します。 

 



 4 画面詳細と各種機能

 

作成者：株式会社 NTT データ イントラマート Page 33

 

4.3 インポート/エクスポート 

4.3.1 インポート/エクスポート 

登録されたプロセス定義一覧を表示します。管理者用の画面であり、Excel ファイルによるインポート/エクスポート

操作を行います。 

以下の「図 4‐3‐1 インポートエクスポート（一覧）」に示します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4‐3‐1 【WF04-01】インポートエクスポート（一覧） 

 

■メニューパス 

bpw-export_list_for_manage_frame_call.service 

  ■プログラムパス 

intra-mart %ApplicationRuntime％/doc/imart/bpw/business/TransferProcessDefinition/ExportListForManageFrame.jsp 

/ExportListForManageHead.jsp 

/ExportListForManageBody.jsp 

 

処理権限のあるカテゴリがコンボボックス内にリストされます。 

任意選択した<<カテゴリ>>で、「カテゴリの絞込み」を行うと、 

一覧では該当カテゴリに紐づく<プロセス定義>のみが 

表示されます。
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表示項目は以下の通りです。 

ソート対象としては、「プロセス定義」、「 新バージョン」となり、各々において、昇順/降順の指定が可能となります。

初期表示時では、「プロセス定義」の昇順として表示されます。 

 

「プロセス定義」 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ プロセス定義の名称を表示します。 

「 新バージョン」 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 該当プロセス定義内で 上位（番号が大きい）バージョンを表示します。 

「備考」・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ プロセス定義毎の備考内容を表示します。 

 

◆左上ツールバー内にある「テンプレートのダウンロード」の押下により、インポート用 Excel ファイルのダウンロード

が行われます。 

（※遷移先については、「図 4-3-2 テンプレートのダウンロード後の状態」を指します。次項にて解説致します。） 

◆右上ツールバー内にある「 新情報」の押下により、同画面の再読込みを行います。 

◆左上にある「インポート実行」の押下により、指定したインポート用 Excel ファイルのインポートを行います。 

（※遷移先については、「図 4-3-5 インポート結果」を指します。次項にて解説致します。） 

◆左列にある「エクスポート実行」アイコンの押下により、一覧上で選択を行った任意プロセス定義のエクス

ポートを行います。 

（※遷移先については、「図 4-3-7 エクスポート結果」を指します。次項にて解説致します。） 

◆左上にある「カテゴリで絞込み」の選択、リンクの押下により、選択した<カテゴリ>による絞込み検索ができ

ます。 

◆左列リスト（ヘッダ部）にある「チェックボックス」は、リスト（データ部）の一括チェック ON/OFF を行います。 

◆左列リスト（データ部）にある「チェックボックス」は、「エクスポート実行」時に対象となるための判定となりま

す。 

 

4.3.2 テンプレートのダウンロード 

管理者用の画面であり、インポートを行うためのフォーマットとなる Excel ファイルのダウンロードを行います。 

以下の「図 4‐3‐2 テンプレートのダウンロード後の状態」に示します。 

 

 
図 4‐3‐2 【WF04-04】テンプレートのダウンロード後の状態 
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◆ダウンロード元となる Excel ファイルは、以下の場所に保管されています。 

intra-mart StorageService/storage/bpw/excel_template/processDef.xls 

◆テンプレートとしてダウンロードを行った Excel ファイルは、クライアント端末、利用されるブラウザ製品仕様の挙動

や設定（MIME、ファイルタイプの設定）に依存されますが、標準設定の場合は、ポップアップウィンドウ内にテン

プレートファイルが表示されます。 

 ⇒ダウンロードを行ったファイルは、任意で保存を行いインポート用のフォーマットにしたがい編集後、インポート 

を行う事ができます。 

◆テンプレートとしてダウンロードを行った Excel ファイルは、各設定項目に対して、【コメント】として解説が表示され

ます。 

 

、対象となるセルにフォーカスを当てると 
コメント情報が表示されます

 
図 4‐3‐3 【WF04-04】テンプレート Excel ファイル内のコメント内容 

 

また、別冊の「ワークフロー・ガイド」において、＜プロセスのフロー情報のインポート・エクスポート＞として詳細に

解説を行っておりますので、あわせてご参照ください。 

 

4.3.3 インポート 

ワークフローマスタへのプロセス定義データの登録を行います。管理者用の画面であり、プロセスマスタメンテナン

スを行う際に利用します。 

以下の「図 4‐3‐4 インポート実行」に示します。 

 

 

図 4‐3‐4 【WF04-01】インポート実行 

 

■インポート操作 

1．「図 2-24 インポートエクスポート（一覧）」画面上部にある「図 2-27 インポート実行」より、登録を行いたいイ

ンポート用の Excel ファイルを指定、「インポート実行」を押下することで、サーバに対してのアップロード、ワ

ークフローマスタへのプロセス定義データの登録を行います。 

2．インポート処理の結果は、インポート処理後の画面遷移時に表示されます。 

  以下の「図 4‐3‐5 インポート結果」に示します。 
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図 4‐3‐5 【WF04-02】インポート結果 

 

  ■プログラムパス 

intra-mart %ApplicationRuntime％/doc/imart/bpw/business/TransferProcessDefinition/CompletedDataImportFrame.jsp 

/CompletedDataImportHead.jsp 

/CompletedDataImportBody.jsp 

 

表示項目は以下の通りです。 

ソート対象としては、「プロセス定義」、「 新バージョン」となり、各々において、昇順/降順の指定が可能となります。

初期表示時では、「プロセス定義」の昇順として表示されます。 

 

「シート」 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ インポートを行った Excel ファイル内の【シート】名を表示します。 

「プロセス定義」 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ インポートを行ったプロセス定義の名称を表示します。 

「処理ステータス」 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 「プロセス定義」単位におけるインポート処理の【処理ステータス】名

を表示します。失敗時では、原因個所とその要因について表示しま

す。 

 

◆右上にある「戻る」の押下により、直前の「インポート/エクスポート（一覧）」へ遷移します。 
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4.3.4 エクスポート 

プロセス定義のエクスポートを行います。管理者用の画面であり、プロセスマスタメンテナンスを行う際に利用します。

以下の「図 4‐3‐6 エクスポート対象一覧」に示します。 

 

 

図 4‐3‐6 【WF04-01】エクスポート対象一覧 

 

  ■プログラムパス 

intra-mart %ApplicationRuntime％/doc/imart/bpw/business/TransferProcessDefinition/ExportListForManageFrame.jsp 

/ExportListForManageHead.jsp 

/ExportListForManageBody.jsp 

 

■エクスポート操作 

1． 左列リスト（データ部）にある「チェックボックス」に対して、エクスポートを行いたいプロセス定義のチェックを

行います。 

※左列リスト（ヘッダ部）にある「チェックボックス」では、リスト（データ部）の一括チェック ON/OFF を行います。 

2． 上部にある「エクスポート実行」を押下すると、チェックされたプロセス定義を対象にエクスポート処理を行

います。 

エクスポート処理する際に元となるファイルは、以下に格納されています。 

intra-mart StorageService/storage/bpw/excel_template/ processDefRead.xls 

3． エクスポート後、クライアントに対してダウンロードされたエクスポート内容の入った Excel ファイルは、クライ

アント端末、利用されるブラウザ製品仕様の挙動や設定（MIME、ファイルタイプの設定）に依存されます

が、標準設定の場合は、ポップアップウィンドウ内にテンプレートファイルが表示されます。 

 ⇒ダウンロードを行ったファイルは、任意で保存を行いインポート用のフォーマットにしたがい編集後、インポート 

を行う事ができます。 

             以下の「図 4‐3‐7 エクスポート結果」に示します。 
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図 4‐3‐7 【WF04-03】エクスポート結果 

 

◆エクスポート後、ダウンロードを行った Excel ファイルは、クライアント端末、利用されるブラウザ製品仕様の挙動や

設定（MIME、ファイルタイプの設定）に依存されますが、標準設定の場合は、ポップアップウィンドウ内にエクス

ポートファイルが表示されます。 

 ⇒ダウンロードを行ったファイルは、任意で保存を行いインポート用のフォーマットにしたがい編集後、インポート 

を行う事ができます。 

◆各セル内には、ワークフローマスタ内で設定された情報が、フォーマットにしたがいファイル内に格納されていま

す。 

◆「図 2-24 インポートエクスポート（一覧）」画面上部にある「図 2-27 インポート実行」より、登録を行いたいインポ

ート用のExcelファイルを指定、「インポート実行」を押下することで、サーバに対してのアップロード、ワークフロー

マスタへのプロセス定義データの登録作業を行います。 

intra-mart StorageService/storage/bpw/excel_template/processDef.xls 

◆テンプレートとしてダウンロードを行った Excel ファイルは、クライアント端末、利用されるブラウザ製品仕様の挙動

や設定（MIME、ファイルタイプの設定）に依存されますが、標準設定の場合は、ポップアップウィンドウ内にテン

プレートファイルが表示されます。 

 ⇒ダウンロードを行ったファイルは、任意で保存を行いインポート用のフォーマットにしたがい編集後、インポート 

を行う事ができます。 
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4.4 プロセス操作 

4.4.1 プロセス操作（一覧） 

ワークフローとしてフローされている案件を表示します。管理者用の画面であり、一般ユーザの変わりに強制的なフ

ローの異動やユーザの振替、プロセス（案件）の削除を行います。 

以下の「図 4‐4‐1 プロセス操作（一覧）」に示します。 

 

 

図 4‐4‐1 【WF05-01】プロセス操作（一覧） 

 

■メニューパス 

bpw- task_list_for_manage_frame_call.service 

  ■プログラムパス 

intra-mart %ApplicationRuntime％/doc/imart/bpw/business/TaskManagement/TaskListForManageFrame.jsp 

/TaskListForManageHead.jsp 

/TaskListForManageBody.jsp 
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表示項目は以下の通りです。 

 

ソート対象としては、「プロセス定義」、「案件名」、「起票者」、「起票日」、「処理期限」となり、各々において、昇順/降

順の指定が可能となります。初期表示時では、「プロセス定義」の昇順として表示されます。 

 

「案件番号」・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 起票（申請）時にシステム内で付与されたプロセス CD を表示します。 

「プロセス定義」 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 起票（申請）されたプロセス（案件）のプロセス定義の名称を表示します。 

「 新バージョン」 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 起票（申請）されたプロセス定義内のバージョンを表示します。 

「起票者」・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 起票（申請）を行ったユーザ名を表示します。 

「起票日」・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 起票（申請）を行った日付を表示します。 

「現在の処理者」・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 現在、処理（承認）待ちの処理（承認）者を表示します。 

「処理期限」・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 

処理（承認）到達日付からの処理期限日付を表示します。 

※ 予め処理期限設定が行われていた場合のみ 

「状態」・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 

リストされたプロセス（案件）の状態（ステータス）を表示します。このアイコンの

意味については、ツールバー上の「ヘルプ」押下により、ヘルプ画面にて解

説を行っております。 

 

◆左上ツールバー内にある「削除」の押下により、一覧上で選択を行った任意プロセス（案件）の削除を行います。 

◆右上ツールバー内にある「追加検索」の押下により、画面内が 2 分割フレームとなり、上フレームに対して「追加検

索」画面が表示されます。 

  （※詳細については次項で解説致します。） 

◆右上ツールバー内にある「ヘルプ」の押下により、ポップアップウィンドウにて、「ヘルプ（アイコンのステータス解

説）画面が表示されます。 

  （※詳細については次項で解説致します。） 

◆右上ツールバー内にある「 新情報」の押下により、同画面の再読込みを行います。 

◆左列にある「XML 出力」のチェックを行い、左上ツールバー内にある「削除」の押下を行う事で、一覧上で選択を

行ったプロセス（案件）を XML フォーマットのファイルとして以下の場所に出力します。 

 

intra-mart ％StorageService％/storage/bpw/reserve_process フォルダ配下 

      ☆出力先は、以下の設定ファイルにて変更可能です。 

 

intra-mart ％ApplicasionRuntime％/doc/imart/WEB-INF/classes/ 

jp/co/intra_mart/foundation/bpw/config/BPWCore.properties 

 

      <<XML ファイル出力パス定義>>   KEY_XML_SAVE=bpw/reserve_process/ 

 

                     ☆以下の設定によって、XML 出力を強制的に出力可否を行う事もできます。 

 

<<XML 出力可否定義>>        KEY_XML_OUT=true 
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4.4.1.1 プロセス情報のXML出力機能（プロセス削除時） 

削除されるプロセス（案件）は、以下の XML 形式にしたがい、ファイル出力されます。 

出力される XML ファイルは次のようになります。 

 

 

図 4‐4‐2 出力される XML ファイル 

 

                     ☆以下の設定によって、XML 出力を行う際の文字コード設定を行う事ができます。 

<<XML 出力文字コード設定>     KEY_XML_ENCODE=UTF-8 

 

この文字コード設定については、intra-mart StorageService インストール時に設定する文字コードと同一のも 

を指定してください。 
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☆参考☆ 

設定ファイル「BPWCore.properties」や、言語毎のメッセージ設定ファイル「MessageConfig_bpw_xx.properties」は、JDK の

「native2ascii」コマンドにてコード変換を行っております。編集される場合は以下の手順をおこなってください。 

[編集手順] 

対象ファイルを、以下の手順で編集します (Windows での例を示します)。 

1. 編集するファイル（BPWCore.properties）のバックアップを行います。 

2. JDK の native2ascii コマンドを利用してファイルをエンコード前に戻します。 

% JDK PATH%¥native2ascii -reverse .¥BPWCore.properties .¥BPWCore.properties. txt 

3. BPWCore.properties.txt の KEY の値を編集します。 

4. JDK の native2ascii コマンドを利用してファイルをエンコードし、元のファイルを更新します。 

% JDK PATH%¥native2ascii .¥BPWCore.properties.txt .¥BPWCore.properties 

5. Framework の場合は、Web アプリケーションサーバに再デプロイします。 

6. ApplicationRuntime（Web アプリケーションサーバ）を再起動します。 

 

 

◆左列リスト（ヘッダ部）にある「チェックボックス」は、リスト（データ部）の一括チェック ON/OFF を行います。 

◆左列リスト（データ部）にある「チェックボックス」は、「削除」時に対象となるための判定となります。 

◆左列リスト（データ部）にある「詳細」の押下により、ポップアップウィンドウにて、該当のプロセス（案件）の詳細画面

を表示します。 

※管理者によって設定した、[メニューバー]－[プロセス設定]－「プロパティ」において設定された【参照コンテンツ

パス】－「詳細コンテンツパス」に設定されたプログラムパスがこの画面内にて表示されます。 

◆左列リスト（データ部）にある「フロー」の押下により、ポップアップウィンドウにて、該当のプロセス（案件）のフロー

情報を参照します。 

◆左列リスト（データ部）にある「操作」の押下により、ポップアップウィンドウにて、該当のプロセス（案件）のプロセス

操作（フローの移動操作、プロセス（案件）の削除）を行う事ができます。 

  （※詳細については次項で解説致します。） 

◆左列リスト（データ部）にある「振替」の押下により、画面遷移が行われ、該当のプロセス（案件）の現在の処理（承

認）者から別のユーザへ振替操作を行う事ができます。 

  （※詳細については次項で解説致します。） 

 

■絞込み 

 

図 4‐4‐3 【WF05-01】プロセス操作（一覧）－絞込みアイコン 

 

これらアイコンを押下することで、簡易的な絞込み抽出を行う事ができます。この機能は、「追加検索」によって検

索された抽出リストからさらに絞込みを行います。 

 

処理（承認）待ちの状態のプロセス（案件） 

 引戻しされた状態のプロセス（案件） 

 差戻しされた状態のプロセス（案件） 

 処理（承認／否認）がすべて終了した状態のプロセス（案件） 
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■追加検索 

 

図 4‐4‐4 【WF05-01】追加検索」利用時のプロセス操作画面 

 

  ■プログラムパス 

intra-mart %ApplicationRuntime％/doc/imart/bpw/business/TaskManagement/TaskListForManageFrame.jsp 

/TaskListForManageHead.jsp 

/common/AddSearch/AddSearch.jsp 

 

右上ツールバー内にある「追加検索」の押下により、画面内が 2 分割フレームとなり、上フレームに対して「追加検索」

画面が表示されます。 

この「追加検索」ではより詳細な検索機能を果たします。 

 

検索項目は以下の通りです。 

「カテゴリ」 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ カテゴリを選択します。 

「プロセス定義」 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 選択したカテゴリに属するプロセス定義を選択します。 

「バージョン」 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 選択したプロセス定義の中からバージョンを選択します。 

「処理名」・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 選択したバージョンの中から処理名を選択します。 

「処理日範囲」・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 「起票日」を対象に、日付範囲を指定します。 

「語句」・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ○起票者（ユーザ） 

⇒「起票者（ユーザ）」本人が起票した案件一覧 

○起票者（組織） 

⇒起票したとき選択した組織が「起票者（組織）」の案件一覧 

○処理者（ユーザ） 

⇒検索なし 

○処理者（組織） 

⇒検索なし 

   以上の検索対象を任意で指定し、「検索」ボタンの押下により、検索を行います。 

特別なリセット機能についてはありませんので、メニューから再表示を行うか、カテゴリ等から再度、検索対象の再選択

を行うようにしてください。 

※【追加検索】画面内の各検索条件についてはすべて AND 条件となります。
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■ヘルプ 

 

図 4‐4‐5 【WF00-19】ヘルプ画面 

  ■プログラムパス 

intra-mart %ApplicationRuntime％/doc/imart/bpw/common/Help/HelpStatusIcon.jsp 

 

一覧画面上に表示される状態（ステータス）について、各々解説した一覧となります。その他、一覧画面においても同様に

利用される共通系の画面となります。 

 

4.4.1.2 プロセス操作 

 

 

図 4‐4‐6 【WF05-02】プロセス操作画面 

 

 ■プログラムパス 

intra-mart %ApplicationRuntime％/doc/imart//bpw/business/DeleteOldTask/DeleteOldTaskFrame.jsp 

/DeleteOldTaskHead.jsp 

 /DeleteOldTaskBody.jsp 
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表示項目は以下の通りです。 

ソート対象としては、「カテゴリ」、「プロセス定義」、「バージョン」、「備考」となり、各々において、昇順/降順の指定が可能と

なります。初期表示時では、「カテゴリ」の昇順として表示されます。 

 

「カテゴリ名」 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ カテゴリの名称を表示します。 

「プロセス名」 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 起票（申請）時に登録されたプロセス（案件）名を表示します。 

 

◆左上ツールバー内にある「更新」の押下により、該当のプロセス（案件）のフローの移動が行えます。 

 ※フロー内の処理者が動的承認者（前処理者の所属組織、前処理者の上位組織、実行時選択）である場合、 

処理（承認）候補ユーザが確立されていないため、ルート内容によってはフローの操作が行えないパターンが存在

します。ご注意ください。 

◆左上ツールバー内にある「プロセスの削除」の押下により、該当のプロセス（案件）の削除を行います。 

   ※一覧画面上の XML 出力とは連動していませんので、ご注意ください。 

◆右上ツールバー内にある「閉じる」の押下により、同ウィンドウが閉じます。 

4.4.1.3 プロセス操作（動作仕様） 

■基本仕様 

プロセス操作とは、ワークフロー管理者による強制的なフローの操作となります。 

操作が許されるのは、下の＜図 4‐4‐7 プロセス操作の許容範囲＞で示す“プロセス操作が可能な許容範囲”として指定

された範囲内となります。また、プロセス操作とは今まで流れた来たフローを逆戻りさせる（例：【ユーザ D】のタスクから【ユ

ーザ B】のタスクへ戻す）のを目的として用意された機能となります。これは通常の差戻し機能とは異なり、【ユーザ B】のタ

スクから【ユーザ D】のタスクまでの処理データは削除されます。 

※フロー上の処理データは削除されますが、履歴情報としては保持されているため、次の API を利用する事で該当データ 

を取得する事が可能となります。 

 

■J2EE ベース開発モデル 

jp.co.intra_mart.foundation.wkf クラス Process # getProcessHistory() メソッド 

■ページベース開発モデル 

WkfProcess オブジェクト # getProcessHistory() メソッド 

 

  ■プロセス操作が逆戻りしか（先に飛ばす=フローのスキップ）ができない理由 

下の＜図 4‐4‐7 プロセス操作の許容範囲＞の場合、【ユーザ A】が初回の申請を行い、【ユーザ B】が処理待ちとなって

いる状態から、【ユーザ D】のタスクへプロセス操作する事はできません。なぜなら【ユーザ C】、【ユーザ D】のタスク処理者

は「前処理者の上位組織」であるため、前処理者がどの所属立場で処理を行うのかが全く不明である、また、誰の立場で

承認させるべきかを判断できないためです。 

⇒承認する所属立場によって、その後に流れるフローの状態にも影響がでるためです。 

このため、プロセス操作では、逆戻りさせる操作のみが可能となっております。 

 

申請
前処理者の
上位組織

前処理者の
上位組織

前処理者の
上位組織

Start End

【 】 ユーザA 【 】 ユーザB 【 】 ユーザC 【 】 ユーザD 

プロセス操作が可能な許容範囲
　　起票タスクは
　　フローの始まりのため
　　操作できません

図 4‐4‐7 プロセス操作の許容範囲 
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4.4.1.4 振替（画面） 

 

 

図 4‐4‐8 【WF00-10】振替画面 

 

 ■プログラムパス 

intra-mart %ApplicationRuntime％/doc/imart/bpw/business/TransferTask/TransferTaskFrame.jsp 

/TransferTaskHead.jsp 

/TransferTaskBody.jsp 

 

表示項目は以下の通りです。 

 

「振替元ユーザ」・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 現在の処理者候補がリストとして選択可能となっています。 

⇒ユーザ 1 名のみの場合は、同ユーザのみがリストされます。 

⇒会社・組織／パブリックグループ／ロールといったグループ

内の複数承認ユーザがリストされます。 

⇒サブプロセスの先頭タスクが【申請】として利用されていた場

合、複数の起票（申請）者候補がリストされます。 

「振替先ユ－ザ」・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 

振替を行いたいユーザを選択します。 

※ユーザのみが対象となります。 

「メール通知」・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 「振替」操作の内容を振替先ユーザに対して、メール通知する

かどうかの可否設定です。 

「本文」・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 「メール通知」にて【する】とした場合、「振替」操作時に送信され

るメール本文（Body）の内容となります。 

 

◆左上ツールバー内にある「振替」の押下により、現在の処理（承認）者から選択したユーザに振替操作を行います。 

※代理設定されている場合には、「振替」操作は無効となります。ご注意ください。 

◆右上ツールバー内にある「戻る」の押下により、プロセス操作（一覧）画面へ遷移します。 

 



 4 画面詳細と各種機能

 

作成者：株式会社 NTT データ イントラマート Page 47

 

4.4.1.5 振替メール 

振替時にメール送信されるメールについては、以下にテンプレートファイルが用意されており、このテンプレートファイルを

ベースに振替時のメール本文として、送信を行います。 

intra-mart ％ApplicasionRuntime％//doc/imart/WEB-INF/classes/ 

jp/co/intra_mart/foundation/bpw/config/BPWCore.properties 

 

<<メールテンプレート格納フォルダ>> MAIL_TEMPLATE_FOLDER=bpw/mail_template/ 

<<振替設定メールテンプレートファイル名> MAIL_FILE_TRANSFER=transfer.iwm 

  

☆参考☆ 

設定ファイル「BPWCore.properties」や、言語毎のメッセージ設定ファイル「MessageConfig_bpw_xx.properties」は、JDK の

「native2ascii」コマンドにてコード変換を行っております。編集される場合は以下の手順をおこなってください。 

[編集手順] 

対象ファイルを、以下の手順で編集します (Windows での例を示します)。 

1. 編集するファイル（BPWCore.properties）のバックアップを行います。 

2. JDK の native2ascii コマンドを利用してファイルをエンコード前に戻します。 

% JDK PATH%¥native2ascii -reverse .¥BPWCore.properties .¥BPWCore.properties. txt 

3. BPWCore.properties.txt の KEY の値を編集します。 

4. JDK の native2ascii コマンドを利用してファイルをエンコードし、元のファイルを更新します。 

% JDK PATH%¥native2ascii .¥BPWCore.properties.txt .¥BPWCore.properties 

5. Framework の場合は、Web アプリケーションサーバに再デプロイします。 

6. ApplicationRuntime（Web アプリケーションサーバ）を再起動します。 
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4.4.2 振替（動作仕様） 

 

■基本仕様 

 「振替」とは、処理権限をもつユーザから、振替先の【ユーザ】に対して、完全な処理権限の委譲する操作です。 

 ※「代理」では、処理権限自体はあくまで代理元であり、処理を行う先を代理先の処理者に依頼する動作仕様となりま

す。 

「振替」は処理権限として、【ユーザ】、【実行時選択（ユーザ、組織）】、【組織】、【ロール】、【パブリックグループ】、【前

処理者の所属組織】、【前処理者の上位組織】が処理権限をもつ対象者として設定されている場合に「振替」が利用で

きます。 

この時、【組織】、【ロール】等の複数人の処理権限が存在する場合、その中の１ユーザが振替を行っても、振替えられ

たユーザが処理を行うまでは、振替元の元々のユーザについても、処理が行えます。 

また、「振替」→「振替」といったような操作も可能となります。 

 

  ■「振替」されたユーザが行った処理後のフロー上の挙動 

 振替されたユーザが処理を行った後に、次の処理者が「差戻し」を行った場合は、申請者によって「再申請」が行われ、

再び、処理が戻ってきた場合には、振替されたユーザの【未処理】一覧画面に処理を行うよう該当の案件が表示されま

す。振替元のユーザには該当の案件については戻ってはきません。 

 

  ■【フロー情報】画面における「振替」された情報の表示されるタイミング 

「振替」が行われ、なおかつ振替されたユーザが処理を行った状態  ⇒ 振替されなおかつ処理を行った【ユーザ】 

「振替」が行われ、振替されたユーザが未だ処理を行っていない状態 ⇒ 振替元の【ユーザ】、【組織】等 

   が各々表示されます。 

 

■代理依頼案件の「振替」操作は利用できません 

本人が処理権限を持つプロセス（案件）に対する「振替」については、前述の条件の元「振替」を行う事が可能となりま 

すが、代理依頼されているプロセス（案件）については、「振替」を行う事はできません。この理由としては、 

  ・代理依頼されたプロセス（案件）に対して、依頼先のユーザがさらに、第３者ユーザへ処理を振り替えてしまうと 

いう運用を認めていけないため。 

  ・代理依頼されたプロセス（案件）はあくまで代理元ユーザの処理権限として処理を行います。しかし振替を行う事 

で、この処理権限は振替先のユーザへ委ねられてしまうことで、処理後のデータの繋がりがなくなってしまう（デ

ータの整合性が薄れてしまう）事が懸念されるため。 

 

      以上の点より、代理依頼されたプロセス（案件）に対する「振替」操作は行えないようになっています。 

※代理依頼案件された「振替」操作ができない仕組みとしては、【振替】画面内、「振替元ユーザ」のコンボボックスにお

いて、元々処理権限を持つユーザのリストがされています。この時に左上ツールバー内の「振替」押下時、まずは選択

状態にある【ユーザ】の代理設定状況の確認を行い、もし該当ユーザが代理依頼されていた場合には、該当ユーザに

対する「振替」は行えないようにエラーメッセージを画面上に表示します。 

 

■同一プロセス（案件）を、同一ユーザに対して再振替を行う事はできません。 

〆パターン A 

【ユーザ A】→【ユーザ B】→【ユーザ A】→【ユーザ B】 では【ユーザ A】から【ユーザ B】へ再振替しようとしている 

ため NG となります。 

   〆パターン B 

【ユーザ A】→【ユーザ B】→【ユーザ A】→【ユーザ C】 では、別ユーザへ振替されているので問題ありません。 
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4.5 BPWポータル（Advanced版） 

4.5.1 ポートレット（一覧） 

登録されたポートレット一覧を表示します。管理者用の画面であり、BPW ポータル機能を利用する場合に必要とな

ります。（Advanced 版 ビジネスプロセスワークフロー時のみに利用可能です） 

以下の「図 4‐5‐1 ポートレット（一覧）」に示します。 

 

 

 

図 4‐5‐1 【WF10-01】ポートレット（一覧） 

 

■メニューパス 

bpw/portal/config/ptr_cfg_lst010.jssp 

   ■プログラムパス 

intra-mart %ResourceService%/pages/・・・bpw/portal/config/ptr_cfg_lst010 

 

表示項目は以下の通りです。 

ソート機能はこの画面では提供されておりません。 

 

「アプリケーション」・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 登録されたポートレットのアプリケーション名を表示します。 

「名称」 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 登録されたポートレットの名称を表示します。 

「パス」・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 登録されたポートレットのプログラムパスを表示します。 

 

◆左上ツールバー内にある「ポートレット追加」の押下により、【ポートレット新規登録】画面へ遷移します。 

（※遷移先については、「図 2-15 ポートレット登録」を指します。次項にて解説致します。） 

◆右上ツールバー内にある「 新情報」の押下により、同画面の再読込みを行います。 

◆左列にある「編集」アイコンの押下により、該当のポートレットの編集画面へ遷移します。 

（※遷移先については、「図 2-18 ポートレット編集」を指します。次項にて解説致します。） 
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4.5.2 ポートレット新規登録 

ポートレットの新規登録を行います。管理者用の画面です。 

以下の「図 4‐5‐2 ポートレット新規登録」に示します。 

 

 

図 4‐5‐2 【WF10-02】ポートレット新規登録 

 

 ■プログラムパス 

   intra-mart %ApplicationRuntime%/doc/imart/portal/regist/portlet_regist.jsp 

 

表示項目は以下の通りです。 

 

「アプリケーション」 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 登録を行うポートレットのアプリケーション名を入力します。 

「名称（必須）」 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 登録を行うポートレットの名称を入力します。 

「ページの種類」・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 登録を行うポートレットのページ（プログラム）の種類を選択します。 

「ページの種類」 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ページ（プログラム）のパスを入力します。（※1） 

「ページ引数」 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 登録を行うポートレットのページ（プログラム）の初期関数内で取得が

可能となる初期パラメータを指定します。 

「アプリケーション ID」 ・・・・・・・・・・・・・・・・ 「ページの種類」にて「[J2EE FrameWork]」選択時に、 

登録したいアプリケーション ID を入力します。 

「サービス ID」 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 「ページの種類」にて「[J2EE FrameWork]」選択時に、 

登録したいサービス ID を入力します。 

「ロール」 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 登録を行うポートレットのアクセス権限を設定します。 
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◆右上にある「戻る」の押下により、直前の「ポートレット（一覧）」へ遷移します。 

◆「ロール」項目内の「検索」の押下により、【ロール】検索画面が表示されます。同検索画面よりアクセス権として指

定した【ロール】を選択します。 

◆「ロール」項目内の「削除」の押下により、「ロール」項目内に既に追加されている【ロール】を省く事ができます。た

だし選択状態にある【ロール】が対象となります。 

◆「登録」の押下により、新規ポートレットの登録を行います。 

 

（※1） 「ページの種類」の選択できる内容としては以下の通りとなります。 

 

[PresentationPage]  ⇒ページベースモデルのプログラムを指定します。 

※“パスあるいは URL”欄が入力可能となります。 

[J2EE FrameWork]  ⇒im-J２EE Framework のプログラムを指定します。 

※“アプリケーション ID”欄が入力可能となります。 

※“サービス ID”欄が入力可能となります。 

[Servlet or JSP]  ⇒Web アプリケーションサーバ上で動作する「Servlet」、「JSP」のプログラムを

指定します。 

※“パスあるいは URL”欄が入力可能となります。 

[InterNet] ⇒外部 URL を指定します。 

※“パスあるいは URL”欄が入力可能となります。 

※以下のページ種別を指定できます。各ページ種別については、各専用のマニュアルにて解説しております。 

 

4.5.3 ポートレット編集 

ポートレットの編集を行います。管理者用の画面です。以下の「図 4‐5‐3 ポートレット編集」に示します。 

 

 

図 4‐5‐3 【WF10-03】ポートレット編集 

 

 ■プログラムパス 

   intra-mart %ApplicationRuntime%/doc/imart/portal/regist/portlet_edit.jsp 
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表示項目は以下の通りです。 

 

「アプリケーション」 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 登録を行うポートレットのアプリケーション名を入力します。 

「名称（必須）」 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 登録を行うポートレットの名称を入力します。 

「ページの種類」・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 登録を行うポートレットのページ（プログラム）の種類を選択します。 

「ページの種類」 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ページ（プログラム）のパスを入力します。（※1） 

「ページ引数」 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 登録を行うポートレットのページ（プログラム）の初期関数内で取得が

可能となる初期パラメータを指定します。 

「アプリケーション ID」 ・・・・・・・・・・・・・・・・ 「ページの種類」にて「[J2EE FrameWork]」選択時に、 

登録したいアプリケーション ID を入力します。 

「サービス ID」 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 「ページの種類」にて「[J2EE FrameWork]」選択時に、 

登録したいサービス ID を入力します。 

「ロール」 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 登録を行うポートレットのアクセス権限を設定します。 

 

◆右上にある「戻る」の押下により、直前の「ポートレット（一覧）」へ遷移します。 

◆「ロール」項目内の「検索」の押下により、【ロール】検索画面が表示されます。同検索画面よりアクセス権として指

定した【ロール】を選択します。 

◆「ロール」項目内の「削除」の押下により、「ロール」項目内に既に追加されている【ロール】を省く事ができます。た

だし選択状態にある【ロール】が対象となります。 

◆「更新」の押下により、ポートレットの更新を行います。 

◆「削除」の押下により、ポートレットの削除を行います。 
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4.5.4 BPWポータル（一覧） 

登録されたポータル一覧を表示します。管理者用の画面であり、BPW ポータル機能を利用する場合に必要となりま

す。（Advanced 版 ビジネスプロセスワークフロー時のみに利用可能です） 

また、事前にポートレットの登録が必要となります。以下の「図 4‐5‐4 ポータル（一覧）」に示します。 

 

 

 

図 4‐5‐4 【WF05-10】BPW ポータル（一覧） 

 

■メニューパス 

portal-portlet_list.service 

   ■プログラムパス 

intra-mart %ApplicationRuntime％/doc/imart/portal/regist/portlet_list.jsp 

 

表示項目は以下の通りです。 

ソート機能はこの画面では提供されておりません。 

 

「名称」・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 登録されたポータルの名称を表示します。 

「登録者」 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 登録されたポータルの登録者ユーザ名を表示します。 

「登録日」・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 登録されたポータルの登録日時を表示します。 

 

◆左上ツールバー内にある「BPW ポータル追加」の押下により、【BPW ポータル登録(1/2)】画面へ遷移します。 

（※遷移先については、「図 2-15  BPW ポータル登録(1/2)」を指します。次項にて解説致します。） 

◆右上ツールバー内にある「 新情報」の押下により、同画面の再読込みを行います。 

◆左列にある「編集」アイコンの押下により、該当の BPW ポータルの編集画面へ遷移します。 

（※遷移先については、「図 2-18 BPW ポータル編集」を指します。次項にて解説致します。） 
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4.5.5 BPWポータル登録(1/2) 

BPW ポータルの新規登録を行います。管理者用の画面です。 

以下の「図 4‐5‐5  BPW ポータル登録(1/2)」に示します。 

 

 

図 4‐5‐5 【WF10-05】BPW ポータル登録(1/2) 

 

 ■プログラムパス 

   intra-mart %ResourceService%/pages/・・・/bpw/portal/config/ptr_cfg_reg010 

 

表示項目は以下の通りです。 

 

「BPW ポータル用レイアウト」 ・・・・・・・・・ 登録を行う BPW ポータルのレイアウトを選択します。 

【分割なし】 

 エリアを分割しないで、ポートレットを縦方向に配置します。   

【左右分割】 

 エリアを左右に分割し、各エリアにポートレットを縦方向に配置します。   

【Ｔ字分割】 

 エリアをＴ字型に分割し、各エリアにポートレットを縦方向に配置します。  

【逆Ｔ字分割】 

 エリアを逆Ｔ字型に分割し、各エリアにポートレットを縦方向に配置します。 

 

◆右上にある「一覧に戻る」の押下により、直前の「BPW ポータル（一覧）」へ遷移します。 

◆「次へ」の押下により、「BPW ポータル登録(2/2)」へ遷移します。 

（※遷移先については、「図 2-18  BPW ポータル登録(2/2)」を指します。次項にて解説致します。） 
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4.5.6 BPWポータル登録(2/2) 

BPW ポータルの新規登録を行います。管理者用の画面です。 

以下の「図 4‐5‐6 BPW ポータル登録(2/2)」に示します。 

 

 

図 4‐5‐6 【WF05-10】BPW ポータル登録(2/2) 

 ■プログラムパス 

  intra-mart %ResourceService%/pages/・・・/bpw/portal/config/ptr_cfg_reg020 

 

表示項目は以下の通りです。 

 

「名称（必須）」 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 登録を行う BPW ポータルの名称を入力します。 

「ロール」・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 登録を行う BPW ポータルのアクセス権限を設定します。 

「ソート番号」 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ソート番号を入力します。 

「レイアウト」・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 直前の画面にて選択したレイアウト名称を表示します。 

「ポートレット一覧」 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 【ポータル】画面より登録したポートレット一覧が表示されます。 

 

