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1 はじめに 

1.1 文書管理システム ISO 業務書類統制版の特長 
文書管理システム ISO 業務書類統制版では、作成される文書を以下の 2 種類に分類し管理することができます。 

◎ 規程：組織の運営に当たり、業務上必要な規則（ルール）などを定めたもの 

当システムでは主に以下の内容で規程を構成します。 

・ 規程本文：規則本文を記載する文書。 

・ 様式：業務上の証跡を残すための記録様式。 

◎ 業務書類：規程で定められた様式に、業務上の証跡を記載した文書 

 

上記の「業務書類」は「規程」で定められた「様式」を用いて作成・管理することができるため、当システムでは業務上

も管理が煩雑になる「業務書類」を以下の特長を持って管理することができます。 

◎ 業務書類の作成担当者が何を作成すべきか一目で判断できる。 

◎ 「作成すべき書類」と「作成した書類」を対で管理できるので、書類の作成状況が簡単にチェックできる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また、上記以外にも以下の特長があります。 

 規程の管理 

◎ サーバで一元管理されるので常に 新版が利用できます。（管理者は旧版の利用も可） 

◎ 実施日で旧版と 新版が自動的に差し替わります。 

◎ 複数の電子ファイルなどを一つの規程として登録できます。 

◎ 規程同士の関連付けができます。 

◎ intra-mart のワークフローを利用した審査・承認を行うことができます。 

◎ 規程の作成権限・閲覧権限を運用に合わせて設定することができます。 

 業務書類の管理 

◎ 様式は常に 新版のものが利用できます。 

◎ 業務内容に合わせて業務書類の作成権限・閲覧権限を設定することができます。 

◎ 様式は以下の４タイプで定義することができます。 

・ 電子ファイル＋ワークフローで承認 

・ 電子ファイル＋ワークフローの承認なし 

・ 申請項目は画面上より入力＋ワークフローで承認（intra-mart フォーマットクリエータを利用） 

・ コメント入力＋ワークフローの承認なし 

 

案件の管理責任者 

文書種別 

規程 

規程の分類情報 

規程本文 

様式 

業務の管理者 

規程管理機能 

業務種別（全社） 

業務の管理者（全社）

業務種別（各部署）

様式 

業務情報の定義 

業務内容に規程を

関連付ける 

業務書類管理機能 

業務の管理者（各部署） 

案件情報の定義 

業務書類の作成 

業務担当者 

案件 

案件の管理責任者 

業務種別に関連付けた様式を用

いて業務書類を作成できます。 

様式 
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1.2 本書の解説範囲 
文書管理システムの運用開始までには、大きく 4 つの作業が必要になります。 

(1) intra-mart のマスタ整備（ユーザ、会社・組織、役職、パブリックグループなど） 

(2) 規程管理に必要なマスタの作成 

(3) 運用データ（他システムなどで運用している規程）の取り込み 

(4) 業務書類管理に必要なマスタの作成 

 

このうち、システム管理者・運用管理者が操作する(2)～(4)の内容を本書で解説します。 

(1)は intra-mart のログイングループ管理者のメニューより事前に作成しておく必要があります。 

intra-martWebPlatform 付属のマニュアルを参照ください。 

また、運用する上で必要な「運用管理機能」についても本書で解説します。 

一方、一般ユーザが操作する機能は「一般ユーザ操作ガイド」を参照ください。 

 

システムインストール時に、intra-mart の製品種別（スタンダード版/アドバンスド版・エンタープライズ版）、ワークフロー

の利用タイプ（intra-mart 標準ワークフロー/文書管理独自ワークフロー）を選択した内容により、本システムで利用で

きる機能が決まります。 

この内容により本書の解説範囲も異なるためご注意ください。 

 

 intra-mart の製品種別を「アドバンスド版・エンタープライズ版」でご利用の場合 

規程管理機能のワークフローは、以下の 2 タイプから選択することができます。 

・intra-mart 標準ワークフロー：intra-martWebPlatform が提供するワークフローで申請、承認を行います。 

・文書管理独自ワークフロー：文書管理システム ISO 版 ver5.0 のワークフローで申請・承認を行います。 

ワークフローの利用タイプにより使用できる機能は表 1 の内容となります。 

 

表.1  intra-mart の製品種別が「アドバンスド版・エンタープライズ版」で使用できる機能の一覧 

分類 メニュー名 
intra-mart 

標準ワークフロー

を利用 

文書管理 

独自ワークフローを 

利用 

マニュアル参照先 

(※1) 

版数 ○ ○ 管理者ガイド：2.5 

管理申請ルート - ○ 管理者ガイド：2.8 

文書種別 ○ ○ 管理者ガイド：2.4 

ハードコピー標準保管先 ○ ○ 管理者ガイド：2.6 

バッチ手動発行 ○ ○ 管理者ガイド：5.5 

配布先グループ ○ ○ 管理者ガイド：2.7 

ワークフロー連携（規程用） ○ - 管理者ガイド：2.2 

文書管理設定 

ワークフロー連携（業務書類用） ○ - 管理者ガイド：4.2 

データ操作 ○ ○ 管理者ガイド：3、4.2 

閲覧・申請/閲覧・立案 ○ ○ 一般ガイド：2.2、2.3 

申請 ※2 ○ 一般ガイド：2.4 

審査・承認 ※2 ○ 一般ガイド：2.5 

発行 ○ ○ 一般ガイド：2.6 

受領 ○ ○ 一般ガイド：2.7 

個人設定 - ○ 一般ガイド：2.8 

関連文書 ○ ○ 一般ガイド：2.9 

旧版管理 ○ ○ 管理者ガイド：5.1 

立案状況 ○ ○ 

申請前状況 ※2 ○ 

規程管理 

状況監視 

申請審査状況 ※2 ○ 

管理者ガイド：5.2 
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発行前状況 ○ ○ 

発行後状況 ○ ○ 

文書管理設定 ○ ※3 管理者ガイド：4.5、4.6 
業務書類管理 

業務書類 ○ ※3 一般ガイド：3 

掲示板 掲示板掲載 ○ ○ 管理者ガイド：6.2 

 

※1：｢管理者ガイド｣はシステム管理者・運用管理者操作ガイド.doc を 

    ｢一般ガイド｣は一般ユーザ操作ガイド.doc をそれぞれ参照ください。 

※2：intra-mart 標準ワークフローの機能を利用して申請～審査・承認を行います。 

ワークフローのメニューを実行できるように権限を付与してください。 

権限の付与の方法は、intra-mart のマニュアルを参照ください。 

また、プロセス操作画面から審査中文書のプロセスは削除しないでください。 

※3：業務書類管理機能は intra-mart 標準ワークフローを利用します。 

注意：プロセス操作画面から審査中文書のプロセスは削除しないでください。 

 

 intra-mart の製品種別を「スタンダード版」でご利用の場合 

規程管理機能のワークフローは「文書管理独自ワークフロー」のみ選択することができます。 

また業務書類管理機能を利用することはできません。 

 

表.2  intra-mart の製品種別が「スタンダード版」で使用できる機能の一覧 

分類 メニュー名 
intra-mart 

標準ワークフロー

を利用 

文書管理 

独自ワークフローを 

利用 

マニュアル参照先 

(※1) 

版数 - ○ 管理者ガイド：2.5 

管理申請ルート - ○ 管理者ガイド：2.8 

文書種別 - ○ 管理者ガイド：2.4 

ハードコピー標準保管先 - ○ 管理者ガイド：2.6 

バッチ手動発行 - ○ 管理者ガイド：5.5 

配布先グループ - ○ 管理者ガイド：2.7 

ワークフロー連携（規程用） - - 管理者ガイド：2.2 

文書管理設定 

ワークフロー連携（業務書類用） - - 管理者ガイド：4.2 

データ操作 - ○ 管理者ガイド：3、4.2 

閲覧・申請/閲覧・立案 - ○ 一般ガイド：2.2、2.3 

申請 - ○ 一般ガイド：2.4 

審査・承認 - ○ 一般ガイド：2.5 

発行 - ○ 一般ガイド：2.6 

受領 - ○ 一般ガイド：2.7 

個人設定 - ○ 一般ガイド：2.8 

関連文書 - ○ 一般ガイド：2.9 

旧版管理 - ○ 管理者ガイド：5.1 

立案状況 - ○ 

申請前状況 - ○ 

申請審査状況 - ○ 

発行前状況 - ○ 

規程管理 

状況監視 

発行後状況 - ○ 

管理者ガイド：5.2 

文書管理設定 - - 管理者ガイド：4.5、4.6 
業務書類管理 

業務書類 - - 一般ガイド：3 

掲示板 掲示板掲載 - ○ 管理者ガイド：6.2 

 

※1：｢管理者ガイド｣はシステム管理者・運用管理者操作ガイド.doc を 

    ｢一般ガイド｣は一般ユーザ操作ガイド.doc をそれぞれ参照ください。 
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2 規程管理機能のマスタ 

2.1 規程管理の処理フロー 
規程管理機能の概略フローは以下の内容となります。 

本項では、規程管理機能を使用するために、事前の用意が必要なマスタの作成方法を解説します。 

「旧版管理」や「状況監視」など運用管理機能は 5運用管理機能を参照ください。 

（水色枠内の内容が本書の解説範囲となります。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【各種マスタの定義】 

・ ワークフローのプロセス定義作成 

・バッチ処理の起動設定 

・文書種別マスタの作成 

・版数マスタの作成 

・ハードコピー標準保管先マスタの作成 

・配布先マスタの作成 

・管理申請ルートマスタの作成 

【制定・改訂・廃止（規程の作成）】 

・ 基本情報の定義 

・文書ファイルの定義 

・様式情報の定義 

・改訂履歴情報の定義 

・ 関連文書情報の定義 

・発行担当者の決定 

【申請】 

・審査・承認者の定義 

文書管理独自ワークフローの場合 

intra-mart標準ワークフローの場合 

【審査・承認】 

・規程の内容確認 

【審査・承認】 

・規程の内容確認 
【発行】 

・公開日、実施日の決定 

・配布先の決定 

【受領】 

・配布された規程の確認 

【公開日処理】 

・配布先に受領依頼を送信 

【実施日処理】 

・ 新版と旧版の差し替え 

【閲覧】 

・ 新版文書の閲覧 

立案者 

立案者 

システム管理者 

審査・承認者 

審査・承認者 

発行担当者 

【状況監視】 

システム管理者 

【旧版管理】 

・旧版の閲覧 

・旧版の廃棄 
システム管理者 

受領担当者 

一般ユーザ 

配布先マスタの取得 

管理申請ルートの取得

 

ワークフローのプロセス

定義取得 

バッチ処理の起動時刻

情報等取得 
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2.2 規程用ワークフローのプロセス定義作成 

2.2.1 概要 

審査・承認を経て規程を作成する必要がある場合、intra-mart のマスタよりルートを事前作成する必要があります。

本項では、この操作手順を解説します。 

 

「intra-mart 標準ワークフロー」を利用する場合、本項の作業が必要になります。 

「文書管理システム独自ワークフロー」を利用する場合、本項の設定は不要となります。 

（システムインストール時にワークフローの利用タイプを「文書管理システム独自ワークフロー」にした場合、 

 本メニューは表示されません。） 

 

また、本作業を実施するには以下のメニューに対して操作権限を持っている必要があります。 

・ 文書管理システム-規程管理-文書管理設定-ワークフロー連携（規程用） 

・ ワークフロー-マスタメンテナンス-プロセス定義 

2.2.2 プロセス定義の新規作成 

(1) 「ワークフロー-マスタメンテナンス-カテゴリ」画面より、「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)」を有するカテゴリを一つ以上作成してください。 

(2) メニュー「文書管理システム-規程管理-文書管理設定-ワークフロー連携（規程用）」をクリックしてください。 

(3) 必要事項を入力し、「登録」ボタンをクリックしてください。 

本画面で作成した情報は intra-mart ワークフローのプロセス定義として登録されます。 

 （本システム用プロセス定義を本機能で簡略登録することができます。） 

 

 

表.3 「文書管理設定-ワークフロー連携（規程用）」画面の入力項目 
項目 入力チェック 内容 

カテゴリ - プロセス定義を作成するカテゴリを選択してください。 

プロセス定義名 必須 

全角 64 文字、半角 128 文字 

プロセス定義の名称を入力してください。 

承認者数 - プロセス定義に作成する承認者数を選択してください。 

備考（プロセス定義情報） 全角 127 文字、半角 255 文字 プロセス定義情報に対する説明を入力してください。 

開始日 必須 プロセス定義を利用可能とする日付を入力してください。

終了日 - プロセス定義を利用不可とする日付を入力してください。

備考（バージョン情報） 全角 127 文字、半角 255 文字 バージョン情報に対する説明を入力してください。 
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(4) 登録完了画面が表示されます。 

「webdoc/module/policy_end_execution」の部分（下図赤線部分）をマウスで選択した後、コピーしてくだ

さい。 

 

 

(5) 続いて、作成されたプロセス定義を文書管理システムで利用できるように編集します。 

メニュー「ワークフロー-マスタメンテナンス-プロセス定義」をクリックしてください。 

 

(6) (3)で登録したプロセス定義の「編集」をクリックしてください。 

 

 

(7) フロー情報のアイコンをクリックします。 
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(8) 「編集」ボタンをクリックします。 

 

 

(9) 必要に応じてルートの内容を編集してください。 

【登録直後の状態】 

 
・起票タスクは「立案」という名称で自動作成されます 

・承認タスクは、 終承認者「承認」、それ以外「審査」の名称で自動作成されます。 

・全てのタスクは(3)の登録者が対象者として自動作成されます。 

 

【例：審査者を複数人に変更した場合】 
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【例：分岐・同期処理を利用する場合】 

 
※承認タスクを増やす場合、初期に作成された承認タスクをコピーして作成してください。 

 （コンテンツパス、後処理プログラムのパスが同様のパスになるように作成してください。） 

 

(10) エンドタスクの「終了時実行クラス」に「webdoc/module/policy_end_execution」を入力してください。 

（(4)の内容を貼り付けます。） 

※この操作を行わないと、 終承認後の発行処理を正常に行うことができません。 

 



intra-mart 文書管理システム ISO 業務書類統制版 ver7.0 システム管理者・運用管理者操作ガイド

 

 

 

Copyright 2000-2009 (株)NTT データイントラマート All rights Reserved.
Page 13

 

 

(11) 「保管」ボタンをクリックしてください。 

 

 

(12) 以上で操作が完了となります。 
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2.3 バッチ処理起動設定 

2.3.1 概要 

文書管理システムで利用するバッチ処理の中で、規程管理で利用する以下４つの処理に対し、本項の手順で起

動の設定を行ってください。 

・公開日処理 

 公開日が到来した文書に対し、設定されている配布先に受領依頼を送信します。 

・実施日処理 

 実施日が到来した文書に対し、 新版として有効にする処理を行います。 

 廃止処理を行った場合は、 新版から閲覧不可にする処理を行います。 

・メール送信処理 

 受領依頼など、大量に送信される可能性のあるメール送信処理を実行します。 

・期限切れ処理 

 審査・承認期限が切れた文書に対し、設定された処理（次の承認グループに処理を移行 or 申請者に 

 差し戻す）を行います。 

 文書管理システム独自ワークフローを利用している場合のみ設定を行ってください。 

2.3.2 バッチ処理の設定 

(1) ログイングループ管理者として intra-mart にログインしてください。 

(2) メニュー「ログイングループ管理-バッチ設定」をクリックしてください。 

(3) 設定するバッチ処理名をクリックします。 

(4) 「有効」にチェックし、起動時刻を指定してください。 

 ・「有効/無効」「起動時刻」以外は変更しないでください。 

 ・バッチ処理の起動は、なるべく同一時刻にならない設定としてください。（特に「メール送信処理」はシステムに

負荷を与える可能性があります。） 

(5) 「更新」ボタンをクリックしてください。 

 

 



intra-mart 文書管理システム ISO 業務書類統制版 ver7.0 システム管理者・運用管理者操作ガイド

 

 

 

Copyright 2000-2009 (株)NTT データイントラマート All rights Reserved.
Page 15

 

 

2.4 文書種別マスタの作成 

2.4.1 概要 

規程を作成するに当たり、事前に「文書種別マスタ」を作成する必要があります。 

「文書種別マスタ」は Windows の「フォルダ」に該当するもので、規程を分類することが主な役割となります。 

また、アクセス権などをつけて管理できるため、業務内容に合わせて文書体系を定義することができます。 

本項では、この文書種別マスタの作成手順を解説します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※この操作は必ず行ってください。 

 

2.4.2 文書種別マスタの新規作成 

(1) メニュー「文書管理システム-規程管理-文書管理設定-文書種別」をクリックしてください。 

(2) 「 上位フォルダ新規登録」をクリックしてください。 

任意の文書種別配下に新規作成したい場合は、ツリー表示部分より該当の文書種別をクリックし、「下位フ

ォルダ新規登録」をクリックしてください。 

 

ISO9000 規程 
営業部に「閲覧権限」・「立

案権限」を付与 

○○規程 

営業部所属のユーザ

営業部 

情報システム部 

経理部 

△△規程 

××規程 

営業部に「閲覧権限」を付与 

営業部にアクセス権を付与しない

規程の閲覧、制定、

改訂、廃止が可能 

閲覧不可 

閲覧のみ可 

「組織単位」「規程の種別

単位」など、自由に規程を

分類することができます。 

文書種別マスタ 
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(3) 必要事項を入力してください。 

【intra-mart 標準ワークフローを利用する場合】 

プロセス定義の指定が必要となります。 

 

 

【文書管理システム独自ワークフローを利用する場合】 

 