◆右上にある「戻る」の押下により、直前の「ポートレット（一覧）」へ遷移します。 

◆「ロール」項目内の「検索」の押下により、【ロール】検索画面が表示されます。同検索画面よりアクセス権として指

定した【ロール】を選択します。 

◆「ロール」項目内の「削除」の押下により、「ロール」項目内に既に追加されている【ロール】を省く事ができます。た

だし選択状態にある【ロール】が対象となります。 

◆「登録」の押下により、BPW ポータルの登録を行います。 

◆「戻る」の押下により、直前の【BPW ポータル登録(1/2)】画面へ遷移します。 
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4.5.7 BPWポータル編集 

BPW ポータルの編集を行います。管理者用の画面です。 

以下の「図 4‐5‐7 BPW ポータル編集」に示します。 

 

 

図 4‐5‐7 【WF10-07】BPW ポータル編集 

 

 ■プログラムパス 

  intra-mart %ResourceService%/pages/・・・/bpw/portal/config/ptr_cfg_edt020 

 

表示項目は以下の通りです。 

 

「名称（必須）」 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ BPW ポータルの名称を表示します。 

「ロール」・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ BPW ポータルのアクセス権限を表示します。 

「ソート番号」 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ソート番号を表示します。 

「レイアウト」・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ レイアウト名称を表示します。 

「ポートレット一覧」 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 【ポータル】画面より登録したポートレット一覧が表示されます。 

 

◆右上にある「戻る」の押下により、直前の「ポートレット（一覧）」へ遷移します。 

◆「ロール」項目内の「検索」の押下により、【ロール】検索画面が表示されます。同検索画面よりアクセス権として指

定した【ロール】を選択します。 

◆「ロール」項目内の「削除」の押下により、「ロール」項目内に既に追加されている【ロール】を省く事ができます。た

だし選択状態にある【ロール】が対象となります。 

■「レイアウト変更」の押下により、レイアウト枠の変更を行うために【レイアウト変更】画面へ遷移します。 

◆「登録」の押下により、BPW ポータルの登録を行います。 

◆「戻る」の押下により、直前の【BPW ポータル登録(1/2)】画面へ遷移します。 
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4.6 起票 

4.6.1 起票（本人用） 

ログインユーザ本人が起票（申請）権限を持つプロセス定義の一覧が表示されます。一般ユーザ用の画面です。 

この画面より、起票（申請）を行います。 

以下の「図 4‐6‐1 起票（本人用）」に示します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4‐6‐1 【WF06-01】起票（本人用） 

■メニューパス 

bpw-process_instance_entry_frame_call.service 

   ■プログラムパス 

    intra-mart %ApplicationRuntime%/doc/imart/bpw/business/ProcessInstanceEntry/ProcessInstanceEntryFrame.jsp 

/ProcessInstanceEntryBody.jsp 

/ProcessInstanceEntryHead.jsp 

 
初期表示では、現在日付に対して有効な一覧が表示されますが、この日付を指定する事で、 

指定日付時点で有効な一覧が表示されます。 

例：現在は、2005/04/01 であり、私は B 部署に異動しました。 

   先月分の勤怠申請を行っておらず、現在は部署異動のため先月のワークフロールートが存在していません。 

   ⇒このような場合に、先月の日付を指定する事で、前月の A 部署所属時代の申請可能な一覧が 

   表示されるため、申請を行う事が可能となります。 

※当時の【プロセス定義】ルートがそのまま存在している事が前提となります。 

 

処理権限のあるカテゴリがコンボボックス内に 

リストされます。任意選択した<<カテゴリ>>で、 

「カテゴリの絞込み」を行うと、一覧では 

該当カテゴリに紐づく<プロセス定義>のみが 

表示されます。 
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表示項目は以下の通りです。 

ソート対象としては、「カテゴリ」、「プロセス定義」、「バージョン」、「備考」となり、各々において、昇順/降順の指定が可能と

なります。初期表示時では、「カテゴリ」の昇順として表示されます。 

 

「カテゴリ」 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ カテゴリの名称を表示します。 

「プロセス定義」 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ プロセス定義の名称を表示します。 

「バージョン」 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 該当プロセス定義内で 上位（番号が大きい）バージョンを表

示します。 

「備考」・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ プロセス定義毎のバージョンに関する備考内容を表示します。 

「起票種別」・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ログインユーザ本人のみが起票（申請）可能、代理依頼を行っ

たが、ログインユーザ本人も起票（申請）可能、代理依頼先のユ

ーザのみが起票（申請）可能の３つの起票種別にわかれます。

これらをアイコンによって表現します 

◆絞込み 

 

図 4‐6‐2 【WF06-01】起票（本人用）－絞込みアイコン 

 

起票（申請）する場合において、以下の種別に分かれます。この種別は、もともとログインユーザ本人に対して、起

票（申請）権限があるものに対して、ログインユーザ本人もしくは、ワークフロー管理者によって【代理設定】された

場合に、以下のように種別が分かれます。これらに対して簡易的な絞込み抽出を可能とします。 

 

 ログインユーザ本人のみが起票（申請）可能な起票（申請）種別 

 代理依頼を行ったが、ログインユーザ本人も起票（申請）可能な起票（申請）種別 

 
代理依頼先のユーザのみが起票（申請）可能な起票（申請）種別 

 

◆右上ツールバー内にある「 新情報」の押下により、同画面の再読込みを行います。 

◆左列にある「起票」アイコンの押下により、選択したプロセス定義の起票（申請）画面へ遷移します。 

 「ビジネスプロセスワークフロー」は、起票タスク【コンテンツパス】－「コンテンツパス」に設定されたプログラムパスへ直

接、画面遷移を行います。 

「ドキュメントワークフロー」は、上下分割されたドキュメントワークフローの標準画面へ遷移され、起票タスク【コンテンツ

パス】－「コンテンツパス」に設定されたプログラムパスが、上フレーム内に表示されます。 

詳細については、次項にて解説致します。 

4.6.1.1 起票（本人用）に一覧として表示される【プロセス種別】の条件 

 この画面では、ログインユーザ本人が起票（申請）権限を持つすべてのプロセス種別（指定した日付内で有効バージョ

ン）がすべて表示されるわけではありません。 

 管理者によってプロセス定義の設定時において、「図 2-16 【Java Applet】プロパティ設定－基本情報」内の「プロセス種

別」が「ドキュメントワークフロー」「ビジネスプロセスワークフロー」である事、また、「設定区分」が、「通常のプロセス定義」

となっていなければなりません。 

 「プロセス種別」が「申請者／承認者ルート作成ワークフロー」のプロセス定義は、必ず「設定区分」が「サブプロセスとして

のプロセス定義」として設定され、「ドキュメントワークフロー」のサブプロセスとしてのみ利用されるため、同画面の起票対

象としては一覧上に表示される事はありません。 

4.6.1.2 【ユーザ】の有効期間  

一覧表示される条件としては、【ユーザ】の有効期間も関係します。この場合の有効期間は、プロファイルに対する有効期

間となります。アカウントの有効期間ではありませんのでご注意ください。
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4.6.2 起票（代理用） 

ログインユーザ本人に対して、代理された起票（申請）権限を持つプロセス定義の一覧が表示されます。一般ユー

ザ用の画面です。この画面より、代理起票（代理申請）を行います。 

以下の「図 4‐6‐3 起票（代理用）」に示します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4‐6‐3 【WF06-02】起票（代理用） 

■メニューパス 

bpw- process_instance_transfer_frame_call.service 

   ■プログラムパス 

    intra-mart %ApplicationRuntime%/doc/imart/bpw/business/ProcessInstanceEntry/ProcessInstanceTransferFrame.jsp 

/ProcessInstanceTransferBody.jsp 

/ProcessInstanceTransferHead.jsp 

 
初期表示では、現在日付に対して有効な一覧が表示されますが、この日付を指定する事で、 

指定日付時点で有効な一覧が表示されます。 

例：現在は、2005/04/01 であり、私は B 部署に異動しました。 

   先月分の勤怠申請を行っておらず、現在は部署異動のため先月のワークフロールートが存在していません。 

   ⇒このような場合に、先月の日付を指定する事で、前月の A 部署所属時代の申請可能な一覧が 

   表示されるため、申請を行う事が可能となります。 

※当時の【プロセス定義】ルートがそのまま存在している事が前提となります。 

 

処理権限のあるカテゴリがコンボボックス内に 

リストされます。任意選択した<<カテゴリ>>で、 

「カテゴリの絞込み」を行うと、一覧では 

該当カテゴリに紐づく<プロセス定義>のみが 

表示されます。 
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表示項目は以下の通りです。 

ソート対象としては、「カテゴリ」、「プロセス定義」、「バージョン」、「備考」となり、各々において、昇順/降順の指定が可能と

なります。初期表示時では、「カテゴリ」の昇順として表示されます。 

「カテゴリ」 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ カテゴリの名称を表示します。 

「プロセス定義」 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ プロセス定義の名称を表示します。 

「バージョン」 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 該当プロセス定義内で 上位（番号が大きい）バージョンを表

示します。 

「備考」・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ プロセス定義毎のバージョンに関する備考内容を表示します。 

「代理依頼元」・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 代理依頼を行ったユーザ名を表示します。 

「起票種別」・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ログインユーザ本人のみが起票（申請）可能、代理依頼を行っ

たが、ログインユーザ本人も起票（申請）可能、代理依頼先のユ

ーザのみが起票（申請）可能の３つの起票種別にわかれます。

これらをアイコンによって表現します 

◆絞込み 

 

図 4‐6‐4 【WF06-02】起票（代理用）－絞込みアイコン 

 

代理起票（代理申請）する場合において、以下の種別に分かれます。この種別は、代理依頼を行ったユーザにも

起票（申請）する権限があるものと、代理依頼されたログインユーザのみが起票（申請）権限を持つものとの２種類

に分類されます。以下のように種別が分かれます。これらに対して簡易的な絞込み抽出を可能とします。 

 

 代理依頼を行ったユーザも起票（申請）可能な起票（申請）種別 

 
代理依頼を行ったユーザには起票（申請）が行えず代理依頼されたログインユーザの

みが可能な起票（申請）種別 

 

◆右上ツールバー内にある「 新情報」の押下により、同画面の再読込みを行います。 

◆左列にある「起票」アイコンの押下により、選択したプロセス定義の代理起票（代理申請）画面へ遷移します。 

 「ビジネスプロセスワークフロー」は、起票タスク【コンテンツパス】－「コンテンツパス」に設定されたプログラムパスへ直

接、画面遷移を行います。 

「ドキュメントワークフロー」は、上下分割されたドキュメントワークフローの標準画面へ遷移され、起票タスク【コンテンツ

パス】－「コンテンツパス」に設定されたプログラムパスが、上フレーム内に表示されます。 

詳細については、次項にて解説致します。 

 

    ■起票（代理用）に一覧として表示される【プロセス種別】の条件 

 この画面では、ログインユーザ本人が代理起票（代理申請）権限を持つすべてのプロセス種別（指定した日付内で有効

バージョン）がすべて表示されるわけではありません。 

 管理者によってプロセス定義の設定時において、「図 2-16 【Java Applet】プロパティ設定－基本情報」内の「プロセス種

別」が「ドキュメントワークフロー」「ビジネスプロセスワークフロー」である事、また、「設定区分」が、「通常のプロセス定義」

となっていなければなりません。 

 「プロセス種別」が「申請者／承認者ルート作成ワークフロー」のプロセス定義は、必ず「設定区分」が「サブプロセスとして

のプロセス定義」として設定され、「ドキュメントワークフロー」のサブプロセスとしてのみ利用されるため、同画面の代理起

票対象としては一覧上に表示される事はありません。 

4.6.2.1 【ユーザ】の有効期間  

一覧表示される条件としては、【ユーザ】の有効期間も関係します。この場合の有効期間は、プロファイルに対する有効期

間となります。アカウントの有効期間ではありませんのでご注意ください。 
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4.7 起票－【ビジネスプロセスワークフロー】 
ビジネスプロセスワークフローのプロセス種別における起票画面です。 

管理者によって設定した、起票タスク【コンテンツパス】－「コンテンツパス」に設定されたプログラムパスがこの画面

にて表示されます。 

この画面より、起票を行います。起票を行うために必要な情報が、リクエストパラメータとして取得できるため、起票画

面を作成される場合は、これらの情報を利用してください。 

 

 

process_def_cd プロセス定義 CD 

version_cd バージョン CD 

parent_process_def_cd （サブプロセス内で利用時のみ）呼出し元の親プロセス定義 CD 

parent_version_cd （サブプロセス内で利用時のみ）呼出し元の親バージョン CD 

parent_process_cd （サブプロセス内で利用時のみ）呼出し元の親プロセス CD 

bpw_version_start_date 
バージョンの有効開始日付 

（取得形式：yyyy/MM/dd|HH:mm:ss） 

bpw_version_end_date 
バージョンの有効終了日付 

（取得形式：yyyy/MM/dd|HH:mm:ss） 

bpw_draft_appoint_date 

起票指定日 

（取得形式：yyyy/MM/dd|HH:mm:ss） 

【起票】画面にて指定した「起票を行う指定日」 

実際の起票日とは異なり、起票、処理を行う際の処理者情報を、期間化された

組織、ユーザマスタから取得する場合の取得対象の指定日付となります。 

また、起票 API に対し、起票を行うプロセス定義（バージョン）の有効期間の範

囲内において、任意で指定する事が可能となります。（※1） 

API の詳細については、API リストをご確認ください。 

activity_cd アクティビティ CD 

process_cd プロセス CD （再起票時のみ） 

mineTransferFlg 

代理フラグ  

本人 起票時：「0」、処理時：「org」 

代理 起票時：「1」、処理時：「agt」  

agent_user_cd 代理元ユーザ CD 

executantCd 
実行時選択時【ユーザ】 （実行時選択のみ） 

ユーザを選択時 選択したユーザ CD  

comp_cd 
実行時選択時【組織】 （実行時選択のみ） 

組織を選択時 選択した組織の会社 CD  

orgn_cd 
実行時選択時【組織】 （実行時選択のみ） 

組織を選択時 選択した組織の組織 CD  

executantCdType 

実行時選択タイプ （実行時選択のみ） 

ユーザを選択時 1 

組織を選択時 2  

runSelectActivityCd 次タスクのアクティビティ CD （実行時選択のみ） 



intra-mart ワークフロー仕様書（Version 5.0）

 

Page 62 Copyright 2000-2005 (株)NTT データイントラマート All rights Reserved.

 

contentsType 

コンテンツ種別タイプ  

（非推奨・・・・・・・・ 

・・内部用のコード値でありカスタマイズ用には利用しないことを推奨します） 

処理の状態からの種別タイプとなります。 

本人 RUNUSER 

代理 TRANSFER 

未処理 NORMAL 

引戻し PULL 

差戻し RETURN 

参照 REFER  

referrer 

http://[HOSTNAME]:[PORT]/[ALIAS] 

以降の URL(ServletMapping:UserInitialServlet) 

※セッションからではなく、クッキーから取得された時、空文字が 

取得される場合があります。 

application 
起票（一覧）と申請画面間の画面遷移処理プログラムの  （※注意） 

Im-J2EE フレームワークの情報（アプリケーション ID） 

ｓervice 
起票（一覧）と申請画面間の画面遷移処理プログラムの  （※注意） 

Im-J2EE フレームワークの情報（サービス ID） 

caller 

遷移前の画面情報（起票画面）  （※注意） 

Im-J2EE フレームワークの情報（アプリケーション ID、サービス ID） 

形式：application=ｘｘｘ,service=ｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘ 

path 起票画面として設定されたコンテンツパス  （※注意） 

 

※「referrer」は、intra-mart セッション情報参照インタフェースである、 

  jp.co.intra_mart.foundation.security インタフェース SessionInfo より情報を取得します。 

この情報が存在しなかった場合、次に、カレントスレッド情報のクッキーから intra-mart セッション情報を取得する

ようになっておりますが、動作環境等によっては、正常に取得されず空文字等が取得されます。 

         ※（※注意）と表記されているパラメータについては、運用される環境等に、プロキシサーバ等を配置した場合にお

いて、正常に取得できないもしくは、期待しない値が取得されるような状況が懸念されます。使用される際には、

運用環境において十分な検証確認を行ってください。 

 

（※1）サブプロセスの「起票指定日」 

  サブプロセスとして設定されているプロセス定義の「起票指定日」については、起票時にユーザもしくは、API によって任意

に指定する事が可能となります。ただし、ルートの途中からサブプロセスとして設定されているプロセス定義へフローが移る

場合、サブプロセス内における「起票指定日（処理（承認等）を行うための処理（承認）候補先の履歴マスタ情報の日付）」は、

サブプロセス内で再指定する事はできません。 

 はじめに起票した親のプロセス定義と同じ「起票指定日」が採用されます。これはすべてのプロセス定義に対しての動作仕

様となります。ご注意ください。 
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4.8 申請－【ドキュメントワークフロー・申請者／承認者ルート作成ワークフロー】 

ドキュメントワークフロー・申請者／承認者ルート作成ワークフローのプロセス種別における申請画面です。 

管理者によって設定した、申請タスク【コンテンツパス】－「コンテンツパス」に設定されたプログラムパスがこの画面

内の上フレーム側にて表示されます。 

以下の「図 4‐8‐1 申請画面（全体）」に示します。 

 

 

図 4‐8‐1 【WF06-03】申請画面（全体） 

 

   ■プログラムパス 

    intra-mart %ApplicationRuntime%/doc/imart//bpw/business/ApplicationApply/ApplicationApplyFrame.jsp 

申請時：/ApplicationApplyBody.jsp （Ｂ） 

再申請時：/ApplicationRetryFrame.jsp （Ｂ） 

 

■画面構成 

 

【A】（上フレーム）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

⇒ユーザアプリケーションフレーム 

管理者によって設定した、申請タスク【コンテンツパス】－「コンテンツ

パス」に設定されたプログラムパスがこのフレーム内にて表示されま

す。 

ここではワークフロー申請用コンテンツとして、ワークフローに流すた

めに必要なワークフロー連携画面となります。 

詳細については次項で解説致します。 

【B】（下フレーム）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

⇒ワークフロー申請用フレーム 

ワークフローが標準で用意している申請を行うための画面です。 

A 

B 
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【A】（上フレーム）：ユーザアプリケーションフレームでは、ワークフロー連携を行うために必要な情報が、リクエストパラ

メータとして取得できるため、ワークフロー連携を行うためにこれらの情報を利用してください。 

bpw_process_def_cd プロセス定義 CD 

bpw_version_cd バージョン CD 

parent_process_def_cd （サブプロセス内で利用時のみ）呼出し元の親プロセス定義 CD 

parent_version_cd （サブプロセス内で利用時のみ）呼出し元の親バージョン CD 

parent_process_cd （サブプロセス内で利用時のみ）呼出し元の親プロセス CD 

bpw_version_start_date 
バージョンの有効開始日付 

（取得形式：yyyy/MM/dd|HH:mm:ss） 

bpw_version_end_date 
バージョンの有効終了日付 

（取得形式：yyyy/MM/dd|HH:mm:ss） 

bpw_draft_appoint_date 

起票指定日 

（取得形式：yyyy/MM/dd|HH:mm:ss） 

【起票】画面にて指定した「起票を行う指定日」 

実際の起票日とは異なり、起票、処理を行う際の処理者情報を、期間化され

た組織、ユーザマスタから取得する場合の取得対象の指定日付となります。

また、起票 API に対し、起票を行うプロセス定義（バージョン）の有効期間の

範囲内において、任意で指定する事が可能となります。（※1） 

API の詳細については、API リストをご確認ください。 

bpw_activity_cd アクティビティ CD 

bpw_process_cd プロセス CD 

bpw_ack_mode 申請区分  

※種別：【ドキュメントワークフロー】の場合 

初期申請 init 

再申請 retry 

 

⇒次が【申請者/承認者ルート作成ワークフロー】が該当 

初期申請 user_create_init 

申請ルート設定画面戻り時 user_create_back 

再申請 user_create_retry 

引戻し後の申請ルート 

設定画面戻り時 

user_create_retry_back 

 

⇒次が【申請時ルート選択】または【実行時選択】の場合 

※種別：【ドキュメントワークフロー】【申請者/承認者ルート作成ワークフロー】 

が該当 

   □申請時 

[申請]画面初期表示時 others_init 

[ルート選択][実行時選択]

画面より戻り時 

others_back 

   □引戻し後の再申請時 

[再申請]画面初期表示時 others_retry  

[ルート選択][実行時選択] others_retry_back 
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画面より戻り時  

bpw_ack_retry_type 再申請タイプ【引戻し/差戻し】 （初期申請時では取得されません） 

※種別：【ドキュメントワークフロー】 

【申請者/承認者ルート作成ワークフロー】が該当 

差戻し後の再申請時 return 

引戻し後の再申請時 pull  

bpw_app_type 申請者区分 

"org":申請者 

"agt":代理申請者 

bpw_agt_user_cd 代理元ユーザ CD 

account ログインユーザ CD 

group ログイングループ識別子 

bpw_argument 

 
現在は使用されていません。 

※非推奨 

bpw_parameter_cds アプリケーションキー配列 

【再申請】の場合 

  申請時に設定したキー配列を取得可能 

【一時保存されていた】の場合 

    前回、一時保存したキー配列を取得可能 

    ※一時保存時に設定されていなければ取得不可 

【申請時ルート作成】【申請時ルート選択または実行時選択】の場合 

   [ルート作成][ルート選択][実行時選択]画面からの[戻る]画面遷移時 

も取得可能 

【上記条件以外】の場合 

   取得不可 

id セッション ID 

ｒeferrer 

 

 

 

http://[HOSTNAME]:[PORT]/[ALIAS] 

以降の URL(ServletMapping:UserInitialServlet) 

※セッションからではなく、クッキーから取得された時、空文字が 

取得される場合があります。 

path 詳細コンテンツパスとして指定したプログラムパス  （※注意） 

application 
起票（一覧）と申請画面間の画面遷移処理プログラムの 

Im-J2EE フレームワークの情報（アプリケーション ID）  （※注意） 

Service 
起票（一覧）と申請画面間の画面遷移処理プログラムの 

Im-J2EE フレームワークの情報（サービス ID）  （※注意） 

caller 

遷移前の画面情報（起票画面）  （※注意） 

Im-J2EE フレームワークの情報（アプリケーション ID、サービス ID） 

形式：application=ｘｘｘ,service=ｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘ 
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※「id」は、HttpSession 情報よりセッション ID を取得しています。 

※「referrer」、「account」、「group」は、intra-mart セッション情報参照インタフェースである、 

  jp.co.intra_mart.foundation.security インタフェース SessionInfo より情報を取得します。 

この情報が存在しなかった場合、次に、カレントスレッド情報のクッキーから intra-mart セッション情報を取得する

ようになっておりますが、環境等によっては、空文字が取得されます。 

             ※（※注意）と表記されているパラメータについては、運用される環境等に、プロキシサーバ等を配置した場合にお 

いて、正常に取得できないもしくは、期待しない値が取得されるような状況が懸念されます。使用される際には、

運用環境において十分な検証確認を行ってください。 

 

（※1） 

■ドキュメントワークフロー、申請者／承認者ルート作成ワークフローにおける標準申請画面利用時の注意点 

標準の申請画面を利用して、申請を行う場合、直前の【起票】一覧にて任意指定した「起票を行いたい日付」の日付情報が、

同画面内のリクエストパラメータとして取得できます。ここで取得した「起票指定日」を元に、該当バージョンの有効範囲内で

再指定を行う事ができます。詳細については、＜4.8.11.2 「起票指定日」の再指定 （任意）＞をご確認ください。 

 

■サブプロセスの「起票指定日」 

 サブプロセスとして設定されているプロセス定義の「起票指定日」については、起票時にユーザもしくは、API によって任意

に指定する事が可能となります。ただし、ルートの途中からサブプロセスとして設定されているプロセス定義へフローが移る

場合、サブプロセス内における「起票指定日（処理（承認等）を行うための処理（承認）候補先の履歴マスタ情報の日付）」は、

サブプロセス内で再指定する事はできません。 

 はじめに起票した親のプロセス定義と同じ「起票指定日」が採用されます。これはすべてのプロセス定義に対しての動作仕

様となります。ご注意ください。 
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4.8.1 申請／代理申請 

実際のワークフロー申請を行います。以下の「図 4‐8‐2 申請画面」に示します。 

 

 

図 4‐8‐2 【WF06-03】申請画面 

 

   ■プログラムパス 

  intra-mart %ApplicationRuntime%/doc/imart/bpw/business/ApplicationApply/ApplicationApplyBody.jsp 

 

表示項目は以下の通りです。 

 

「案件名」 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 案件名を入力します。必須です。 

「所属」・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ログインユーザ本人の申請時における所属組織を選択します。 

代理設定時の場合は、代理元ユーザの所属組織を選択します。 

「申請コメント」 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 申請時に添えるコメントを入力します。 

「根回しメール」－「題名」・・・・・・・・・・・・・・

          －「宛先」・・・・・・・・・・・・・ 

根回しメールの題名（サブジェクト）を入力します。 

根回しメールの対象となるユーザを選択します。 

          －「本文」・・・・・・・・・・・・・ 根回しメールの本文を（Body）入力します。 

 

◆左上にある「添付ファイル登録」の押下により、ポップアップウィンドウにて「添付ファイル登録」画面が表示されま

す。申請される案件と一緒にワークフローとしてフローされます。 

（※遷移先について次項にて解説致します。） 

◆右上にある「フロー参照」の押下により、ポップアップウィンドウにて、「フロー情報」画面が表示されます。 

  今から申請を行うルート情報を確認する事ができます。次タスクが申請者／承認者ルート作成ワークフローの場

合は、次画面にてルート作成を行うため、承認者候補は表示されません。（この場合、サブプロセスとして表示） 

◆中央にある「申請」の押下により、実際の申請処理が行われます。 

  実際の申請を行うには、上フレームのユーザアプリケーション側より、ワークフロー連携用の情報が渡されなけれ

ばなりません。この情報を受け取ってはじめて申請が可能となります。 

（※遷移先について次項にて解説致します。） 

◆中央にある「一時保存」の押下により、途中まで入力した内容を、一次的に保存する事ができます。保存対象とな

るのは、「案件名」、「申請コメント」となります。 

（※遷移先について次項にて解説致します。） 
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4.8.2 申請時のメール送信 

 

■申請時承認依頼メール 

 

申請時にメール送信されるメールについては、以下にテンプレートファイルが用意されており、このテンプレートファイルを

ベースに申請時のメール本文として、送信を行います。 

intra-mart ％ApplicasionRuntime％//doc/imart/WEB-INF/classes/ 

jp/co/intra_mart/foundation/bpw/config/BPWCore.properties 

 

<<メールテンプレート格納フォルダ>> MAIL_TEMPLATE_FOLDER=bpw/mail_template/ 

<<申請時承認依頼メールテンプレートファイル名>> MAIL_FILE_APPLY=apply.iwm 

 

 

■根回しメール 

 

申請時に、根回しメール設定を行ったいた場合に、メール送信される根回しメールについては、以下にテンプレートファイ

ルが用意されており、このテンプレートファイルをベースにメール本文として、送信を行います。 

intra-mart ％ApplicasionRuntime％//doc/imart/WEB-INF/classes/ 

jp/co/intra_mart/foundation/bpw/config/BPWCore.properties 

 

<<メールテンプレート格納フォルダ>> MAIL_TEMPLATE_FOLDER=bpw/mail_template/ 

<<根回しメールテンプレートファイル名>> MAIL_FILE_NEGO=nego.iwm 

 

☆参考☆ 

設定ファイル「BPWCore.properties」や、言語毎のメッセージ設定ファイル「MessageConfig_bpw_xx.properties」は、JDK の

「native2ascii」コマンドにてコード変換を行っております。編集される場合は以下の手順をおこなってください。 

[編集手順] 

対象ファイルを、以下の手順で編集します (Windows での例を示します)。 

1. 編集するファイル（BPWCore.properties）のバックアップを行います。 

2. JDK の native2ascii コマンドを利用してファイルをエンコード前に戻します。 

% JDK PATH%¥native2ascii -reverse .¥BPWCore.properties .¥BPWCore.properties. txt 

3. BPWCore.properties.txt の KEY の値を編集します。 

4. JDK の native2ascii コマンドを利用してファイルをエンコードし、元のファイルを更新します。 

% JDK PATH%¥native2ascii .¥BPWCore.properties.txt .¥BPWCore.properties 

5. Framework の場合は、Web アプリケーションサーバに再デプロイします。 

6. ApplicationRuntime（Web アプリケーションサーバ）を再起動します。 
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4.8.3 「所属組織」の選択 

 

  案件の審議時において、ログインユーザ本人もしくは、代理依頼元ユーザの「所属組織」を選択します。ここでの所属組織

の選択により、次の承認者として「前承認者の所属組織」、「前承認者の上位組織」と言った場合のどの組織に対する“所

属”、“上位”組織であるかを確定させるために必要な情報となります。 

 またこのようなルートでない場合に対しても、必ず選択が必要となります。この理由として、この情報は、フロー情報参照時

や、履歴 API を利用した場合の履歴情報の一部として参照を可能とするためとなります。 

 

    【注意】 

     もともと処理権限が「組織」に対して存在していた場合には、その組織の立場で審議を行う必要性があるため、この時の「所

属組織」の選択コンボボックスでは、該当組織のみがリストされているだけであり、他に組織を選択する事ができないようにな

っております。 

 

 

Ｂ 開発Ａ 開発

Ｂ 部署Ａ 部署

社長

Ａ 課

Ａ 営業

Ｂ 課

Ｂ 営業

案件

 

 

図 4‐8‐3 組織を兼務している状態とワークフローのルート候補 

 

【Ａ営業】と【Ｂ営業】を兼務するユーザ（長宗我部さん）は、ある案件を申請しようとしています。 

      このときのワークフロールートは、 

 

申請
前処理者の
上位組織

前処理者の
上位組織

前処理者の
上位組織

Start End

 

       

以上のような「動的承認者」候補のルート定義となっています。 

      このような場合に、ある案件をワークフローとして申請ようとした場合に、【A 課】→【A 部署】→【社長】のルートもしくは、      

【B 課】→【B 部署】→【社長】のルートのどちらかとなります。 

      このような場合に、“申請者”（ルート定義によっては“承認者”は、どのルート経由でワークフローを回すかを選択する事

が必要となります。これが申請時、承認時における 「所属組織」の選択 となります。 

【A 営業】と【B 営業】を兼務している

長宗我部さん
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4.8.4 アプリケーション共通マスタとの期間化の関係（一般ユーザ処理時） 

ワークフローでは、プロセス定義内において複数のバージョンを持つ事で、ルートの期間化を実現しております。

ルート設定時における動作仕様については、前述にて解説しました。 

ここでは、一般ユーザが処理を行う起票（申請）、処理（承認）等にて、次の処理者候補を決定する場合のアプリ

ケーション共通マスタ（【ユーザ】、【組織】、【パブリックグループ】、、、のデータ）との参照する動作仕様について、

解説致します。 

 

この２つの期間化されたデータの関連性を行うために、ワークフローでは、起票（申請）時に「起票指定日」という

標準日をプロセス（案件）毎に保持するようにして、その後のフロー上で処理される場合にアプリケーション共通マ

スタへ参照する際の期間化の基準日として紐付けるためのキー日付となります。下図参照ください。 

 

 

AAA(株)

3/1 4/1 5/1 6/1 7/1 8/1

AAA社 (株)A社

第一部門部門1 一部

第二部門部門2 二部

時間

起票時に指定した”起票指定日”が
【 】 アプリケーション共通マスタ 
を参照するための検索指定日となる

【 】 アプリケーション共通マスタ （ ） 組織 

【 】 ワークフロー 

申請
前処理者の
上位組織

前処理者の
上位組織

前処理者の
上位組織

Start End

【（ ） ）】 、その時点で処理を行った日付上のデータ  株 A社  ではなく 
【 】申請時に指定した日付上のデータ AAA社 が対象データとなる

図 4‐8‐4 アプリケーション共通マスタとの期間化との関係性 

 

フロー上の候補者をアプリケーション共通マスタに対して参照を行う際には、すべて起票指定日を基準としていま

す。仮に各起票（申請）、処理（承認）時時点での期間にて参照を行ってしまうと、 

・ 実際のルート候補者がその処理時点（期間）に存在しない 

・ 過去起票を行う場合、その当時のルート状態でフローを流したいのに、処理時点（期間）としてしまうと、

本来起票（申請）者がワークフローとして流したいフローではなくなってしまう 

点が考慮されるため、起票（申請）者がワークフローとしてフローをスタートさせたい基準日（起票指定日）を決定

する事で、それ以降のフロー処理においても、この「起票指定日」をアプリケーション共通マスタへの参照する基

準日として統一させています。 



 4 画面詳細と各種機能

 

作成者：株式会社 NTT データ イントラマート Page 71

 

4.8.5 ワークフローにおける国際化 

アプリケーション共通マスタ（【ユーザ】、【組織】、【パブリックグループ】、、、のデータ）は国際化に対応されており、

ワークフローにおいても、これらに対応したプロセス（案件）単位における国際化対応が行われております。 

 

プロセス（案件）毎でひとつのロケール情報を確定するために、ワークフローでは、起票（申請）時に起票（申請）

者が処理する際のロケール情報を、該当フローが完了するまでの間“案件ロケール”として保持されます。 

 

 

 

 

 

起票者の”ログインロケール”情報が
その後のフロー上における国際化を補うための
ロケール情報として利用されます

【 】 ワークフロー 

申請
前処理者の
上位組織

前処理者の
上位組織

前処理者の
上位組織

Start End

 

 

 

 

図 4‐8‐5 【WF00‐08】ワークフローにおける国際化 

 

  フロー上の処理（承認）者がさまざまなロケールを保持した状態である場合、起票（申請）者が登録したデータ等の内容を 

各処理（承認）者のそのままのロケールで閲覧しようとすると、文字化け等の影響により、正常に画面内容が表示されない

ケースが考えられます。 

このような場合には、プロセス（案件）毎に保持する“案件ロケール”（起票（申請）時のログインロケール）と同一のログイン

ロケールにてワークフローをご利用頂く事でさまざまなロケールを持つ国際化に対応する事が可能となります。

私は“日本人”です 

（ロケール =  「ja」） 

私は“アメリカ人”です 

（ロケール =  「en」） 

私は“中国人”です 

（ロケール =  「zh」） 

私は“台湾人”です 

（ロケール =  「zh」） 

フロー上の各処理（承認）者が各々違うロケールであっ

ても、起票（申請）時におけるロケールが 

該当プロセス（案件）の統一されたロケールとなります 

これにより、起票（申請）者が登録した内容等が、 

同ロケールと同一である事から文字化け等の影響により 

詳細情報が閲覧できない等の問題が回避できます 
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4.8.6 再申請／取り止め 

ワークフロー上に申請した案件が、申請者本人によって「引戻し」、フロー中の承認者によって「差戻し」が行われた

場合に、再申請／取り止めを行います。以下の「図 4‐8‐6 再申請画面」に示します。 

 

 

図 4‐8‐6 【WF06-03】申請画面 

 

   ■プログラムパス 

  intra-mart %ApplicationRuntime%/doc/imart/bpw/business/ApplicationApply/ApplicationRetryBody.jsp 

 

表示項目は以下の通りです。 

 

「案件名」 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 申請時に登録した案件名を表示します。（変更できません） 

「所属」・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 申請者の再申請時における所属組織を選択します。 

代理設定時の場合は、代理元ユーザの所属組織を選択します。 

※申請者本人によって「引戻し」を行った場合のみ適用 

「申請コメント」 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 再申請時に添えるコメントを入力します。 

「根回しメール」－「題名」・・・・・・・・・・・・・・

          －「宛先」・・・・・・・・・・・・・ 

根回しメールの題名（サブジェクト）を入力します。 

根回しメールの対象となるユーザを選択します。 

          －「本文」・・・・・・・・・・・・・ 根回しメールの本文を（Body）入力します。 

 

◆左上にある「添付ファイル登録」の押下により、ポップアップウィンドウにて「添付ファイル登録」画面が表示されま

す。申請される案件と一緒にワークフローとしてフローされます。 

（※遷移先について次項にて解説致します。） 

◆右上にある「フロー参照」の押下により、ポップアップウィンドウにて、「フロー情報」画面が表示されます。 

  今から申請を行うルート情報を確認する事ができます。次タスクが申請者／承認者ルート作成ワークフローの場

合は、次画面にてルート作成を行います。 

◆中央にある「再申請」の押下により、実際の再申請処理が行われます。 

  実際の再申請を行うには、上フレームのユーザアプリケーション側より、ワークフロー連携用の情報が渡されなけ

ればなりません。この情報を受け取ってはじめて申請が可能となります。 

◆中央にある「取り止め」の押下により、申請した案件の取り止め（中止）を行います。 

 

※再申請時には、「一時保存」を行う事はできません。申請時のみの機能となります。 
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4.8.7 再申請時のメール送信 

 

■再申請時承認依頼メール 

 

再申請時にメール送信されるメールについては、以下にテンプレートファイルが用意されており、このテンプレートファイル

をベースに申請時のメール本文として、送信を行います。 

intra-mart ％ApplicasionRuntime％/doc/imart/WEB-INF/classes/ 

jp/co/intra_mart/foundation/bpw/config/BPWCore.properties 

 

<<メールテンプレート格納フォルダ>> MAIL_TEMPLATE_FOLDER=bpw/mail_template/ 

<<再申請依頼メールテンプレートファイル名>> MAIL_FILE_RETRY=retry.iwm 

 

 

■根回しメール 

 