 

表.4 「文書種別マスタ」画面の入力項目 
項目 入力チェック 内容 

文書種別コード 必須 

半角英数字 32 文字 

システムで一意となるコードを入力してください。 

「自動採番」ボタンより決定することもできます。 

文書種別名 必須 

全角 25 文字、半角 50 文字 

表示される文書種別名を入力してください。 

ソート番号 必須 

半角数字 10 文字 

文書種別の表示順を指定してください。 

数字としてソートされます。 

審査承認の有無 - この文書種別に作成される規程のワークフロー利用タイ

プを選択します。 

・審査承認ありの場合： 

 ワークフローを利用した承認を行います。 

 intra-mart 標準ワークフローを利用する場合は(4)の操

作が必要になります。 

・審査承認なしの場合： 

 ワークフローを利用せず文書を登録します。 
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(4) intra-mart標準ワークフローを利用する場合、2.2.2プロセス定義の新規作成で作成したプロセス定義を関連

付けてください。 

この文書種別で作成する規程は、必ず関連付けたプロセス定義で承認を行う形となります。 

 

 

関連付けるプロセス定義にチェックをつけて「決定」ボタンをクリックしてください 
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(5) 文書種別に対するアクセス権限を指定します。 

下図赤線内のタブを切り替え、2 タイプの権限を付与してください。 

・閲覧権限：文書種別に対して「閲覧」権限を付与します。 

・立案権限：文書種別に対して「制定」「改訂」「廃止」する権限を付与します。 

       （閲覧権限タブには表示されませんが）「閲覧」権限も付与されます。 

 

 

それぞれの権限は以下３パターンを組み合わせて構成することができます。 

・会社・組織：指定した会社・組織に所属するユーザに対し、該当の権限を付与します。 

・パブリックグループ：指定したパブリックグループに所属するユーザに権限を付与します。 

・ロール：指定したロールを持つユーザに権限を付与します。 

 

権限の付与タイプを選択し「決定」ボタンをクリックしてください。 

    

 

(6) 後に「登録」ボタンをクリックすると文書種別情報の登録が完了します。 

（「 新表示」ボタンをクリックすると、ツリー表示部分に登録内容が反映されます。） 
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2.4.3 文書種別マスタの更新 

(1) ツリー表示部分より該当の文書種別をクリックしてください。 

(2) 変更部分を 2.4.2文書種別マスタの新規作成と同様の手順で入力してください。 

(3) 下位階層に文書種別が存在する場合、以下の属性を反映させることができます。 

・審査承認の有無 

・プロセス定義 

・アクセス権限（閲覧権限、立案権限） 

 

 

(4) 「更新」ボタンをクリックすると文書種別情報が更新できます。 

2.4.4 文書種別マスタの削除 

(1) ツリー表示部分より該当の文書種別をクリックしてください。 

(2) 「削除」ボタンをクリックすると、確認用ダイアログが表示されます。 

(3) 「OK」ボタンをクリックすると文書種別が削除されます。 

 
※下位階層が存在する場合や、規程が存在する場合、文書種別の削除はできません。 
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2.4.5 アクセス権限の仕様 

(1) 仕様その 1： 上位階層にアクセス権限が付与された場合（例：ISO14000 に付与） 

・該当部分にのみアクセス権が付与されます。 

 

 
(2) 仕様その 2：第 2 階層以降にアクセス権限が付与された場合（例：intra-mart 開発に付与） 

・該当部分にのみアクセス権が付与されます。 

・閲覧画面には上位階層も表示されます。（ただし、上位階層の規程は操作・閲覧できません） 

 

 
(3) 仕様その 3：複数階層の組織・パブリックグループでアクセス権を付与した場合（例：「第一営業部」でアクセ

ス権を付与） 

・該当組織・パブリックグループ以下に所属するユーザにアクセス権限が付与されます。 

 

 

 

(4) 仕様その 4：複数階層のロール（サブロール）でアクセス権を付与した場合（例：「サブロール 1」でアクセス権

を付与） 

・該当ロール以上を有するユーザにアクセス権限が付与されます。 
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2.4.6 一般ユーザ画面への反映内容（アクセス権限） 

「閲覧権限」が付与された場合、「立案権限」が付与された場合、一般ユーザの画面にどのように反映されるか下

記に解説します。 

 

(1) 操作者が「立案権限」を有する場合 

ツリー表示画面、文書検索画面において、操作ボタンが表示されます。 

（制定・改訂・廃止の操作が可能になります。） 

 

 

立案権限が付与されても、ワークフロープロセス定義の起票タスクの対象者となっていない場合、「制定」「改

訂」「廃止」の各操作は実行できません。 

 

 

(2) 操作者が「閲覧権限」のみ有する場合 

文書の閲覧は可能ですが、操作ボタンは表示されません。 

（制定・改訂・廃止の操作はできません。） 
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2.5 版数マスタの作成 

2.5.1 概要 

お客様ごとに版数の名称が異なることを想定し、本システムでは内部版数と表示される版数を関連付けし、自由

に版数名称を設定できる機能を用意しています。 

例として、以下のような設定を行うことができます。 

・初版⇒2 版⇒3 版⇒・・・・・・ 

・第一版⇒第二版⇒第三版⇒・・・・・・ 

本項では、この操作手順を解説します。 

 

インストールした直後の状態では、内部番号 1～20 の版数が 1⇒2⇒3⇒・・・・・⇒20 の内容で作成されています。 

以下に該当する場合、本項に記載されている操作を実行してください。 

・表示する版数の名称をインストール直後の状態より変更したい場合 

・運用する文書の 大版数が 21 版以上になると想定される場合 

2.5.2 表示する版数の名称を変更したい場合 

(1) メニュー「文書管理システム-規程管理-文書管理設定-版数」をクリックしてください。 

(2) 「修正」ボタンをクリックしてください。 

 

 

(3) 変更する版数にチェックをつけ、修正ボタンをクリックしてください。 

 

 

(4) 版数番号欄に内容を入力し「変更」ボタンをクリックしてください。 
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2.5.3 大版数を追加したい場合 

(1) 追加したい版数を選択し、「修正」ボタンをクリックしてください。 

 

 

(2) 表示されるダイアログの「OK」ボタンをクリックしてください。 

 

 

(3) 2.5.2表示する版数の名称を変更したい場合と同様の手順で内容を変更してください。 

 
表.5 「版数マスタ」画面の入力項目 

項目 入力チェック 内容 
版数番号 必須 

全角 5 文字、半角 10 文字 

版数の表示内容を入力してください。 
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2.6 ハードコピー標準保管先マスタの作成 

2.6.1 概要 

規程は「電子ファイル」「ハードコピー」「コメント」の 3 タイプを組み合わせ構成することができ、「ハードコピー」に

は「電子化できない文書の保管場所」を記載します。 

本機能で「頻繁に利用する保管場所」をマスタ化すれば、規程作成時に入力を簡略化できるようなります。 

本項では、この設定手順を解説します。 

インストールした直後の状態では本マスタは設定されていません。 

必要に応じて設定を行ってください。 

 

2.6.2 ハードコピー標準保管先マスタの設定 

(1) メニュー「文書管理システム-規程管理-文書管理設定-ハードコピー標準保管先」をクリックしてください。 

(2) 設定したい内容を入力し、「変更」ボタンをクリックしてください。 

 

 

表.6 「ハードコピー標準保管先マスタ」画面の入力項目 
項目 入力チェック 内容 

ハードコピー標準保管先 必須 

全角 180 文字、半角 360 文字 

ハードコピーの標準保管先を入力してください。 

 

2.6.3 設定したハードコピー標準保管先マスタの利用方法 

設定されたマスタは、メニュー「閲覧・申請」の「文書ファイルアップロード」画面で使用することができます。 

（「標準の保管先」をクリックすることで、入力が簡略化されます。） 
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2.7 配布先グループマスタの作成 

2.7.1 概要 

本システムでは、規程が制定・改訂・廃止されたことを公開日のタイミングで各組織の担当者等に通知することが

できます。 

その通知先（本システムでは配布先グループと呼びます）の設定を簡略化するため、事前にマスタ化する機能を

用意しています。 

本項では、この設定手順を解説します。 

 

 

2.7.2 配布先グループマスタの新規作成 

(1) メニュー「文書管理システム-規程管理-文書管理設定-配布先グループ」をクリックしてください。 

(2) 「新規追加」ボタンをクリックしてください。 

 

 

(3) 「配布先グループ」の名称を入力してください。 

 

 

(4) 「配布メンバー追加」ボタンをクリックしてください。 

 

 



intra-mart 文書管理システム ISO 業務書類統制版 ver7.0 システム管理者・運用管理者操作ガイド

 

 

 

Copyright 2000-2009 (株)NTT データイントラマート All rights Reserved.
Page 26

 

 

(5) 条件を入力して検索、もしくは「すべて表示」ボタンをクリックしてください。 

 

 

(6) 配布先に設定したいユーザにチェックをつけて「決定」ボタンをクリックしてください。 

配布先にユーザが追加されます。 

 

 

(7) 内容を確認し、「登録」ボタンをクリックしてください。 

 

 

表.7 「配布先グループマスタ」画面の入力項目 
項目 入力チェック 内容 

配布先グループ 必須 

全角 90 文字、半角 180 文字 

配布先グループの名称を入力してください。 
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2.7.3 配布先グループマスタの更新 

(1) 「配布先グループ選択」画面より、変更したい配布先を選択し、「変更」ボタンをクリックしてください。 

 

 

(2) 変更部分を 2.7.2配布先グループマスタの新規作成と同様の手順で設定し、「変更」ボタンをクリックしてくだ

さい。 

 

 

2.7.4 配布先グループマスタの削除 

(1) 「配布先グループ選択」画面より、削除したい配布先を選択し、「削除」ボタンをクリックしてください。 

 

 

(2) 「OK」ボタンをクリックすると、配布先が削除されます。 
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2.7.5 設定した配布先グループマスタの利用方法 

設定した配布先マスタは以下の画面で利用できます。 

・「規程管理-データ操作-追加配布」画面 

・「規程管理-閲覧・申請」もしくは「規程管理-閲覧・立案」画面（文書種別が「審査・承認なし」の場合） 

・「規程管理-発行-発行」 

・「規程管理-発行-状況」 

 

事前に登録しておいた配布先マスタより、配布先が簡単に設定できます。 
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2.8 管理申請ルートマスタの作成 

2.8.1 概要 

文書管理システム独自ワークフローを利用する場合、「申請」画面で設定する申請ルート情報（審査・承認者の

順番）を本機能で事前に登録することができます。 

このマスタは「個人申請ルート」とは異なり、全ユーザが利用できます。 

本項では、このマスタの作成手順を解説します。 

 

「文書管理システム独自ワークフロー」を利用する場合にのみ、必要に応じて設定を行ってください。 

「intra-mart 標準ワークフロー」を利用する場合、本項の設定は不要となります。 

（システムインストール時にワークフローの利用タイプを「intra-mart 標準ワークフロー」にした場合、 

 本メニューは表示されません。） 

2.8.2 管理申請ルートマスタの新規作成 

(1) メニュー「文書管理システム-規程管理-文書管理設定-管理申請ルート」をクリックしてください。 

(2) 「ルート追加」ボタンをクリックしてください。 

 

 

(3) ルートの名称を入力してください。 

 

 

(4) 次に審査・承認グループを追加します。「グループ追加」ボタンをクリックしてください。 
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(5) 内容を設定し「登録」ボタンをクリックしてください。 

 
表.8 「グループ追加」画面の入力項目 

項目 入力チェック 内容 
順番 - 審査・承認グループの処理順を選択してください。 

役割 - グループの役割名を選択してください。 

期限 - グループに所属する審査・承認者の期限を決定してくださ

い。この期限が過ぎた場合、「期限切れ処理」が実行されま

す。 

期限切れの場合 - 審査・承認期限が切れた場合の処理を選択してください。 

・申請者に戻す：処理を申請者に戻します。 

・次の送信：次の審査・承認グループに処理を移行します。

終グループの場合は選択できません。 

 

(6) 次に審査・承認者の設定を行います。(5)で追加したグループの「変更」ボタンをクリックしてください。 

 

 

(7) 「メンバー追加」ボタンをクリックします。 

 

 

(8) 「メンバー選択」ボタンをクリックします。 
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(9) 条件を入力して検索、もしくは「すべて表示」ボタンをクリックしてください。 

  

 

(10) 審査・承認者に設定したいユーザにチェックをつけて「決定」ボタンをクリックしてください。 

  

 

(11) 必要事項を入力し、「追加」ボタンをクリックしてください。 

グループに審査・承認者を複数人設定したい場合は(9)～(11)の操作を繰り返してください。 

 
表.9 「メンバー追加」画面の入力項目 

項目 入力チェック 内容 
所属 - (9)～(11)の手順より審査・承認者を設定してください。 

コメント 全角 180 文字、半角 360 文字 申請者⇒審査・承認者へ送信するコメントを事前に登録

できます。 

メール送信 - コメント欄に入力した内容をメールで送信するか、事前に

登録することができます。 
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(12) グループに対して、メンバーの追加が完了したら「戻る」ボタンをクリックしてください。 

追加メンバーを変更、削除したい場合は「変更」「削除」ボタンより操作を行ってください。 

 

 

(13) 審査・承認グループを複数登録したい場合は、(5)～(13)の操作を複数回繰り返してください。 

審査・承認グループ、審査・承認者の設定が完了したら「登録」ボタンをクリックしてください。 

 

 

2.8.3 管理申請ルートマスタの更新 

(1) 「ルート選択」画面より、変更したいルートを選択し、「変更」ボタンをクリックしてください。 

  

 

(2) 変更部分を 2.8.2管理申請ルートマスタの新規作成と同様の手順で設定し、「変更」ボタンをクリックしてくだ

さい。 
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2.8.4 管理申請ルートマスタの削除 

(1) 「ルート選択」画面より、削除したいルートを選択し、「削除」ボタンをクリックしてください。 

 

 

(2) 「OK」ボタンをクリックすると、管理申請ルートが削除されます。 

 

 

2.8.5 設定した管理申請ルートマスタの利用方法 

設定した管理申請ルートマスタは「申請-ルート選択」画面で利用することができます。 

事前に登録しておいた管理申請マスタより、ルート情報が簡単に設定できます。 
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3 規程の運用データ取り込み 

3.1 概要 
既に他の方法で運用している規程のデータは、本機能より CSV ファイルの形式で取り込むことができます。 

本項では取り込み用ファイル（以下６種類が対象になります）の作成方法、およびデータの取り込み方法を解説し

ます。 

・文書情報 

・審査・承認情報 

・文書ファイル情報 

・様式情報 

・改訂履歴情報 

・関連文書情報 

 

3.2 取り込み用ファイルの作成 

3.2.1 はじめに 

intra-mart のサーバ文字コードと取り込み用ファイル（CSV）の文字コードを一致させる必要があります。 

intra-mart のサーバ文字コードはシステム管理者でログインした画面にて確認できます。 
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3.2.2 「文書情報」取り込み用ファイルの作成 

・「1:登録番号」「2:版数番号」を組み合わせてシステム全体で一意となるようにデータを作成してください。 

・5～14 のコード、名称は intra-mart のユーザマスタ、組織マスタに存在しない情報でも問題ありません。 

・「20:文書種別コード」は「文書管理システム-規程管理-文書管理設定-文書種別」画面の「文書種別コード」を 

記載してください。実在しないコードは指定できません。 

・日付は「yyyy/MM/dd」の形式（半角 10 桁）で記載してください。 

・旧版として取り込む場合、「19:廃止日」を記載してください。 

 既に登録している規程より新しい版を取り込むと、既存データは旧版になり、取り込みデータが 新版と 

なります。一方、古い版を取り込むと既存データはそのままで、取り込みデータが旧版として登録されます。 

 

表.10 文書情報取り込み用ファイルの記入形式 

No. 内容 入力形態 必須 大桁数（半角） 

1 登録番号 半角英数字 ○ 20 桁 

2 版数番号 半角数字 ○ 10 桁 

3 版数 半角英字 ○ 10 桁 

4 文書名 半角・全角 ○ 100 桁 

5 立案部門の会社コード 半角  20 桁 

6 立案部門名 半角・全角  180 桁 

7 立案部門コード 半角  20 桁 

8 立案者名 半角・全角  128 桁 

9 立案者コード 半角  20 桁 

10 発行部門の会社コード 半角  20 桁 

11 発行部門名 半角・全角  180 桁 

12 発行部門コード 半角  20 桁 

13 発行担当者名 半角・全角  128 桁 

14 発行担当者コード 半角  20 桁 

15 適用部門 半角・全角  360 桁 

16 立案日 半角(yyyy/MM/dd)   10 桁 

17 承認日 半角(yyyy/MM/dd)   10 桁 

18 実施日 半角(yyyy/MM/dd)  10 桁 

19 廃止日 半角(yyyy/MM/dd)  10 桁 

20 文書種別コード 半角 ○ 32 桁 
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3.2.3 「審査・承認情報」取り込み用ファイルの作成 

・「1:登録番号」「2:版数番号」「3:グループ No.」「5:グループ内表示順」を組み合わせてシステム全体で 

一意となるようにデータを作成してください。 

・6～11 のコード、名称は intra-mart のユーザマスタ、組織マスタに存在しない情報でも問題ありません。 

・日付は「yyyy/MM/dd」の形式（半角 10 桁）で記載してください。 

 