再申請時に、根回しメール設定を行ったいた場合に、メール送信される根回しメールについては、以下にテンプレートファ

イルが用意されており、このテンプレートファイルをベースにメール本文として、送信を行います。 

intra-mart ％ApplicasionRuntime％/doc/imart/WEB-INF/classes/ 

jp/co/intra_mart/foundation/bpw/config/BPWCore.properties 

 

<<メールテンプレート格納フォルダ>> MAIL_TEMPLATE_FOLDER=bpw/mail_template/ 

<<根回しメールテンプレートファイル名>> MAIL_FILE_NEGO=nego.iwm 

 

☆参考☆ 

設定ファイル「BPWCore.properties」や、言語毎のメッセージ設定ファイル「MessageConfig_bpw_xx.properties」は、JDK の

「native2ascii」コマンドにてコード変換を行っております。編集される場合は以下の手順をおこなってください。 

[編集手順] 

対象ファイルを、以下の手順で編集します (Windows での例を示します)。 

1. 編集するファイル（BPWCore.properties）のバックアップを行います。 

2. JDK の native2ascii コマンドを利用してファイルをエンコード前に戻します。 

% JDK PATH%¥native2ascii -reverse .¥BPWCore.properties .¥BPWCore.properties. txt 

3. BPWCore.properties.txt の KEY の値を編集します。 

4. JDK の native2ascii コマンドを利用してファイルをエンコードし、元のファイルを更新します。 

% JDK PATH%¥native2ascii .¥BPWCore.properties.txt .¥BPWCore.properties 

5. Framework の場合は、Web アプリケーションサーバに再デプロイします。 

6. ApplicationRuntime（Web アプリケーションサーバ）を再起動します。 
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4.8.8 添付ファイル（画面） 

ワークフロー申請時に一緒にフローに回すことができる添付ファイルの登録を行います。 

以下の「図 4‐8‐7 添付ファイル登録画面」に示します。 

 

 

図 4‐8‐7 【WF06-06】添付ファイル画面 

 

   ■プログラムパス 

  intra-mart %ResourceService%/pages/ ・・・/bpw/unit/document/attachment/attachment 

 

表示項目は以下の通りです。 

 

「登録ファイル」・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 「参照」ボタンより、クライアント端末側にあるファイルを選択します。 

「登録するファイル名の変更」・・・・・・・・・・・ 登録を行う添付ファイルのファイル名を変更します。 

「登録済みのファイル」 

－「ファイル名」・・・・・・・・・・・・ 

－「サイズ」・・・・・・・・・・・・・・・・

既に登録を行ったファイルが一覧として表示されます。 

登録を行ったファイル名が表示されます。 

登録を行ったファイルのサイズが表示されます。 

 

◆右上ツールバー内にある「 新情報」の押下により、同画面の再読込みを行います。 

◆右上ツールバー内にある「閉じる」の押下により、同ウィンドウが閉じます。 

◆[登録ファイル]－「参照」の押下により、クライアント端末側にあるファイルを選択します。 

◆[登録済みファイル]－リスト（データ部）にある「各ファイル名」リンクを押下により、同ファイルをダウンロードを行いま

す。 

クライアントに対してダウンロードされたファイルは、クライアント端末、利用されるブラウザ製品仕様の挙動や設定

（MIME、ファイルタイプの設定）に依存されます。 

◆[登録済みファイル]－リスト（データ部）にある「削除」の押下により、同ファイルを削除します。 



 4 画面詳細と各種機能

 

作成者：株式会社 NTT データ イントラマート Page 75

 

4.8.9 添付ファイル（保管形式） 

 

ドキュメントワークフロー添付ファイルについて、申請時に承認案件に対し添付ファイルを紐付けることができます。 

「添付ファイル」登録画面において、登録された添付ファイルが、実際の申請処理が行われる直前まで保管状態を、 

以下に解説します。 

 

intra-mart StorageService ルート/storage/bpw/attach/temporary/ 

" ログイングループ ID"/"申請実行者のユーザコード（代理申請時には代理人のユーザコード）"/ 

" プロセス定義 CD（process_def_cd）"/"履歴 CD（version_cd）"） / 

"仮プロセスコード（システムで取得する一意なコード）"ディレクトリ 

 

■添付ファイルを一時保管フォルダに保管する形式 

添付ファイルは様々なＯＳ（マルチプラットフォーム）上に保管されることを考慮し、添付ファイル名はＩＤ（半角英数字）化

されることを前提としています。実際に StorageService 上に保管するときは、半角英数字のみ（20bytes 以内）に変換する

ようになって、ＩＤ化したファイル名と実際のファイル名を紐付けるために、インデックスファイルが用意されています。 

 

インデックスファイルは拡張子なしとなっており、フォーマットは以下の通りです。 

ＩＤ 実ファイル名 (データの間はタブ区切り、レコードの区切りは改行) 

 

■保存イメージ例 

 

ログイングループ ＝ 「default」、 ユーザ＝「aoyagi」、プロセス定義 CD ＝ 「4」、 

履歴 CD ＝ 「2」、仮プロセスコード＝「5h8fx8jgxnb79r8」 

保存ファイル 添付１.txt、添付２.xls 

 

上記のファイルは、以下のフォルダに保管されます。 

intra-mart StorageService ルート/storage/ bpw/attach/temporary/ 

default/aoyagi/4/2/5h8fx8jgxnb79r8 フォルダ 

5h8fx8jgxnb79r8 (インデックスファイル) 

5h8fx8jid787ir8 (添付１.txt) 

5h8fx8jiqu47mr8 (添付２.xls) 

 

※インデックスファイル(5h8fx8jgxnb79r8)の中身 

 

5h8fx8jid787ir8 添付１.txt 

5h8fx8jiqu47mr8 添付２.xls 
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申請処理が正常に終了すると添付したファイルは、 

intra-mart StorageService ルート/storage/bpw/attach/commit フォルダ以下に移動します。 

※（～temporary にある該当ファイル、フォルダは削除されます）。このとき仮プロセスコードは登録プロセスの 

プロセスコードに変更されます。 

また、ユーザコードのディレクトリは取り除かれます。 

 

intra-mart StorageService ルート/storage/bpw/attach/commit/ 

"ログイングループ ID"/"プロセス定義 CD（process_def_cd）"/ 

"履歴 CD（version_cd）" /"プロセス CD（process_cd）" に保管します。 

 

この時前述のインデックスファイル名がプロセス CD に変更されます。ファイル中身の構成については同一となります。 

 

■保存イメージ例 

 

ログイングループ ＝ 「default」、 プロセス定義 CD ＝ 「4」、 履歴 CD ＝ 「2」、 

プロセス CD ＝ 「00000000000000000012」 

保存ファイル 添付１.txt、添付２.xls 

 

上記のようなファイルは、以下のフォルダに保管されます。 

intra-mart StorageService ルート/storage/bpw/attach/temporary/default 

/4/2/00000000000000000012/00000000000000000012 (インデックスファイル) 

5h8fx8jid787ir8 (添付１.txt) 

5h8fx8jiqu47mr8 (添付２.xls) 

 

 

☆添付ファイルの保管フォルダは、以下の設定ファイルにて変更可能です。 

intra-mart ResouceService/ ・・・/bpw/bpw.ini 

 

#ドキュメントワークフロー 

#[注意]運用中の変更は控えてください。 

#      添付ファイル機能が正常動作しない場合があります。 

 

#  添付ファイル保存 Path 

commitPath = bpw/attach/commit/ 

 

#  添付ファイル一時保存 Path 

temporaryPath = bpw/attach/temporary/ 

 

#  添付ファイル申請時一時保存 Path 

reservePath = bpw/attach/reserve/ 

 

■「サブプロセス」を利用しているプロセス定義での添付ファイル参照の制約 

サブプロセスを利用している場合、サブプロセスの先頭タスクを「申請」として設定されている場合、親のプロセス定義

の先頭タスクにて添付ファイルを登録した内容「A」、サブプロセスの先頭タスクにて添付ファイルを登録した内容「B」は、

各々のプロセス定義上でのみの参照しかできません。 
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4.8.10 申請の一時保存 

申請画面において、途中までの登録内容を保存し、再度、申請画面を表示した際に、途中内容の情報を呼び出すことが 

できる（初期表示値として表示されている）機能となります。 

 

■一時保存の対象は以下となります。 

  「申請案件名」、「申請コメント」、「添付ファイル」、「アプリケーションキー項目」内容となります。 

※ 「所属組織」の選択状態については、保存されません。 

⇒「一時保存」時～再読込み時の間に、該当所属組織情報が変更される恐れがあるため、再読込み時

に再度、その時点における「所属組織」を再度設定する必要があります。 

※ 「根回しメール」関連の内容については、保存されません。 

⇒根回しメール自体が本来の申請自身に必須ではないまた、「一時保存時」と「実際の申請時」の時間

の差により設定ユーザが存在しなくなる場合が考慮されるため、実際の申請時に改めて根回しメール

設定を行うためとなります。 

  ■一次保存情報の範囲 

プロセス定義 CD+バージョン CD+（ログインユーザの）ユーザ CD をキーとした一世代のみ管理となります。 

 

   ⇒一時保存の重複が発生する場合は、前回分の内容については破棄され、今回一時保存分が上書きされます。 

前回保存分に保存内容が存在し、今回保存分に存在しない項目についても、今回保存分が優先され、前回保存分

は破棄されます。（一時保存を行った時点の内容が保存対象となります） 

♪前回保存分が存在する場合は、確認ダイアログを表示します。 

「前回行った一時保存した情報が破棄されます。よろしいですか？」 

⇒一時保存されたデータは、申請画面表示時にプロセス定義 CD+バージョン CD+（ログインユーザの）ユーザ CD をキ

ーとして、マッチしたものがあれば、その一時保存内容を初期表示値として表示させます。 

当機能に関しては、特別なユーザ操作はありません。（一時保存用の画面やオペレーションは発生しません。） 

 ⇒【代理】機能利用時においては、本人処理分、代理依頼処理分の２つが重複する可能性がありますが、あくまで申請

者本人が処理を行った内容を一時保存する機能となります。 

※ 本人処理分、代理依頼処理分で保存対象は同じとなります。ご注意ください。 

 

 

              
＜【WF06-01/02】起票（一覧）画面＞        ＜【WF06-03】申請画面＞ 

図 4‐8‐8 一時保存利用時の画面遷移 

 

■「起票指定日（実際の起票日とは相違し、フロー中の承認候補（期間化された組織、ユーザ）を取得するための期間を特

定するための日付（例：去年の組織情報を利用する）」については、一時保存対象とはなりません。 

（理由）プロセス定義 CD+履歴 CD+（ログインユーザの）ユーザ CD をキーとして一時保存としており、同一プロセス定

義、同一バージョン内であっても、起票指定日の指定範囲が広範囲になる可能性があり、別案件によってこの

起票指定日が相違している場合に、関係のない起票指定日が渡されたりする運用上の問題を回避するためと

なります。 

①案件を選択 

 

②一時保存後、画面遷移
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4.8.11 申請アプリケーションと申請者登録用フレームとの連携 

ワークフローにおいて、申請を行うためには、申請アプリケーションとの連携が必須となります。 

この一連の動作について、以下に解説致します。 

 

→【メニュー】より、【起票】を選択 

 【WF06-01/02】【起票】画面 

 

  

【WF06-03】【申請】画面 

 

 

【WF00-08】【詳細情報】画面 

 

図 4‐8‐9 申請アプリケーションと申請者登録用フレームとの連携 

A 

B 

④【ワークフロー申請用フレーム（B）】 

に対して、アプリケーションキー情報を 

Cookie 経由で引き渡す （※1）

①【起票】画面より、 

任意の「ドキュメントワークフロー」を選択 

②【申請】画面にて、 

選択した「ドキュメントワークフロー」の 

申請コンテンツパスが、 

【ユーザアプリケーションフレーム（A）】に表示

③【ユーザアプリケーションフレーム（A）】画面内、 

選択した「ドキュメントワークフロー」の 

申請用アプリケーションにて必要な申請用データを 

作成（登録）を行う

⑤申請を行うために必要なアプリケーションキー情報が 

Cookie 経由にて引き渡されていれば、 

申請を行う事が可能となります 

画面遷移を行います 

⑥申請後は、申請者の【起票済】、承認者【未処理】、【審議】画面等から 

「詳細情報」を参照する事で、「参照コンテンツパス」として指定した 

参照用プログラムが表示されます 

この参照用プログラム内では、申請時に引渡した 

ユーザアプリケーション情報（bpw_parameter_cds）が取得できます 

 

このパラメータを取得、キーとして参照用データの抽出、 

データ表示を行う事が可能となります。 

申請後 
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（※1） Cookie 経由での引渡し方 

選択した「ドキュメントワークフロー」の申請用アプリケーションプログラムでは、【ワークフロー申請用フレーム（B）】に対して、 

アプリケーションキー情報を Cookie 経由で引き渡す処理が必要となります。 

Cookie 経由で引き渡す処理については、intra-mart が用意している API （※2） を利用する事により可能となります。 

 

 

 

（※2） intra-mart が用意している API 

intra-mart では以下のパス上に Client-side JavaScript API として用意されており、ワークフローではこの API を利用する 

事で、Cookie に対してアプリケーションキー情報を引渡すことができます。 

intra-mart ％ApplicasionRuntime％//doc/imart/csjs/im_cookie.js 

 

   ☆setCookie(sName, sValue, dExpires, sDomain, sPath, bSecure) の API 仕様 

 

第 1 引数 「bpw_parameter_cds」を指定してください。 

【ワークフロー申請用フレーム（B）】では、このパラメータ名で、引き渡される情報を取得します。 

第 2 引数 「カンマ区切りの String 文字列」を指定してください。 

パラメータ名については任意ですが、引渡すデータが複数になる場合には、 

[ sample001,sample002,sample003,sample004・・・・・・] という形式としてください。 

第 3 引数 the term of validity(option) 

動作環境に準じて指定します。標準では特に指定する必要はありません。 

第 4 引数 cookie's domain(option) 

動作環境に準じて指定します。標準では特に指定する必要はありません。 

第 5 引数 cookie's path(option) 

エイリアス名に応じて指定を行います。デフォルトでは「/imart」となるため、 

“/imart/” と指定を行います。 

第 6 引数 cookie security flag(option) 

動作環境に準じて指定します。標準では特に指定する必要はありません。 

※この API では、Cookie 範囲は sDomain(デフォルトは現在のサイトである)となります。ご注意ください。 

 

    ■アプリケーションキー情報がセットできる範囲 

      標準の申請画面を使用して、アプリケーションキー情報をセットする場合、指定できるキーは 9 （要素０～8 API と同じです）と 

なります。 

      これ以上はセットする事はできません。 

4.8.11.1 申請後の詳細画面で取得する場合の注意 

    申請画面にて設定したユーザアプリケーションキーは、リクエストパラメータとして、「bpw_parameter_cds」という名称で取得

する事ができます。取得されたデータは次のようにカンマ区切りの文字列として取得することができます。 

 

Aoyagi , 2005/09, , , , , , , , 

 

SetCookie(“bpw_parameter_cds”,%データ%,null,null,”/imart/”,null); 
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4.8.11.2 「起票指定日」の再指定 （任意） 

【起票】画面より指定した「起票指定日（指定した日付にマッチしたプロセス定義での申請が可能）」をアプリケーションキ

ー情報同様に、【ワークフロー申請用フレーム（B）】に対して、cookie 経由にて引渡す事で引渡した日付を新たな「起票指定

日」としてワークフロー用の「起票指定日」として登録する事が可能となります。 

（無指定では、【起票】画面で指定した日付が、「起票指定日」としてワークフローへ登録されます） 

 

 

 

 

 

 
【WF06-01/02】【起票】画面     【WF06-03】【申請】画面 

 

  ■起票指定日の再指定を行う場合の注意点 

「起票指定日の再指定」については、起票を行うユーザが【起票】画面にて指定した本来の“起票指定日”に、誤りが

合ったために、補正するために用意された機能として提供されています。 

【起票】画面にて起票を行うユーザが指定した本来の“起票指定日”とは、全くかけ離れた“起票指定日”を再指定する

事はできません。この理由は以下となります。 

 

〆選択された「プロセス定義（バージョン）」の有効範囲内である 

〆【申請】画面内の起票を行うユーザ（「代理起票」であれば、代理元ユーザ）の所属組織との所属期間内である 

 

ワークフローでは、「起票指定日」を元に期間化された承認候補（組織、ユーザ）を抽出する仕組みとなっています。 

そのため、有効範囲外の日付を指定すると、元々ルート設定されていた承認候補（期間内で設定されていた組織、ユ

ーザ）が、有効範囲外の日付における期間内に存在していないケースが考えられ、存在しないためにルートが進まな

いといったような状態が考えられるため、この点に注意した「起票指定日」の再指定を行わなければなりません。 

 

 また、【申請】画面内の起票を行うユーザの所属組織に存在しない「所属組織」で起票を行う事はできません。 

 この機能はあくまで「起票指定日」を補正するための機能であり、起票を行うユーザが操作したオペレーション内容を

変更させるような強制的な処理を行う事はできません。 

 もしこの対応を行うのであれば、API を利用して、任意の所属組織でのフロー制御を行う事となります。 

 

      ※【ユーザアプリケーションフレーム（A）】画面内では、申請者が選択したドキュメントワークフローのプロセス定義（バージ

ョン）の有効開始日（bpw_version_start_date）、有効終了日（bpw_version_end_date）、【起票】画面にて選択した時の起

票指定日（bpw_draft_appoint_date）も一緒に取得されます。この日付情報を判断条件に使用する事が可能となります。 

※「起票指定日」の再指定は、“初期申請時”、“引戻し後の再申請時”に有効となります。

起票者が「2005/08/01|00：00：00」を、

画面にて選択して起票を行う 

起票者が指定した起票指定日では、 

フローを流れる上で不都合である場合、 

【申請】画面より、再指定を行う事が可能となる 

⇒この時、「2005/08/05|00：00：00」を指定します
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■ サンプルコード 

弊社製品サンプルに同梱されている「ドキュメントワークフロー ‐ J2EE サンプルワークフロー」を例に挙げて解説致

します。 

※基本的な連携方法については、J2EE ベース開発モデル、ページベース開発モデルとも変わりはありません。 

 

 

図 4‐8‐10 【WF06-03】サンプル‐J2EE サンプルワークフローの【申請】画面 

 

  【動作概要】 

 このサンプルでは、画面上の【user-id】、【key１】を入力情報をワークフロー用のフロー情報としてシステムに渡

し、その後のフロー詳細画面にて、これら入力したデータを画面表示するシンプルなサンプルとなります。 

 

  【解説】 

《STEP １》  画面上から任意のデータを入力し、【申請アプリケーション（上フレーム）】画面内の左上ツールバ

ー上にある「ワークフローへ登録」を押下します。 

《STEP 2》  《STEP1》のイベントを受けて、JavaScript 内に定義されている以下の関数がコールされます。 

         この関数 setKey() では、入力された内容をカンマ区切りの文字列に加工を行います。 

 加工された文字列を、下フレーム内の【申請】画面に対して、cookie 経由にてデータを受け渡し

ます。 

 

function setKey(){ 

     var aKey = new Array(); 

 

   aKey[0] = document.mainform.id.value; 

   aKey[1] = document.mainform.key1.value; 

 

   // クッキーの設定階層のセキュリティより以下の設定で問題のある方は、 

   // 第 5 引数にエイリアスを設定してください。 

    setCookie("bpw_parameter_cds",aKey.join(","),null,null,"/imart/",null); 

 

   // 登録後のメッセージ表示。 

   alert("<%= prop.getMessage("bpwsample","J2eeSample.InputDataMessage" , locale) %>"); 

} 

＜intra-mart %ApplicationRuntime%/doc/imart/wkf/sample/sample01.jsp 内 setKey()関数＞ 

 

《STEP 3》  《STEP2》のイベントを受けて、下フレームの【申請】画面では、ワークフローへ流すための準備が

整いましたので、申請に必要な「案件名」、「所属組織の立場」等を設定し、【申請】ボタンを押下し

ます。 
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《Reference》 

ワークフロー申請時においては、｢起票指定日｣が再指定が可能となります。 

こちらについては、【起票】一覧画面より選択された「プロセス定義（バージョン）」の有効開始日～終了日の範囲内で 

あれば、任意の指定日を指定する事が可能となります。 

 

こちらについても、setCookie() を利用して下フレームの【申請】画面に対して指定日を設定してください。 

 

※選択された「プロセス定義（バージョン）」の有効開始日～終了日の範囲については、同上フレーム内の申請アプリケー

ション画面内の初期リクエストパラメータ値として、開始日、終了日が取得されますので、この情報を活用して有効範囲

内の日付である事をチェックして、下フレーム内の【申請】画面へデータを受け渡すようにしてください。 

 

setCookie("bpw_draft_appoint_date ","2005/05/01|00：00：00",null,null,"/imart/",null); 

 

  

《STEP 3》  ワークフロー申請後、各承認者等によって受け渡されたデータを元にワークフロー用の参照用の画面を表示

する必要があります。 

 以下は、リクエストパラメータより、キー項目“bpw_parameter_cds”を受取、画面上に表示をさせます。 

 

                   ・ 

     String account           = request.getParameter("account"); 

     String bpw_parameter_cds = request.getParameter("bpw_parameter_cds"); 

     String[] keys            = new String[2]; 

     StringTokenizer st       = new StringTokenizer(bpw_parameter_cds,","); 

 

     try{ 

          keys[0] = st.nextToken(); 

          keys[1] = st.nextToken(); 

     } 

                   ・ 

                   ・ 

                <%= keys[0] %> 

            </TD> 

        </TR> 

        <TR> 

            <TD class="list_title_bg" align="center" nowrap> 

                <strong>key1</strong> 

            </TD> 

            <TD class="bottom" align="center"> 

                <%= keys[1] %> 

            </TD> 

                   ・ 

                   ・ 

＜intra-mart %ApplicationRuntime%/doc/imart/wkf/sample/sample02.jsp 内 初期パラメータ受取から表示まで＞ 
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4.8.12 作成したアプリケーションとのデータ連携イメージ 
以下は、例として伝票Noを含む業務アプリケーション（業務DBを利用）とワークフローモジュールとの 

データ連携のイメージを掲載します。 

4.8.12.1 申請（【起票】一覧画面 → プロセス（案件）選択 →申請処理） 

 
① 各業務データを登録する。連携用のパラメータ（キー情報）として内部番号を持つ 

② 連携用パラメータ（キー情報）をCookieにセットする 

③ Cookieにセットされたパラメータを取得する（intra-mart標準処理） 

④ ワークフロー標準DBへ登録する（intra-mart標準処理） 

⑤ 業務DBへ更新処理（伝票フラグを0：申請）をするデータを登録する 

4.8.12.2 再申請（【起票済】一覧画面⇒プロセス（案件）選択→【再起票】⇒再申請処理） 

「承認者から差戻し」、「申請者か引戻し」した場合に再申請を行います。 

 
① 各業務データにおいて、前の申請データは履歴として保持する（活動フラグをOFFにする）。 

 新たな内部番号（上記の場合内部番号2）でレコードを追加し、修正データとする 

② 連携用パラメータ（キー情報）をCookieにセットする（この場合内部番号2） 

③ Cookieにセットされたパラメータを取得する（intra-mart標準処理） 

④ ワークフロー標準DBを更新する（intra-mart標準処理） 

 ここでキー情報は、前にセットした「内部番号 1」から「内部番号 2」へ更新される 
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4.8.12.3 取り止め（【起票済】一覧画面⇒プロセス（案件）選択→【再起票】⇒取り止め処理） 

「承認者から差戻し」、「申請者か引戻し」した案件を取りやめる。 

 

① 申請も可能なため、コンテンツ画面において業務データ修正可能とする 

② 連携用パラメータ（キー情報）をCookieにセットする（この場合内部番号2） 

③ Cookieにセットされたパラメータを取得する（intra-mart標準処理） 

④ ワークフロー標準DBへ登録する（intra-mart標準処理） 

⑤ 業務 DB へ更新処理（活動フラグを 0：削除）をする 

 

4.8.12.4 終承認（【未処理】一覧画面⇒ 【審議】画面） 

 

① ワークフロー標準DBから取得したキー情報より、各業務表示画面を表示する 

② ワークフロー標準DBからプロセス情報を取得する（intra-mart標準処理） 

③ ワークフロー標準DBを更新する（intra-mart標準処理） 

④ 業務用 DB へ更新処理（伝票フラグを１： 終承認）をする 
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4.8.13 履歴管理 

処理を行った情報を履歴として、登録、参照することが API により可能となります。 

処理を行った情報を履歴として、参照することがAPIにより可能となります。 

履歴情報として反映される処理は以下の通りとなります。 

 →処理タスク（通常処理）ならびに、自動パス時の場合となります。 

（ 申請 / 再申請 / 承認 / 申請者に差戻し / 承認者に差戻し / 引戻し / 保留 ） 

 

■J2EE ベース開発モデル 

 案件関連の API 

案件関連の情報取得などに使用されるクラスです。 

jp.co.intra_mart.foundation.wkf クラス Process 

⇒案件の処理履歴を取得します。 

getProcessHistory() メソッド 

 

■ページベース開発モデル 

案件関連の API 

案件関連の情報取得などに使用されるオブジェクトです。 

 WkfProcess オブジェクト 

   ⇒案件の処理履歴を取得します。 

    getProcessHistory() メソッド 

 

アプリケーション共通マスタ（【ユーザ】、【組織】、【パブリックグループ】、、、のデータ）上の機関化されたデータの

中から、ワークフローが利用している期間（ルート設定時）上のデータを取り扱います。 

つまり各案件毎の処理結果履歴を API にて取得されてきたデータは、その当時のものをワークフローが独自で保

管したものを API の結果として返却します。 

これにより、その当時以降に、アプリケーション共通マスタ（【ユーザ】、【組織】、【パブリックグループ】、、、のデー

タ）側で、該当データの名称等の変更を行ったとしても、変更後の内容は、ワークフロー側では反映されていませ

んので、ご注意ください。 
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4.8.14 実行時選択 

次の承認者が「実行時選択」として設定されていた場合、【申請】画面内で、「申請」を押下後、申請者が次承認者

を選択します。以下の「図 4‐8‐11 実行時選択」に示します。 

 

 

図 4‐8‐11 【WF00-11】実行時選択 

 

   ■プログラムパス 

intra-mart %ApplicationRuntime%/doc/imart/bpw/business/ApplicationApply/ApplicationApplyRunBody.jsp 

 

◆画面中央にある「ユーザ」、「組織」の押下により、次の承認者として選択する候補者の検索画面がポップアップウ

ィンドウにて表示されます。 

次の承引者を選択後、「申請」押下により、申請処理が行われます。 

◆右上にある「戻る」の押下により、直前の「申請画面」へ遷移します。 

 

4.8.15 ルート選択 

次の承認者が分岐された複数の分岐されたルートである場合、申請者自身がどの先のルートかを選択する必要が

あります。以下の「図 4‐8‐12 ルート選択」に示します。 

 

 

図 4‐8‐12 【WF00-15】ルート選択 

 

   ■プログラムパス 

intra-mart %ApplicationRuntime%/doc/imart/bpw/business/RouteSelect/RouteSelectBody.jsp 

 

◆左上ツールバー上にある「フロー参照」押下により、ポップアップにて「フロー情報」が表示されます。 

◆画面内に「ルート候補」として表示されたルートに対して、いずれか１つのみをその後のルート先として選択します。

選択時には、左列リスト（ヘッダ部）にある「選択」アイコンの押下によりルートが決定されます。 

◆右上にある「戻る」の押下により、直前の「申請画面」へ遷移します。
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4.8.16 ルート作成 

次の承認者が「サブプロセス」として【申請者／承認者ルート作成ワークフロー】が設定されていた場合に、通常の

【申請】画面、【審議】画面（【一括審議】画面は対象外となります）の次画面において、申請者／承認者自身がサブ

プロセス内に定義された「ルート作成」が可能な承認ブロックに対して、任意の承認者を設定します。 

以下の「図 4‐8‐13 承認ルート作成」に示します。 

 

 

図 4‐8‐13 【WF00-16】承認ルート作成 

 

■プログラムパス 

intra-mart %ApplicationRuntime%/doc/imart/bpw/business/CreateRoute/CreateRouteFrame.jsp 

/CreateRouteHead.jsp 

/CreateRouteBodyLeft.jsp 

/CreateRouteBodyRight.js 

《上フレーム》 

◆左上ツールバー上にある「決定」押下により、作成したルートとした申請／承認が行われます。 

◆左上ツールバー上にある「リセット」押下により、途中まで作成したルート定義を初期状態に戻します。 

◆右上ツールバー上にある「ヘルプ」押下により、ポップアップウィンドウにおいて、承認ルート作成を行う場合の簡

易的な操作ガイドとして、同画面内における操作説明を表示します。 

◆右上ツールバー上にある「戻る」の押下により、直前の【申請】画面へ遷移します。【申請】画面上フレーム内にて、

独自のユーザアプリケーション画面を構築されている場合には、この場合における画面遷移を意識しなければあ

んりません。 

 本書＜申請－【ドキュメントワークフロー・申請者／承認者ルート作成ワークフロー】＞にて解説されている取得パ

ラメータを利用する事によりこれら画面遷移に対する対処が可能となります。 

※承認ルート以外にも、【実行時選択】、【ルート選択】画面から「戻る」操作を行った場合も類似します。 

◆「承認ルート名」は作成したルートを履歴するための名称となります。 

  この時の「承認ルート名」は、実際に流れるフロー中には利用される事はありません。次回同一のプロセス定義

（同一バージョン）を別の案件として申請／承認するような場合に、履歴として呼び出す事が可能となります。ここ

で入力する名称は、この時の履歴呼出時に利用されます。 
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◆「履歴呼出」の選択において、過去に申請／承認を行った際に作成したルート定義を呼び出します。 

      履歴として表示されるリストの数は以下の設定ファイルによって変更が可能となります。 

intra-mart ％ResouceService％/pages/・・・bpw/bpw.ini 

<<申請者ルート作成履歴－表示 大件数>> historyMaxLineNum = 10 

 

  履歴として選択されたデータは、画面内に再表示されます。再表示されたルート定義に対して、さらに再設定を

行う事が可能となります。※履歴データを変更して申請／承認する場合には、別の履歴データとして履歴されるた

め、「承認ルート名」に対して別名を入力しなければなりません。 

 

《左フレーム》 

 ◆予め管理者によって定義されたベースのルート情報が表示されます。既に「承認候補」として表示されている承

認ブロックに対しては、承認者を設定する事ができません。設定ができるのは、空白となっている承認ブロック

のみとなります。 

 

 

            ☆承認ルートとして設定が可能なのは、以下の“緑”、“白”のカラー色で表示されているブロックが対象となりま

す。 

 

 
ユーザが必ず設定しなければならない“ルート作成”のブロック 

 
ユーザが任意で設定をする事が可能な“ルート作成”のブロック （※1） 

 

（※1）【必須選択 終タスク】設定について 

 

 
Start タスクB タスクCタスクA End

図 4‐8‐14 任意設定ができる“ルート作成”のブロック 

 

  任意設定が可能となるのは、上図で示す部分となります（同期後～「end」までの範囲） 

      【申請者／承認者ルート作成ワークフロー】にて「ルート設定」タスクとして配置された承認ブロックが、ユーザがルート設

定が可能となります。ただしすべての「ルート設定」タスクに対して、ルート設定するケースが運用面において逆に汎用

性を低くすることが懸念されたため、管理者によって、【承認者必須選択タスク】設定が有効となった次以降に直列する

「ルート設定」タスクのみについては、任意設定となります。 

 

※. 【承認者必須選択タスク】設定が有効となるのは、同期タスク後の直線ルート上から「End」上の「ルート設定」タスクとなりま

す。途中に処理タスクが配置されている場合は、設定する事はできません。 

※. 【承認者必須選択タスク】設定は、【審議】画面にて利用できる「終了可能（その時点で 終承認とする機能）」設定とは、別の

機能となります。あくまで承認者を設定するために、必須でおこなうのか、任意での設定でおこなうかの違いを行うための機

能となります。ご注意ください。 
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《右フレーム》 

 ◆《左フレーム》より任意のブロック選択時に、詳細（もしくは設定）を表示します。 

   予め管理者によって設定されている承認ブロックを選択した場合には、その詳細設定内容を参照表示しま

す。また、“ルート設定”ブロックを選択した場合には、設定できる承認者として、【ユーザ】、【組織】（【役職】

による絞込み）、【パブリックグループ】を選択、設定するための画面が表示されます。 

 

※【ロール】については、管理者ではない一般ユーザには、【ロール】の考え方、誰が保持しているかは不明の

である事から、本機能の対象外となります。 

※【実行時選択】、【所属組織】、【上位組織】のような動的承認者については、【実行時選択】については、直

前の承認者によって、承認者を選択されてしまう点、【所属組織】、【上位組織】については、直前の承認者

が複数の組織に兼務している場合に、どの立場の所属組織に対するルートで流れてしまう点より、本機能に

おいて、実際に承認ルートを設定するユーザと不本意なルートでフローされないよう対象外となります。 

※【組織】を選択した場合の絞込み検索は、【役職】のみであり、【ロール】による絞込みは行えません。 

これにより、【パブリックグループ】を選択した場合の絞込み機能も外れます。 

※【メール機能】における設定については、一般ユーザではなく管理者にて行います。 

 

 

  ■“ルート設定”後実際に申請後における動作仕様について 

このワークフロー種別では、一般ユーザが任意の承認候補をルート単位で設定できる事が 大のメリットとなりま

す。ただし当機能を利用するにあたり、利用できない点がいくつか制約としてあります。利用できる機能とあわせて

解説致します。 

 

1. 管理者による【プロセス操作】機能については、通常通り利用できます。 

2. 【振替】機能は、通常通り利用できます。 

3. 【代理】機能は、本機能を利用している承認者、つまり、申請者/承認者によって設定されたルート設定の

承認者に対しての【代理】機能は利用できません。 

☆ 【代理】機能が利用できない理由 

→【代理】機能自体が、指定された期間内で有効となる機能である点に対して、本機能では、

申請者が申請時に設定した場合のみに設定される承認者である事から、機能の組み合わ

せによる動作不具合が発生する可能性が懸念されるため利用できません。 

4. 申請／承認直後の“実行時選択”については、申請者が任意の対象者を選択するという点から、本機能と

同等の機能である事から、申請／承認直後の“実行時選択”については利用できません。 

5. 別途「ワークフローデザイナー」導入時における【分岐】、【同期】タスクについて、前者の【分岐】については

利用できません。【分岐】と類似機能である【ルート選択】も利用できません。 

☆ 【分岐】、【ルート選択】機能が利用できない理由 

→【分岐】機能自体が、分岐直後の承認者後によって複数ルートから単一ルートに絞られるた

め、決定されなかったルート上に“ルート作成”を行った意味がなくなってしまう事から、ルー

ト作成を行ったユーザ本位のルートとしてフローが流れない点を意識したためとなります。 

    また、【同期】タスクについては、利用できます。ただし以下のような制約があります。 

☆ 【同期】のネストができない理由 

→【同期】によって分かれたルート内でさらない【同期】を行う事はできません。ただし、複数に分

かれたルートを作成する事は可能となります。 
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◆管理者設定（“ルート設定”タスクの制約） 

     管理者によって【申請者／承認者ルート作成ワークフロー】のプロセス定義を作成する場合、通常の【処理】タスクとは

相違し、以下のような設定内容となります。 

 

《ルート設定タスク》 の設定範囲 

設定個所 設定者（管理者／ユーザ）  

終了可能（ON/OFF） プロセス定義を設定する管理者 

差戻し・引戻し（ON/OFF） プロセス定義を設定する管理者 

差戻しメール（ON/OFF） プロセス定義を設定する管理者 

後処理（ON/OFF） プロセス定義を設定する管理者 

後処理-処理プログラム 

（入力） 

プロセス定義を設定する管理者 

基本タブ 

承認者必須選択タスク 

（ON/OFF） 

プロセス定義を設定する管理者 

【ユーザ】 “ルート設定”を行うユーザ 

【ロール】 利用できません 

【実行時選択】 利用できません 

【組織】 “ルート設定”を行うユーザ 

【組織】絞込み：ロール 利用できません 

【組織】絞込み：役職 “ルート設定”を行うユーザ 

【パブリックグループ】 “ルート設定”を行うユーザ 

【パブリックグループ】 

絞込み：ロール

利用できません 

【所属組織】 利用できません 

対象者 

【上位組織】 利用できません 

【ユーザ】 プロセス定義を設定する管理者 

【組織】 プロセス定義を設定する管理者 

【組織】絞込み：ロール プロセス定義を設定する管理者 

対象者 

参照者 

【組織】絞込み：役職 プロセス定義を設定する管理者 

自動パス 自動パス期日（バッチ） プロセス定義を設定する管理者 

ON/OFF プロセス定義を設定する管理者 

対象者 プロセス定義を設定する管理者 対象者 

参照者 プロセス定義を設定する管理者 

催促猶予日数 プロセス定義を設定する管理者 

自動催促 

タイトル プロセス定義を設定する管理者 

 

★本機能の対象外とする理由 

※自動パス（対象者） 

→前処理者の承認者が、申請者によって設定されていた場合に、誰が設定されるかについては、実際にルート

設定を行うまで不明である事から、自動パス（対象者）については利用できません。 

※該当タスクについては、【ルート設定】タスクに対するものであり、【申請者／承認者ルート作成ワークフロー】内で

利用する通常の【処理】タスクについては特別な制約はありません。 
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4.9 起票済 