表.11 審査・承認情報取り込み用ファイルの記入形式 

No. 内容 入力形態 必須 大桁数（半角） 

1 登録番号 半角英数字 ○ 20 桁 

2 版数番号 半角数字 ○ 10 桁 

3 グループ No. 半角数字 ○ 10 桁 

4 役割名 全角  50 桁 

5 グループ内表示順 半角 ○ 10 桁 

6 審査者等部門コード 全角  20 桁 

7 審査者等部門名 全角  180 桁 

8 審査者等役職コード 半角  20 桁 

9 審査者等役職名 全角  128 桁 

10 審査者等氏名コード 半角  20 桁 

11 審査者等氏名 全角  128 桁 

12 審査・承認日 半角(yyyy/MM/dd)  10 桁 

 

 

3.2.4 「文書ファイル情報」取り込み用ファイルの作成 

・「1:登録番号」「2:版数番号」「3:ファイル表示順」を組み合わせてシステム全体で一意となるようにデータを 

作成してください。 

・ファイル種別：電子ファイルの場合 

「6.ファイル種別」には「file」、「7.オリジナルファイルパス」は必須「8. PDF ファイルパス」は任意、 

「5.保存先またはコメント」は空欄としてください。 

ファイルは「StorageService」の「webdoc/document/ログイングループ名」以下に配置してください。 

マルチログイングループ機能を使用している場合は、「ログイングループ名」のフォルダを新規作成して 

ください。 

「7.オリジナルファイルパス」「8. PDF ファイルパス」には「webdoc」以下の相対パスを記述してください。 

・ファイル種別：ハードコピーの場合 

「6.ファイル種別」には「hard」、「5.保存先またはコメント」は必須、 

「7.オリジナルファイルパス」「8. PDF ファイルパス」は空欄としてください。 

・ファイル種別：コメントの場合 

「6.ファイル種別」には「cmt」、「5.保存先またはコメント」は必須、 

「7.オリジナルファイルパス」「8. PDF ファイルパス」は空欄としてください。 
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表.12 文書ファイル情報取り込み用ファイルの記入形式 

No. 内容 入力形態 必須 大桁数（半角） 

1 登録番号 半角英数字 ○ 20 桁 

2 版数番号 半角数字 ○ 10 桁 

3 ファイル表示順 半角数字 ○ 10 桁 

4 表示ファイル名 全角 ○ 20 桁 

5 保存先またはコメント 全角  180 桁 

6 ファイル種別 半角 ○ - 

7 オリジナルファイルパス 半角  256 桁 

8 PDF ファイルパス 半角  256 桁 

 

3.2.5 「様式情報」取り込み用ファイルの作成 

・「1:登録番号」「2:版数番号」「3:様式グループ番号」「4:グループ内表示順」を組み合わせてシステム全体で 

一意となるようにデータを作成してください。 

・様式種別：電子ファイル（ワークフローあり）の場合 

 「6.様式種別」には「IMFW」、「7.プロセス定義 CD」「10.ファイルパス」は必須としてください。 

・様式種別：電子ファイル（ワークフローなし）の場合 

 「6.様式種別」には「DOCM」、「10.ファイルパス」は必須、「7.プロセス定義 CD」は空欄としてください。 

・様式種別：フォーマットクリエータの場合 

 「6.様式種別」には「FMCT」、「7.プロセス定義 CD」は必須、「10.ファイルパス」は空欄としてください。 

・様式種別：他システムワークフローの場合 

 「6.様式種別」には「FMCT」、「7.プロセス定義 CD」「10.ファイルパス」は空欄としてください。 

・ファイルは「StorageService」の「webdoc/document/ログイングループ名」以下に配置してください。 

マルチログイングループ機能を使用している場合は、「ログイングループ名」のフォルダを新規作成して 

ください。「10.ファイルパス」には「webdoc」以下の相対パスを記述してください。 

 

表.13 様式情報取り込み用ファイルの記入形式 

No. 内容 入力形態 必須 大桁数（半角） 

1 登録番号 半角英数字 ○ 20 桁 

2 版数番号 半角数字 ○ 10 桁 

3 様式グループ番号 半角数字 ○ 10 桁 

4 グループ内表示順 全角 ○ 10 桁 

5 様式名 全角 ○ 100 桁 

6 様式種別 半角 ○ - 

7 プロセス定義 CD 半角数字  10 桁 

8 必須フラグ 半角 ○ - 

9 保管期限 半角数字 ○ 3 桁 

10 ファイルパス 半角  256 桁 
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3.2.6 「改訂履歴情報」取り込み用ファイルの作成 

・「1:登録番号」「2:版数番号」「3:ファイル表示順」を組み合わせてシステム全体で一意となるようにデータを作成

してください。 

・ファイル種別：電子ファイルの場合 

「6.ファイル種別」には「file」、「7.ファイルパス」は必須、「5.コメント」は空欄としてください。 

ファイルは「StorageService」の「webdoc/document/ログイングループ名」以下に配置してください。 

マルチログイングループ機能を使用している場合は、「ログイングループ名」のフォルダを新規作成して 

ください。 

「7.ファイルパス」には「webdoc」以下の相対パスを記述してください。 

・ファイル種別：コメントの場合 

「6.ファイル種別」には「cmt」、「5.コメント」は必須、「7.ファイルパス」は空欄としてください。 

 

表.14 改訂履歴情報取り込み用ファイルの記入形式 

No. 内容 入力形態 必須 大桁数（半角） 

1 登録番号 半角英数字 ○ 20 桁 

2 版数番号 半角数字 ○ 10 桁 

3 ファイル表示順 半角数字 ○ 10 桁 

4 表示ファイル名 全角 ○ 20 桁 

5 コメント 全角  180 桁 

6 ファイル種別 半角 ○ - 

7 ファイルパス 半角  256 桁 

 

3.2.7 「関連文書情報」取り込み用ファイルの作成 

・「1:登録番号」「2:版数番号」「3:関連文書表示順」を組み合わせてシステム全体で一意となるようにデータを作

成してください。 

 

表.15 関連文書情報取り込み用ファイルの記入形式 

No. 内容 入力形態 必須 大桁数（半角） 

1 登録番号 半角英数字 ○ 20 桁 

2 版数番号 半角数字 ○ 10 桁 

3 関連文書表示順 半角数字 ○ 10 桁 

4 関連文書登録番号 半角英数字 ○ 20 桁 
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3.2.8 データの取り込み 

(1) メニュー「文書管理システム-規程管理-データ操作-文書データ CSV 取り込み」をクリックしてください。 

(2) 取り込むデータの「参照」ボタンをクリックしてください。 

（文書情報を 初に取り込んでください。また「文書情報」は規程の基本情報となるため、 

必ず作成してください。「文書情報」が無い状態でその他の情報を取り込むとエラーが発生します。） 

 

 

 

(3) 取り込み用ファイルを指定してください。 

 

 

(4) 「取り込み」ボタンをクリックし、正しく取り込まれたか確認ください。 
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4 業務書類管理機能のマスタ 

4.1 業務書類管理フロー 
業務書類が作成できるようになるには、大きく分類して以下３つの手順が必要になります。 

・業務種別の作成 

 業務内容の体系化、ルールの定義（規程を関連づけることで行う）。 

・案件情報の作成 

 業務書類の分類情報として作成、適用する様式情報の確認（様式情報は業務種別に関連付く規程より取得）。 

・業務書類の作成 

 案件情報で定義した様式情報を元に、業務書類を作成。 

 

本項では、業務書類が作成できるようになるまでのマスタ作成手順（システム管理者、運用管理者の操作）を解

説します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【各種マスタの定義】 

・ ワークフローのプロセス定義作成 

・ フォーマットクリエータ用のプロセス定義作成 

・期間マスタの作成 

・バッチ処理の起動設定 

【業務種別マスタ】 

・業務内容の加味した業務種別体系の定義 

・基本情報の定義 

・ 関連規程（様式）の定義 

（業務内容⇔運用ルールの関連付け） 

・個別様式の定義 

・アクセス権情報の定義 

【案件登録】 

・基本情報定義 

・利用する様式情報の確認 

・案件の保管期限の定義 

規程、様 式情報

取得

【規程管理機能】 

【業務書類の作成】 

・電子ファイル＋ワークフロー承認 

・電子ファイル＋ワークフロー承認なし 

・フォーマットクリエータでの承認 

・他システムでの承認結果記録 

【承認】 

・業務書類の承認 

【閲覧】 

・業務書類の閲覧 

案件の管理責任者 

システム管理者 

業務担当者 

承認者 

業務の管理責任者 

一般ユーザ 

様式情報の取得 

様式情報の取得 
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4.2 業務書類（電子ファイル）用ワークフローのプロセス定義作成 

4.2.1 概要 

ワークフローの承認を経て業務書類を作成する必要がある場合、intra-mart のマスタよりルートを事前作成する必

要があります。 

本項では、この操作手順を解説します。 

 