4.9.1 起票済（本人用） 

ログインユーザ本人、もしくは代理依頼を行い代理依頼先のユーザが起票（申請）を行ったプロセス（案件）の一覧

が表示されます。一般ユーザ用の画面です。この画面より、起票済の案件に対して、案件の現状の状態確認、引戻

し、再起票（再申請）、取り止めの操作を行います。 

以下の「図 4‐9‐1 起票済（本人用）」に示します。 

 

 

図 4‐9‐1  【WF06-04】起票済（本人用） 

 

■メニューパス 

bpw-applied_frame_call.service 

   ■プログラムパス 

    intra-mart %ApplicationRuntime%/doc/imart/bpw/business/TaskList/AppliedSelfFrame.jsp 

/AppliedSelfBody.jsp 

 

表示項目は以下の通りです。 

 

ソート対象としては、「案件番号」、「プロセス定義」、「案件名」、「起票日」となり、各々において、昇順/降順の指定

が可能となります。初期表示時では、「起票日」の降順として表示されます。 

 

「案件番号」・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 起票（申請）時にシステム内で付与されたプロセス CD を表示します。 

「プロセス定義」 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 起票（申請）されたプロセス（案件）のプロセス定義の名称を表示します。 

「案件名」 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 起票（申請）されたプロセス（案件）の案件名を表示します。 

「起票日」・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 起票（申請）を行った日付を表示します。 
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「現在の処理者」・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 現在、未処理（未承認）のような処理（未処理）待ちとなっているユーザ名を

表示します。差戻し、引戻しされた案件の場合には、起票（申請）者自身のユ

ーザ名が表示されます。 

「状態」・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 

リストされたプロセス（案件）の状態（ステータス）を表示します。このアイコンの

意味については、ツールバー上の「ヘルプ」押下により、ヘルプ画面にて解

説を行っております。 

 

 

◆右上ツールバー内にある「追加検索」の押下により、画面内が 2 分割フレームとなり、上フレームに対して「追加検

索」画面が表示されます。 

  （※詳細については次項で解説致します。） 

◆右上ツールバー内にある「ヘルプ」の押下により、ポップアップウィンドウにて、「ヘルプ（アイコンのステータス解

説）画面が表示されます。 

◆右上ツールバー内にある「 新情報」の押下により、同画面の再読込みを行います。 

◆左列リスト（データ部）にある「再起票」は、起票されたプロセス（案件）が、起票者自身による引戻し、処理（承認）

者による差戻し等により、起票者の下へ該当プロセス（案件）が戻っている状態の場合に、そのアイコンが表示さ

れており、押下により再起票（再申請）画面へ遷移します。 

◆左列リスト（データ部）にある「詳細」の押下により、ポップアップウィンドウにて、該当のプロセス（案件）の詳細画面

を表示します。 

※管理者によって設定した、[メニューバー]－[プロセス設定]－「プロパティ」において設定された【参照コンテンツ

パス】－「詳細コンテンツパス」に設定されたプログラムパスがこの画面内にて表示されます。 

◆左列リスト（データ部）にある「フロー」の押下により、ポップアップウィンドウにて、該当のプロセス（案件）のフロー

情報を参照します。 

◆左列リスト（データ部）にある「引戻し」は、起票されたプロセス（案件）が、次の処理（承認）者が処理を行っていな

い状態の場合に「引戻し」という操作が行えます。 

  【注意】 

引戻しアイコンが表示されるタイミングについては、該当一覧画面表示のパフォーマンスを考慮し、次の承認者以

降にフローが流れている場合にも、「引戻し」アイコンが表示されるような仕組みとなっております。このため、該当

の状態にあるプロセス（案件）の「引戻し」アイコンを押下すると、処理が行えないために、引戻しができない旨のメ

ッセージが画面上に表示されます。 

 

■絞込み 

 

図 4‐9‐2 【WF06-04】起票済（本人）－絞込みアイコン 

 

これらアイコンを押下することで、簡易的な絞込み抽出を行う事ができます。この機能は、「追加検索」によって検

索された抽出リストからさらに絞込みを行います。 

 

 【審議中】 本人のみ処理権限を持つ処理（承認）待ちの状態のプロセス（案件）

 
【審議中】 代理依頼を行った代理先、代理依頼元の本人も処理権限を持つ 

       処理（承認）待ちの状態のプロセス（案件） 

 
【審議中】 代理依頼を行い代理先のみが処理権限を持つ 

       処理（承認）待ちの状態のプロセス（案件） 

 【審議中】 審議中であるすべての処理（承認）待ちの状態のプロセス（案件） 

 【引戻し】 本人のみ処理権限を持つ引戻しされた状態のプロセス（案件） 
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【引戻し】 代理依頼を行った代理先、代理依頼元の本人も処理権限を持つ 

       引戻しされた状態のプロセス（案件） 

 
【引戻し】 代理依頼を行い代理先のみが処理権限を持つ 

       引戻しされた状態のプロセス（案件） 

 【引戻し】 引戻しされたすべての引戻しされた状態のプロセス（案件） 

 
【差戻し】 本人のみ処理権限を持つ 

       差戻しされた状態のプロセス（案件） 

 
【差戻し】 代理依頼を行った代理先、代理依頼元の本人も処理権限を持つ 

       差戻しされた状態のプロセス（案件） 

 
【差戻し】 代理依頼を行い代理先のみが処理権限を持つ 

       差戻しされた状態のプロセス（案件） 

 【差戻し】 差戻しされたすべての差戻しされた状態のプロセス（案件） 

 
【完了】  本人のみ処理権限を持つ 

       処理（承認／否認）が終了した状態のプロセス（案件） 

 
【完了】  代理依頼を行った代理先、代理依頼元の本人も処理権限を持つ 

       処理（承認／否認）が終了した状態のプロセス（案件） 

 
【完了】  代理依頼を行い代理先のみが処理権限を持つ 

       処理（承認／否認）が終了した状態のプロセス（案件） 

 【完了】  処理（承認／否認）がすべて終了した状態のプロセス（案件） 

 

■追加検索 

 

      図 4‐9‐3 【WF06-04】「追加検索」利用時の起票済（本人）画面 

 

  ■プログラムパス 

    intra-mart %ApplicationRuntime%/doc/imart/bpw/business/TaskList/AppliedSelfFrame.jsp 

/AppliedSelfBody.jsp 

/common/AddSearch/AddSearch.jsp 
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右上ツールバー内にある「追加検索」の押下により、画面内が 2 分割フレームとなり、上フレームに対して「追加検索」

画面が表示されます。 

この「追加検索」ではより詳細な検索機能を果たします。 

 

検索項目は以下の通りです。 

 

「カテゴリ」 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ カテゴリを選択します。 

「プロセス定義」 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 選択したカテゴリに属するプロセス定義を選択します。 

「バージョン」 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 選択したプロセス定義の中からバージョンを選択します。 

「処理名」・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 選択したバージョンの中から処理名を選択します。 

「処理日範囲」・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 「起票日」を対象に、日付範囲を指定します。 

「語句」・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ○起票者（ユーザ） 

⇒検索なし 

○起票者（組織） 

⇒起票したとき選択した組織が「起票者（組織）」の案件一覧 

○処理者（ユーザ） 

⇒「処理者（ユーザ）」が 終承認した案件一覧 

○処理者（組織） 

⇒「処理者（組織）」に所属するユーザが 終承認した案件一覧

 

   以上の検索対象を任意で指定し、「検索」ボタンの押下により、検索を行います。 

特別なリセット機能についてはありませんので、メニューから再表示を行うか、カテゴリ等から再度、検索対象の再選択

を行うようにしてください。 

※【追加検索】画面内の各検索条件についてはすべて AND 条件となります。 
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4.9.2 起票済（代理用） 

代理依頼を受け、ログインユーザ本人が代理起票（代理申請）を行ったプロセス（案件）の一覧が表示されます。 

一般ユーザ用の画面です。この画面より、起票済の案件に対して、案件の現状の状態確認、引戻し、再起票（再申

請）、取り止めの操作を行います。 

以下の「図 4‐9‐4 起票済（代理用）」に示します。 

 

 

図 4‐9‐4 【WF06-05】起票済（代理） 

■メニューパス 

bpw-appliedagent_frame_call.service 

   ■プログラムパス 

    intra-mart %ApplicationRuntime%/doc/imart/bpw/business/TaskList/AppliedAgentFrame.jsp 

/AppliedAgentBody.jsp 

表示項目は以下の通りです。 

 

ソート対象としては、「案件番号」、「プロセス定義」、「案件名」、「起票日」となり、各々において、昇順/降順の指定

が可能となります。初期表示時では、「起票日」の降順として表示されます。 

 

「案件番号」・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 起票（申請）時にシステム内で付与されたプロセス CD を表示します。 

「プロセス定義」 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 起票（申請）されたプロセス（案件）のプロセス定義の名称を表示します。 

「案件名」 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 起票（申請）されたプロセス（案件）の案件名を表示します。 

「代理依頼元」 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 起票（申請）されたプロセス（案件）の代理依頼元のユーザ名を表示します。 

「起票日」・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 起票（申請）を行った日付を表示します。 

「現在の処理者」・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 現在、未処理（未承認）のような処理（未処理）待ちとなっているユーザ名を

表示します。差戻し、引戻しされた案件の場合には、起票（申請）者自身のユ

ーザ名が表示されます。 

「状態」・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 

リストされたプロセス（案件）の状態（ステータス）を表示します。このアイコンの

意味については、ツールバー上の「ヘルプ」押下により、ヘルプ画面にて解

説を行っております。 
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◆右上ツールバー内にある「追加検索」の押下により、画面内が 2 分割フレームとなり、上フレームに対して「追加検

索」画面が表示されます。 

  （※詳細については次項で解説致します。） 

◆右上ツールバー内にある「ヘルプ」の押下により、ポップアップウィンドウにて、「ヘルプ（アイコンのステータス解

説）画面が表示されます。 

◆右上ツールバー内にある「 新情報」の押下により、同画面の再読込みを行います。 

◆左列リスト（データ部）にある「再起票」は、起票されたプロセス（案件）が、起票者自身による引戻し、処理（承認）

者による差戻し等により、起票者の下へ該当プロセス（案件）が戻っている状態の場合に、そのアイコンが表示さ

れており、押下により再起票（再申請）画面へ遷移します。 

◆左列リスト（データ部）にある「詳細」の押下により、ポップアップウィンドウにて、該当のプロセス（案件）の詳細画面

を表示します。 

※管理者によって設定した、[メニューバー]－[プロセス設定]－「プロパティ」において設定された【参照コンテンツ

パス】－「詳細コンテンツパス」に設定されたプログラムパスがこの画面内にて表示されます。 

◆左列リスト（データ部）にある「フロー」の押下により、ポップアップウィンドウにて、該当のプロセス（案件）のフロー

情報を参照します。 

◆左列リスト（データ部）にある「引戻し」は、起票されたプロセス（案件）が、次の処理（承認）者が処理を行っていな

い状態の場合に「引戻し」という操作が行えます。 

  【注意】 

引戻しアイコンが表示されるタイミングについては、該当一覧画面表示のパフォーマンスを考慮し、次の承認者以

降にフローが流れている場合にも、「引戻し」アイコンが表示されるような仕組みとなっております。このため、該当

の状態にあるプロセス（案件）の「引戻し」アイコンを押下すると、処理が行えないために、引戻しができない旨のメ

ッセージが画面上に表示されます。 

逆に引戻しアイコンが非表示となるパターンとしては、既に該当プロセスが完了（すべての処理が終了している）、

予め管理者によるルート設定時に、該当タスクの「引戻し」設定が“無効”となっている場合は、引戻しアイコンは表

示されません。 

 

■絞込み 

 

図 4‐9‐5 【WF06-05】起票済（代理）－絞込みアイコン 

 

これらアイコンを押下することで、簡易的な絞込み抽出を行う事ができます。この機能は、「追加検索」によって検

索された抽出リストからさらに絞込みを行います。 

 

 
【審議中】 代理依頼された代理元も処理権限を持つ 

       処理（承認）待ちの状態のプロセス（案件） 

 
【審議中】 代理依頼され代理先（ログインユーザ）のみが処理権限を持つ 

       処理（承認）待ちの状態のプロセス（案件） 

 【審議中】 審議中であるすべての処理（承認）待ちの状態のプロセス（案件） 

 
【引戻し】 代理依頼された代理元も処理権限を持つ 

       引戻しされた状態のプロセス（案件） 

 
【引戻し】 代理依頼され代理先（ログインユーザ）のみが処理権限を持つ 

       引戻しされた状態のプロセス（案件） 

 【引戻し】 引戻しされたすべての引戻しされた状態のプロセス（案件） 

 
【差戻し】 代理依頼された代理元も処理権限を持つ 

       差戻しされた状態のプロセス（案件） 
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【差戻し】 代理依頼され代理先（ログインユーザ）のみが処理権限を持つ 

       差戻しされた状態のプロセス（案件） 

 【差戻し】 差戻しされたすべての差戻しされた状態のプロセス（案件） 

 
【完了】  代理依頼された代理元も処理権限を持つ 

       処理（承認／否認）が終了した状態のプロセス（案件） 

 
【完了】  代理依頼され代理先（ログインユーザ）のみが処理権限を持つ 

       処理（承認／否認）が終了した状態のプロセス（案件） 

 【完了】  処理（承認／否認）がすべて終了した状態のプロセス（案件） 

 

■追加検索 

 

図 4‐9‐6 【WF00-14】「追加検索」利用時の起票済（本人）画面 

 

   ■プログラムパス 

    intra-mart %ApplicationRuntime%/doc/imart/bpw/business/TaskList/AppliedAgentFrame.jsp 

/AppliedAgentBody.jsp 

/common/AddSearch/AddSearch.jsp 

 

右上ツールバー内にある「追加検索」の押下により、画面内が 2 分割フレームとなり、上フレームに対して「追加検索」

画面が表示されます。 

この「追加検索」ではより詳細な検索機能を果たします。 
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検索項目は以下の通りです。 

「カテゴリ」 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ カテゴリを選択します。 

「プロセス定義」 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 選択したカテゴリに属するプロセス定義を選択します。 

「バージョン」 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 選択したプロセス定義の中からバージョンを選択します。 

「処理名」・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 選択したバージョンの中から処理名を選択します。 

「処理日範囲」・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 「起票日」を対象に、日付範囲を指定します。 

「語句」・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ○起票者（ユーザ） 

⇒「このユーザ」が「起票者（ユーザ）」の代わりに代理起票 

した案件一覧 

○起票者（組織） 

⇒「このユーザ」が代理起票したときに選択した組織 

（代理元の組織）が「起票者（組織）」の案件一覧 

○処理者（ユーザ） 

⇒「処理者（ユーザ）」が 終承認した案件一覧 

○処理者（組織） 

⇒「処理者（組織）」に所属するユーザが 終承認した案件一覧

   以上の検索対象を任意で指定し、「検索」ボタンの押下により、検索を行います。 

特別なリセット機能についてはありませんので、メニューから再表示を行うか、カテゴリ等から再度、検索対象の再選択

を行うようにしてください。 

※【追加検索】画面内の各検索条件についてはすべて AND 条件となります。 

4.9.3 引戻し時のメール送信 

■引戻しメール 

引戻し時にメール送信されるメールについては、以下にテンプレートファイルが用意されており、このテンプレートファイル

をベースに申請時のメール本文として、送信を行います。 

intra-mart ％ApplicasionRuntime％/doc/imart/WEB-INF/classes/ 

jp/co/intra_mart/foundation/bpw/config/BPWCore.properties 

 

<<メールテンプレート格納フォルダ>> MAIL_TEMPLATE_FOLDER=bpw/mail_template/ 

<<引戻しメールテンプレートファイル名>> MAIL_FILE_PULLBACK=pullback.iwm 

※ 起票済（本人）、処理済（本人）、処理済（代理）も同様となります。 

 

☆参考☆ 

設定ファイル「BPWCore.properties」や、言語毎のメッセージ設定ファイル「MessageConfig_bpw_xx.properties」は、JDK の

「native2ascii」コマンドにてコード変換を行っております。編集される場合は以下の手順をおこなってください。 

[編集手順] 

対象ファイルを、以下の手順で編集します (Windows での例を示します)。 

1. 編集するファイル（BPWCore.properties）のバックアップを行います。 

2. JDK の native2ascii コマンドを利用してファイルをエンコード前に戻します。 

% JDK PATH%¥native2ascii -reverse .¥BPWCore.properties .¥BPWCore.properties. txt 

3. BPWCore.properties.txt の KEY の値を編集します。 

4. JDK の native2ascii コマンドを利用してファイルをエンコードし、元のファイルを更新します。 

% JDK PATH%¥native2ascii .¥BPWCore.properties.txt .¥BPWCore.properties 

5. Framework の場合は、Web アプリケーションサーバに再デプロイします。 

6. ApplicationRuntime（Web アプリケーションサーバ）を再起動します。 
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4.10 未処理 

4.10.1 未処理（本人用） 

ログインユーザ本人、もしくは代理依頼を行い代理依頼先のユーザが、処理（承認）を行わなければならないプロセ

ス（案件）の一覧が表示されます。一般ユーザ用の画面です。この画面より、プロセス（案件）に対する処理をを行い

ます。 

以下の「図 4‐10‐1 未処理（本人用）」に示します。 

 

 

図 4‐10‐1 【WF07-01】未処理（本人用） 

 

■メニューパス 

bpw-not_completed_frame_call.service 

   ■プログラムパス 

    intra-mart %ApplicationRuntime%/doc/imart/bpw/business/TaskList/NotCompletedFrame.jsp 

/NotCompletedBody.jsp 

表示項目は以下の通りです。 

 

ソート対象としては、「案件番号」、「プロセス定義」、「案件名」、「対象組織」、「起票者」、「代理依頼先」、「処理期

限」となり、各々において、昇順/降順の指定が可能となります。初期表示時では、「起票日」の降順として表示され

ます。 

 

「案件番号」・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 起票（申請）時にシステム内で付与されたプロセス CD を表示します。 

「プロセス定義」 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 起票（申請）されたプロセス（案件）のプロセス定義の名称を表示します。 

「案件名」 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 起票（申請）されたプロセス（案件）の案件名を表示します。 

「対象組織」・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 処理権限を持つ組織名を表示します。処理権限がユーザ、パブリックグルー

プ、ロールの場合には、空白表示となります。 
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「起票者」・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 起票（申請）を行ったユーザ名を表示します。 

代理起票（申請）時では、代理依頼元のユーザ名を表示します。 

「起票日」・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 起票（申請）を行った日付を表示します。 

「代理依頼先」・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 該当プロセス（案件）に対して、代理依頼を行っている場合、この時の代理依

頼先を表示します。 

「処理期限」・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 管理者によって、マスタメンテナンスにて予め処理期限の設定が行われてい

た場合、該当プロセス（案件）の到達日付の ｎ 日後の日付が処理期限日と

して表示されます。 

※ ｎ は管理者が設定した処理期限日となります。 

「状態」・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 

リストされたプロセス（案件）の状態（ステータス）を表示します。このアイコンの

意味については、ツールバー上の「ヘルプ」押下により、ヘルプ画面にて解

説を行っております。 

 

◆左上ツールバー内にある「一括審議」の押下により、画面遷移が行われ、【一括審議】画面が表示されます。 

  対象となるのは、プロセス種別が「ドキュメントワークフロー」の案件のみが対象となります。 

  （※詳細については次項で解説致します。） 

◆右上ツールバー内にある「追加検索」の押下により、画面内が 2 分割フレームとなり、上フレームに対して「追加検

索」画面が表示されます。 

  （※詳細については次項で解説致します。） 

◆右上ツールバー内にある「ヘルプ」の押下により、ポップアップウィンドウにて、「ヘルプ（アイコンのステータス解

説）画面が表示されます。 

◆右上ツールバー内にある「 新情報」の押下により、同画面の再読込みを行います。 

◆左列リスト（データ部）にある「処理」は、画面遷移が行われ、該当のプロセス（案件）に対する処理を行うための画

面が表示されます。これはプロセス種別によって異なります。ドキュメントワークフローの場合は、後述の【審議】画

面にて解説致します。 

◆左列リスト（データ部）にある「詳細」の押下により、ポップアップウィンドウにて、該当のプロセス（案件）の詳細画面

を表示します。 

※管理者によって設定した、[メニューバー]－[プロセス設定]－「プロパティ」において設定された【参照コンテンツ

パス】－「詳細コンテンツパス」に設定されたプログラムパスがこの画面内にて表示されます。 

◆左列リスト（データ部）にある「フロー」の押下により、ポップアップウィンドウにて、該当のプロセス（案件）のフロー

情報を参照します。 

◆左列リスト（データ部）にある「振替」は、画面遷移が行われ、【振替】画面が表示されます。ここでは、該当のプロセ

ス（案件）に対して、他のユーザに対して「振替」処理を行う事ができます。 

この画面は、管理者画面である【プロセス操作】画面からも利用できる【振替】画面と同じ操作となります。 

    ※「振替」についての仕様については、本書＜振替（動作仕様）＞をご確認ください。 

 

■絞込み 

 

図 4‐10‐2 【WF07-01】未処理（本人）－絞込みアイコン 

 

これらアイコンを押下することで、簡易的な絞込み抽出を行う事ができます。この機能は、「追加検索」によって検

索された抽出リストからさらに絞込みを行います。 

 

 【審議中】 本人のみ処理権限を持つ処理（承認）待ちの状態のプロセス（案件）

 
【審議中】 代理依頼を行った代理先、代理依頼元の本人も処理権限を持つ 

       処理（承認）待ちの状態のプロセス（案件） 
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【審議中】 代理依頼を行い代理先のみが処理権限を持つ 

       処理（承認）待ちの状態のプロセス（案件） 

 【審議中】 審議中であるすべての処理（承認）待ちの状態のプロセス（案件） 

 【引戻し】 本人のみ処理権限を持つ引戻しされた状態のプロセス（案件） 

 
【引戻し】 代理依頼を行った代理先、代理依頼元の本人も処理権限を持つ 

       引戻しされた状態のプロセス（案件） 

 
【引戻し】 代理依頼を行い代理先のみが処理権限を持つ 

       引戻しされた状態のプロセス（案件） 

 【引戻し】 引戻しされたすべての引戻しされた状態のプロセス（案件） 

 
【差戻し】 本人のみ処理権限を持つ 

       差戻しされた状態のプロセス（案件） 

 
【差戻し】 代理依頼を行った代理先、代理依頼元の本人も処理権限を持つ 

       差戻しされた状態のプロセス（案件） 

 
【差戻し】 代理依頼を行い代理先のみが処理権限を持つ 

       差戻しされた状態のプロセス（案件） 

 【差戻し】 差戻しされたすべての差戻しされた状態のプロセス（案件） 

 

■追加検索 

 

      図 4‐10‐3 【WF07-01】「追加検索」利用時の未処理（本人）画面 

 

   ■プログラムパス 

    intra-mart %ApplicationRuntime%/doc/imart/bpw/business/TaskList/NotCompletedFrame.jsp 

/NotCompletedBody.jsp 

/common/AddSearch/AddSearch.jsp 

 

右上ツールバー内にある「追加検索」の押下により、画面内が 2 分割フレームとなり、上フレームに対して「追加検索」

画面が表示されます。 

この「追加検索」ではより詳細な検索機能を果たします。 
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検索項目は以下の通りです。 

 

「カテゴリ」 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ カテゴリを選択します。 

「プロセス定義」 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 選択したカテゴリに属するプロセス定義を選択します。 

「バージョン」 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 選択したプロセス定義の中からバージョンを選択します。 

「処理名」・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 選択したバージョンの中から処理名を選択します。 

「処理日範囲」・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 「起票日」を対象に、日付範囲を指定します。 

「語句」・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ○起票者（ユーザ） 

⇒「起票者（ユーザ）」本人が起票した案件一覧 

○起票者（組織） 

⇒起票したとき選択した組織が「起票者（組織）」の案件一覧 

○処理者（ユーザ） 

⇒検索なし 

○処理者（組織） 

⇒検索なし 

 

   以上の検索対象を任意で指定し、「検索」ボタンの押下により、検索を行います。 

特別なリセット機能についてはありませんので、メニューから再表示を行うか、カテゴリ等から再度、検索対象の再選択

を行うようにしてください。 

※【追加検索】画面内の各検索条件についてはすべて AND 条件となります。 
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4.10.2 未処理（代理用） 

代理依頼を受け、ログインユーザ本人が代理にて処理を行わなければならないプロセス（案件）の一覧が表示され

ます。一般ユーザ用の画面です。 

以下の「図 4‐10‐4 未処理（代理用）」に示します。 

 

 

図 4‐10‐4 【WF07-02】未処理（代理） 

■メニューパス 

bpw-not_completed_agent_frame_call.service 

   ■プログラムパス 

    intra-mart %ApplicationRuntime%/doc/imart/bpw/business/TaskList/NotCompletedAgentFrame.jsp 

/NotCompletedAgentBody.jsp 

表示項目は以下の通りです。 

 

ソート対象としては、「案件番号」、「プロセス定義」、「案件名」、「起票日」となり、各々において、昇順/降順の指定

が可能となります。初期表示時では、「起票日」の降順として表示されます。 

 

「案件番号」・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 起票（申請）時にシステム内で付与されたプロセス CD を表示します。 

「プロセス定義」 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 起票（申請）されたプロセス（案件）のプロセス定義の名称を表示します。 

「案件名」 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 起票（申請）されたプロセス（案件）の案件名を表示します。 

「代理依頼元」 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 起票（申請）されたプロセス（案件）の代理依頼元のユーザ名を表示します。 

「起票日」・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 起票（申請）を行った日付を表示します。 

「現在の処理者」・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 現在、未処理（未承認）のような処理（未処理）待ちとなっているユーザ名を

表示します。差戻し、引戻しされた案件の場合には、起票（申請）者自身のユ

ーザ名が表示されます。 

「状態」・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 

リストされたプロセス（案件）の状態（ステータス）を表示します。このアイコンの

意味については、ツールバー上の「ヘルプ」押下により、ヘルプ画面にて解

説を行っております。 
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◆右上ツールバー内にある「追加検索」の押下により、画面内が 2 分割フレームとなり、上フレームに対して「追加検

索」画面が表示されます。 

  （※詳細については次項で解説致します。） 

◆右上ツールバー内にある「ヘルプ」の押下により、ポップアップウィンドウにて、「ヘルプ（アイコンのステータス解

説）画面が表示されます。 

◆右上ツールバー内にある「 新情報」の押下により、同画面の再読込みを行います。 

◆左列リスト（データ部）にある「再起票」は、起票されたプロセス（案件）が、起票者自身による引戻し、処理（承認）

者による差戻し等により、起票者の下へ該当プロセス（案件）が戻っている状態の場合に、そのアイコンが表示さ

れており、押下により再起票（再申請）画面へ遷移します。 

◆左列リスト（データ部）にある「詳細」の押下により、ポップアップウィンドウにて、該当のプロセス（案件）の詳細画面

を表示します。 

※管理者によって設定した、[メニューバー]－[プロセス設定]－「プロパティ」において設定された【参照コンテンツ

パス】－「詳細コンテンツパス」に設定されたプログラムパスがこの画面内にて表示されます。 

◆左列リスト（データ部）にある「フロー」の押下により、ポップアップウィンドウにて、該当のプロセス（案件）のフロー

情報を参照します。 

◆左列リスト（データ部）にある「引戻し」は、起票されたプロセス（案件）が、次の処理（承認）者が処理を行っていな

い状態の場合に「引戻し」という操作が行えます。 

  【注意】 

引戻しアイコンが表示されるタイミングについては、該当一覧画面表示のパフォーマンスを考慮し、次の承認者以

降にフローが流れている場合にも、「引戻し」アイコンが表示されるような仕組みとなっております。このため、該当

の状態にあるプロセス（案件）の「引戻し」アイコンを押下すると、処理が行えないために、引戻しができない旨のメ

ッセージが画面上に表示されます。 

 

 

■代理依頼案件の「振替」操作は利用できません 

 本人用の【未処理】案件一覧画面にて利用できる「振替」について、代理用の【未処理】案件一覧画面では利用で

きない仕様となっております。この理由としては、 

  ・代理依頼された案件に対して、依頼先のユーザがさらに、第３者ユーザへ処理を振り替えてしまうという運用を 

認めていけないため。 

  ・代理依頼された案件はあくまで代理元ユーザの処理権限として処理を行います。しかし振替を行う事で、この 

処理権限は振替先のユーザへ委ねられてしまうことで、処理後のデータの繋がりがなくなってしまう（データの整

合性が薄れてしまう）事が懸念されるため。 

      以上の点より、代理依頼案件に対する「振替」操作は行えないようになっており、同画面内での「振替」アイコンにつ

いては表示されておりません。 

 

■絞込み 

 

図 4‐10‐5 【WF07-02】未処理（代理）－絞込みアイコン 

 

これらアイコンを押下することで、簡易的な絞込み抽出を行う事ができます。この機能は、「追加検索」によって検

索された抽出リストからさらに絞込みを行います。 

 

 
【審議中】 代理依頼された代理元も処理権限を持つ 

       処理（承認）待ちの状態のプロセス（案件） 

 
【審議中】 代理依頼され代理先（ログインユーザ）のみが処理権限を持つ 

       処理（承認）待ちの状態のプロセス（案件） 
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 【審議中】 審議中であるすべての処理（承認）待ちの状態のプロセス（案件） 

 
【引戻し】 代理依頼された代理元も処理権限を持つ 

       引戻しされた状態のプロセス（案件） 

 
【引戻し】 代理依頼され代理先（ログインユーザ）のみが処理権限を持つ 

       引戻しされた状態のプロセス（案件） 

 【引戻し】 引戻しされたすべての引戻しされた状態のプロセス（案件） 

 
【差戻し】 代理依頼された代理元も処理権限を持つ 

       差戻しされた状態のプロセス（案件） 

 
【差戻し】 代理依頼され代理先（ログインユーザ）のみが処理権限を持つ 

       差戻しされた状態のプロセス（案件） 

 【差戻し】 差戻しされたすべての差戻しされた状態のプロセス（案件） 

 
【完了】  代理依頼された代理元も処理権限を持つ 

       処理（承認／否認）が終了した状態のプロセス（案件） 

 
【完了】  代理依頼され代理先（ログインユーザ）のみが処理権限を持つ 

       処理（承認／否認）が終了した状態のプロセス（案件） 

 【完了】  処理（承認／否認）がすべて終了した状態のプロセス（案件） 

 

 

■追加検索 

 

図 4‐10‐6 【WF07-02】「追加検索」利用時の未処理（代理）画面 

 

   ■プログラムパス 

    intra-mart %ApplicationRuntime%/doc/imart/bpw/business/TaskList/NotCompletedAgentFrame.jsp 

/NotCompletedAgentBody.jsp 

/common/AddSearch/AddSearch.jsp 

 

右上ツールバー内にある「追加検索」の押下により、画面内が 2 分割フレームとなり、上フレームに対して「追加検索」

画面が表示されます。 

この「追加検索」ではより詳細な検索機能を果たします。 
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検索項目は以下の通りです。 

 

「カテゴリ」 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ カテゴリを選択します。 

「プロセス定義」 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 選択したカテゴリに属するプロセス定義を選択します。 

「バージョン」 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 選択したプロセス定義の中からバージョンを選択します。 

「処理名」・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 選択したバージョンの中から処理名を選択します。 

「処理日範囲」・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 「起票日」を対象に、日付範囲を指定します。 

「語句」・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ○起票者（ユーザ） 

⇒「起票者（ユーザ）」代理元が起票した案件一覧 

○起票者（組織） 

⇒起票したとき選択した組織が「起票者（組織）」の案件一覧 

○処理者（ユーザ） 

⇒検索なし 

○処理者（組織） 

⇒検索なし 

 

   以上の検索対象を任意で指定し、「検索」ボタンの押下により、検索を行います。 

特別なリセット機能についてはありませんので、メニューから再表示を行うか、カテゴリ等から再度、検索対象の再選択

を行うようにしてください。 

※【追加検索】画面内の各検索条件についてはすべて AND 条件となります。 
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4.11 審議－【ドキュメントワークフロー・申請者／承認者ルート作成ワークフロー】 

ドキュメントワークフロー・申請者／承認者ルート作成ワークフローのプロセス種別における審議を行います。 

管理者によって設定した、メニューバー－【プロセス設定（P）】－「プロパティ」－「参照コンテンツパス」タブ－ 

「詳細コンテンツパス」に設定されたプログラムパスがこの画面内の上フレーム側にて表示されます。 

以下の「図 4‐11‐1 審議画面（全体）」に示します。 

 

 

図 4‐11‐1 【WF08-01】審議画面（全体） 

 

   ■プログラムパス 

    intra-mart %ApplicationRuntime%/doc/imart/bpw/business/Acknowledge/DetailAcknowledgeFrame.jsp 

/DetailAcknowledgeBody.jsp 

 

■画面構成 

 

【A】（上フレーム）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

⇒ユーザアプリケーションフレーム 

管理者によって設定した、メニューバー－【プロセス設定（P）】－「プ

ロパティ」－「参照コンテンツパス」タブ－「詳細コンテンツパス」に設

定されたプログラムパスがこの画面内の上フレーム側に表示されま

す。 

ここではワークフロー申請時に登録したユーザアプリケーションキー

をキーとして、ワークフローに必要なアプリケーションの情報を表示す

るための詳細情報を表示するためのワークフロー連携画面となりま

す。 

詳細については次項で解説致します。 

【B】（下フレーム）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

⇒ワークフロー審議用フレーム 

ワークフローが標準で用意している審議を行うための画面です。 

A 

B 
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【A】（上フレーム）：ユーザアプリケーションフレームでは、ワークフロー申請時に登録した申請案件の詳細情報をワー

クフロー審議用の情報表示する事が可能となります。これらを実現するために必要な情報が、リクエストパラメータとし

て取得できるため、ワークフロー連携を行うためにこれらの情報を利用してください。 

 

account ログインユーザ CD 

group ログイングループ識別子 

bpw_argument 

 
現在は使用されていません。 

※旧バージョン互換用のため残存。 

bpw_parameter_cds アプリケーションキー配列 

[ sample001,sample002,sample003,sample004・・・・・・]の形式にて取得 

id セッション ID 

referrer 

http://[HOSTNAME]:[PORT]/[ALIAS] 

以降の URL(ServletMapping:UserInitialServlet) 

※セッションからではなく、クッキーから取得された時、空文字が 

取得される場合があります。 

path 詳細コンテンツパスとして指定したプログラムパス 

application 
起票（一覧）と申請画面間の画面遷移処理プログラムの 

Im-J2EE フレームワークの情報（アプリケーション ID） 

service 
起票（一覧）と申請画面間の画面遷移処理プログラムの 

Im-J2EE フレームワークの情報（サービス ID） 

caller 

遷移前の画面情報（起票画面） 

Im-J2EE フレームワークの情報（アプリケーション ID、サービス ID） 

形式：application=ｘｘｘ,service=ｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘ 

 

※「id」は、HttpSession 情報よりセッション ID を取得しています。 

※「referrer」、「account」、「group」は、intra-mart セッション情報参照インタフェースである、 

  jp.co.intra_mart.foundation.security インタフェース SessionInfo より情報を取得します。 

この情報が存在しなかった場合、次に、カレントスレッド情報のクッキーから intra-mart セッション情報を取得する

ようになっておりますが、環境等によっては、空文字が取得されます。 
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4.11.1 審議／代理審議 

本人もしくは、代理依頼された承認依頼案件に対して、審議を行います。この画面は【未処理】一覧画面より、任意

の案件を選択時に画面遷移されます。以下の「図 4‐11‐2 審議画面」に示します。 

 

 

図 4‐11‐2 【WF08-01】審議画面 

   ■プログラムパス 

  intra-mart %ApplicationRuntime%/doc/imart/bpw/business/Acknowledge/DetailAcknowledgeHead.jsp 

 

表示項目は以下の通りです。 

 

「案件名」 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 申請時に申請者によって登録された案件名が表示されます。 

「申請者（代理人）」・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 申請者のユーザ名を表示します。 

「申請コメント」 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 申請時に申請者によって登録された申請コメントが表示されます。 

「添付ファイル」・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 申請時に申請者によって登録された申請時における添付ファイルリ

ストが表示されます。ファイル名リンクを押下する事で、ダウンロード

（閲覧）が可能となります。 

「審議内容」・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 今から行う審議対象を選択します。候補は、 

「承認」、「否認」、「申請者へ差戻し」、「直前の承認者へ差戻し」、 

「保留」から選択します。 

「終了」・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 途中のルートにおいても管理者設定により、「終了」する事が可能と

なります。いわば強制的な“ 終承認”の可否チェックとなります。 

「所属」・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 

ログインユーザ本人の審議時における所属組織を選択します。 

代理設定時の場合は、代理元ユーザの所属組織を選択します。 

「審議コメント」 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ワークフロー審議時に承認者自身のコメントを入力します。 

「根回しメール」－「題名」・・・・・・・・・・・・・・

          －「宛先」・・・・・・・・・・・・・ 

根回しメールの題名（サブジェクト）を入力します。 

根回しメールの対象となるユーザを選択します。 

          －「本文」・・・・・・・・・・・・・ 根回しメールの本文を（Body）入力します。 
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◆右上にある「フロー参照」の押下により、ポップアップウィンドウにて、「フロー情報」画面が表示されます。 

  現時点における 新のワークフローの状況を確認する事ができます。次タスクが申請者／承認者ルート作成ワ

ークフローの場合は、次画面にてルート作成を行うため、承認者候補は表示されません。 

（この場合、サブプロセスとして表示） 

◆中央にある「審議」の押下により、実際の審議処理が行われます。 

 

    ※「所属」についての動作については、本書＜4.8.3  「所属組織」の選択＞をご確認ください。 

4.11.2 保留（動作仕様） 

「審議」「一括審議」画面内の審議候補のひとつに、「保留」操作があります。この処理を行った場合、該当プロセス（案件）

は以下のような制御が発生します。 

 

・直前の処理者による引戻しができなくなる 

・自動催促機能が無効となる 

・自動パス（バッチ）機能が無効となる 

・他ユーザへの振替操作が無効となる 

・該当の処理ブロックが組織等であり、内１人が「保留」を行った場合のその他ユーザでの処理が無効となる

4.11.3 審議時のメール送信 

■承認時メール 

申請時にメール送信されるメールについては、以下にテンプレートファイルが用意されており、このテンプレートファイルを

ベースに申請時のメール本文として、送信を行います。 

intra-mart ％ApplicasionRuntime％//doc/imart/WEB-INF/classes/ 

jp/co/intra_mart/foundation/bpw/config/BPWCore.properties 

 

<<メールテンプレート格納フォルダ>> MAIL_TEMPLATE_FOLDER=bpw/mail_template/ 

<<承認時メールテンプレートファイル名>> MAIL_FILE_OK=ok.iwm 

 

■否認時メール 

否認時にメール送信されるメールについては、以下にテンプレートファイルが用意されており、このテンプレートファイルを

ベースに申請時のメール本文として、送信を行います。 

intra-mart ％ApplicasionRuntime％//doc/imart/WEB-INF/classes/ 

jp/co/intra_mart/foundation/bpw/config/BPWCore.properties 

 

<<メールテンプレート格納フォルダ>> MAIL_TEMPLATE_FOLDER=bpw/mail_template/ 

<<否認時メールテンプレートファイル名>> MAIL_FILE_REJECTION=rejection.iwm 

 

■申請者へ差戻し時メール 

申請者へ差戻し時にメール送信されるメールについては、以下にテンプレートファイルが用意されており、このテンプレー

トファイルをベースに申請時のメール本文として、送信を行います。 

intra-mart ％ApplicasionRuntime％//doc/imart/WEB-INF/classes/ 

jp/co/intra_mart/foundation/bpw/config/BPWCore.properties 

 

<<メールテンプレート格納フォルダ>> MAIL_TEMPLATE_FOLDER=bpw/mail_template/ 

<<申請者に差戻しメールテンプレートファイル名>> MAIL_FILE_RETURN_START=returnstart.iwm 
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■直前の承認者へ差戻し時メール 

 

否認時にメール送信されるメールについては、以下にテンプレートファイルが用意されており、このテンプレートファイルを

ベースに申請時のメール本文として、送信を行います。 

intra-mart ％ApplicasionRuntime％//doc/imart/WEB-INF/classes/ 

jp/co/intra_mart/foundation/bpw/config/BPWCore.properties 

 

<<メールテンプレート格納フォルダ>> MAIL_TEMPLATE_FOLDER=bpw/mail_template/ 

<<承認者に差戻しメールテンプレートファイル名>> MAIL_FILE_RETURN_BEFORE=returnbefore.iwm 

 

■根回しメール 

 

申請時に、根回しメール設定を行ったいた場合に、メール送信される根回しメールについては、以下にテンプレートファイ

ルが用意されており、このテンプレートファイルをベースにメール本文として、送信を行います。 

intra-mart ％ApplicasionRuntime％//doc/imart/WEB-INF/classes/ 

jp/co/intra_mart/foundation/bpw/config/BPWCore.properties 

 

<<メールテンプレート格納フォルダ>> MAIL_TEMPLATE_FOLDER=bpw/mail_template/ 

<<根回しメールテンプレートファイル名>> MAIL_FILE_NEGO=nego.iwm 

 

 

☆参考☆ 

設定ファイル「BPWCore.properties」や、言語毎のメッセージ設定ファイル「MessageConfig_bpw_xx.properties」は、JDK の

「native2ascii」コマンドにてコード変換を行っております。編集される場合は以下の手順をおこなってください。 

[編集手順] 

対象ファイルを、以下の手順で編集します (Windows での例を示します)。 

1. 編集するファイル（BPWCore.properties）のバックアップを行います。 

2. JDK の native2ascii コマンドを利用してファイルをエンコード前に戻します。 

% JDK PATH%¥native2ascii -reverse .¥BPWCore.properties .¥BPWCore.properties. txt 

3. BPWCore.properties.txt の KEY の値を編集します。 

4. JDK の native2ascii コマンドを利用してファイルをエンコードし、元のファイルを更新します。 

% JDK PATH%¥native2ascii .¥BPWCore.properties.txt .¥BPWCore.properties 

5. Framework の場合は、Web アプリケーションサーバに再デプロイします。 

6. ApplicationRuntime（Web アプリケーションサーバ）を再起動します。 
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4.11.4 一括審議（全体） 

ドキュメントワークフロー・申請者／承認者ルート作成ワークフローのプロセス種別における承認です。 

管理者によって設定した、メニューバー－【プロセス設定（P）】－「プロパティ」－「参照コンテンツパス」タブ－ 

「詳細コンテンツパス」に設定されたプログラムパスがこの画面内の上フレーム側にて表示されます。 

以下の「図 4‐11‐3 審議画面（全体）」に示します。 

 

  

図 4‐11‐3 【WF08-01】審議画面（全体） 

 

   ■プログラムパス 

    intra-mart %ApplicationRuntime%/doc/imart/bpw/business/Acknowledge/AcknowledgeFrame.jsp 

/AcknowledgeList.jsp 

/AcknowledgeBody.jsp 

 

■画面構成 

 

【A】（上フレーム）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

⇒審議対象一覧フレーム 

一括審議を行うための案件対象一覧が表示されます。 

詳細については次項で解説致します。 

【B】（下フレーム）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

⇒ワークフロー審議用フレーム 

ワークフローが標準で用意している一括審議を行うための画面で

す。 

A 

B 
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4.11.5 一括審議（審議対象一覧） 

一括審議上フレーム内に表示される審議対象一覧となります。以下の「図 4‐11‐4 審議対象一覧」に示します。 

 

 

図 4‐11‐4 【WF08-02】審議対象一覧画面 

 

   ■プログラムパス 

  intra-mart %ApplicationRuntime%/doc/imart/bpw/business/Acknowledge/AcknowledgeList.jsp 

 

表示項目は以下の通りです。 

 

ソート対象としては、「案件番号」、「プロセス定義」、「案件名」、「対象組織」、「起票者」となり、各々において、昇順/降

順の指定が可能となります。初期表示時では、【未処理】一覧画面にてソートを行った項目のソート順として表示され

ます。 

 

「案件番号」・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 起票（申請）時にシステム内で付与されたプロセス CD を表示します。 

「プロセス定義」 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 起票（申請）されたプロセス（案件）のプロセス定義の名称を表示します。 

「案件名」 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 起票（申請）されたプロセス（案件）の案件名を表示します。 

「起票者」・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 起票（申請）を行ったユーザ名を表示します。 

代理起票（申請）時では、代理依頼元のユーザ名を表示します。 

 

◆右上にある「審議する所属立場で絞込み」の押下により、選択された「組織」もしくは、「ユーザ、ロール、パブリッ

クグループ」に対して承認権限を持つ案件を表示します。 

    【注意】 

 この時に「組織」を選択した場合、選択した「組織」に対して権限がある案件が表示されます。これら案件に対し

て一括審議を行う場合、下フレームの【一括審議】画面内の「所属組織」の選択コンボボックスに表示されるリスト

は、選択した「組織」のみとなります。 

選択した「組織」には、その組織の立場で審議を行う必要性があるため、この時の「所属組織」の選択コンボボッ

クスでは、該当組織のみがリストされているだけであり、他に組織を選択する事ができないようになっております。 

◆右上ツールバー内にある「追加検索」の押下により、画面内が 2 分割フレームとなり、上フレームに対して「追加検

索」画面が表示されます。 

  （※詳細については次項で解説致します。） 

◆右上ツールバー内にある「ヘルプ」の押下により、ポップアップウィンドウにて、「ヘルプ（アイコンのステータス解

説）画面が表示されます。 

◆右上ツールバー内にある「 新情報」の押下により、同画面の再読込みを行います。 

◆左列リスト（ヘッダ部）にある「チェックボックス」は、左列リスト（データ部）の一括チェック ON/OFF を行います。 

◆左列リスト（データ部）にある「チェックボックス」は、「一括審議」時に対象となるための判定となります。 
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◆左列リスト（データ部）にある「詳細」の押下により、ポップアップウィンドウにて、該当のプロセス（案件）の詳細画面

を表示します。 

※管理者によって設定した、[メニューバー]－[プロセス設定]－「プロパティ」において設定された【参照コンテンツ

パス】－「詳細コンテンツパス」に設定されたプログラムパスがこの画面内にて表示されます。 

◆左列リスト（データ部）にある「フロー」の押下により、ポップアップウィンドウにて、該当のプロセス（案件）のフロー

情報を参照します。 

◆右列リスト（ヘッダ部）にある「チェックボックス」は、右列リスト（データ部）の一括チェック ON/OFF を行います。 

  これは、管理者がルート作成時において、該当タスクを 終承認者とするかどうかの「終了」設定を有効とした場

合に、チェックボックスが表示されます。ここでチェック後、承認を行うと、その時点で該当プロセス（案件）は、 終

承認として終了します。 

 

 ■「一括審議」が利用できない案件 

  一括審議が利用できない案件とは、次の承認者情報によって判別されます。次の承認者が以下のケースである場合、以

下のリストにある通り、「審議」ボタン押下後に画面遷移を行い各機能毎の操作が必要となります。 

 このような画面遷移が発生するケースにおける案件に対する一括審議は対象外となります。あくまで承認者候補（「前処理

者の所属組織」、「前処理者の上位組織」は一括審議の対象となります）が確定されているようなルートが対象となります。 

 

   ☆次の承認者（承認者を決定するための操作が必要なもの）が以下の場合 

実行時選択 「審議」ボタン押下後、【次の承認者の選択】画面へ遷移 

ルート作成 「審議」ボタン押下後、【承認ルート作成】画面へ遷移 

承認ルート選択 「審議」ボタン押下後、【ルート選択】画面へ遷移 

 

■追加検索 

 

      図 4‐11‐5 【WF08-02】「追加検索」利用時の一括審議画面 

 

  ■プログラムパス 

intra-mart %ApplicationRuntime%/doc/imart/bpw/business/Acknowledge/AcknowledgeFrame.jsp 

/AcknowledgeList.jsp 

/AcknowledgeBody.jsp 

/common/AddSearch/AddSearch.jsp  



 4 画面詳細と各種機能

 

作成者：株式会社 NTT データ イントラマート Page 115

 

右上ツールバー内にある「追加検索」の押下により、画面内が 2 分割フレームとなり、上フレームに対して「追加検索」

画面が表示されます。 

この「追加検索」ではより詳細な検索機能を果たします。 

 

検索項目は以下の通りです。 

 

「カテゴリ」 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ カテゴリを選択します。 

「プロセス定義」 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 選択したカテゴリに属するプロセス定義を選択します。 

「バージョン」 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 選択したプロセス定義の中からバージョンを選択します。 

「処理名」・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 選択したバージョンの中から処理名を選択します。 

「処理日範囲」・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 「起票日」を対象に、日付範囲を指定します。 

「語句」・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ○起票者（ユーザ） 

⇒「起票者（ユーザ）」本人が起票した案件一覧 

○起票者（組織） 

⇒起票したとき選択した組織が「起票者（組織）」の案件一覧 

○処理者（ユーザ） 

⇒検索なし 

○処理者（組織） 

⇒検索なし 

 

   以上の検索対象を任意で指定し、「検索」ボタンの押下により、検索を行います。 

特別なリセット機能についてはありませんので、メニューから再表示を行うか、カテゴリ等から再度、検索対象の再選択

を行うようにしてください。 

※【追加検索】画面内の各検索条件についてはすべて AND 条件となります。 
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4.11.6 一括審議（審議） 

実際のワークフロー申請を行います。以下の「図 4‐11‐6 一括審議（審議）画面」に示します。 

 

 

図 4‐11‐6 【WF08-02】一括審議（審議）画面 

 

   ■プログラムパス 

  intra-mart %ApplicationRuntime%/doc/imart/bpw/business/Acknowledge/AcknowledgeBody.jsp 

 

表示項目は以下の通りです。 

 

「審議内容」・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 今から行う審議対象を選択します。候補は、 

「承認」、「否認」、「申請者へ差戻し」、「直前の承認者へ差戻し」、 

「保留」から選択します。 

「所属」・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 

ログインユーザ本人の審議時における所属組織を選択します。 

代理設定時の場合は、代理元ユーザの所属組織を選択します。 

【注意】 

上フレーム（【審議対象一覧】画面）内の「審議する所属立場の絞込

み」より、「ユーザ、ロール、パブリック」選択時のみ所属組織の選択が

可能となります。同コンボボックスより「組織」選択時の場合は選択不可

「審議コメント」 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ワークフロー審議時に承認者自身のコメントを入力します。 

「根回しメール」－「題名」・・・・・・・・・・・・・・

          －「宛先」・・・・・・・・・・・・・ 

根回しメールの題名（サブジェクト）を入力します。 

根回しメールの対象となるユーザを選択します。 

          －「本文」・・・・・・・・・・・・・ 根回しメールの本文を（Body）入力します。 

  

◆右上にある「フロー参照」の押下により、ポップアップウィンドウにて、「フロー情報」画面が表示されます。 

  現時点における 新のワークフローの状況を確認する事ができます。次タスクが申請者／承認者ルート作成ワ

ークフローの場合は、次画面にてルート作成を行うため、承認者候補は表示されません。 

（この場合、サブプロセスとして表示） 

◆中央にある「審議」の押下により、実際の審議処理が行われます。 

 

    ※「所属」についての動作については、本書＜「所属組織」の選択＞をご確認ください。 
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4.12 処理済 

4.12.1 処理済（本人用） 

ログインユーザ本人、もしくは代理依頼を行い代理依頼先のユーザが処理（承認）を行ったプロセス（案件）の一覧

が表示されます。一般ユーザ用の画面です。この画面より、処理済の案件に対して、案件の現状の状態確認、引戻

し、再処理（再審議）の操作を行います。以下の「図 4‐12‐1 処理済（本人用）」に示します。 

 

 

図 4‐12‐1 【WF07-03】処理済（本人用） 

■メニューパス 

bpw- consented_frame_call.service 

   ■プログラムパス 

    intra-mart %ApplicationRuntime%/doc/imart/bpw/business/TaskList/ConsentedSelfFrame.jsp 

/ConsentedSelfBody.jsp 

表示項目は以下の通りです。 

ソート対象としては、「案件番号」、「プロセス定義」、「案件名」、「起票者」、「代理処理者」、「処理日」、「処理結果」

となり、各々において、昇順/降順の指定が可能となります。初期表示時では、「処理日」の降順として表示されま

す。 

「案件番号」・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 起票（申請）時にシステム内で付与されたプロセス CD を表示します。 

「プロセス定義」 ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 起票（申請）されたプロセス（案件）のプロセス定義の名称を表示します。 

「案件名」 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 起票（申請）されたプロセス（案件）の案件名を表示します。 

「起票者」・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 起票（申請）を行ったユーザ名を表示します。 

代理起票（申請）時では、代理依頼元のユーザ名を表示します。 

「代理処理者」 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 代理依頼人が処理を行った場合に、該当の代理依頼ユーザ名が表示 

されます。 

「処理日」 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 処理（承認）を行った処理日を表示します。 

「処理結果」・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 処理（承認）を行った際の処理結果が表示されます。 

「現在の状態」・・・・・・・・・・・・・・・・・・ リストされたプロセス（案件）の該当処理後の 新の状態（ステータス）を 

表示します。このアイコンの意味については、ツールバー上の「ヘルプ」 

押下により、ヘルプ画面にて解説を行っております。 

該当処理を行った時の処理アイコンではありませんのでご注意ください。 
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◆右上ツールバー内にある「追加検索」の押下により、画面内が 2 分割フレームとなり、上フレームに対して「追加検

索」画面が表示されます。 

  （※詳細については次項で解説致します。） 

◆右上ツールバー内にある「ヘルプ」の押下により、ポップアップウィンドウにて、「ヘルプ（アイコンのステータス解

説）画面が表示されます。 

◆右上ツールバー内にある「 新情報」の押下により、同画面の再読込みを行います。 

◆左列リスト（データ部）にある「詳細」の押下により、ポップアップウィンドウにて、該当のプロセス（案件）の詳細画面

を表示します。 

※管理者によって設定した、[メニューバー]－[プロセス設定]－「プロパティ」において設定された【参照コンテンツ

パス】－「詳細コンテンツパス」に設定されたプログラムパスがこの画面内にて表示されます。 

◆左列リスト（データ部）にある「フロー」の押下により、ポップアップウィンドウにて、該当のプロセス（案件）のフロー

情報を参照します。 

◆左列リスト（データ部）にある「引戻し」は、処理されたプロセス（案件）が、次の処理（承認）者が処理を行っていな

い状態の場合に「引戻し」という操作が行えます。 

  【注意】 

引戻しアイコンが表示されるタイミングについては、該当一覧画面表示のパフォーマンスを考慮し、次の承認者以

降にフローが流れている場合にも、「引戻し」アイコンが表示されるような仕組みとなっております。このため、該当

の状態にあるプロセス（案件）の「引戻し」アイコンを押下すると、処理が行えないために、引戻しができない旨のメ

ッセージが画面上に表示されます。 

逆に引戻しアイコンが非表示となるパターンとしては、既に該当プロセスが完了（すべての処理が終了している）、

予め管理者によるルート設定時に、該当タスクの「引戻し」設定が“無効”となっている場合は、引戻しアイコンは表

示されません。 

 

■絞込み 

 

図 4‐12‐2 【WF07-03】処理済（本人）－絞込みアイコン 

 

これらアイコンを押下することで、簡易的な絞込み抽出を行う事ができます。この機能は、「追加検索」によって検

索された抽出リストからさらに絞込みを行います。 

※【引戻し】、【差戻し】に該当するプロセス（案件）はこの画面には表示されず、【未処理】案件一覧画面側で表示

されるため、該当画面での絞込み機能は備わっておりません。 

 

 【審議中】 本人のみ処理権限を持つ処理（承認）待ちの状態のプロセス（案件）

 
【審議中】 代理依頼を行った代理先、代理依頼元の本人も処理権限を持つ 

       処理（承認）待ちの状態のプロセス（案件） 

 
【審議中】 代理依頼を行い代理先のみが処理権限を持つ 

       処理（承認）待ちの状態のプロセス（案件） 

 【審議中】 審議中であるすべての処理（承認）待ちの状態のプロセス（案件） 

 
【完了】  本人のみ処理権限を持つ 

       処理（承認／否認）が終了した状態のプロセス（案件） 

 
【完了】  代理依頼を行った代理先、代理依頼元の本人も処理権限を持つ 

       処理（承認／否認）が終了した状態のプロセス（案件） 

 
【完了】  代理依頼を行い代理先のみが処理権限を持つ 

       処理（承認／否認）が終了した状態のプロセス（案件） 

 【完了】  処理（承認／否認）がすべて終了した状態のプロセス（案件） 
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■追加検索 

 

      図 4‐12‐3 【WF07-03】「追加検索」利用時の処理済（本人）画面 

 

   ■プログラムパス 

    intra-mart %ApplicationRuntime%/doc/imart/bpw/business/TaskList/ConsentedSelfFrame.jsp 

/ConsentedSelfBody.jsp 

/common/AddSearch/AddSearch.jsp 

 

右上ツールバー内にある「追加検索」の押下により、画面内が 2 分割フレームとなり、上フレームに対して「追加検索」

画面が表示されます。 

この「追加検索」ではより詳細な検索機能を果たします。 

 

検索項目は以下の通りです。 

「カテゴリ」 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ カテゴリを選択します。 

「プロセス定義」 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 選択したカテゴリに属するプロセス定義を選択します。 

「バージョン」 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 選択したプロセス定義の中からバージョンを選択します。 

「処理名」・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 選択したバージョンの中から処理名を選択します。 

「処理日範囲」・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 「起票日」を対象に、日付範囲を指定します。 

「語句」・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ○起票者（ユーザ） 

⇒「起票者（ユーザ）」が起票して、「このユーザ」が処理した案件一覧 

○起票者（組織） 

⇒起票したとき選択した組織が「起票者（組織）」の案件一覧 

○処理者（ユーザ） 

⇒検索なし 

○処理者（組織） 

⇒「このユーザ」が処理したとき選択した組織が「処理者（組織）」の案件一覧

   以上の検索対象を任意で指定し、「検索」ボタンの押下により、検索を行います。 

特別なリセット機能についてはありませんので、メニューから再表示を行うか、カテゴリ等から再度、検索対象の再選択

を行うようにしてください。 

※【追加検索】画面内の各検索条件についてはすべて AND 条件となります。
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4.12.2 処理済（代理用） 

代理依頼を受け、ログインユーザ本人が代理処理（代理承認）を行ったプロセス（案件）の一覧が表示されます。 

一般ユーザ用の画面です。この画面より、処理済の案件に対して、案件の現状の状態確認、引戻し、再処理（再審

議）の操作を行います。以下の「図 4‐12‐4 処理済（代理用）」に示します。 

 

 

図 4‐12‐4 【WF07-04】処理済（代理） 

■メニューパス 

bpw-consentedagent_frame_call.service 

   ■プログラムパス 

    intra-mart %ApplicationRuntime%/doc/imart/bpw/business/TaskList/ConsentedAgentFrame.jsp 

/ConsentedAgentBody.jsp 

表示項目は以下の通りです。 

ソート対象としては、「案件番号」、「プロセス定義」、「案件名」、「起票者」、「代理処理元」、「処理日」、「処理結果と

なり、各々において、昇順/降順の指定が可能となります。初期表示時では、「処理日」の降順として表示されます。 

 

「案件番号」・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 起票（申請）時にシステム内で付与されたプロセス CD を表示します。 

「プロセス定義」 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 起票（申請）されたプロセス（案件）のプロセス定義の名称を表示します。 

「案件名」 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 起票（申請）されたプロセス（案件）の案件名を表示します。 

「起票者」・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 起票（申請）を行ったユーザ名を表示します。 

代理起票（申請）時では、代理依頼元のユーザ名を表示します。 

「代理処理元」 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 該当プロセス（案件）に対して、代理依頼を行っている場合、この時の代理 

依頼先を表示します。 

「処理日」 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 処理（承認）を行った処理日を表示します。 

「処理結果」・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 処理（承認）を行った際の処理結果が表示されます。 

「現在の状態」・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ リストされたプロセス（案件）の該当処理後の 新の状態（ステータス）を 

表示します。このアイコンの意味については、ツールバー上の「ヘルプ」押下 

により、ヘルプ画面にて解説を行っております。 

※該当処理を行った時の処理アイコンではありませんのでご注意ください。 
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◆右上ツールバー内にある「追加検索」の押下により、画面内が 2 分割フレームとなり、上フレームに対して「追加検

索」画面が表示されます。 

  （※詳細については次項で解説致します。） 

◆右上ツールバー内にある「ヘルプ」の押下により、ポップアップウィンドウにて、「ヘルプ（アイコンのステータス解

説）画面が表示されます。 

◆右上ツールバー内にある「 新情報」の押下により、同画面の再読込みを行います。 

◆左列リスト（データ部）にある「再起票」は、起票されたプロセス（案件）が、起票者自身による引戻し、処理（承認）

者による差戻し等により、起票者の下へ該当プロセス（案件）が戻っている状態の場合に、そのアイコンが表示さ

れており、押下により再起票（再申請）画面へ遷移します。 

◆左列リスト（データ部）にある「詳細」の押下により、ポップアップウィンドウにて、該当のプロセス（案件）の詳細画面

を表示します。 

※管理者によって設定した、[メニューバー]－[プロセス設定]－「プロパティ」において設定された【参照コンテンツ

パス】－「詳細コンテンツパス」に設定されたプログラムパスがこの画面内にて表示されます。 

◆左列リスト（データ部）にある「フロー」の押下により、ポップアップウィンドウにて、該当のプロセス（案件）のフロー

情報を参照します。 

◆左列リスト（データ部）にある「引戻し」は、起票されたプロセス（案件）が、次の処理（承認）者が処理を行っていな

い状態の場合に「引戻し」という操作が行えます。 

【注意】 

引戻しアイコンが表示されるタイミングについては、該当一覧画面表示のパフォーマンスを考慮し、次の承認者以

降にフローが流れている場合にも、「引戻し」アイコンが表示されるような仕組みとなっております。このため、該当

の状態にあるプロセス（案件）の「引戻し」アイコンを押下すると、処理が行えないために、引戻しができない旨のメ

ッセージが画面上に表示されます。 

 

■絞込み 

 

図 4‐12‐5 【WF07-04】処理済（代理）－絞込みアイコン 

 

これらアイコンを押下することで、簡易的な絞込み抽出を行う事ができます。この機能は、「追加検索」によって検

索された抽出リストからさらに絞込みを行います。 

 

 
【審議中】 代理依頼された代理元も処理権限を持つ 

       処理（承認）待ちの状態のプロセス（案件） 

 
【審議中】 代理依頼され代理先（ログインユーザ）のみが処理権限を持つ 

       処理（承認）待ちの状態のプロセス（案件） 

 【審議中】 審議中であるすべての処理（承認）待ちの状態のプロセス（案件） 

 
【完了】  代理依頼された代理元も処理権限を持つ 

       処理（承認／否認）が終了した状態のプロセス（案件） 

 
【完了】  代理依頼され代理先（ログインユーザ）のみが処理権限を持つ 

       処理（承認／否認）が終了した状態のプロセス（案件） 

 【完了】  処理（承認／否認）がすべて終了した状態のプロセス（案件） 
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■追加検索 

 

図 4‐12‐6 【WF07-04】「追加検索」利用時の起票済（本人）画面 

 

   ■プログラムパス 

    intra-mart %ApplicationRuntime%/doc/imart/bpw/bpw/business/TaskList/ConsentedAgentFrame.jsp 

/ConsentedAgentBody.jsp 

/common/AddSearch/AddSearch.jsp 

 

右上ツールバー内にある「追加検索」の押下により、画面内が 2 分割フレームとなり、上フレームに対して「追加検索」

画面が表示されます。 

この「追加検索」ではより詳細な検索機能を果たします。 

 

検索項目は以下の通りです。 

「カテゴリ」 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ カテゴリを選択します。 

「プロセス定義」 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 選択したカテゴリに属するプロセス定義を選択します。 

「バージョン」 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 選択したプロセス定義の中からバージョンを選択します。 

「処理名」・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 選択したバージョンの中から処理名を選択します。 

「処理日範囲」・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 「起票日」を対象に、日付範囲を指定します。 

「語句」・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ○起票者（ユーザ） 

⇒「起票者（ユーザ）」が起票して、「このユーザ」が処理した 

案件一覧 

○起票者（組織） 

⇒起票したとき選択した組織が「起票者（組織）」の案件一覧 

○処理者（ユーザ） 

⇒「このユーザ」が「処理者（ユーザ）」の代わりに処理した 

案件一覧 

○処理者（組織） 

⇒「このユーザ」が処理したとき選択した組織が「処理者（組織）」

の案件一覧 

   以上の検索対象を任意で指定し、「検索」ボタンの押下により、検索を行います。 

特別なリセット機能についてはありませんので、メニューから再表示を行うか、カテゴリ等から再度、検索対象の再選択

を行うようにしてください。 

※【追加検索】画面内の各検索条件についてはすべて AND 条件となります。
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4.13 参照 

4.13.1 参照（案件一覧） 

ワークフロールート中に参照権限として設定されていた場合に、参照が行える一覧画面としてプロセス（案件）が表

示されます。一般ユーザ用の画面です。以下の「図 4‐13‐1 参照」に示します。 

 

 

図 4‐13‐1 【WF07-05】参照 

■メニューパス 

bpw-refer_frame_call.service 

   ■プログラムパス 

    intra-mart %ApplicationRuntime%/doc/imart/bpw/business/TaskList/ReferFrame.jsp 

/ReferBody.jsp 

表示項目は以下の通りです。 

 

ソート対象としては、「案件番号」、「プロセス定義」、「案件名」、「起票者」、「起票日」となり、各々において、昇順/降

順の指定が可能となります。初期表示時では、「案件番号」の降順として表示されます。 

 

「案件番号」・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 起票（申請）時にシステム内で付与されたプロセス CD を表示します。 

「プロセス定義」 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 起票（申請）されたプロセス（案件）のプロセス定義の名称を表示します。 

「案件名」 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 起票（申請）されたプロセス（案件）の案件名を表示します。 

「起票者」・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 起票（申請）を行ったユーザ名を表示します。 

「起票日」・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 起票（申請）を行った日付を表示します。 

「状態」・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ リストされたプロセス（案件）の状態（ステータス）を表示します。このアイコンの

意味については、ツールバー上の「ヘルプ」押下により、ヘルプ画面にて解

説を行っております。 
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◆右上ツールバー内にある「追加検索」の押下により、画面内が 2 分割フレームとなり、上フレームに対して「追加検

索」画面が表示されます。 

  （※詳細については次項で解説致します。） 

◆右上ツールバー内にある「ヘルプ」の押下により、ポップアップウィンドウにて、「ヘルプ（アイコンのステータス解

説）画面が表示されます。 

◆右上ツールバー内にある「 新情報」の押下により、同画面の再読込みを行います。 

◆左列リスト（データ部）にある「詳細」の押下により、ポップアップウィンドウにて、該当のプロセス（案件）の詳細画面

を表示します。 

※管理者によって設定した、[メニューバー]－[プロセス設定]－「プロパティ」において設定された【参照コンテンツ

パス】－「詳細コンテンツパス」に設定されたプログラムパスがこの画面内にて表示されます。 

◆左列リスト（データ部）にある「フロー」の押下により、ポップアップウィンドウにて、該当のプロセス（案件）のフロー

情報を参照します。 

 

■絞込み 

 

図 4‐13‐2 【WF07-05】参照－絞込みアイコン 

 

これらアイコンを押下することで、簡易的な絞込み抽出を行う事ができます。この機能は、「追加検索」によって検

索された抽出リストからさらに絞込みを行います。 

 

 【審議中】 審議中であるすべての処理（承認）待ちの状態のプロセス（案件） 

 【完了】  処理（承認／否認）がすべて終了した状態のプロセス（案件） 

 

■追加検索 

 

      図 4‐13‐3 【WF07-05】「追加検索」利用時の参照画面 

 

   ■プログラムパス 

    intra-mart %ApplicationRuntime%/doc/imart/bpw/business/TaskList/ReferFrame.jsp 

/ReferBody.jsp 

/common/AddSearch/AddSearch.jsp 
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右上ツールバー内にある「追加検索」の押下により、画面内が 2 分割フレームとなり、上フレームに対して「追加検索」

画面が表示されます。 

この「追加検索」ではより詳細な検索機能を果たします。 

 

検索項目は以下の通りです。 

 

「カテゴリ」 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ カテゴリを選択します。 

「プロセス定義」 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 選択したカテゴリに属するプロセス定義を選択します。 

「バージョン」 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 選択したプロセス定義の中からバージョンを選択します。 

「処理名」・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 選択したバージョンの中から処理名を選択します。 

「処理日範囲」・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 「起票日」を対象に、日付範囲を指定します。 

「語句」・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ○起票者（ユーザ） 

⇒「起票者（ユーザ）」本人が起票した案件一覧 

○起票者（組織） 

⇒起票したとき選択した組織が「起票者（組織）」の案件一覧 

○処理者（ユーザ） 

⇒検索なし 

○処理者（組織） 

⇒検索なし 

 

   以上の検索対象を任意で指定し、「検索」ボタンの押下により、検索を行います。 

特別なリセット機能についてはありませんので、メニューから再表示を行うか、カテゴリ等から再度、検索対象の再選択

を行うようにしてください。 

※【追加検索】画面内の各検索条件についてはすべて AND 条件となります。 
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4.13.2 参照（動作仕様） 

【参照】一覧画面にて表示されるプロセス（案件）は、管理者によってルート設定時に「参照者」として設定された

場合に、起票者からのフローがスタートし、該当ブロックに到達した時点より、同プロセス（案件）が表示されます。 

また、各タスクに参照者設定を行いますが、この時に設定する【ユーザ】、【組織】については、対象者とは違い、

カテゴリの処理権限【ロール】を保持している必要はありません。 

 

申請 １第 承認者 ２第 承認者 ３第 承認者Start End

【 】 、ここで 参照者 設定として 
ユーザAを設定する

【 】 参照者 設定なし 【 】 参照者 設定なし 【 】 参照者 設定なし
【 】 ルート設定 

【 】 参照一覧 

①【 】  起票者 が起票を
　　行った時点

②【 １ 】  第 承認者 が
　　処理を行った時点

③【 ２ 】  第 承認者 が
　　処理を行った時点

④【 ③ 】  第 承認者 が
　　処理を行った時点

対象データが
表示されない

対象データが
表示される

対象データが
表示される

対象データが
表示される

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
図 4‐13‐4 【参照】一覧画面に対象データが表示されるタイミング 

 

【参照】案件一覧では、参照設定がされているタスクがアクティブになった状態から参照権限が付与されるイメー

ジとなり、該当一覧画面にて、対象となるプロセス（案件）が表示されます。 

また、この表示されるプロセス（案件）は、該当タスク以降へフローが流れても、参照する事が可能となります。 

プロセス（案件）がすべてのフローを終了しても、完了ステータス状態のまま参照できます。 

【第１承認者】が処理（承認）を行った時点で、 

【第２承認者】が処理（承認）する事が可能と 

なります。 

これにともない、【第２承認者】の参照者として

設定されている該当ユーザの【参照】案件一覧

画面に対しても該当プロセス（案件）が表示さ

れます。
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4.14 代理設定 

4.14.1 代理設定（一覧） 

代理依頼を行う設定（一覧）画面となります。一般ユーザ用の画面です。代理設定対象となるのは、「ユーザ」固有

に処理権限が与えられたものだけとなります。 

以下の「図 4‐14‐1 代理設定」に示します。 

 

 

図 4‐14‐1 【WF09-01】代理設定（一覧） 

 

■メニューパス 

bpw-agent_setting_list_frame_call.service 

   ■プログラムパス 

intra-mart %ApplicationRuntime%/doc/imart/bpw/bpw/business/AgentSetting/AgentSettingListFrame.jsp 

 

表示項目は以下の通りです。 

 

ソート対象としては、「プロセス定義」、「バージョン」、「処理名」となり、各々において、昇順/降順の指定が可能となりま

す。初期表示時では、「プロセス定義」の昇順として表示されます。 

 

「プロセス定義」 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ プロセス定義の名称を表示します。 

「バージョン」 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 該当プロセス定義のバージョンを表示します。 

「処理名」・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 該当プロセス定義内の処理名を表示します。 

「状態」 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 該当の代理依頼項目が、“有効”／“無効”かの状態を表示します。 

 

◆左上ツールバー内にある「ユーザ検索」の押下により、他のユーザの代理設定を行うための対象ユーザを選択す

るための【ユーザ検索】画面が表示されます。 

  ※ワークフロー管理者のみの機能となります。（【ロール】：bpwsuper が付与されている必要があります） 
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◆右上ツールバー内にある「追加検索」の押下により、画面内が 2 分割フレームとなり、上フレームに対して「追加検

索」画面が表示されます。 

  （※詳細については次項で解説致します。） 

◆右上ツールバー内にある「 新情報」の押下により、同画面の再読込みを行います。 

◆左上にある「起票したい日付」アイコンの押下、カレンダーより日付を選択すると、プロセス定義（バージョン）の有

効期間範囲に一致する代理設定対象のリストを表示します。 

◆左列リスト（データ部）にある「処理」の押下により、実際の代理設定を行う画面へ遷移します。 

  （※詳細については次項で解説致します。） 

◆左列リスト（データ部）にある「フロー」の押下により、ポップアップウィンドウにて、該当のプロセス（案件）のフロー

情報を参照します。 

 

■追加検索 

 

      図 4‐14‐2 【WF09-01】「追加検索」利用時の代理設定（一覧）画面 

 

 ■プログラムパス 

intra-mart %ApplicationRuntime%/doc/imart/bpw/bpw/business/AgentSetting/AgentSettingListFrame.jsp 

/common/AddSearch/AddSearch.jsp 

 

右上ツールバー内にある「追加検索」の押下により、画面内が 2 分割フレームとなり、上フレームに対して「追加検索」

画面が表示されます。 

この「追加検索」ではより詳細な検索機能を果たします。 

 

検索項目は以下の通りです。 

「カテゴリ」 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ カテゴリを選択します。 

「プロセス定義」 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 選択したカテゴリに属するプロセス定義を選択します。 

「バージョン」 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 選択したプロセス定義の中からバージョンを選択します。 

「処理名」・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 選択したバージョンの中から処理名を選択します。 

 

   以上の検索対象を任意で指定し、「検索」ボタンの押下により、検索を行います。 

特別なリセット機能についてはありませんので、メニューから再表示を行うか、カテゴリ等から再度、検索対象の再選択

を行うようにしてください。 

※【追加検索】画面内の各検索条件についてはすべて AND 条件となります。 
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4.14.2 代理設定（設定） 

代理依頼を行う設定画面となります。一般ユーザ用の画面です。 

以下の「図 4‐14‐3 代理設定（設定）」に示します。 

 

 

 

図 4‐14‐3 【WF09-03】代理設定（設定） 

 