「intra-mart 標準ワークフロー」を利用する場合、本項の作業が必要になります。 

「文書管理システム独自ワークフロー」を利用する場合、本項の設定は不要となります。 

（システムインストール時にワークフローの利用タイプを「文書管理システム独自ワークフロー」にした場合、 

 本メニューは表示されません。） 

また、本作業を実施するには以下のメニューに対して操作権限を持っている必要があります。 

・ 文書管理システム-規程管理-文書管理設定-ワークフロー連携（業務書類用） 

・ ワークフロー-マスタメンテナンス-プロセス定義 

4.2.2 プロセス定義の新規作成 

(1) ワークフロー-マスタメンテナンス-カテゴリ画面より、「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)」を有するカテゴリを一つ以上作成してください。 

(2) メニュー「文書管理システム-規程管理-文書管理設定-ワークフロー連携（業務書類用）」をクリックしてくださ

い。 

(3) 必要事項を入力し、「登録」ボタンをクリックしてください。 

本画面で作成した情報は intra-mart ワークフローのプロセス定義情報として登録されます。 

本システム用プロセス定義を本機能で簡略登録することができます。 

 

 

表.16 「文書管理設定-ワークフロー連携（業務書類用）」画面の入力項目 
項目 入力チェック 内容 

カテゴリ - プロセス定義を作成するカテゴリを選択してください。 

プロセス定義名 必須 

全角 64 文字、半角 128 文字 

プロセス定義の名称を入力してください。 

承認者数 - プロセス定義に作成する承認者数を選択してください。 

備考（プロセス定義情報） 全角 127 文字、半角 255 文字 プロセス定義情報に対する説明を入力してください。 

開始日 必須 プロセス定義を利用可能とする日付を入力してください。

終了日 - プロセス定義を利用不可とする日付を入力してください。

備考（バージョン情報） 全角 127 文字、半角 255 文字 バージョン情報に対する説明を入力してください。 
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(4) 登録完了画面が表示されます。 

「webdoc/module/business_end_execution」の部分（下図赤線部分）をマウスで選択した後、コピーしてくださ

い。 

  
(5) 続いて、作成されたプロセス定義を編集します。 

メニュー「ワークフロー-マスタメンテナンス-プロセス定義」をクリックしてください。 

(6) (3)で登録したプロセス定義の「編集」をクリックしてください。 

  

 

(7) フロー情報のアイコンをクリックします。 
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(8) 「編集」ボタンをクリックします。 

  

 

(9) 必要に応じてルートの内容を編集してください。 

【登録直後の状態】 

 
・起票タスクは「申請」という名称で自動作成されます 

・承認タスクは、 終承認者「承認」、それ以外「審査」の名称で自動作成されます。 

・全てのタスクは(3)の登録者が対象者として自動作成されます。 

 

2.2.2プロセス定義の新規作成(9)と同様に、必要に応じて審査・承認タスクを追加してください。 

 （コンテンツパス、後処理プログラムのパスが同様のパスになるように作成してください。） 
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(10) エンドタスクの「終了時実行クラス」に「webdoc/module/business_end_execution」を入力してください。 

※この操作を行わないと、ワークフローの完了状態が文書管理システムに引き継がれません。 

  

 

 

(11) 「保存」ボタンをクリックしてください。 

 

 

(12) 以上で操作が完了となります。 
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4.3 業務書類（フォーマットクリエータ）用ワークフローのプロセス定義変更 

4.3.1 概要 

業務書類をフォーマットクリエータで作成する場合、事前に作成したプロセス定義情報を文書管理システムで利

用できるように変更します。 

本項では、この設定手順を解説します。 

 

フォーマットクリエータ対応パッチが適用されている必要があります。 

また本作業を実施するには以下のメニューに対して操作権限を持っている必要があります。 

・ ワークフロー-マスタメンテナンス-プロセス定義 

4.3.2 プロセス定義の新規作成 

(1) フォーマットクリエータで作成したプロセス定義をワークフローデザイナーで開いてください。 

(2) 全ての承認タスクの後処理を有効にし、 

処理プログラムに「format_creator/common/post_process/post_processing」を入力してください。 
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(3) エンドタスクの「終了時実行クラス」に「webdoc/module/fc_end_execution」を入力してください。 

 

 

(4) 「保管」ボタンをクリックしてください。 
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4.4 バッチ処理起動設定 

4.4.1 概要 

文書管理システムで利用するバッチ処理の中で、業務書類管理で利用する以下 5 つの処理に対し、本項の手

順で起動の設定を行ってください。 

・案件終了通知処理 

 終了日が到来する案件に対し、その旨を案件管理者に事前通知する処理を行います。 

・保管期限到来通知処理 

 業務書類全体の保管期限日が到来する案件に対し、その旨を案件管理者に事前通知する処理を行います。 

・案件削除処理 

 業務書類全体の保管期限日が到来する案件を削除する処理を実行します。 

・メール送信処理 

 案件終了通知、保管期限到来通知などのメール送信処理を実行します。 

・掲示板情報削除処理 

 案件終了通知処理、保管期限到来通知処理で掲載された内容に対し、掲載期間が終了したものを削除しま

す。 

  

4.4.2 バッチ処理の設定 

(1) ログイングループ管理者として intra-mart にログインしてください。 

(2) メニュー「ログイングループ管理-バッチ設定」をクリックしてください。 

(3) 設定するバッチ処理名をクリックします。 

(4) 「有効」にチェックし、起動時刻を指定してください。 

 ・「有効/無効」「起動時刻」以外は変更しないでください。 

 ・「実行時間」は「毎日」を選択してください。 

 ・各バッチ処理の起動はなるべく同一時刻にならない設定としてください。（特に「メール送信処理」は 

システムに負荷を与える可能性があります。） 

(5) 「更新」ボタンをクリックしてください。 
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4.5 業務種別マスタの作成 

4.5.1 概要 

本項では、この業務種別マスタの作成手順を解説します。 

 

業務種別マスタには業務内容を体系化する役割を持っています。 

下図のように業務内容を階層構造で定義することができます。 

  

 

 

 

一方で業務内容のルールを定義する役割も持っています。 

これは規程管理機能で作成した規程（ルール）に業務種別（業務内容）を関連付けることで定義します。 

 

 

 

 

上記に記載した内容から想像できる通り、本項の作業は業務書類を作成するために も重要なものとなります。 

業務内容、規程などを整理した上でマスタの作成作業を行ってください。 

 

「intra-mart ライセンス販売」という業務を

組織で分類した業務種別を作成した例 

旅費精算書の管理を組織ごとに行うような

業務種別を作成した例 

「旅費精算」には「旅費規程」を定義。 
この業務種別下の書類は「旅費規程」に

定義された「様式」を用いて作成する。 

「情報システム事業部」には「販売規程（社外）」を定義。 

一方、「社内システム部」には「販売規程（社内）」を定義。

同じ業務内容でも細かなルールを定めることができる。 
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4.5.2 業務種別マスタの新規作成 

(1) メニュー「文書管理システム-業務書類管理-文書管理設定-業務種別」をクリックしてください。 

(2) 「 上位フォルダ新規登録」をクリックしてください。 

任意の業務種別配下に新規作成したい場合は、ツリー表示部分より該当の業務種別をクリックし、「下位フ

ォルダ新規登録」をクリックしてください。 

 

 

(3) 基本情報部の必要事項を入力してください。 
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表.17 「業務種別マスタ」画面の入力項目 
項目 入力チェック 内容 

種別名 必須 

全角 25 文字、半角 50 文字 

表示される業務種別名を入力してください。 

ソート番号 必須 

半角数字 10 文字 

業務種別の表示順を指定してください。 

文字列でソートされます。 

管理責任者 - 業務種別の管理責任者を設定してください。 

管理責任者には業務種別に関連付けた規程が改訂され

た場合、「メール」、「新着タスク（業務書類）」へその旨が

通知されます。 

 

(4) 続いて、この業務種別に適用する規程を設定します。「追加」ボタンをクリックしてください。 

 

 

関連付ける規程にチェックをつけて「決定」ボタンをクリックしてください。 
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関連付けた規程の様式が業務種別に追加されます。 

 

 

規程で必須と定められていない様式は「必須」欄のチェック内容を変更することができます。 

業務の運用に合わせて設定してください。 

 

 

様式の登録タイプが「電子ファイル（ワークフローあり）」「フォーマットクリエータ」の場合、この画面で関連づける 

プロセス定義を変更することができます。 

「プロセス定義」をクリックしてください。 
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4.2業務書類（電子ファイル）用ワークフローのプロセス定義作成もしくは 4.3業務書類（フォーマットクリエータ）用

ワークフローのプロセス定義変更で作成したプロセス定義にチェックをつけて「決定」ボタンをクリックしてくださ

い。 

 

 

(5) 規程で定められていない様式を追加したい場合は、個別様式の「追加」ボタンより操作してください。 

 

 

続いて様式の登録タイプを選択してください。 
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【様式の登録タイプ：電子ファイル（ワークフローあり）の場合】 

この登録タイプでは、様式に利用する電子ファイルの登録と、利用するワークフローのプロセス定義の設定を行

います。 

ワークフローのプロセス定義は 4.2業務書類（電子ファイル）用ワークフローのプロセス定義作成で作成したものを

使用してください。 

 