   ■プログラムパス 

intra-mart %ApplicationRuntime%/doc/imart/bpw/bpw/business/AgentSetting/AgentSettingBody.jsp 

 

 

表示項目は以下の通りです。 

 

「対象ユーザ」 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 代理設定を行うユーザ（ログインユーザ）名が表示されます。 

※ワークフロー管理者の場合は、【代理設定】一覧画面より、 

代理元ユーザを選択したユーザ名が表示されます。 

「現在の設定の状態」 ・・・・・・・・・・・・・・・・ “有効”／“無効”かの状態を表示します。 

「代理依頼元ユーザ/代理先組織（必須）」・ 代理依頼を行う【ユーザ】、【組織】を表示します。 

「代理期間（必須）」・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 代理期間を表示します。 

「依頼人本人の処理権限」 ・・・・・・・・・・・・ 代理設定に関しては、2 タイプの設定方法があります。 

・代理依頼先のみに該当処理を委ねる・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（しない）

・代理依頼先、代理依頼元の両方に該当処理が委ねれらる・・・（する） 

「範囲の指定」 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 代理設定を行う範囲を指定できます。 

・該当項目のみに代理設定を“有効”／“無効”の設定を行う 

・該当項目のプロセス定義内に一致する他の代理設定に関しても 

 あわせて同様の代理設定を“有効”／“無効”の設定を行う 

※旧バージョンでは、すべての代理項目対象に対しても一斉設定が可能 

でしたが、高負荷に繋がる事から同バージョンより省かれております。 

ご了承ください。 
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「設定メール通知」 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 代理設定の内容をメールにて通知する機能です。 

「本文」 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 代理設定の内容をメールにて通知する場合に、メール本文の一部として、 

任意のコメントを同メールの本文にあわせて送ることができます。 

※「設定メール通知」項目が“する”の場合に有効となります。 

 

◆左上ツールバーにある「有効にする」の押下により、代理設定内容が登録されます。 

◆左上ツールバーにある「無効にする」の押下により、代理設定内容が解除されます。 

◆右上にある「一覧に戻る」の押下により、直前の「代理設定（一覧）」へ遷移します。 
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4.14.3 代理設定/解除メール 

代理設定/解除にメール送信されるメールについては、以下にテンプレートファイルが用意されており、このテンプレートフ

ァイルをベースに振替時のメール本文として、送信を行います。 

 

intra-mart ％ApplicasionRuntime％//doc/imart/WEB-INF/classes/ 

jp/co/intra_mart/foundation/bpw/config/BPWCore.properties 

 

<<メールテンプレート格納フォルダ>> MAIL_TEMPLATE_FOLDER=bpw/mail_template/ 

<<代理設定メールテンプレートファイル名>> MAIL_FILE_AGENT=agent.iwm 

  

 

☆参考☆ 

設定ファイル「BPWCore.properties」や、言語毎のメッセージ設定ファイル「MessageConfig_bpw_xx.properties」は、JDK の

「native2ascii」コマンドにてコード変換を行っております。編集される場合は以下の手順をおこなってください。 

[編集手順] 

対象ファイルを、以下の手順で編集します (Windows での例を示します)。 

1. 編集するファイル（BPWCore.properties）のバックアップを行います。 

2. JDK の native2ascii コマンドを利用してファイルをエンコード前に戻します。 

% JDK PATH%¥native2ascii -reverse .¥BPWCore.properties .¥BPWCore.properties. txt 

3. BPWCore.properties.txt の KEY の値を編集します。 

4. JDK の native2ascii コマンドを利用してファイルをエンコードし、元のファイルを更新します。 

% JDK PATH%¥native2ascii .¥BPWCore.properties.txt .¥BPWCore.properties 

5. Framework の場合は、Web アプリケーションサーバに再デプロイします。 

6. ApplicationRuntime（Web アプリケーションサーバ）を再起動します。 

 

 

■「範囲の指定」にて【[プロセス定義]内のタスクに反映(バーション内)】における代理設定時のメール通知 

 この状態であれば、該当項目のプロセス定義内に一致する他の代理設定に関してもあわせて代理設定/解除が行えます。

この時に「設定メール通知」が有効となっている場合、メール通知されるのは一通のみとなります。 

 

      複数の代理項目は、代理設定メール本文内にて、以下のようにプロセス定義名/バージョン名/処理名を 1 セットとして 

カンマ区切りにて、[ 対 象 ]欄に表示されます。 

[ 対 象 ] ％プロセス定義名％ / バージョン%バージョン名% / ％処理名％ ,・・・・・・・ 

 

 [ 期 間 ] 2005/05/01 - 2005/05/31 

 [ 対 象 ] 勤怠申請ルート A/バージョン 6/承認１ , 勤怠申請ルート A /バージョン 6/承認２ 

 [ ＵＲＬ ] intra-mart ログイン http://www.xxxxx.co.jp:8080/imart/default.portal 

 

 

■「代理依頼先」のメール本文内の表示形式 

  「代理依頼先」には、【ユーザ】、【組織】が設定可能となり、この時のメール通知される本文内での該当項目の表示形式に

ついては、【ユーザ】の場合であれば、「ユーザ名」が表示され、【組織】の場合であれば、「組織名」が表示されます。 

     ※ただし代理依頼先のメールアドレス表示については、【組織】の場合、該当組織に所属するユーザのメールアドレスが 

空白続きですべて表示されるようになっておりますので、利用状況に応じてメールテンプレートの編集を行ってください。 
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4.14.4 代理（動作仕様） 

 

■基本仕様 

 「代理」とは、処理権限をもつユーザから処理権限はそのままにして、処理だけを代理として依頼する仕様となります。 

※「振替」では処理権限含め、すべてを委譲する動作仕様とは異なります。 

 

■過去起票 

現在日付ではなく、過去の「起票指定日」を指定して起票（申請）された案件に対する代理機能も“有効”となります。 

この場合、代理設定では【代理設定】一覧画面より、対象となる指定日を指定し、その日付時点による 新且つ有効な

プロセス定義（バージョン）が表示されます。 

この時に既に“有効”となっている項目もあります。これらはその当時に利用、設定されていた代理設定情報となります

ので、万が一再利用される場合には、これらの設定情報が存在しているかを確認するようにしてください。 

 

■代理設定の期間範囲 

  代理設定を行う期間は、代理設定対象のフローが過去のものであっても、実際にフローが流れるのは、現在となるため、

代理設定する場合には、現在の期間帯で設定を行わなければなりません。 

現在日付ではなく、過去の「起票指定日」を指定して起票（申請）された案件に対する代理機能も“有効”となります。 

この場合、代理設定では【代理設定】一覧画面より、対象となる指定日を指定し、その日付時点による 新且つ有効な 

設定対象の一覧が表示されます。 

この一覧より代理設定を行いますが、下図のような過去の設定項目に対する実際の代理期間範囲は、現在の期間範

囲となります。 

3/1 4/1 5/1 6/1 7/1 8/1

→2/1 3/15
代理設定有効

時間

【 】 代理設定状況 

【 】 代理設定を行った時期 

申請

申請

プロセス定義　A-1
バージョン1

プロセス定義　A-1
２バージョン 

→3/16 4/31
代理設定有効

申請プロセス定義　A-1
バージョン1

→7/1 8/15
代理設定変更

① 2/1に設定

3/1に設定

② １ バージョン にて過去起票
、　　にて代理させたいため 

　　代理設定内容を変更

③ 実際のフローされる
　　期間帯へ代理期間を変更

7/1にて再設定

図 4‐14‐4 代理設定の期間帯 

 

代理期間中において、代理先の処理者によって処理されたプロセス（案件）に対して、「引戻し」、「差戻し」が行われた場合、 

代理期間外であっても、処理自体を行った代理先が再度、処理を行います。 

 

代理が有効となるのは、【ユーザ】に対して処理権限があるものだけとなります。【組織】、【パブリックグループ】、【ロール】等の 

グループ単位で処理権限が割当てられているものに対しては、代理設定元対象とならない制約がありますのでご注意ください。 
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4.15 自動パス 
自動パスには、処理（承認）期限が超過しても、処理（承認）されない案件に対して、管理者によって設定された任

意の時間に処理が行われ、該当の案件に対して次の処理（承認）者へ処理をフローさせる【自動パス（バッチ）】

機能と、前処理者と現処理者が同一ユーザである場合に前処理時点にて、自動的に現処理についても自動処

理（承認）させ、次の処理（承認）者へ処理をフローさせる【自動パス（対象者）】機能があります。 

以下では、各機能について、詳細に解説致します。 

4.15.1 自動パス（バッチ） 

4.15.1.1 機能詳細 

承認期限が過ぎたプロセス（案件）を自動的にパス（自動承認）します。この機能にはバッチプログラムを利用 

しています。また、設定画面上（管理者による【プロセスマスタメンテナンス】画面内→【Applet】画面）では、[自動

パス期日]で案件が到達してから何日後にパスするかのみを設定します。 

※[自動パス対象者]側の設定の必要はありません 

 

自動パスとして動作するプログラムは以下となっており、「システム管理者」によって初期構築を行ったグループ環

境であれば、【バッチ設定】画面に登録済みとなっております。※初期状態では「無効」となっております。 

jp.co.intra_mart.foundation.bpw.model.data.BPWBatchAutoPassActivity 

 

また、実際にこのプログラムを使用して機能を利用する場合には、以下の設定ファイル内の必須パラメータに対し

て、適切な設定値を指定してください。 

 

intra-mart ％ApplicasionRuntime％/doc/imart/WEB-INF/classes/ 

jp/co/intra_mart/foundation/bpw/config/BPWCore.properties 

 

<<バッチ自動パスログインユーザ ID>> BATCH_USER_ID=user,user1,user2 

<<バッチ自動パスログイングループ ID>> BATCH_GROUP_ID=default,default1,default2 

<<バッチ自動パスロケール ID>> BATCH_LOCALE_ID=jp,jp,jp 

 

設定方法 

複数のログイングループに対応するため、カンマ区切りで複数指定が可能となります。実際にバッチ処理が動作

する場合には、区切られた順に情報を読み取って各ログイングループ毎のバッチ処理が動作します。 

 

例） ログイングループ「default」 ⇒ ユーザ「user」、ロケール「jp」 

ログイングループ「default1」 ⇒ ユーザ「user1」、ロケール「jp」 

ログイングループ「default2」 ⇒ ユーザ「user2」、ロケール「jp」 

 

自動パスされると、パスされた承認者にはその旨を通知するメールが送信され、申請情報は次の承認者へ送られ

ます。ただし、自動的にパスされるのは、承認者が決定しているブロックのみで、組織を指定している場合にはパ

スすることはできません。 
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☆参考☆ 

設定ファイル「BPWCore.properties」や、言語毎のメッセージ設定ファイル「MessageConfig_bpw_xx.properties」は、JDK の

「native2ascii」コマンドにてコード変換を行っております。編集される場合は以下の手順をおこなってください。 

[編集手順] 

対象ファイルを、以下の手順で編集します (Windows での例を示します)。 

1. 編集するファイル（BPWCore.properties）のバックアップを行います。 

2. JDK の native2ascii コマンドを利用してファイルをエンコード前に戻します。 

% JDK PATH%¥native2ascii -reverse .¥BPWCore.properties .¥BPWCore.properties. txt 

3. BPWCore.properties.txt の KEY の値を編集します。 

4. JDK の native2ascii コマンドを利用してファイルをエンコードし、元のファイルを更新します。 

% JDK PATH%¥native2ascii .¥BPWCore.properties.txt .¥BPWCore.properties 

5. Framework の場合は、Web アプリケーションサーバに再デプロイします。 

6. ApplicationRuntime（Web アプリケーションサーバ）を再起動します。 

4.15.1.2 自動パス（バッチ）機能での注意点 

1.処理対象者が組織（前処理者の所属組織等含む）の場合、所属するユーザがただ 1 人になる場合にだけ自 

動パスが適用されます（本人以外にも処理候補者が複数存在するため、システムでのパスは行いません）。 

※代理が適用されている場合、【代理元本人処理可能】（代理元も代理先も処理ができる状態）時であっても、

代理先の対象者がただ１人に限定されていなければ自動パスはされません。 

⇒自動パスされる場合は、代理元が自動パスの承認者となります。 

2.自動パス（バッチ）機能が有効とならない場合もあります。 

A 該当タスクの次のタスク処理者が、“実行時選択”の場合 次の対象者を選択する事ができない 

B 該当タスク処理者の処理権限が外れた場合 権限がないため処理（自動パス）できない 

C 該当タスクの次のタスク処理者が、“所属組織/上位組織”

であり、かつ組織内に所属メンバーが存在しない場合 

次タスクの処理者が存在しないため、フロ

ーを進める事ができない 

3.この機能によって自動パスされた案件に対しても、通常の承認処理同様、引戻しや次承認者による差戻 

しが可能です。 

4.15.1.3 自動パス（バッチ）が適用される判定基準 

自動パス（バッチ）によってパス対象となる判断基準については、以下を例に解説します。 

例） 

■前提条件（ルート設定） 

【第１承認者】の処理期限を、「4」日に設定します。 

 【バッチ起動日時】の「実行時間」を、「毎日」、「0」時、「0」分に設定します。 

■シナリオ 

申請日：2005/11/10 16：00：00 → 処理期限 は「4」日後の 2005/11/14 23：59：59 以降 となる。 

 

 

 

 

 

 

「処理期限」を超過した場合には、2005/11/14 23：59：59 を過ぎた時点が自動パス対象として判定されます。 

 

■（自動パス）バッチ起動 

自動パス（バッチ）の判定基準としては以下のようになっており、 

到達日付（2005/11/10） + 処理期限（「4」日） ＜ （バッチ起動日時） となります。 

申請時点にて、次の処理者である 

「第１承認者」の処理期限が決定される 処理期限の猶予は、「2005/11/14」中と 

なるため、第１承認者の処理猶予は、 

2005/11/14 23：59：59 までとなり、 

自動パスは 2005/11/15 00：00：00 以降が条件となる
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バッチ起動日時 条件式 結果 

2005/11/13 00：00：00 → （2005/11/14 23：59：59） ＜ （2005/11/13 00：00：00） [＞]のため、パスされない

2005/11/14 00：00：00 → （2005/11/14 23：59：59） ＜ （2005/11/14 00：00：00） [＝]のため、パスされない

2005/11/15 00：00：00 → （2005/11/14 23：59：59） ＜ （2005/11/15 00：00：00） [＜]のため、パスされる 

4.15.2 自動パス（対象者） 

4.15.2.1 機能詳細 

起票（申請）・処理（承認）を行ったユーザによって、次の処理ブロックに対しても、自身が処理候補者として設定

される場合に、即時に自動パスする機能となります。先頭タスクの場合、この[自動パス]タブの設定は使用しませ

ん。あらかじめ指定しておいた処理者（対象者）が前のタスクを処理した場合、このタスクを自動パスするものです。

対象者には、ユーザと組織（絞込み設定も可能）が指定できます。 

※[自動パス期日]側の設定の必要はありません。 

4.15.2.2 自動パス（対象者）機能での注意点 

1. 起票タスクに対しては、自動パス設定を行うことはできません。処理タスクに対して設定を行ってくださ 

い（ただし、サブプロセスとして利用するプロセスについては起票タスクに設定が行えます）。 

2. 自動パスされたケースに限り、自動パスされた対象者への【直前の承認者への差戻し】または、自動パスした

元への【引戻し】を行う事が可能となります。（通常の処理者によって処理された場合には、その先へフローした

状態から【直前の承認者への差戻し】もしくは、【引戻し】を行う事はできない仕様となっております）。 

4.15.3 自動パスのメール送信 

■自動パス（バッチ） 

自動パス（バッチ）時にメール送信されるメールについては、以下にテンプレートファイルが用意されており、このテンプレ

ートファイルをベースに申請時のメール本文として、送信を行います。 

intra-mart ％ApplicasionRuntime％/doc/imart/WEB-INF/classes/ 

jp/co/intra_mart/foundation/bpw/config/BPWCore.properties 

 

<<バッチ自動パスメールテンプレートファイル名>> MAIL_FILE_BATCHPASS=batchpass.iwm 

<<バッチ自動パスワークフロー終了時メールテンプレートファイル名>> MAIL_FILE_BATCHPASSEND=batchpassend.iwm

 

■自動パス（対象者） 

自動パス（バッチ）時にメール送信されるメールについては、以下にテンプレートファイルが用意されており、このテンプレ

ートファイルをベースに申請時のメール本文として、送信を行います。 

intra-mart ％ApplicasionRuntime％/doc/imart/WEB-INF/classes/ 

jp/co/intra_mart/foundation/bpw/config/BPWCore.properties 

 

<<対象者自動パスメールテンプレートファイル名>> MAIL_FILE_TARGETPASS=targetpass.iwm 

<<対象者自動パスワークフロー終了時メールテンプレートファイル名>> MAIL_FILE_TARGETPASSEND=targetpassend.iwm
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☆参考☆ 

設定ファイル「BPWCore.properties」や、言語毎のメッセージ設定ファイル「MessageConfig_bpw_xx.properties」は、JDK の

「native2ascii」コマンドにてコード変換を行っております。編集される場合は以下の手順をおこなってください。 

[編集手順] 

対象ファイルを、以下の手順で編集します (Windows での例を示します)。 

1. 編集するファイル（BPWCore.properties）のバックアップを行います。 

2. JDK の native2ascii コマンドを利用してファイルをエンコード前に戻します。 

% JDK PATH%¥native2ascii -reverse .¥BPWCore.properties .¥BPWCore.properties. txt 

3. BPWCore.properties.txt の KEY の値を編集します。 

4. JDK の native2ascii コマンドを利用してファイルをエンコードし、元のファイルを更新します。 

% JDK PATH%¥native2ascii .¥BPWCore.properties.txt .¥BPWCore.properties 

5. Framework の場合は、Web アプリケーションサーバに再デプロイします。 

6. ApplicationRuntime（Web アプリケーションサーバ）を再起動します。 
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4.15.4 自動催促 

自動催促とは、処理期限が設定されている場合において、同日の設定日付から催促メールを該当者に対してメ

ール通知を行う機能となります。 

4.15.4.1 機能詳細 

処理（承認者）への自動催促メールを送信するかどうかを設定します。また、承認期限の何日前に送信する 

かを設定します（この自動催促はバッチプログラムにより実現されます。 

バッチプログラム「ワークフロー自動催促」の設定が必要です。 

先頭タスクの場合、この[自動催促]機能は利用できません。（→既に起票・処理されているため） 

 

自動催促として動作するプログラムは以下となっており、「システム管理者」によって初期構築を行ったグループ

環境であれば、【バッチ設定】画面に登録済みとなっております。※初期状態では「無効」となっております。 

jp.co.intra_mart.foundation.bpw.model.data.BPWBatchSendReminderMail 

 

また、実際にこのプログラムを使用して機能を利用する場合には、以下の設定ファイル内の必須パラメータに対し

て、適切な設定値を指定してください。 

 

intra-mart ％ApplicasionRuntime％/doc/imart/WEB-INF/classes/ 

jp/co/intra_mart/foundation/bpw/config/BPWCore.properties 

 

<<バッチ自動パスログインユーザ ID>> BATCH_USER_ID=user,user1,user2 

<<バッチ自動パスログイングループ ID>> BATCH_GROUP_ID=default,default1,default2 

<<バッチ自動パスロケール ID>> BATCH_LOCALE_ID=jp,jp,jp 

 

設定方法 

複数のログイングループに対応するため、カンマ区切りで複数指定が可能となります。実際にバッチ処理が動作

する場合には、区切られた順に情報を読み取って各ログイングループ毎のバッチ処理が動作します。 

 

例） ログイングループ「default」 ⇒ ユーザ「user」、ロケール「jp」 

ログイングループ「default1」 ⇒ ユーザ「user1」、ロケール「jp」 

ログイングループ「default2」 ⇒ ユーザ「user2」、ロケール「jp」 

 

☆参考☆ 

設定ファイル「BPWCore.properties」や、言語毎のメッセージ設定ファイル「MessageConfig_bpw_xx.properties」は、JDK の

「native2ascii」コマンドにてコード変換を行っております。編集される場合は以下の手順をおこなってください。 

[編集手順] 

対象ファイルを、以下の手順で編集します (Windows での例を示します)。 

1. 編集するファイル（BPWCore.properties）のバックアップを行います。 

2. JDK の native2ascii コマンドを利用してファイルをエンコード前に戻します。 

% JDK PATH%¥native2ascii -reverse .¥BPWCore.properties .¥BPWCore.properties. txt 

3. BPWCore.properties.txt の KEY の値を編集します。 

4. JDK の native2ascii コマンドを利用してファイルをエンコードし、元のファイルを更新します。 

% JDK PATH%¥native2ascii .¥BPWCore.properties.txt .¥BPWCore.properties 

5. Framework の場合は、Web アプリケーションサーバに再デプロイします。 

6. ApplicationRuntime（Web アプリケーションサーバ）を再起動します。 
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4.15.4.2 自動催促機能での注意点 

1.【自動催促】を利用するには、「処理期限」を設定する必要があります。設定タブ内の設定の他、【自動パ 

ス】タブ内の「自動パス期日」の日数設定を必ず行ってください。 

2.【自動パス】タブ内の「自動パス期日」設定を行っても、「自動パス（バッチ）」のバッチプログラム起動設定 

が行わなければ、「自動パス（バッチ）」機能は動作しません。 

3.自動催促機能が有効とならない場合もあります。 

A 該当タスクが“待ち”以外、“保留”の場合 “待ち”状態のものだけが自動催促の対象

であり、かつ“保留”されているものについ

ては、当機能の対象外となります 

B 設定ファイルにて、メール送信不可となっている場合 

＜4.15.5 自動催促のメール送信＞参考 

バッチ起動設定を行っていても、自動催促

メール自体のメール送信が不可設定にな

っていると、機能自体が無効となります。 

 

4.15.4.3 自動催促が適用される判定基準 

自動催促によって催促対象となる判断基準については、以下を例に解説します。 

 

例） 

■前提条件（ルート設定） 

【第１承認者】の処理期限を、「4」日に設定します。 

【催促猶予日数】を処理期限（4 日）から、「2」日に設定します。 

 【バッチ起動日時】の「実行時間」を、「毎日」、「0」時、「0」分に設定します。 

 

■シナリオ 

申請日：2005/11/10 16：00：00 → 第１承認者の処理期限 は「4」日後の 2005/11/14 となる。 

この時点で、自動催促がスタートするのは、2005/11/12 となる。 

 

 

 

 

 

 

 

「処理期限」を超過した場合でも、該当承認者が承認されるまで自動催促は続きます。 

 

申請時点にて、次の処理者である 

「第１承認者」の処理期限が決定される 

自動催促は、処理期限日から何日前から行うかという 

判定となるため、処理期限日の 2005/11/14 の 

催促猶予日数の「2」日前である 2005/11/12 となります。 
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■（自動パス）バッチ起動 

自動パス（バッチ）の判定基準としては以下のようになっており、 

処理期限（=猶予）（「4」日= 「2005/11/14」） ‐ 催促猶予日数（「2」日） ≦ （バッチ起動日時）となります。 

 

バッチ起動日時 条件式 結果 

2005/11/11 → （2005/11/12） ≦ （2005/11/11） [＞]のため、催促されない 

2005/11/12 → （2005/11/12） ≦ （2005/11/12） [＝]のため、催促される 

2005/11/13 → （2005/11/12） ≦ （2005/11/13） [＜]のため、催促される 

2005/11/14 → （2005/11/12） ≦ （2005/11/14） [＜]のため、催促される 

2005/11/15 → （2005/11/12） ≦ （2005/11/15） [＜]のため、催促される 

・ ・ ・ 

 

 

 

 

 

 

4.15.5 自動催促のメール送信 

 

■自動催促 

 

自動催促時にメール送信されるメールについては、以下にテンプレートファイルが用意されており、このテンプレートファイ

ルをベースに申請時のメール本文として、送信を行います。 

 

intra-mart ％ApplicasionRuntime％/doc/imart/WEB-INF/classes/ 

jp/co/intra_mart/foundation/bpw/config/BPWCore.properties 

 

<<自動催促メールテンプレートファイル名>> MAIL_FILE_REMINDER=reminder.iwm 

 

☆参考☆ 

設定ファイル「BPWCore.properties」や、言語毎のメッセージ設定ファイル「MessageConfig_bpw_xx.properties」は、JDK の

「native2ascii」コマンドにてコード変換を行っております。編集される場合は以下の手順をおこなってください。 

[編集手順] 

対象ファイルを、以下の手順で編集します (Windows での例を示します)。 

1. 編集するファイル（BPWCore.properties）のバックアップを行います。 

2. JDK の native2ascii コマンドを利用してファイルをエンコード前に戻します。 

% JDK PATH%¥native2ascii -reverse .¥BPWCore.properties .¥BPWCore.properties. txt 

3. BPWCore.properties.txt の KEY の値を編集します。 

4. JDK の native2ascii コマンドを利用してファイルをエンコードし、元のファイルを更新します。 

% JDK PATH%¥native2ascii .¥BPWCore.properties.txt .¥BPWCore.properties 

5. Framework の場合は、Web アプリケーションサーバに再デプロイします。 

6. ApplicationRuntime（Web アプリケーションサーバ）を再起動します。 

 

処理期限を超過しているが、 

該当処理が行われるまで、自動催促は

実行されます。
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4.16 新着タスク 

4.16.1 新着タスク 

ログイン後のポータル画面内において、ワークフローの未処理（新着案件）を表示します。 

一般ユーザ用の画面です。 

以下の「図 4‐16‐1 新着タスク」に示します。 

 

 

図 4‐16‐1 【WF11-01】新着タスク 

 

   ■プログラムパス 

 intra-mart %ApplicationRuntime%/doc/imart/bpw/business/Portlet/NewlyArrivedPortlet.jsp 

 

表示項目は以下の通りです。 

 

ソート対象としては、「案件番号」、「プロセス定義」、「案件名」、「起票者」、「起票日」となり、各々において、昇順/降

順の指定が可能となります。初期表示時では、「案件番号」の降順として表示されます。 

 

「日付」・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 到達日付が表示されます。 

「プロセス定義名」 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 起票（申請）されたプロセス（案件）のプロセス定義名が表示されます。 

「プロセス名」・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 起票（申請）されたプロセス（案件）の案件名を表示します。 

「起票者」・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 起票（申請）を行ったユーザ名を表示します。 

 

◆左列リスト（データ部）にある「振替」の押下により、【振替】画面へ遷移します。 

 

■【新着タスク】画面に関する設定は以下のファイルにて行います。 

intra-mart ％RsourceService％/pages/・・・/bpw/bpw.ini 

 

<<表示対象期間：単位 > arrivalPeriod = 7 

 

表示対象期間：単位：arrivalPeriod = 7 

⇒ 該当画面内にシステム日付から何日前のプロセス（案件）を表示するかを指定します。 
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5 データ構造 

ワークフローでは、複雑なルート情報を保持するたのデータ構造の持ち方として、後述にて解説するようなデータの

持ち方を行っております。製品より提供されている API を利用して頂く分には、各機能より引渡される情報を元に

利用して頂く分には特別把握が必要となるものではありません。 

5.1 アクティビティ情報 

5.1.1 前提条件 

ワークフロー内では、ルート内の各タスク毎にアクティビティと呼ばれるコードを保持しており、このコードにより、ル

ート内の位置付けを行っております。API を利用する場合に必要となる「activity_cd」とは、この事を指しており、実

際のデータ構造については、以下のサンプルを例にこれから解説致します。 

 

以下の条件で BPW のプロセスが作成（起票）されているものとします。 

 

 ・プロセス定義コード 3 

 ・プロセスバージョンコード 00000000000000000002 

 ・プロセスコード 00000000000000000010 

 ・アクティビティコード 下図の ID が該当 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜図 5‐1‐1 サンプルワークフロー図＞ 
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5.1.2 ルート情報のデータ構造 

ワークフローでは、プロセス定義のルート情報をツリー構造のデータとして管理しています。アクティビティ情報を

ルートの順番に把握するには、まずルート情報のツリーを検索し、キーとなるアクティビティコードの取得を行なう

ようワークフローシステム内では動作しております。 

「5.1.1 前提条件」にあるフロー図のツリー構造は以下の様な構造となります。 

 

※フロー図の作成方法により全く同じツリー構造・ID になるとは限りません。ご注意ください。 

 

 

＜図 5‐1‐2 サンプルフローのツリー構造図＞ 
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5.2 ワークフロールートとアクティビティの関係 
定義したワークフローが、プロセス定義（バージョンも含む）の情報となり、 

その中で設定したタスク(スタート，エンドや線を含むすべて)がアクティビティの情報となります。 

起票した時点で、プロセス定義情報がプロセス情報として追加され、アクティビティ情報がアクティビティ情報とし

て追加されます。 

 

 

＜図 5‐2‐1 ワークフロールート内のアクティビティの関係図＞ 

 

5.2.1.1 各プログラム内で引渡されるパラメータのアクティビティコード 

起票／申請画面上フレーム、後処理／条件分岐／結合条件等のプログラムの初期パラメータとして引渡される情報は

これらのツリー構造によって決定されたコードが渡されるようになっております。 

各プログラム内では、この情報を利用して、さまざまな API を利用する事が可能となります。 

5.2.1.2 各プログラム内で取得されるアクティビティコード 

後処理プログラム内で取得されるアクティビティコードは、自身のアクティビティコードとなります。そのため起票（申請）

後の後修理プログラム内で独自の処理を行おうとした場合、上図のアクティビティ関係図より、起票（申請）に対するア

クティビティに対して、起票（申請）のタスクの情報を操作しようとする場合、アクティビティコードを「1」デクリメントして使

用する必要があります。以下にサンプルを示します。 

 

//アクティビティコードを 1 つデクリメントします 

int activityNo = Integer.parseInt( activity ); 

activityNo--; 

String receveActivityCd = String.valueOf( activityNo ); 



intra-mart ワークフロー仕様書（Version 5.0）

 

Page 144 Copyright 2000-2005 (株)NTT データイントラマート All rights Reserved.

 

6 アプリケーションロック機能 

intra-mart が提供するワークフローでは、処理が集中する更新系（ドキュメントワークフローにおける申請等）におい

て、利用されるデータベースをはじめとするサーバ環境に応じて、適切なチューニングの設定により、より快適なパ

フォーマンスを図ることが可能となります。  

※ この機能は、 ワークフロー内の更新系の処理（申請、承認、差戻し（申/承）、保留、否認、引戻し、再申請、取り

止め）が有効となります。 

6.1 設定パラメータとその内容 
アプリケーションロックに関する設定は以下のファイルにて行います。 

 

intra-mart ％ApplicasionRuntime％/doc/imart/WEB-INF/classes/ 

jp/co/intra_mart/foundation/bpw/config/BPWCore.properties 

 

<<ロックタイムアウト(秒)>> SYSTEM_DB_TIMEOUT_SEC=5 

<<ロックリトライ回数>> SYSTEM_DB_RETRY=10 

<<アプリケーションロック使用可否>> APPLICATION_LOCK_VALID=true 

 

ロックタイムアウト(秒)：SYSTEM_DB_TIMEOUT_SEC=5 

⇒ アプリケーションロックのロック取得待ち時間です。ロックを取得するまでの待ち時間（秒）を指定します。 

ロックリトライ回数（回）：SYSTEM_DB_RETRY=10 

⇒ ロックが取得できなかった場合に、何回リトライするかを指定します。 

アプリケーションロック使用可否（true/false）：APPLICATION_LOCK_VALID=true 

⇒ 当機能の使用可否について設定となります。デフォルト値は使用可の状態であり、使用不可とすると、 

  当機能を解除（一部分の 低限の処理のみ当機能は残ります）し、DB に対して並列処理を行います。 

  ※ご利用 DB が「Oracle」の場合に限り、設定変更が許されます。 

 

☆参考☆ 

設定ファイル「BPWCore.properties」や、言語毎のメッセージ設定ファイル「MessageConfig_bpw_xx.properties」は、JDK

の「native2ascii」コマンドにてコード変換を行っております。編集される場合は以下の手順をおこなってください。 

[編集手順] 

対象ファイルを、以下の手順で編集します (Windows での例を示します)。 

1. 編集するファイル（BPWCore.properties）のバックアップを行います。 

2. JDK の native2ascii コマンドを利用してファイルをエンコード前に戻します。 

% JDK PATH%¥native2ascii -reverse .¥BPWCore.properties .¥BPWCore.properties. txt 

3. BPWCore.properties.txt の KEY の値を編集します。 

4. JDK の native2ascii コマンドを利用してファイルをエンコードし、元のファイルを更新します。 

% JDK PATH%¥native2ascii .¥BPWCore.properties.txt .¥BPWCore.properties 

5. Framework の場合は、Web アプリケーションサーバに再デプロイします。 

6. ApplicationRuntime（Web アプリケーションサーバ）を再起動します。 
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6.2 アプリケーションロックの動作仕様 
1 ロックモニタが "SYSTEM_DB_TIMEOUT_SEC" を過ぎても取得できなかった場合、処理のリトライを行います。 

（ 大 "SYSTEM_DB_RETRY" 回） 

※"SYSTEM_DB_RETRY"が「0」設定時、通常のロック取得処理を行いますが、取得できなかった場合には、 

リトライは行われずそのまま「3」の挙動をとる動作となります。 

2 リトライを行った場合、「1」と同様にロックモニタが"SYSTEM_DB_TIMEOUT_SEC" 間まで待ち続けます。 

3 リトライ（ 大 "SYSTEM_DB_RETRY" 回）後も、ロックを取得できなければ【エラー】となり、画面上にもう一度処理を

行って頂く旨のメッセージを表示します。 

「ただいま処理が混みあっています。再度処理を実行して下さい」 

 

＜制約＞ 

・ APP ロック使用しない場合、申請処理の大部分が並列化処理となるため、マスタデータとの整合性を保つために、

運用中におけるマスタメンテの操作はしないでください。 

・ この機能は、各処理の利用頻度やサーバ環境、使用DBにより、大きな影響を及ぼします。各環境に応じた適切な

パラメータ値を算出するには、十分な検証を必ず行うことを推奨致します。 

6.3 API利用時のアプリケーションロックの実装方法 
前章にて解説したアプリケーションロック機能を、ＡＰＩにて独自実装したワークフロー関連の処理にも適用したい場合、次 

のような方法にてワークフロー専用のアプリケーションロックキー組み込んでください。 

 

■J2EE ベース開発モデル 

import jp.co.intra_mart.system.bpw.WFELock; 

import jp.co.intra_mart.foundation.bpw.exception.BPWErrorCodeIF; 

import jp.co.intra_mart.foundation.bpw.exception.BPWApplicationException;

 

・ 

// アプリケーションロックの取得（起票/承認...etc 処理用） 

draftlock = new WFELock( "ログイングループ ID" ); 

draftlock.setLockKeyInfo( WFELock.WORK_FLOW ); 

// ロック開始 

if ( !draftlock.begin() ) { // ロック設定を設定可否によりロック開始 

throw newBPWApplicationException 

( BPWErrorCodeIF.BPW_C_CHANGIN G_NOW );

} 

 

// アプリケーションロックの取得（案件番号取得処理用→起票時のみ） 

getCdlock = new WFELock( "ログイングループ ID" ); 

getCdlock.setLockKeyInfo( WFELock.GET_NEW_PROCESS_CD ); 

// ロック開始 

if ( !getCdlock.beginEx() ) { // ロック設定に依存せずにロック開始 

throw new BPWApplicationException 

( BPWErrorCodeIF.BPW_C_CHANGIN G_NOW );

} 

 

クラス WFELock を import します 

クラス BPWErrorCodeIF を import します 

クラス BPWApplicationException を 

import します 

 

 

クラス WFELock のコンストラクタを生成します

処理専用のアプリケーションロックキー 

（WFELock.WORK_FLOW）を定義します。

ロックを開始します。 

 

この処理が失敗した場合には、 

WKFApplicationException でスローします 

 

クラス WFELock のコンストラクタを生成します

処理専用のアプリケーションロックキー 

（WFELock.GET_NEW_PROCESS_CD）を

定義します。 

ロックを開始します。 

 

この処理が失敗した場合には、 

WKFApplicationException でスローします 

 



intra-mart ワークフロー仕様書（Version 5.0）

 

Page 146 Copyright 2000-2005 (株)NTT データイントラマート All rights Reserved.