・各項目への入力、及び電子ファイルを指定し「↑追加」ボタンをクリックしてください。 

複数の電子ファイルを１つの様式として組み合わせたい場合、上記の操作を繰り返してください。 

    

 

・電子ファイルの追加、プロセス定義の設定が終了したら「登録」ボタンをクリックしてください。 

 業務種別の個別様式欄に反映されます。 

 

 

表.18 「様式アップロード（電子ファイル（ワークフローあり））」画面の入力項目 
項目 入力チェック 内容 

No. - 個別様式の表示順を指定してください。 

プロセス定義 - ワークフローのプロセス定義を指定してください。 

4.2業務書類（電子ファイル）用ワークフローのプロセス定

義作成で作成したものを使用してください。 

様式名 必須 

全角 50 文字、半角 100 文字 

様式名を入力してください。 

電子ファイル 必須 

半角 256 文字 

様式としてアップロードする電子ファイルを指定してくださ

い。 

必須 - 登録する様式が業務上必須となるものか指定してくださ

い。 

保管期限 必須 

半角数字 3 文字 

様式の保管期限を指定してください。 
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【様式の登録タイプ：電子ファイル（ワークフローなし）の場合】 

この登録タイプでは、様式に利用する電子ファイルの登録を行いますが、ワークフローの設定（ワークフローの承

認）は行いません。 

 

・各項目への入力、及び電子ファイルを指定し「↑追加」ボタンをクリックしてください。 

複数の電子ファイルを１つの様式として組み合わせたい場合、上記の操作を繰り返してください。 

    

 

・電子ファイルの追加が終了したら「登録」ボタンをクリックしてください。 

 業務種別の個別様式欄に反映されます。 

 

 

表.19 「様式アップロード（電子ファイル（ワークフローなし））」画面の入力項目 
項目 入力チェック 内容 

No. - 個別様式の表示順を指定してください。 

様式名 必須 

全角 50 文字、半角 100 文字 

様式名を入力してください。 

電子ファイル 必須 

半角 256 文字 

様式としてアップロードする電子ファイルを指定してくださ

い。 

必須 - 登録する様式が業務上必須となるものか指定してくださ

い。 

保管期限 必須 

半角数字 3 文字 

様式の保管期限を指定してください。 
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【様式の登録タイプ：フォーマットクリエータの場合】 

この登録タイプでは、4.3業務書類（フォーマットクリエータ）用ワークフローのプロセス定義変更で登録したプロセ

ス定義を使用して様式の登録を行います。 

 

・各項目を入力してください 

 

 

・プロセス定義より、4.3業務書類（フォーマットクリエータ）用ワークフローのプロセス定義変更で作成したプロセス

定義を指定し、「登録」ボタンをクリックしてください 

業務種別の個別様式欄に反映されます。 

    

 

表.20 「様式アップロード（電子ファイル（ワークフローあり））」画面の入力項目 
項目 入力チェック 内容 

No. - 個別様式の表示順を指定してください。 

様式名 必須 

全角 50 文字、半角 100 文字 

様式名を入力してください。 

プロセス定義 - ワークフローのプロセス定義を指定してください。 

4.3業務書類（フォーマットクリエータ）用ワークフローのプ

ロセス定義変更で作成したものを使用してください。 

必須 - 登録する様式が業務上必須となるものか指定してくださ

い。 

保管期限 必須 

半角数字 3 文字 

様式の保管期限を指定してください。 
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【様式の登録タイプ：他システムワークフローの場合】 

この登録タイプは、他のシステムで承認した結果を記録する用途などに利用することができます。 

 

・各項目への入力し「↑追加」ボタンをクリックしてください。 

複数の情報を１つの様式として組み合わせたい場合、上記の操作を繰り返してください。 

    

 

・様式の追加が終了したら「登録」ボタンをクリックしてください。 

 業務種別の個別様式欄に反映されます。 

 

 

表.21 「様式アップロード（電子ファイル（他システムワークフロー））」画面の入力項目 
項目 入力チェック 内容 

No. - 個別様式の表示順を指定してください。 

様式名 必須 

全角 50 文字、半角 100 文字 

様式名を入力してください。 

必須 - 登録する様式が業務上必須となるものか指定してくださ

い。 

保管期限 必須 

半角数字 3 文字 

様式の保管期限を指定してください。 
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(6) 後に業務種別に対するアクセス権限を指定します。 

下図赤線内のタブを切り替え、3 タイプの権限を付与してください。 

・閲覧権限：業務種別に対して「閲覧」権限を付与します。 

・編集権限：業務種別に対して案件情報を作成、編集する権限を付与します。 

       同時に「閲覧」権限も付与されます。（閲覧権限タブには表示されません。） 

・管理者権限：案件のステータス変更権限および案件の削除権限を付与します。 

       同時に「閲覧」「編集権限」権限も付与されます。（各タブには表示されません。） 

 

 

それぞれの権限は以下３パターンを組み合わせて構成することができます。 

・会社・組織：指定した会社・組織に所属するユーザに対し、該当の権限を付与します。 

・パブリックグループ：指定したパブリックグループに所属するユーザに権限を付与します。 

・ロール：指定したロールを持つユーザに権限を付与します。 

 

権限の付与タイプを選択し「決定」ボタンをクリックしてください。 

    

 

(7) 後に「登録」ボタンをクリックすると業務種別情報の登録が完了します。 

（「 新表示」ボタンをクリックすると、ツリー表示部分に登録内容が反映されます。） 
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4.5.3 業務種別マスタの更新 

(1) ツリー表示部分より該当の業務種別をクリックしてください。 

(2) 変更部分を 4.5.2業務種別マスタの新規作成と同様の手順で入力してください。 

(3) 「更新」ボタンをクリックすると業務種別情報が更新できます。 

 

 

4.5.4 業務種別マスタの削除 

(1) ツリー表示部分より該当の業務種別をクリックしてください。 

(2) 削除ボタンをクリックすると、確認用ダイアログが表示されます。 

(3) 「OK」ボタンをクリックすると業務種別が削除されます。 

 

 

※下位階層が存在する場合や、案件が存在する場合は削除できません。 
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4.5.5 アクセス権限の仕様 

(1) 仕様その 1： 上位階層にアクセス権限が付与された場合（例：ISO14000 に付与） 

・該当部分にのみアクセス権が付与されます。 

 

 
(2) 仕様その 2：第 2 階層以降にアクセス権限が付与された場合（例：intra-mart 開発に付与） 

・該当部分にのみアクセス権が付与されます。 

・閲覧画面には上位階層も表示されます。（ただし、上位階層の業務書類は操作・閲覧できません） 

 

 
(3) 仕様その 3：複数階層の組織・パブリックグループでアクセス権を付与した場合（例：「第一営業部」でアクセ

ス権を付与） 

・該当組織・パブリックグループ以下に所属するユーザにアクセス権限が付与されます。 

 

 

 

(4) 仕様その 4：複数階層のロール（サブロール）でアクセス権を付与した場合（例：「サブロール 1」でアクセス権

を付与） 

・該当ロール以上を有するユーザにアクセス権限が付与されます。 
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4.5.6 業務種別管理責任者の操作 

操作者が業務種別の管理責任者に設定されており（4.5.2業務種別マスタの新規作成(3)で設定）、 

関連付いている規程が改訂、廃止された場合、以下の内容を加味して業務種別を再設定してください。 

・規程が改訂された場合、紐付く様式が変更されている可能性があります。 

・規程が廃止された場合、紐付く様式は利用できなくなります。 

 

(1) ポータル画面（ログイン直後の画面）に「新着（業務書類管理）」が設定されている場合、規程の改訂通知が

この画面に表示されます。操作したい内容のリンクをクリックしてください。 

 

 

ポータル画面が設定されていない場合は、メニュー「文書管理システム-業務書類管理-業務書類-閲覧・登

録」をクリックしてください。 

 

(2) ツリー表示部分より、自身が管理責任者となる業務種別をクリックしてください。 

 ※表示内容の解説 

 

 

(3) 改訂された内容・廃止された内容を確認してください。 

【改訂された場合】 

 

関連付いた規程が改訂・廃止された業務種別

は、先頭に[X]+太字で表示されます。 
⇒業務種別を更新する必要があります。 

更新する必要がある業務種別が下位階層に存

在する場合、太字で表示されます。 

改訂された規程が存在する場合、このメッセージ

が表示されます。 

改訂された規程は、太字+(改訂)の内容で表示さ

れます。 

改訂された規程に紐付く様式は、太字+(改訂)の
内容で表示されます。 
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【廃止された場合】 

 

 

(4) 「更新」ボタンをクリック後、「 新表示」ボタンをクリックし、業務種別の表示内容が変更されているか確認し

てください。 

 

 