 

  ------------------------------------------------ 

  -- ワークフローAPI を利用した処理 -- 

  ------------------------------------------------ 

 

  //アプリケーションロックの開放（必須） 

  //互いのアプリケーションロックがネストしないようにする事がポイント 

  if ( getCdlock != null ) { （案件番号取得処理用→起票時のみ） 

getCdlock.lockFree(); 

  } 

  if ( draftlock != null ) { 

    draftlock.lockFree(); 

  } 

DB トランザクションを制御は、アプリケーショ

ンロック制御の内側で実装するようにしてくだ

さい。 

 

アプリケーションロックを必ず開放します 

 

 

採番用のアプリケーションロックを開放します 

 

 

処理用のアプリケーションロックを開放します 

♪ポイント♪ 

アプリケーションロックの実装については、DB トランザクションの外で実装してください。im-J2EE Framework の場

合、ServiceControllor 内で行うようにしてください。Event（StandardEventListener、StandardEJBEventListener のよう

なトランザクション機能を備えている Event）内でトランザクション制御を行っている場合、DB によってはアプリケーシ

ョンロック機能の効果が期待できない（つまり、データ不整合が発生してしまう）恐れがあります。 

また、クラス jp.co.intra_mart.system.bpw.WFELock については API リストには掲載されませんのでご注意ください。 

 

■ページベース開発モデル 

// ワークフロー（BPW）用ユーザトランザクションの準備 

var ut = new UserTransaction( "ログイングループ ID" ); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

if( ut==null ){ 

//エラー処理 

Module.alert.write 

("SYSTEM.DATA.INS.FAILD","トランザクション準備失敗");

} 

// ワークフロー（BPW）用ユーザトランザクションの開始 

if(! ut.begin() ){ 

//エラー処理 

Module.alert.write 

("SYSTEM.DATA.INS.FAILD","トランザクション開始失敗");

}  

 

  ------------------------------------------------ 

  -- ワークフローAPI を利用した処理 -- 

 

オブジェクト UserTransaction の生成 

⇒引数としてログイングループ ID を指定する

事で、指定した先のログイングループの接続

先 DB に対して、トランザクション制御を行い

ます 

また指定されていない場合、API 内部にて 

jp.co.intra_mart.foundation.security 

インタフェース SessionInfo 

より、ログイングループ ID を取得しますが、 

intra-mart 以外の環境からこの API を使用

された場合、該当データが取得できないとエ

ラーとなります。 

 

 

 

 

 

 

トランザクションを開始します 

⇒この時にアプリケーションロックも開始します 
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  ------------------------------------------------ 

 

// ワークフロー（BPW）用ユーザトランザクションの終了 

if( result == "" ) { 

// コミットする場合 

if(! ut.commit() ){ 

// エラー処理 

Module.alert.back("SYSTEM.DATA.INS.FAILD","コミット失敗"); 

} 

Module.alert.link("SYSTEM.DATA.INSERT","","************* *");

} else { 

// ロールバックする場合 

if(! ut.rollback() ){ 

// エラー処理 

Module.alert.back 

("SYSTEM.DATA.INS.FAILD","ロールバック失敗");

} 

Module.alert.back("SYSTEM.DATA.INS.FAILD", result ); 

} 

 

 

 

 

 

処理が成功の場合、トランザクションの確定 

（commit）を 

行います 

 

 

 

 

 

処理が失敗の場合、トランザクションの中止を 

行います 

♪ポイント♪ 

任意のプログラム内で、オブジェクト UserTransaction を API として使用します。 

この API はワークフローにおける UserTransaction を専用に扱うものであり、ワークフロー以外での DB トランザクシ

ョン処理時には使用しないでください。 

また、この API を実装する事により、DB トランザクションの制御に合わせ、トランザクションの開始と同時に、前章で

解説を行っているアプリケーションロックの開始、トランザクションの確定もしくは、中止と同時に、アプリケーションロ

ックの開放を API 内部で自動的に行います。 

 

アプリケーションロックの種類は、【申請、承認用の処理用】のものと、【案件番号取得用の採番処理用】の 2 パター

ンのみが常に適用される API 仕様となります。つまり承認系の処理においても、採番用のアプリケーションロックが

同時に掛かるような挙動となりますが、動作に支障をきたすような事はありません。 

 

■UserTransaction#begin()  

 ユーザトランザクションの開始を行う事で、 

1. 【申請、承認用の処理用】 

2. 【案件番号取得用の採番処理用】 

の順でアプリケーションロックが制御開始されます。 

 

■UserTransaction#commit() / rollback() 

 ユーザトランザクションの確定／中止を行う事で、 

1. 【案件番号取得用の採番処理用】 

2. 【申請、承認用の処理用】 

の順でアプリケーションロックが制御開放されます。 

 

申請、承認用の処理用のものと、案件番号取得用の採番処理用の 2 パターン以外のアプリケーションロックについ

ては、対象外となりますのでご注意ください。 

ワークフロー関連の処理では、UserTransaction オブジェクト以外のデータベース API（DatabaseManager オブジェ

クトなど）は使用しないでください。 
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7 メール機能 

intra-mart が提供するワークフローでは、申請、承認といった処理と同時に、対象となる送信者に対して接続先の 

SMTP サーバを経由してメールを送信する事ができます。 

また、運用時の要件に応じて任意のメール内容を送信したりといった、より汎用的なメール機能を実装し、 

ユーザアプリケーションのさまざまな要件に応じたメール送信（API を使用）を利用する事で、通常のメール機能と独 

立したメール機能を組み込むことができます。 

7.1 テンプレートメール（標準機能） 
標準で実装されているシステム一意のテンプレートファイルを利用したメール機能となります。 

テンプレートメールが対象となるのは、 

【申請】、【再申請】、【引戻し】、【承認】、【否認】、【申請者に差戻し】、【承認者に差戻し】、【振替】、【代理設定】、

【バッチ自動パス】、【対象者自動パス】、【自動催促】、【根回し】、【取り止め（差戻し時のみ）】 が対象となります。 

テンプレートメールでは、システム一意の設定となります。つまり一箇所の設定によって、ワークフロー内すべての 

処理毎のメール送信可否が行うことが可能となります。 

設定可否の設定は、以下の設定ファイルが対象となります。 

 

intra-mart ％ApplicasionRuntime％/doc/imart/WEB-INF/classes/ 

jp/co/intra_mart/foundation/bpw/config/BPWCore.properties 

 

☆参考☆ 

設定ファイル「BPWCore.properties」や、言語毎のメッセージ設定ファイル「MessageConfig_bpw_xx.properties」は、JDK

の「native2ascii」コマンドにてコード変換を行っております。編集される場合は以下の手順をおこなってください。 

[編集手順] 

対象ファイルを、以下の手順で編集します (Windows での例を示します)。 

1. 編集するファイル（BPWCore.properties）のバックアップを行います。 

2. JDK の native2ascii コマンドを利用してファイルをエンコード前に戻します。 

% JDK PATH%¥native2ascii -reverse .¥BPWCore.properties .¥BPWCore.properties. txt 

3. BPWCore.properties.txt の KEY の値を編集します。 

4. JDK の native2ascii コマンドを利用してファイルをエンコードし、元のファイルを更新します。 

% JDK PATH%¥native2ascii .¥BPWCore.properties.txt .¥BPWCore.properties 

5. Framework の場合は、Web アプリケーションサーバに再デプロイします。 

6. ApplicationRuntime（Web アプリケーションサーバ）を再起動します。 

 

■ 各処理毎の送信可否設定 

以下の設定（true／false）により、各処理毎の送信可否をシステム一意に制御します。 

 

申請処理時の場合の結果送信メールの送信可否 APPLY_TRANSMIT_MAIL=true 

再申請処理時の場合の結果送信メールの送信可否 RETRY_TRANSMIT_MAIL=true 

引き戻し処理時の場合の結果送信メールの送信可否 PULL_TRANSMIT_MAIL=true 

承認処理時の場合の結果送信メールの送信可否 RECOGNITION_TRANSMIT_MAIL=true 

否認処理時の場合の結果送信メールの送信可否 DENIAL_TRANSMIT_MAIL=true 

申請者に差し戻し処理時の場合の結果送信メールの送信可否 RETURN_START_TRANSMIT_MAIL=true 

承認者に差し戻し処理時の場合の結果送信メールの送信可否 RETURN_BEFORE_TRANSMIT_MAIL=true 
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振替処理時の場合の結果送信メールの送信可否 TRANSFER_TRANSMIT_MAIL=true 

代理設定処理時の場合の結果送信メールの送信可否 AGENT_TRANSMIT_MAIL=true 

バッチ自動パス処理時の場合の結果送信メールの送信可否 BATCHPASS_TRANSMIT_MAIL=true 

対象者自動パス処理時の場合の結果送信メールの送信可否 TARGETPASS_TRANSMIT_MAIL=true 

自動催促処理時の場合の結果送信メールの送信可否 REMINDER_TRANSMIT_MAIL=true 

根回し時の場合の結果送信メールの送信可否 NEGO_TRANSMIT_MAIL=true 

取り止め処理時の場合のメールの送信可否 CANCELLATION_TANSMIT_MAIL=true 

 

■ 各処理毎のテンプレートファイルパス設定 

以下の設定（ intra-mart %StorageService%/storage フォルダからの相対パス指定 ）により、各イベント毎のメール送信時

の送信先、送信元、タイトル、本文のテンプレートがテンプレートファイルを読み込み、送信システム一意に制御します。 

 

メールテンプレート格納フォルダ MAIL_TEMPLATE_FOLDER=bpw/mail_template/ 

  

申請時承認依頼メールテンプレートファイル名 MAIL_FILE_APPLY=apply.iwm 

再申請依頼メールテンプレートファイル名 MAIL_FILE_RETRY=retry.iwm 

根回しメールテンプレートファイル名 MAIL_FILE_NEGO=nego.iwm 

承認時メールテンプレートファイル名 MAIL_FILE_OK=ok.iwm 

終結果通知テンプレートファイル名 MAIL_FILE_END_FLOW=endofflow.iwm 

否認時メールテンプレートファイル名 MAIL_FILE_REJECTION=rejection.iwm 

申請者に差し戻しメールテンプレートファイル名 MAIL_FILE_RETURN_START=returnstart.iwm 

承認者に差し戻しメールテンプレートファイル名 MAIL_FILE_RETURN_BEFORE=returnbefore.iwm 

引戻しメールテンプレートファイル名 MAIL_FILE_PULLBACK=pullback.iwm 

取り止めメールテンプレートファイル名 MAIL_FILE_CANCEL=cancel.iwm 

振替設定メールテンプレートファイル名 MAIL_FILE_TRANSFER=transfer.iwm 

代理設定メールテンプレートファイル名 MAIL_FILE_AGENT=agent.iwm 

バッチ自動パスメールテンプレートファイル名 MAIL_FILE_BATCHPASS=batchpass.iwm 

バッチ自動パスワークフロー終了時メールテンプレートファイル名 MAIL_FILE_BATCHPASSEND=batchpassend.iwm 

対象者自動パスメールテンプレートファイル名 MAIL_FILE_TARGETPASS=targetpass.iwm 

対象者自動パスワークフロー終了時メールテンプレートファイル名 MAIL_FILE_TARGETPASSEND=targetpassend.iwm

自動催促メールテンプレートファイル名 MAIL_FILE_REMINDER=reminder.iwm 

 

■ 自動催促メールの送信元アドレス 

以下の設定（メールアドレス）の設定内容が、自動催促メール送信時における送信元アドレスとし採用されます。 

催促メール送信元メールアドレス MAIL_REMINDER_ADDRESS=request@intramart 

 

■ 置換文字列 [%hp] intra-mart ログイン URL アドレス 

以下の設定（ intra-mart ログイン URL アドレス[システム一意] ）により、各イベント毎のメール送信時テンプレートファイル

に、置換文字列 [%hp] が設定された場合に、以下の設定内容を置換し送信時に制御します。 

intra-mart ログイン URL 

 

INTRA_MART_LOGIN_URL 

=http://www.xxxxx.co.jp:8080/imart/default.portal
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7.2 結果送信メール（旧バージョン互換用） 
標準で実装されているシステム一意のテンプレートファイルの一覧から各タスク毎の結果送信メール設定において、

ここで設定、メール送信を行う旧バージョン互換用のメール送信機能となります。 

結果送信メールが対象となるのは、【申請】、【承認】 の処理が行われた場合が対象となります。 

 

当メール機能でのメールのテンプレートファイル指定が以下の設定ファイルで可能となっています。 

 

intra-mart ％ApplicasionRuntime％/doc/imart/WEB-INF/classes/ 

jp/co/intra_mart/foundation/bpw/config/BPWCore.properties 

 

☆参考☆ 

設定ファイル「BPWCore.properties」や、言語毎のメッセージ設定ファイル「MessageConfig_bpw_xx.properties」は、JDK

の「native2ascii」コマンドにてコード変換を行っております。編集される場合は以下の手順をおこなってください。 

[編集手順] 

対象ファイルを、以下の手順で編集します (Windows での例を示します)。 

1. 編集するファイル（BPWCore.properties）のバックアップを行います。 

2. JDK の native2ascii コマンドを利用してファイルをエンコード前に戻します。 

% JDK PATH%¥native2ascii -reverse .¥BPWCore.properties .¥BPWCore.properties. txt 

3. BPWCore.properties.txt の KEY の値を編集します。 

4. JDK の native2ascii コマンドを利用してファイルをエンコードし、元のファイルを更新します。 

% JDK PATH%¥native2ascii .¥BPWCore.properties.txt .¥BPWCore.properties 

5. Framework の場合は、Web アプリケーションサーバに再デプロイします。 

6. ApplicationRuntime（Web アプリケーションサーバ）を再起動します。 

 

■ 各イベント処理毎の送信可否設定（【Java Applet】 ルート設定内の「結果送信メール」にて設定） 

前述のテンプレートメール機能では、システム一意におけるイベント毎のメール送信制御となるため、ルート毎にメール送

信を行いたい場合、タスク毎にメール送信を行いたい場合に、この機能を代替的にシステム設定を行う事ができます。 

該当バージョンでは、当結果送信メール機能ではなく、同等機能を満たす「メール API」機能を推奨します。 

 

■ 各イベント処理毎のテンプレートファイルパス設定 

以下の設定（ intra-mart %StorageService%/storage フォルダからの相対パス指定 ）により、各結果送信メール機能におけ

る管理者設定における【Java Applet】 ルート設定内の「結果送信メール」設定時における送信先、送信元、タイトル、本文

のテンプレートが選択式としてテンプレートファイルを読み込み、該当結果送信メール設定におけるメール設定を行いま

す。 

 

メールテンプレート格納フォルダ MAIL_TEMPLATE_FOLDER=bpw/mail_template/ 

  

結果送信メール申請テンプレートファイル名 MAIL_FILE_RESULT_APPLY01=resultapply01.iwm 

結果送信メール申請テンプレートファイル名 MAIL_FILE_RESULT_APPLY02=resultapply02.iwm 

結果送信メール承認テンプレートファイル名 

 

MAIL_FILE_RESULT_ACKNOWLEDGE01 

=resultacknowledge01.iwm 

結果送信メール承認テンプレートファイル名 

 

MAIL_FILE_RESULT_ACKNOWLEDGE02 

=resultacknowledge02.iwm 
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 結果送信メールでは、各タスク毎で設定するメール内容（テンプレートファイルから各タスク毎に変更した内容）は、DB に

保存されます。このとき保存先となる DB カラムサイズは、VARCHAR ２５５バイトとなっていますので、このサイズに文字

数を収めるようにしてください。 

※テンプレートメール（標準機能）では、intra-mart %StorageService%/storage に保管されているテンプレートファイル 

のファイル内の内容をそのままメール送信するため（置換文字列指定の部分はその時点で動的に置換されます）、

文字数の制約はありません。 
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7.3 メールAPI 
メール API を利用する事で後処理プログラム内、条件分岐プログラム内、それ以外のプログラム処理内で機能や条

件に応じ、独自のメール送信機能を実装する事ができます。 

 

〆 後処理/条件分岐/結合条件プログラム、その他のプログラムで任意のメール送信を即時に行う 

〆 後処理/条件分岐/結合条件プログラムで任意のメールをコードを指定せずにメール送信を即時に行う 

〆 処理の確定（DBのコミット）後にメール送信を行う －概要－ 

〆 テンプレートメールを“処理の確定後”に送信する 

〆 任意のメール内容をAPIを使用して“処理の確定後”に送信する 

〆 特定の処理内ではテンプレートメールを送信させない 

7.3.1 後処理/条件分岐/結合条件プログラム、その他のプログラムで任意のメール送信を

即時に行う 

申請、承認といった処理の後処理、条件分岐、結合条件プログラム内や、任意（ユーザが独自に用意したワークフ

ローモジュールとは関係のない）のプログラム内で、ワークフローモジュールに関するメール送信を行いたい場合が

あります。このような場合では、以下に示すメール API を利用する事で対応することができます。このメール API の

引数にプロセス（案件）を特定するコードを渡す事で、指定したテンプレートファイル内の置換文字列に対しても該

当するプロセス（案件）に該当するデータ文字列へ変換し、メール送信を行う事ができます。 

 

■J2EE ベース開発モデル 

import jp.co.intra_mart.foundation.wkf.Util                    

                  ・ 

 try { 

mailUtil = new Util(); 

mailUtil.sendMail( mailPlace,  

        process_def_cd, 

        version_cd, 

        process_cd, 

        activity_cd, 

        ArrayListTo, 

        ArrayListCc, 

                      ArrayListBcc); 

} catch (WKFApplicationException e) { 

  e.printStackTrace(); 

   } 

クラス Util を import します 

 

 

クラス Util のコンストラクタを生成します 

任意のテンプレートファイルのパスを指定します

プロセス定義 CD を指定します 

履歴（バージョン）CD を指定します 

プロセス CD を指定します 

アクティビティ CD を指定します 

送信先[To] を指定します 

送信先[Co] を指定します 

送信先[Bcc] を指定します 

 

この処理が失敗した場合には、 

WKFApplicationException でスローします 

♪ポイント♪ 

任意のプログラム内で、jp.co.intra_mart.foundation.wkf.Util # sendMail () を API として使用します。 

この API では、メール内容の保管されている intra-mart %StorageService%配下の相対パスを指定して、テンプレー

トの指定を行います。 

プロセス（案件）を特定する processｄef_cd , version_cd , process_cd , activity_cd を指定する事で、ワークフローモ

ジュールにて用意されて置換文字列を利用する事ができます。 

第６引数から第８引数については、送信先アドレスを、To、Cc、Bcc を、java.util.ArrayList 型の配列として、送信先

アドレスを指定します。 
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ArrayList aryMail = new ArrayList(); 

aryMail.add(0,"aoyagi@ｘｘｘ.intra.intra-mart.jp"); 

 

第６引数から第８引数が無指定（null）であっても、指定されたテンプレートファイル内に、以下の設定がされていれ

ば、対象となるプロセス（案件）データから対象データが動的に置換され、この対象先がメール送信先として送信さ

れます。 

 

 

 

■ページベース開発モデル 

//任意のメールを送信します。 

var objWkfUtil = new WkfUtil( "default" ); 

 

 

var resultMail = objWkfUtil.sendMail( 

mailPlace,  

        process_def_cd, 

        version_cd, 

        process_cd, 

        activity_cd, 

        ArrayTo, 

        ArrayCc, 

                      ArrayBcc); 

if (!resultMail.isSuccess ) 

    echo("メール送信に失敗しました。"); 

 

オブジェクト WkfUtil の生成 

引数には、DB 接続参照名 

（ログイングループ ID）を指定します。 

 

任意のテンプレートファイルのパスを指定します

プロセス定義 CD を指定します 

履歴（バージョン）CD を指定します 

プロセス CD を指定します 

アクティビティ CD を指定します 

送信先[To] を指定します 

送信先[Co] を指定します 

送信先[Bcc] を指定します 

送信結果の判定をします。 

♪ポイント♪ 

任意のプログラム内で、オブジェクト WkfUtil # sendMail () を API として使用します。 

この API では、メール内容の保管されている intra-mart %StorageService%配下の相対パスを指定して、テンプレー

トの指定を行います。 

プロセス（案件）を特定する processｄef_cd , version_cd , process_cd , activity_cd を指定する事で、ワークフローモ

ジュールにて用意されて置換文字列を利用する事ができます。 

第６引数から第８引数については、送信先アドレスを、To、Cc、Bcc を、Array 型の配列として、送信先アドレスを指

定します。 

 

var aryMail = new Array(); 

aryMail[0] = "aoyagi@ｘｘｘ.intra.intra-mart.jp"; 

 

第６引数から第８引数が無指定（null）であっても、指定されたテンプレートファイル内に、以下の設定がされていれ

ば、対象となるプロセス（案件）データから対象データが動的に置換され、この対象先がメール送信先として送信さ

れます。 

 

 

 

 

To=%um 

To=%um 
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7.3.2 後処理/条件分岐/結合条件プログラムで任意のメールをコードを指定せずにメール送

信を即時に行う 

jp.co.intra_mart.foundation.wkf.Util # sendMail() では、案件番号を指定してメール送信します。次の API では、後

処理などのワークフロー処理内での機能となりますが、案件番号を指定しなくても、対象となるデータでメール送信

を行う事ができます。 

 

■J2EE ベース開発モデル 

import jp.co.intra_mart.system.bpw.MailTemplateAnalizer; 

import jp.co.intra_mart.system.bpw.WfeResultMailManager; 

                  ・ 

try { 

 HashMap templateMap =  

MailTemplateAnalizer.getInstanceByName 

( "bpw/sample/mail/apply.iwm" ); 

 if (!templateMap.isEmpty()) { 

  WfeResultMailManager.setMailTamplate 

( templateMap ); 

 } 

} catch (SystemException e) { 

 e.printStackTrace(); 

} 

クラス MailTemplateAnalizer を import します 

クラス WfeResultMailManager を import します 
 

 

メールテンプレートファイルのパスを指定します 
 
 
 
 
 

 

独自に指定した内容をシステムにセットします 

 

この処理が失敗した場合には、 

SystemException でスローします 

♪ポイント♪ 

該当タスクの後処理にて、jp.co.intra_mart.system.bpw.MailTemplateAnalizer # getInstanceByName () を使用して、

任意にメール送信させたテンプレートファイルパスを指定します。 

jp.co.intra_mart.system.bpw.WfeResultMailManager # setMailTamplate() を使用してシステムに対してメール内容

をセットします。 

 

■ページベース開発モデル 

 var mailBehavior = new WkfMailSettingBehavior(); 

 var result = mailBehavior.setTamplateRequest 

("bpw/sample/mail/apply.iwm");

 if (!result == “” ) 

        echo("メール送信に失敗しました。"); 

オブジェクト WkfMailSettingBehavior の生成 

独自のメールテンプレートファイルのパスの指定 

と、システムへのセットを行います 

送信結果の判定をします。 

♪ポイント♪ 

該当タスクの後処理にて、オブジェクト WkfMailSettingBehavior # setTamplateRequest () を使用して、 

任意のメールテンプレートファイルのパスの指定と、システムへのセットを行います。 

返却値「result」は、正常にセットされた場合には空文字が返却されます。 
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■注意 

この API では標準機能であるメールテンプレートメールと密接な制御を行っております。この API を利用する場合 

には、 

 

intra-mart ％ApplicasionRuntime％/doc/imart/WEB-INF/classes/ 

jp/co/intra_mart/foundation/bpw/config/BPWCore.properties 

 

ファイル内に定義されている各処理（申請・承認等）毎にメール送信可否の設定が必ず有効（ture）となっている必要 

があります。 

また、この API とテンプレートメールは同一処理（スレッド）内で操作を行っていますので、この API で指定したテンプ 

レートファイルの内容が、テンプレートメールでも送信されるようになります。これを回避する場合には、後述に解説 

する〆 特定の処理内ではテンプレートメールを送信させない を利用してください。 
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7.3.3 処理の確定（DBのコミット）後にメール送信を行う －概要－ 

メールテンプレート（標準機能）や、メール API を後処理プログラム内で即時にてメール送信を行う事は前述にて解

説しました。ただ即時でメール送信を行った場合、その後の予期せぬ状態（この場合では DB へのコミット自身が失

敗する事）に陥った場合、すべての処理はロールバックによって取り消されますが、即時にメール送信された内容だ

けが、そのまま送信先へ流れてしまい、誤解が生じてしまいます。 

 

これから解説するメール制御送信機能では、上記のメール API とは異なり、ワークフローモジュールの後処理プログ

ラム内にて利用する事で、テンプレートメール（標準機能）、メール API について、DB コミット後まではメール送信を

行う事をせずに、DB コミット後において、ユーザプログラム側から任意のタイミングにてメール送信のフラグが立てら

れた際に、メールを送信する事が実現できます。 

 

 

Transaction
start

後処理実行
メールAPI使用

申請・承認処理
実行

Transaction
commit

こ
こ
で
送
信

 
＜図 7‐3‐1 メール送信が行われるタイミング＞ 

 

 上図では、【後処理実行】にてメール API を使用していますが、その後の【Transaction commit】の前で通常はメール

送信が行われます。このために【Transaction commit】自体に失敗した場合に、実際の“処理”は取り消されるものの 

         【後処理実行】にて送信されたメールだけが無駄に送信先へ届いてしまう事になってしまいます。 

 

         このような自体を回避するために下記より解説するメール制御送信機能を利用する事で「メールテンプレート（標準

機能）」、任意でメール送信を行う事ができるメール API が、【Transaction commit】後の確実な“処理”の確定後に、

ユーザプログラム側のタイミングのよい段階で、初めてメール送信をさせる事が可能となります。 

 

標準提供されているドキュメントワークフロー上では、この機能を利用する場合、システム側で申請、承認といっ

た“処理”の成否を判定後、自動的にメール送信するため、ユーザアプリケーション側で【Transaction commit】

後の確実な“処理”の確定後を判断してメール送信を行う必要はありません。 

つまり、後処理プログラム内で、即時にメール送信させないようにするフラグをＡＰＩで立てるだけで対応できます

標準提供されているドキュメントワークフロー内の各“処理”のＳｅｒｖｉｃｅＣｏｎｔｌｌｏｅｒ内でこの実装が組み込まれて

おりますので、これ以外のＳｅｒｖｉｃｅＣｏｎｔｌｌｏｅｒ（独自で起票、処理といった実装を、別のＳｅｒｖｉｃｅＣｏｎｔｌｌｏｅｒで

実装した場合のみにこの対応が必要となります。 
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7.3.4 テンプレートメールを“処理の確定後”に送信する 

テンプレートメール（標準機能）は、通常では“処理”が終わった後に送信はされますが、DB トランザクション内でメ

ール送信されます。そのため万が一、DB トランザクションのコミット自体に失敗した場合にだけは、すべての処理が

ロールバック（取り消し）されてしまい、その直後でメール送信された内容だけが、送信先へ流れてしまいます。 

 

■J2EE ベース開発モデル 

（後処理プログラム内） 

import jp.co.intra_mart.system.bpw.WfeResultMailManager; 

                  ・ 

 try { 

 

  WfeResultMailManager. reserveRequest (); 

 } catch (SystemException e) { 

  e.printStackTrace(); 

 } 

クラス WfeResultMailManager を import します
 

 

テンプレートメールを処理のコミット後に 

送信するように変更します 
 
 

この処理が失敗した場合には、 

SystemException でスローします 

（独自のＳｅｒｖｉｃｅＣｏｎｔｌｌｏｅｒで処理を実装した場合のみ、ドキュメントワークフローの場合は実装の必要なし） 

import jp.co.intra_mart.system.bpw.WfeResultMailManager; 

                  ・ 

 WfeResultMailManager.send(); 

                  ・ 

クラス WfeResultMailManager を import します

 

“処理の確定後”の判定後に使用します。 

♪ポイント♪ 

該当タスクの後処理にて、jp.co.intra_mart.system.bpw.WfeResultMailManager # reserveRequest () を使用して、 

テンプレートメールのメール送信タイミングを”処理“の確定後に送信するように設定します。 

ドキュメントワークフローではこの実装のみで完了です。ただし独自のＳｅｒｖｉｃｅＣｏｎｔｌｌｏｅｒにて、起票、処理といった

処理を実装している場合においては、該当 DB トランザクションの確定を判定後に、 

jp.co.intra_mart.system.bpw.WfeResultMailManager # send() を使用して、後処理にて一時的にストップさせていた

メールの送信を行います。 

 

■ページベース開発モデル 

（後処理プログラム内） 

 var mailBehavior = new WkfMailSettingBehavior(); 

 var result = mailBehavior. reserveRequest (); 

オブジェクト WkfMailSettingBehavior の生成 

テンプレートメールを処理のコミット後に 

送信するように変更します 

（独自の処理プログラムで処理を実装した場合のみ、ドキュメントワークフローの場合は実装の必要なし） 

 var mailBehavior = new WkfMailSettingBehavior(); 

 mailBehavior.send(); 

オブジェクト WkfMailSettingBehavior の生成 

“処理の確定後”の判定後に使用します。 

♪ポイント♪ 

該当タスクの後処理にて、オブジェクト WkfMailSettingBehavior# reserveRequest () を使用して、テンプレートメー

ルのメール送信タイミングを”処理“の確定後に送信するように設定します。 

ドキュメントワークフローではこの実装のみで完了です。ただし独自のＳｅｒｖｉｃｅＣｏｎｔｌｌｏｅｒにて、起票、処理といった

処 理 を 実 装 し て い る 場 合 に お い て は 、 該 当 DB ト ラ ン ザ ク シ ョ ン の 確 定 を 判 定 後 に 、 オ ブ ジ ェ ク ト

WkfMailSettingBehavior# send() を使用して、後処理にて一時的にストップさせていたメールの送信を行います。 
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7.3.5 任意のメール内容をAPIを使用して“処理の確定後”に送信する 

テンプレートメール（標準機能）とは、別に独自のメール送信を行いたい場合に使用します。かつ、各処理が確定後

（DB へのトランザクションがコミットした後）にメール送信させます。 

 

■J2EE ベース開発モデル 

（後処理プログラム内） 

import jp.co.intra_mart.system.bpw.MailTemplateAnalizer; 

import jp.co.intra_mart.system.bpw.WfeResultMailManager; 

                  ・ 

 try { 

  HashMap templateMap =  

MailTemplateAnalizer.getInstanceByName 

( "bpw/sample/mail/apply.iwm" );

  if (!templateMap.isEmpty()) { 

   WfeResultMailManager.setMailTamplate 

( templateMap ); 

   WfeResultMailManager.reserveRequest(); 

  } 

 } catch (SystemException e) { 

  e.printStackTrace(); 

 } 

クラス MailTemplateAnalizer を import します

クラス WfeResultMailManager を import します
 
 
 

メールテンプレートファイルのパスを指定します
 
 
 

 

独自に指定した内容をシステムにセットします 

 

テンプレートメールを処理のコミット後に 

送信するように変更します 
 
 

この処理が失敗した場合には、 

SystemException でスローします 

（独自のＳｅｒｖｉｃｅＣｏｎｔｌｌｏｅｒで処理を実装した場合のみ、ドキュメントワークフローの場合は実装の必要なし） 

import jp.co.intra_mart.system.bpw.WfeResultMailManager; 

                  ・ 

 WfeResultMailManager.send(); 

                  ・ 

クラス WfeResultMailManager を import します

 

“処理の確定後”の判定後に使用します。 

♪ポイント♪ 

該当タスクの後処理にて、jp.co.intra_mart.system.bpw.MailTemplateAnalizer # getInstanceByName () を使用して、

独自にメール送信させたテンプレートファイルパスを指定します。 

jp.co.intra_mart.system.bpw.WfeResultMailManager # setMailTamplate() を使用してシステムに対してメール内容

をセットします。 後に、jp.co.intra_mart.system.bpw.WfeResultMailManager # reserveRequest() を使用して処理の

コミット後にメール送信されるように変更します。 
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■ページベース開発モデル 

（後処理プログラム内） 

 var mailBehavior = new WkfMailSettingBehavior(); 

 

 var result = mailBehavior.setTamplateRequest 

("bpw/sample/mail/apply.iwm");

 

result = mailBehavior.reserveRequest(); 

オブジェクト WkfMailSettingBehavior の生成 

 

独自のメールテンプレートファイルのパスの指定 

と、システムへのセットを行います 

送信結果の判定をします。 

テンプレートメールを処理のコミット後に 

送信するように変更します 

（独自の処理プログラムで処理を実装した場合のみ、ドキュメントワークフローの場合は実装の必要なし） 

 var mailBehavior = new WkfMailSettingBehavior(); 

 mailBehavior.send(); 

オブジェクト WkfMailSettingBehavior の生成 

“処理の確定後”の判定後に使用します。 

♪ポイント♪ 

該当タスクの後処理にて、オブジェクト WkfMailSettingBehavior # setTamplateRequest () を使用して、 

独自のメールテンプレートファイルのパスの指定と、システムへのセットを行います。 

後に オブジェクトWkfMailSettingBehavior # reserveRequest() を使用して処理のコミット後にメール送信されるよ

うに変更します。返却値「result」は、正常にセットされた場合には空文字が返却されます。 

ドキュメントワークフローではこの実装のみで完了です。ただし独自のＳｅｒｖｉｃｅＣｏｎｔｌｌｏｅｒにて、起票、処理といった

処 理 を 実 装 し て い る 場 合 に お い て は 、 該 当 DB ト ラ ン ザ ク シ ョ ン の 確 定 を 判 定 後 に 、 オ ブ ジ ェ ク ト

WkfMailSettingBehavior# send() を使用して、後処理にて一時的にストップさせていたメールの送信を行います。 
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7.3.6 特定の処理内ではテンプレートメールを送信させない 

テンプレートメール（標準機能）は、通常、標準設定（プロパティファイルでの送信可否の設定）のみでワークフロー

システム全体のメール送信可否が各イベント毎で行われます。そのため、あるルートのある申請タスクのみはメール

テンプレートによるメールは送信せず、独自のメール内容として送信させたい（独自にメール API を実装）場合があ

ります。 

この時に該当タスクの後処理プログラム内で以下の設定（記述）を行う事で、該当タスクが処理されても、メールテン

プレートによるメール送信は行われません。 

 

■J2EE ベース開発モデル 

Import jp.co.intra_mart.system.bpw.WfeResultMailManager; 

                  ・ 

 try { 

  WfeResultMailManager.stopRequest(); 

 } catch (SystemException e) { 

  e.printStackTrace(); 

 } 

クラス WfeResultMailManager を import します
 
 
 

テンプレートメールを停止します。 
 

この処理が失敗した場合には、 

SystemException でスローします 

♪ポイント♪ 

該当タスクの後処理にて、jp.co.intra_mart.system.bpw.WfeResultMailManager # stopRequest() を使用して、 

テンプレートメールのメール送信を停止させます。 

 

■ページベース開発モデル 

 var mailBehavior = new WkfMailSettingBehavior(); 

 var result = mailBehavior.stopRequest(); 

オブジェクト WkfMailSettingBehavior の生成 

テンプレートメールを停止します 

♪ポイント♪ 

該当タスクの後処理にて、オブジェクト WkfMailSettingBehavior# stopRequest() を使用して、 

テンプレートメールのメール送信を停止させます。 

 

■注意 

この API は、独自のメールを後処理/条件分岐/結合条件プログラム等で送信したい場合、標準機能であるテンプ

レートメールと密接な制御を行っているため、テンプレートメールにて送信されるメールの内容が、独自のメール

送信 API にて指定したメールテンプレートの内容と同じものとなってしまいます。つまり同じメールが２通送信され

てしまいますので、テンプレートメールの方は、送信しないようにするために、この API が提供されています。 

テンプレートメールともに併用してメール送信を行いたい場合には、 

〆後処理/条件分岐/結合条件プログラム、その他のプログラムで任意のメール送信を即時に行う にて解説する 

クラス jp.co.intra_mart.foundation.wkf.Util （J2EE ベース開発モデル）、WkfUtil オブジェクト（ページベース開 

発モデル）を利用する事を推奨致します。 
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7.4 メール機能に関する特記事項 
ワークフローモジュールにて提供されるメール機能については、以下のような注意点があります。 

7.4.1 １処理あたりの送信回数 

送信されるタイミングは、１処理あたり１通メールが送信されます。 

 

 例：次の承認候補者が【組織】の複数メンバーが対象となる場合には、 

   対象者全員が[To：送信先]にまとめてセットされ 1 通のみのメール送信処理となります。 

  【理由】 

  これはメール送信対象が膨大な対象者数であった場合、その人数分メール送信されますが、この方式では 

接続先の SMTP（メール）サーバへの負荷が高くなり、状況によっては intra-mart 全体の SMTP 機能を利用する

アプリケーション、他基幹システム全体へのシステムダウンの影響を回避するものとなります。 

したがい、メール送信対象が複数であっても 1 通のみメール送信される方式を採用しています。 

7.4.2 代理機能利用時における送信対象 

代理機能を利用した際に、代理設定されている承認者に対してのフローが流れた時には、処理権限を持つ対象

者つまり、代理先のユーザに対してメールが送信されます。 

また、代理機能では代理元自身も処理が行えるモードが用意されているため、このモードで代理機能が設定され

ていた場合には、代理先、代理元の両方に対して、メール送信が行われます。 

7.4.3 “独自のメールテンプレート”でメール送信が可能な処理 

各処理によって呼び出される後処理プログラム内では、テンプレートメール（標準機能）とは別に、独自のテンプレ

ートファイルを指定してのメール送信が可能となる機能が API を利用する事で対応できます。 

この機能が利用できるものは、すべての処理ではなく、以下のように分類されます。 

  【理由】 

この機能が利用できない処理については、“該当処理”の処理ロジック、ワークフロールート上のデータの流れ

方といったさまざまな要因から、正常にこの機能が利用できないためとなります。 

 

☆機能が利用できる処理 

【申請】、【再申請】、【承認】、【対象者自動パス】、【申請者へ差戻し】、 

【承認者へ差戻し】、【引戻し】、【取止め（差戻しされた場合のみ）】 

☆機能が利用できない処理 

  【代理設定】、【根回しメール】、【自動催促】、【バッチ自動パス】、【振替】、【 終承認】、【否認】 

7.4.4 根回しメールの送信先 

【申請】、【審議/一括審議】画面では、各処理におけるメールとは別に、処理者が任意で送信先を選択して、自

由なメール内容を送信する事が可能な根回しメール機能が利用できます。 

この機能では、画面から送信先を選択する事ができるため、以下のような仕組みでメール送信時のメール送信

先が決定されます。 

☆対象画面にて根回し先の対象者[To]が選択済みの場合 

【画面上からの入力情報】＋【根回しメールテンプレートファイル内の送信先置換文字列】 

☆対象画面にて根回し先の対象者[To]が未選択済みの場合 

【根回しメールテンプレートファイル内の送信先置換文字列】 
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付録 A メール置換文字列 

ワークフローにて提供されるメール機能については、各々の機能別に用意されたひとつのテンプレートファイル上に、動的

文字列用として「置換文字列」の定義を行う事により、その時点における情報を自動的に変換し、同機能の処理時に指定

された宛先に対してメール送信されます。ワークフローにて提供される置換文字列の一覧となります。置換文字列は機能

によって置換される文字列とされない文字列とがありますので、注意して使い分けを行ってください。 

 

置換 ID 解説 備考 

%ｉd プロセス CD プロセス（案件）コード 

%df プロセス定義 CD プロセス定義コード 

%dn プロセス定義名 プロセス定義名称 

%an 起票者の名前 起票者ユーザ名 

%am 起票者のメールアドレス 起票者ユーザのメールアドレス 

%ac 起票者のコメント 起票時におけるコメント内容 

%at 起票日時 起票時におけるサーバ日時 

%un 現在作業中のユーザの名前 該当処理を行ったユーザのユーザ名 

%um 現在作業中のユーザーのメールアドレス 該当処理を行ったユーザのメールアドレス 

%uc 現在作業中のユーザーのコメント 該当処理時のコメント内容 

%ut メールの送信対象の人の処理期限 送信先（次の処理者）の 

%kn プロセス名称 プロセス（案件）名 

%dt 現在時刻(yyyy/mm/dd hh:mm:ss) 該当処理を行った時点でのサーバ日時 

%rs 処理結果 処理結果・ステータス 

%nn 根回し先ユーザのユーザコード 根回し先ユーザコード 

%nm 根回し先ユーザのメールアドレス 根回し先ユーザのメールアドレス 

%nc 根回し時のコメント 根回し時のコメント内容 

%nt 根回し時のタイトル 根回し時のタイトル内容 

%on メールの送信対象の人の名前 （※1） 

%om メールの送信対象の人のメールアドレス （※1） 

%en 代理依頼人ユーザの名前 代理元ユーザの名前 

%em 代理依頼人ユーザのメールアドレス 代理元ユーザのメールアドレス 

%ps 代理期間開始時刻 代理設定範囲の開始日時 

%pe 代理期間終了時刻 代理設定範囲の終了日時 

%hp intra-mart の初期ページの URL BPWCore.properties＃INTRA_MART_LOGIN_URL 

%uiXX アプリケーションキーデータ 起票時にセットされたアプリケーションデータ 

%ec 代理設定時のコメント内容（画面） 代理設定時におけるコメント内容 

%eo 代理設定対象の項目 （プロセス定義名/バージョン名/処理名）の形式表示

%fc 振替設定時のコメント内容（画面） 振替設定時におけるコメント内容 

%dc 代理【設定】/【解除】のキャプション 代理設定時の設定/解除内容のタイトルキャプション 

%ag 起票者の組織名 起票時における起票者の所属組織名 

%ug 処理者の組織名 処理時における処理者の所属組織名 

%ne 根回し先ユーザ名 根回し先ユーザ名 

%fｎ 取り止め/引き戻し時の”次の承認者”名前 （※1） 

%fm 
取り止め/引き戻し時の”次の承認者” 

メールアドレス 

（※1） 
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※１「メールの送信対象 [%on]/[%om]/[%fn]/[%fm]」の実際の対象者 
 

「メールの送信対象の人の名前」、「メール送信対象の人のメールアドレス」が指す置換文字列、[%on]、[%om]、

[%ｆn]、[%ｆm]の実際の置換対象となるのは、各イベント処理によって汎用的に異なります。 

 

基本的な条件としては、 

・ 終承認/否認のように、フローが終了する場合は申請者 

・ Active になるタスクの処理者 

以上の条件の置換対象となります。 

 

申請時承認依頼 次の承認者 

再申請依頼  次の承認者 

根回し  次の承認者 

承認時  次の承認者 

否認時  申請者 

申請者に差戻し  申請者 

承認者に差戻し  差戻し先の承認者 

引戻し （差戻し後の引戻しの場合のみ） 

 

差戻し先の申請者／承認者 

  →元々、Active になっていたタスク 

取り止め（差戻し時の場合のみ） 

 

次の承認者（差戻しされた場合のみ） 

  →元々、Active になっていたタスク 

振替設定  振替先 

代理設定  代理先 

バッチ自動パス  次の承認者 

バッチ自動パスワークフロー終了時  申請者 

対象者自動パス  次の承認者 

対象者自動パスワークフロー終了時  申請者 

自動催促  次の承認者 
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A.1 各処理別のメール置換文字列対応一覧 
各処理別のメールテンプレートにて置換対象となる置換文字列について下表に示します。 

 

「●」 ⇒ 置換される文字列   「○」 ⇒ 代理設定有効時に置換される文字   「－」 ⇒ 置換されない文字 

 

置換 ID 
申請時 

承認依頼 

再請時 

承認依頼
承認時 否認時 

申請者に

差し戻し

直前の 

処理者に

差し戻し

引き戻し 取り止め 
対象者 

自動パス

%ｉd ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

%df ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

%dn ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

%an ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

%am ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

%ac ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

%at ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

%un ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

%um ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

%uc ● － ● ● ● ● － ● － 

%ut ● － ● ● ● ● － ● ● 

%kn ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

%dt ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

%rs ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

%nn － － － － － － － － － 

%nm － － － － － － － － － 

%nc － － － － － － － － － 

%nt － － － － － － － － － 

%on ● ● ● － ● ● － － － 

%om ● ● ● － ● ● － － － 

%en ○ ○ － － － － ○ ○ － 

%em ○ ○ － － － － ○ ○ － 

%ps ○ ○ － － － － ○ ○ － 

%pe ○ ○ － － － － ○ ○ － 

%hp ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

%uiXX ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

%ec － － － － － － － － － 

%eo － － － － － － － － － 

%fc － － － － － － － － － 

%dc － － － － － － － － － 

%ag ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

%ug － ● ● ● ● ● ● ● － 

%ne － － － － － － － － － 

%fｎ － － － － － － ● ● － 

%fm － － － － － － ● ● － 

 



 
 

作成者：株式会社 NTT データ イントラマート Page 165

 

「●」 ⇒ 置換される文字列   「○」 ⇒ 代理設定有効時に置換される文字   「－」 ⇒ 置換されない文字 

 

置換 ID 

対象者 

自動パス

（終了時）

終結果 

通知 
振替設定 代理設定 根回し 自動催促

バッチ 

自動パス 

バッチ 

自動パス

（終了時）

%ｉd ● ● ● － ● ● ● ● 

%df ● ● ● ● ● ● ● ● 

%dn ● ● ● ● ● ● ● ● 

%an ● ● ● － ● ● ● ● 

%am ● ● ● － ● ● ● ● 

%ac ● ● ● － ● ● ● ● 

%at ● ● ● － ● ● ● ● 

%un ● ● ● ● ● ● ● ● 

%um ● ● ● ● ● ● ● ● 

%uc － ● － － ● － － － 

%ut ● ● ● － ●（※１） ● － － 

%kn ● ● ● － ● ● ● ● 

%dt ● ● ● ● ● ● ● ● 

%rs ● ● － － ● － ● ● 

%nn － － － － ● － － － 

%nm － － － － ● － － － 

%nc － － － － ● － － － 

%nt － － － － ● － － － 

%on － － ● － ● ● ● ● 

%om － － ● － ● ● ● ● 

%en － － － ● ○ － － － 

%em － － － ● ○ － － － 

%ps － － － ● ○ － － － 

%pe － － － ● ○ － － － 

%hp ● ● ● ● ● ● ● ● 

%uiXX ● ● ● － ● ● ● ● 

%ec － － － ● － － － － 

%eo － － － ● － － － － 

%fc － － ● － － － － － 

%dc － － － ● － － － － 

%ag ● ● － － ● ● ● ● 

%ug － ● － － － － － － 

%ne － － － － ● － － － 

%fｎ － － － － － － － － 

%fm － － － － － － － － 

（※１）根回しメール時の「処理期限」については、送信先つまり、根回し先については処理対象者ではないため、 

該当メールの送信元（処理者）のタスクに設定されている「処理期限」が置換されます。 
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付録 B 参考 

ワークフローに関しては、J2EE ベース開発モデルならびに、ページベース開発モデル双方において、豊富な API

を用意しております。これら API を利用される場合における注意点等について以下に解説致します。 

B.1 ワークフローAPI 利用時の引数の渡し方 
ワークフロー内にて提供されている API には、いくつかの引数をカンマ区切りにて受け渡すようなインタフェースと

なっております。そのため利用される際に必要でない引数パラメータ等の渡し方について下記のような意識が必

要となりますので、ご参考ください。 

 

■任意パラメータを利用する API へ引渡す場合の対応は以下のイメージとなります。 

データタイプ 対応方法 備考 

Stirng : 文字列 空文字を渡す 「“”」のようにダブルコーテーションで括るように対応

します。 

Object : オブジェクト null もしくはからの Object を渡す 「null」もしくは、利用する API インタフェースに沿った

空の Object を渡すように対応します。 

 

例）以下は、ページベースにおける起票 API の一例です。 

 任意指定のパラメータの利用の仕方について参考としてください。 

 

// BPW への起票処理 

var oWkfDraftObject = new WkfDrafter( loginUserCd, loginGroupCd ); 

//起票メソッド 

var result = oWkfDraftObject.draft(  

    processDefCd ,          //プロセス定義コード(必須) 

    versionCd ,             //バージョンコード(必須) 

    "" ,                    //一時プロセス ID(任意) 

    processName ,           //プロセス名(必須) 

    aryAppList ,            //アプリケーションキー配列(任意。8 つまで。) ※1 

    "" ,                    //起票指定日(任意。指定なしのときは起票日と同日。) 

    "sample_comp01" ,       //ユーザの起票会社コード(必須) ※所属しない場合は未指定 

    "sample_dept01" ,        //ユーザの起票組織コード(必須)  ※所属しない場合は未指定 

    "[注文-アフターサービス] 起票完了 " , //起票コメント(任意) 

    null ,                  //根回しメールオブジェクト(任意) 

    null ,                  //次承認者オブジェクト(次タスクが実行時選択のとき指定します。) 

    "" ,                    //次アクティビティコード(次タスクがユーザ選択のとき指定します。) 

      ""                     //ロケール(任意。指定なしのときはデフォルトロケールを使用します。) 

    ); 

 

          ※1 アプリケーションキー配列要素へのセット方法における注意 

     配列要素の低い順に、キーとなる値を設定します。ある要素だけを null 値として指定した場合、 

     この要素に対しては、キーとなる値は無いものと判断されます。 

     そのため、ひとつずつセットしたキーの要素番号が繰り上がって登録されますのでご注意ください。 
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B.2 後処理プログラム内で取得されるアクティビティコード 
後処理プログラム内で取得されるアクティビティコードは、自身のアクティビティコードとなります。そのため起票（申請）

後の後修理プログラム内で独自の処理を行おうとした場合、上図のアクティビティ関係図より、起票（申請）に対するア

クティビティに対して、起票（申請）のタスクの情報を操作しようとする場合、アクティビティコードを「1」デクリメントして使

用する必要があります。以下にサンプルを示します。 

 

 ■J2EE ベース開発モデル 

//アクティビティコードを 1 つデクリメントします 

int activityNo = Integer.parseInt( activity ); 

activityNo--; 

String receveActivityCd = String.valueOf( activityNo ); 

 

 ■ページベース開発モデル 

// アクティビティコードを 1 つデクリメントします 

var activityNo = eval( activity ); 

activityNo--; 

var receveActivityCd = activityNo.toString(10); 

※分岐、結合条件プログラムでは、この仕組みを利用できないデータ構造になっているため、FlowInfo（フロー上

の状態を取得する）API を使用することで可能となります。使用方法については API リストをご確認ください。 

B.3 履歴情報の期間化されたデータの扱われ方 
案件関連の API 

■J2EE ベース開発モデル 

案件関連の情報取得などに使用されるクラスです。 

jp.co.intra_mart.foundation.wkf クラス Process # getProcessHistory() メソッド 

■ページベース開発モデル 

案件関連の情報取得などに使用されるオブジェクトです。 

WkfProcess オブジェクト # getProcessHistory() メソッド 

■解説 

アプリケーション共通マスタ（【ユーザ】、【組織】、【パブリックグループ】、、、のデータ）上の機関化されたデ

ータの中から、ワークフローが利用している期間（ルート設定時）上のデータを取り扱います。つまり各案件毎

の処理結果履歴を API にて取得されてきたデータは、その当時のものをワークフローが独自で保管したもの

を API の結果として返却します。 

これにより、その当時以降に、アプリケーション共通マスタ（【ユーザ】、【組織】、【パブリックグループ】、、、の

データ）側で、該当データの名称等の変更を行ったとしても、変更後の内容は、ワークフロー側では反映され

ていませんので、ご注意ください。 

 

〆履歴データの取得元について 

    この API は、接続先の DB 上に一元管理されます。プログラム上のどこから使用された場合でも、この DB 

上のデータを必ず参照するような API の仕様となっています。この挙動により、後処理プログラム等の申請、承認

といった同一トランザクション内で、この API を使用された場合には、該当タスクのデータについては、まだ確定

（コミット）されてない DB 上のデータを参照しにいこうとするため、実際には何も取得されることはありませんので、

この点について注意ください。 
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B.4 プロセス（案件）の削除 
マスタ関連の API 

■J2EE ベース開発モデル 

マスタメンテナンス関連処理で使用されるクラスです。 

jp.co.intra_mart.foundation.wkf クラス Manager # removeProcess() メソッド 

■ページベース開発モデル 

マスタメンテナンス関連処理で使用されるクラスです。 

WkfManager オブジェクト # removeProcess() メソッド 

■解説 

この API では、指定されたプロセス（案件）の削除を行いますが、削除を行おうとしているプロセス（案件）が、

サブプロセス等が含まれていたり、逆にサブプロセスとして利用されているプロセス（案件）であっても、指定

されたプロセス（案件）は、これらの関連性を無視して削除行為を行います。 

このため、これらのサブプロセス等の関連性を別のプロセス情報を取得する API 等から、プロセス情報オブ

ジェクト配列内の「parent_process_def_cd(String) 親プロセス定義コード」、「parent_version_cd(String) 親プ

ロセスバージョンコード」、「parent_process_cd(String) 親プロセスコード」でサブプロセス等の関連性があるか

のチェックを行う事を推奨致します。 

B.5 データの権限を有するユーザ CD を指定 
J2EE ベース開発モデルにて提供される、jp.co.intra_mart.foundation.wkf クラス Manager ならびに、ページベ 

ース開発モデルにて提供される、WkfManager オブジェクトの API では、マスタメンテナンス関連を扱う API と 

なります。 

この API を利用（インスタンス化）する場合、第 1 引数に指定するユーザ CD には、扱うデータの属する「カテゴ

リ」における編集権限ロールを保持するユーザ CD を指定しなければ操作する事ができないので注意ください。 

B.6 後処理、条件分岐プログラム内でインタフェース UserInfo の取得方法 
J2EE ベース開発モデルにて作成した後処理、条件分岐プログラム内で、インタフェース UserInfo を以下の方

法で取得する事が可能となります。 

 

 

UserInfo userInfo = this.getLoginUserInfo(); 

 

取得される UserInfo については、jp.co.intra_mart.framework.base.util インタフェース UserInfo を参照くださ

い（API リスト-【J2EE ベース開発モデル】-【・J2EE フレームワーク】-【UserInfo】）。 

BPW でのプロセス定義の場合は、該当処理を実装する ServiceController にて、ユーザ情報を引き渡さなけ

れば、#getLoginType()、#getUserID()、#getLocale() のみが取得されます。ご注意ください。 

ドキュメントワークフローの場合は、ワークフローモジュール内にて既に同様の処理を施しているため、後処理

内では、get**するのみで以外の情報も取得する事が可能となっています。 

 

この方法については、以下のサンプルにて公開しております。ご参考ください。 

 製品 CD-ROM 内 src_sample.zip ファイル内 

    /source/java/jp/co/intra_mart/sample/bpw/PostProcessingGetUserApplicationKey.java 

    /source/java/jp/co/intra_mart/sample/bpw/DayOfWeekConditionGetUserApplicationKey.java 

    /source/java/jp/co/intra_mart/sample/bpw/AutomaticExecutionGetUserApplicationKey.java 
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B.7 起票、承認 API での DB トランザクションとの統一 
ワークフローにおいては、独自のユーザアプリケーション内で利用されるケースも多く、その処理内で、ワークフロ

ーへ連携をさせたい場合があります。この時に、ユーザアプリケーション側の DB 処理と、ワークフロー内の起票、

承認といった処理の DB 処理を同じ DB トランザクション内で対応したいというケースがあります。このような場合に

は、以下の API を利用する事で対応する事ができます。 

起票、承認、マスタメンテナンス系の API を対象に、このメソッド使用すると、各メソッド内でトランザクション制御は

行いません。外部（ユーザプログラム）側のトランザクション制御に依存されます。また使用しなければ、各メソッド

内でトランザクション制御を自動的に行います。 

 

■J2EE ベース開発モデル 
            //生成 

            Drafter drft = new Drafter(“ユーザコード”, “ログイングループID”); 
 

            //トランザクションモードをOFFにする 

            //⇒これにより起票API内でDBトランザクションは行わず、 

            // 外部からのDBトランザクションに依存されます。 

            drft.noTransaction(); 

 

            //起票 

            ProcessInfoModel reseltModel = drft.draft(・,・,・,・,・);  

♪ポイント♪ 

コンストラクタ生成と実際に使用するメソッドの間に、noTransaction() をセットします。 

この制御が可能となるのは、次の API となります。 

jp.co.intra_mart.foundation.wkf クラス Drafter ・・・・・・・起票関連の処理に使用されるクラスです。 

jp.co.intra_mart.foundation.wkf クラス Approver ・・・・・承認関連の処理に使用されるクラスです。 

jp.co.intra_mart.foundation.wkf クラス Manager ・・・・・マスタメンテナンス関連処理で使用されるクラスです。 

 

■ページベース開発モデル 
            //生成 

            var oWkfDraftObject = new WkfDrafter( loginUserCd, loginGroupCd ); 

 

            //トランザクションモードをOFFにする 

            //⇒これにより起票API内でDBトランザクションは行わず、 

            // 外部からのDBトランザクションに依存されます。 

            oWkfDraftObject.noTransaction(); 

 

            //起票 

            var result = oWkfDraftObject.draft(・,・,・,・,・); 

♪ポイント♪ 

コンストラクタ生成と実際に使用するメソッドの間に、noTransaction() をセットします。 

この制御が可能となるのは、次の API となります。 

WkfDrafter オブジェクト ・・・・・・・起票関連の処理に使用されるクラスです。 

WkfApprover オブジェクト ・・・・・承認関連の処理に使用されるクラスです。 

WkfManager オブジェクト ・・・・・ マスタメンテナンス関連処理で使用されるクラスです。 
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B.8 起票、承認 API 利用時の所属組織の引数指定 
ワークフローの起票、承認 API では、処理を行うユーザの所属組織の指定を行う必要があります。この場合、 

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。ユーザが組

織に所属しているのに「所属なし」つまり、何も指定しない場合、エラーとなり、処理を行う事ができませんので、ご

注意ください。 

           また、対象ユーザがどこの組織にも所属していない場合のみ、null もしくは、空文字を指定する事が可能です。 

この挙動については、通常の【申請】画面、【承認】画面において、所属組織の指定については、必須となってい

るため、API についても同じ動作を取るようになります。 

B.9 標準テンプレートメールとメール API との関係 
前述にて解説しました標準機能として提供されているメール機能の＜7.1 テンプレートメール（標準機能）＞ に対

して、独自のメール機能を利用したい場合、後処理/条件分岐プログラム等内で＜7.3 メールAPI＞を実装する事

で汎用的なメール機能を実現させる事が可能となります。 

ここで注意が必要な点として、＜7.3 メールAPI＞においては、 

 

J2EE ベース開発モデル  jp.co.intra_mart.foundation.wkf クラス Util#sendMail（） 

                       jp.co.intra_mart.foundation.wkf クラス WfeResultMailManager 

ページベース開発モデル オブジェクト WkfUtil# sendMail（） 

オブジェクト WkfMailSettingBehavior 

 

が提供されておりますが、Util 系のメールAPIについては、特に設定ファイルの設定に影響される事なく、ワーク

フローのプロセス情報をパラメータをして引き渡す事で、どのような場所でもメール送信を行う事ができるAPIとなり

ま す 。 そ れ 以 外 の  jp.co.intra_mart.foundation.wkf ク ラ ス  WfeResultMailManager  や 、 オ ブ ジ ェ ク ト 

WkfMailSettingBehavior については、標準機能の＜7.1 テンプレートメール（標準機能）＞と密な関係を取って

います。そもそもこれらのAPIは、標準機能の＜7.1 テンプレートメール（標準機能）＞に対する付加価値的なメー

ル機能の実現する（あるタスクのみ標準の＜7.1 テンプレートメール（標準機能）＞のメール内容を送信させずに、

別のメール内容を送信させたい等）ためのAPIとなります。 

具体的には、これらのメールAPIの送信可否については、プログラム上の実装だけでなく、設定ファイル（※１）の

＜7.1 テンプレートメール（標準機能）＞メール送信可否設定に依存されます。また、標準機能の＜7.1 テンプレー

トメール（標準機能）＞のメール送信とスレッド単位での制御を行っていますので、実際にこれらAPIを使用してメ

ール機能を実装される場合には、十分注意が必要となります。 

 

（※１） 設定ファイルとは以下のファイルを指します。 

intra-mart ％ApplicasionRuntime％/doc/imart/WEB-INF/classes/ 

jp/co/intra_mart/foundation/bpw/config/BPWCore.properties 
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B.10 引数に渡すアクティビティコード 
ワークフローで提供される一部の API では、アクティビティコードを指定しなければなりません。各 API によって引

数として渡すべきアクティビティコードは異なりますので注意してください。 

注意が必要な主な API としては、差戻し（J2EE ベース開発モデル‐jp.co.intra_mart.foundation.wkf クラス 

Approver#sendBack（）、ページベース開発モデル‐オブジェクト WkfApprover#sendBack（））、引戻し（J2EE ベー

ス開発モデル jp.co.intra_mart.foundation.wkf クラス Approver#pullBack（）、ページベース開発モデル‐オブジェ

クト WkfApprover#pullBack（））API 等となります。 

 

〆差戻し 

■J2EE ベース開発モデル 

  jp.co.intra_mart.foundation.wkf クラス Approver#sendBack（） 

■ページベース開発モデル 

  ページベース開発モデル‐オブジェクト WkfApprover#sendBack（） 

 

この API に引き渡すアクティビティコードは、差戻しを行おうとしているタスクのアクティビティコードです。 

 

<例> 

「申請」→「承認１」→「承認２ (アクティブ)」 というルートの場合、 

：「承認２」の【ユーザ】が「承認２」のアクティビティコードを指定して実行する。 

 

〆引戻し 

■J2EE ベース開発モデル 

  jp.co.intra_mart.foundation.wkf クラス Approver#pullBack（） 

■ページベース開発モデル 

  ページベース開発モデル‐オブジェクト WkfApprover#pullBack（） 

 

   

 

<例> 

「申請」→「承認１」→「承認２ (アクティブ)」 というルートの場合、 

：「承認１」の【ユーザ】が「承認１」のアクティビティコードを指定して実行する。 

この API に引き渡すアクティビティコードは、現在位置するタスクのアクティビティコードです。 
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B.11 一覧系取得 API の SearchCondition での指定方法の注意点 
代理処理した案件（もしくは、代理設定されている案件を代理元が処理した案件）を取得する場合は、処理者で

はなく代理設定の状態に依存されますので、クラス SearchCondition にて指定するフィルター指定については、 

AGT_COMPLETE_FILTER：完了タスク表示(委譲)キーCLT_AGT_COMPLETE_FILTER：完了タスク表示(代理

元承認可委譲)などのキーを適宜、追加指定するようにしてください。 

B.12 サブプロセス内で親プロセスの情報を取得する方法 
サブプロセスについては、親プロセスとは別のルート定義を行っている仕組上、別プロセスとしてワークフローモジ

ュールで管理されています。したがい、サブプロセス内で親プロセスの情報を取得する場合には、以下の API を

利用して対応する事となります。 

 

サブプロセスの各タスクにて設定した申請、承認、詳細、参照画面では、親プロセスを特定するための情報として、

親プロセスのプロセス定義 CD、バージョン CD、プロセス CD が取得できるようになっています。 

これらの情報を元に、次の API を使用して親プロセスの案件情報を取得します。 

 

■J2EE ベース開発モデル 

プロセス情報を取得します。 

jp.co.intra_mart.foundation.wkf クラス Process # getProcessInfo() メソッド 

■ページベース開発モデル 

プロセス情報を取得します。 

WkfProcess オブジェクト # getProcessInfo() メソッド 

B.13 差戻し、引戻しの動作するタスク 
差戻し、引戻しが行われた場合に実行される後処理プログラムについて、どのタスクに設定された後処理プログラ

ムが実行されるかは、そのものの処理を行ったタスクの後処理プログラムが実行されます。 

 

申請 第１承認 第２承認Start End

【第２承認】に
よる差戻し

【第２承認】に
よる引戻し

このときの後処理は、
【第２承認】タスクに設定されている
後処理プログラムが実行

このときの後処理は、
【第２承認】タスクに設定されている
後処理プログラムが実行
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B.14 サブプロセス利用時の差戻し処理後の注意点 
次のようなワークフロールートの場合があり、赤枠が現在の待ちの状態となっている状態にて、 

 

＜ ＞ 親のプロセス定義 

申請者
１サブプロセス 

２サブプロセス 

１承認者 ２承認者 

＜ １ ＞ サブプロセス のプロセス定義 

申請者 １承認者 ２承認者 

＜ ＞ サブプロセス2のプロセス定義 

申請者 １承認者 ２承認者 承認者3
 

 

＜親のプロセス定義＞内の「承認者１」が「申請者へ差戻し」を行うと、待ちの状態は、＜親のプロセス定義＞内の「申請者」

のみとなるため、＜サブプロセス１のプロセス定義＞、＜サブプロセス２のプロセス定義＞内は未処理の状態となります。 

   したがい、同プロセス定義内で処理を行った【ユーザ】が処理済画面内の該当案件を表示した場合、実際は、＜親のプロセ

ス定義＞内の「申請者」に「差戻し」されている状態アイコンが表示されるのが自然ではあるが、同プロセス定義（サブプロセ

ス）内では、“未処理”の状態となるため、状態アイコンは何も表示されないようになりますので注意が必要です。 

 

＜処理済＞一覧画面より、 

 

＜サブプロセス＞のプロセス定義で処理した 

処理結果は、“未処理”であるため、 

状態アイコンは、表示されない。 

＜親のプロセス定義＞では、 

申請者に対して差戻しされている状態であるため、

状態アイコンは「差戻し」を表示している。
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付録 C サンプルプログラム 

ワークフローでは、ワークフローの処理に応じて必要となる処理を、簡単に連携ができるようさまざまなコンポーネ

ントを提供しております。これらのコンポーネントに関して、製品内にサンプルプログラムとして同梱しております。 

C.1 後処理プログラム 
■J2EE ベース開発モデル 

 製品 CD-ROM 内 src/src_bpw.zip ファイル内 

   bpw/sample/commons/jp/co/intra_mart/sample/bpw/Postprocessing.java 

/PostProcessingGetUserApplicationKey.java 

■ページベース開発モデル 

 intra-mart ％ResourceService％/pages/・・・/bpw/sample/another_programs/post_processing.js 

C.2 条件分岐プログラム 
■J2EE ベース開発モデル 

 製品 CD-ROM 内 src/src_bpw.zip ファイル内 

  bpw/sample/commons/jp/co/intra_mart/sample/bpw/DayOfMonthCondition.java 

                /DayOfWeekCondition.java 

/DayOfWeekConditionGetUserApplicationKey.java 

/UserCondition.java 

■ページベース開発モデル 

    intra-mart ％ResourceService％/pages/・・・/bpw/sample/another_programs/day_of_month_condition.js 

                     /day_of_week_condition.js 

C.3 結合条件プログラム 
■J2EE ベース開発モデル 

 製品 CD-ROM 内 src/src_bpw.zip ファイル内 

   bpw/sample/commons/jp/co/intra_mart/sample/bpw/JointCombitions.java 

■ページベース開発モデル 

intra-mart ％ResourceService％/pages/・・・/bpw/sample/another_programs/joint_combitions.js 

C.4 自動実行プログラム 
（Advanced 版のみ利用可能） 

■J2EE ベース開発モデル 

 製品 CD-ROM 内 src/src_bpw.zip ファイル内 

    bpw/sample/commons/jp/co/intra_mart/sample/bpw/AutomaticExecution.java 

/AutomaticExecutionGetUserApplicationKey.java 

■ページベース開発モデル 

intra-mart ％ResourceService％/pages/・・・/bpw/sample/another_programs/automatic_execution.js
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C.5 BPW サンプルプログラム（J2EE ベース開発モデル） 
弊社製品のサンプルデータを投入する事で、ビジネスプロセスワークフローのサンプルをご利用頂くことができます。

（Advanced 版のみ） 

 

下記に各プロセス名と、対象となるプログラム名を示します。各サンプルアプリケーションパス指定は、

intra-mart %ApplicationRuntime%/doc/imart/からの相対パス指定となります。 

 

注文入力 bpw/sample/Order/Order/Order.jsp 

アプリケーションID =「bpw_sample」 

サービスID =「bpw_sample_pic_order」 

与信チェック bpw/sample/Order/CreditCheck/CreditCheckPortal.jsp 

アプリケーションID =「bpw_sample」 

サービスID =「bpw_sample_pic_credit_check」 

与信限度額承認（サブプロセス-ドキュメントワークフロー） 

→与信限度額変更申請 bpw/sample/Order/CreditApp/CreditApp.jsp 

アプリケーションID =「bpw_sample」 

サービスID =「bpw_sample_pic_credit_apply」 

→与信限度額変更詳細 bpw/sample/Order/CreditAck/bpw_credit_ndp010.html 

アプリケーションID =「bpw_sample」 

サービスID =「bpw_sample_pic_credit_ack」 

在庫引当 bpw/sample/Order/Inventory/bpw_ive_ndp010.html 

アプリケーションID =「bpw_sample」 

サービスID =「bpw_sample_pic_inventory」 

注文品発送 bpw/sample/Order/Delivery/bpw_del010.jsp 

アプリケーションID =「bpw_sample」 

サービスID =「bpw_sample_pic_delivery」 

請求書送付 bpw/sample/Order/BillDelivery/BillDeliveryPortal.jsp 

アプリケーションID =「bpw_sample」 

サービスID =「bpw_sample_pic_bill_delivery」 

アフターサービス bpw/sample/Order/AfterService/AfterServicePortal.jsp 

アプリケーションID =「bpw_sample」 

サービスID =「bpw_sample_pic_after_service」 

参照・詳細 bpw/sample/Order/Order/view.jsp 

アプリケーションID =「bpw_sample」 

サービスID =「bpw_sample_pic_credit_view」 

 

※このサンプルプログラム（Java ソース）は、製品 CD-ROM 内 src/src_bpw.zip ファイル内 

bpw/sample/advanced フォルダ内にあります。 
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C.6 BPW サンプルプログラム（ページベース開発モデル） 
弊社製品のサンプルデータを投入する事で、ビジネスプロセスワークフローのサンプルをご利用頂くことができます。

（Advanced 版のみ） 

 

下記に各プロセス名と、対象となるプログラム名を示します。各サンプルアプリケーションパス指定は、

intra-mart %ResourceService%/pages/src からの相対パス指定となります。 

 

注文入力 bpw/sample/order/order/ 

bpw_reg010.html、bpw_reg010.js 

与信チェック bpw/sample/order/credit_check/  

bpw_credit_chk010.html、bpw_credit_chk010.js 

与信限度額承認（サブプロセス-ドキュメントワークフロー） 

→与信限度額変更申請 bpw/sample/order/credit_app/  

bpw_credit_app010.html、bpw_credit_app010.js 

→与信限度額変更詳細 bpw/sample/order/credit_ack/  

bpw_credit_ndp010.html、bpw_credit_ndp010.js 

在庫引当 bpw/sample/order/inventory/ 

bpw_ive_ndp010.html、bpw_ive_ndp010.js 

注文品発送 bpw/sample/order/delivery/ 

bpw_del010.html、bpw_del010.js 

請求書送付 bpw/sample/order/bill_delivery/ 

bill_delivery010.html、bill_delivery010.js 

アフターサービス bpw/sample/order/after_service/ 

after_service010.html、after_service010.js 

参照・詳細 bpw/sample/order/order/ 

bpw_credit_viw010.html、bpw_credit_viw010.js 
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C.7 ドキュメントワークフローサンプルプログラム（J2EE ベース開発モデル） 
弊社製品のサンプルデータを投入する事で、ドキュメントワークフローのサンプルをご利用頂くことができます。 

 

下記に各プロセス名と、対象となるプログラム名を示します。各サンプルアプリケーションパス指定は、

intra-mart %ApplicationRuntime%/doc/imart/からの相対パス指定となります。 

 

申請コンテンツパス wkf/sample/sample01.jsp 

参照・詳細コンテンツパス ｗkf/sample/sample02.jsp 

 

 

C.8 ドキュメントワークフローサンプルプログラム（ページベース開発モデル） 
弊社製品のサンプルデータを投入する事で、ドキュメントワークフローのサンプルをご利用頂くことができます。 

 

下記に各プロセス名と、対象となるプログラム名を示します。各サンプルアプリケーションパス指定は、

intra-mart %ResourceService%/pages/src からの相対パス指定となります。 

 

申請コンテンツパス ｓample/working_management/regist/ 

main.html、main.ｊｓ 

参照・詳細コンテンツパス ｓample/working_management/ view/ 

main.html、main.ｊｓ 
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付録 D データベース 

ワークフローでは、利用される DB によって初期インストール時に行わなければならない設定、またはパフォーマ

ンスを意識したチューニングを行う事ができます。 

D.1 Oracle 
■インデックス（任意） 

 以下の SQL 文を接続先の DB に対して発行してください。 

 効果としては主にワークフロー一覧画面系のパフォーマンス向上が期待できます。 

 

intra-mart ％StorageService％/storage/storage/bpw/database/index_for_oracle.sql 

 

■Oracle サーバのメモリ拡張（任意） 

 SGA 共有ブール、SGA バッファ・キャッシュ、SGA ラージ・ブール、JAVA ブール、SGA 大サイズ、 

集計 PGA ターゲット、等の設定値がチューニングポイントになると思われます。 

D.2 Microsoft SQL‐Server 
■インデックス（任意） 

 以下の SQL 文を接続先の DB に対して発行してください。 

 効果としては主にワークフロー一覧画面系のパフォーマンス向上が期待できます。 

 

intra-mart ％StorageService％/storage/storage/bpw/database/ index_for_sqlserver.sql 

 

■SQL‐Server サーバの設定値変更（任意） 

接続先データベースのプロパティ設定に対して、データファイルサイズ、トランザクションログサイズもしくは、トラン

ザクションログの書込み方法の設定値がチューニングポイントになると思われます。 

 

■データソースオプション（任意） 

SQLServer の JDBC ドライバの以下のパラメータ設定すると、SQLServer 利用時の JDBC プログラミング API であ

る java.sql.PreparedStatement の実行速度が向上します。 

※クライアント(intra-mart ApplicationRuntime)と DB の文字コードが一致している場合のみ 

 

○BaseModule の設定例 

intra-mart ％ApplicasionRuntime％/conf/http.xml ファイル内のデータソース設定より、以下のパラメータを

指定します。（ボールド網掛けのパラメータをが該当します） 
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  <database> 

      <jndi-name>jdbc/sqlserver</jndi-name> 

      <driver> 

            <type>com.microsoft.jdbc.sqlserver.SQLServerDriver</type> 

<url>jdbc:microsoft:sqlserver://localhost:1433;DatabaseName=%Databasename%</url> 

<user>%Userid%</user> 

<password>%Password%</password> 

            <init-param> 

            <param-name>SelectMethod</param-name> 

            <param-value>Cursor</param-value> 

            </init-param> 

            <init-param> 

               <param-name>SendStringParametersAsUnicode</param-name> 

                 <param-value>false</param-value> 

            </init-param> 

      </driver> 

      <prepared-statement-cache-size>8</prepared-statement-cache-size> 

      <max-connections>20</max-connections> 

      <max-idle-time>30s</max-idle-time> 

  </database> 

D.3 IBM DB2 
■ページサイズ拡張（必須） 

 IBM DB2 を利用される場合には、初期インポート前に接続先のデータベース上のページサイズの拡張を行う

必要性があります。 

以下の SQL 文を接続先の DB に対して発行してください。 

※ 詳細につきましては、製品に同梱される intra-mart BaseModule／Framework Ver5.0  

インストール・ガイドをご確認ください。 

 

intra-mart ％StorageService％/storage/storage/bpw/database/ db2_extention.sql 

 

 

※以上において記載した内容については、各 DB において同様の設定個所は備わっていると思われます。 

詳細については、各 DB ベンダーより提供されるドキュメントをご参考ください。 

 

 

これらに関しては、弊社における過去事例に基づいた経験等から、本書へ記載させて頂いた内容と

なります。必ずしも上記の設定については、サーバ環境、運用状態を踏まえた適切なチューニングを

幾度も繰り返す事によって期待された内容となります。 

これらを行ったから、すべての環境において、大きな改善が期待できるものではありませんので、予め

ご了承ください。 
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