(5) メニュー「文書管理システム-業務書類管理-業務書類-閲覧・登録」をクリックし、更新した業務種別下の案件

情報が以下の内容に変更されているか確認してください。 

・ステータスが「種別更新」となっていること。 

   ・処理ボタンが「編集」ボタンとなっていること。 

 

 

 ※更新前の状態 

   業務種別が更新されない限り、業務書類の登録はできません。 

 

廃止された規程は、太字+(廃止)の内容で表示さ

れます。 

様式欄から、廃止された規程に紐付く様式が削

除されます。 

更新した業務種別が通常表示に戻っていること 
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4.5.7 管理者権限ユーザの操作 

操作者が業務種別に対し「管理者権限」のアクセス権を持つ場合（4.5.2業務種別マスタの新規作成(6)で設定）、

案件のステータス変更、および案件の削除が実行できます。 

 

(1) メニュー「文書管理システム-業務書類管理-業務書類-閲覧・登録」をクリックし、操作する業務種別をクリック

してください。 

(2) 案件の「削除」ボタンをクリックすると、案件が削除されます。 

またステータス欄のボタンをクリックするとステータスが「未完了」⇔「完了」に切り替わります。 

 

 

 

閲覧権限ユーザに対し、ステータスが「完了」となっている案件は業務書類が登録できなくなります。 

 



intra-mart 文書管理システム ISO 業務書類統制版 ver7.0 システム管理者・運用管理者操作ガイド

 

 

 

Copyright 2000-2009 (株)NTT データイントラマート All rights Reserved.
Page 63

 

 

(3) 完了した案件の業務種別に対して規程の改訂、廃止や業務種別の変更処理が行われた場合、ステータス

を「完了」⇒「未完了」に戻す際に下記画面のダイアログが表示されます。 

 

 

   「キャンセル」をクリックした場合そのまま「未完了」となりますが、「OK」をクリックした場合は業務種別の更新

内容が案件情報に反映されるため、案件のステータスは「種別更新」に変更されます。ステータスが「種別更新」

の案件は業務書類が登録できないため、案件の改訂処理を行う必要があります。（この操作は案件の管理責任

者が行います。詳細は一般ユーザ操作ガイドを参照ください。） 

 

 

(4) 業務種別に対して記載すべき書類が存在しない場合、アクセス権の大小に関わらず、案件の「登録」 

 「編集」 「削除」 ボタンは表示されません。 
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4.6 期間マスタの作成 

4.6.1 概要 

業務書類を年度単位などで分類し表示したい場合、本マスタの設定を行ってください。 

4.6.2 期間マスタの作成 

(1) メニュー「文書管理システム-業務書類管理-文書管理設定-期間マスタ」をクリックしてください。 

(2) 「新規登録」をクリックしてください。 

 

 

(3) 必要事項を入力し「登録」ボタンをクリックしてください。 

 

 

表.22 「期間マスタ」画面の入力項目 
項目 入力チェック 内容 

表示ラベル 必須 

全角 45 文字、半角 90 文字 

表示するラベル名を入力してください。 

開始日 必須 期間の開始日を入力してください。 

終了日 必須 
開始日≦終了日 

期間の終了日を入力してください。 

ソート番号 必須 

半角数字 10 文字 

期間マスタのソート番号を入力してください。 
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4.6.3 期間マスタの削除 

(1) 一覧画面より「削除」ボタンをクリックし削除してください。 

 

 

4.6.4 期間マスタの利用イメージ 

登録した期間マスタは業務書類の閲覧・登録画面で利用します。 

選択した期間が、開始日～終了日に重なる案件を右画面に表示します。 
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5 運用管理機能 

5.1 旧版管理 

5.1.1 概要 

改訂および廃止された文書は本機能より閲覧することができます。 

また、不要となった旧版を廃棄（完全削除）することもできます。 

本項では、この操作手順を解説します。 

5.1.2 旧版の閲覧・廃棄 

(1) メニュー「文書管理システム-規程管理-旧版管理-旧版検索」をクリックしてください。 

(2) 閲覧したい旧版の検索条件を入力し、「検索」ボタンをクリックしてください。 

 

 

(3) 文書名をクリックすると旧版が閲覧できます。 
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(4) 不要な旧版は「廃棄」ボタンより完全削除することができます。 

 

 

「廃棄」ボタンをクリックした場合、その版を削除対象とします。 

 

 

「廃棄（ 終版）」ボタンは 新版が「廃止」されている場合に表示されます。 

クリックした場合、全ての版が削除対象となります。 
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5.2 状況監視 

5.2.1 概要 

システム管理者・運用管理者は、システム全体の規程作成状況を以下のメニューより確認することができます。 

本項ではその操作手順を解説します。 

 

処理 立案前 立案完了 申請完了 審査・承認完了 発行完了 実施日処理完了

文書管理独自ワ

ークフロー 

立案状況監視 申請前状況監視 申請・審査状況

監視 

発行前状況監視 発行後状況監視 

intra-mart 標準

ワークフロー 

立案状況監視 ※intra-mart 標準ワークフローのメニ

ューより確認ください 

発行前状況監視 発行後状況監視 

※閲覧メニュー

より 新版文書

と し て 確 認 で き

る。 

 

5.2.2 立案状況監視 

(1) メニュー「文書管理システム-規程管理-状況監視-立案状況」をクリックしてください。 

(2) 立案が完了していない全ての文書が一覧表示されます。 

「削除」ボタンをクリックすると作成途中の文書を削除することができます。 

 
 

5.2.3 申請前状況監視 

(1) メニュー「文書管理システム-規程管理-状況監視-申請前状況」をクリックしてください。 

(2) 立案が完了し、申請可能となった全ての文書が一覧表示されます。 

「削除」ボタンをクリックすると該当の規程を削除することができます。 

このメニューは「文書管理独自ワークフロー」を利用している場合のみ利用できます。 
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5.2.4 申請・審査状況監視 

(1) メニュー「文書管理システム-規程管理-状況監視-申請審査状況」をクリックしてください。 

(2) 申請が完了～審査中の全文書が一覧表示されます。 

「削除」ボタンをクリックすると該当の文書を削除することができます。 

このメニューは「文書管理独自ワークフロー」を利用している場合のみ利用できます。 

 
 

5.2.5 発行前状況監視 

(1) メニュー「文書管理システム-規程管理-状況監視-発行前状況」をクリックしてください。 

(2) 審査・承認が完了～発行処理が済んでいない全ての文書が一覧表示されます。 

「削除」ボタンをクリックすると該当の文書を削除することができます。 

 
 

5.2.6 発行後状況監視 

(1) メニュー「文書管理システム-規程管理-状況監視-発行後状況」をクリックしてください。 

(2) 発行処理完了～受領処理が未完了の全文書が一覧表示されます。 

発行が済んだ文書は削除できません。 
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5.3 発行処理が完了した規程の配布先編集 

5.3.1 概要 

発行処理が完了した規程に対し、配布先を追加・変更したい場合、本項の操作を実行してください。 

5.3.2 配布先の編集 

(1) メニュー「文書管理システム-規程管理-データ操作-追加配布」をクリックしてください。 

発行処理完了～受領処理が未完了の全文書が表示されます。 

(2) 該当する規程の「処理」ボタンをクリックしてください。 

 

 

(3) 公開日が過ぎている場合（=配布処理が完了している場合）、配布先の追加のみ実行できます。既に配布し

たユーザは編集できません。 

「配布先メンバー追加」ボタンより、配布先の追加を行ってください。 

（2.7.2配布先グループマスタの新規作成(5)(6)と同様の操作を行ってください。） 
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(4) 公開日が過ぎていない場合（=配布処理が実行されていない場合）、配布先を編集することができます。 

・「配布先」コンボボックスより、配布先グループを選択しなおすことができます。 

・「削除」ボタンをクリックすると、配布先を削除することができます。 

・「配布先メンバー追加」ボタンより、配布先の追加を行うことができます。 

 

 

(5) 「登録」ボタンをクリックすることで配布先の編集が完了します。 

この時点で編集した配布先に受領依頼は送信されません。（公開日のバッチ処理で送信されます。） 

また、配布先を追加した場合、追加分の受領依頼のみが送信されます。 
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5.4 作成された規程の修正 

5.4.1 概要 

情報の入力ミスや文書ファイルの登録ミスなどの誤りを改版しないで修正したい場合、本項の機能で

情報を修正することができます。（下記が対象になります。） 

・規程の基本情報（文書名、登録番号など） 

・文書ファイル情報 

・様式情報 

・改訂履歴情報 

・関連文書情報 

・審査・承認情報 

業務内容が変更されたことによる規程の修正は、「閲覧・申請」の「改訂」処理を行ってください。 

また、本機能には以下の制限があります。 

・審査中の規程は修正することができません。 

一旦処理を取りやめるか、再申請の機能で修正を行ってください。 

・廃止された規程の「立案部門」「発行部門」「発行担当者」「実施日」は、廃止日以降修正することが 

できません。 

 

5.4.2 規程の修正 

(1) メニュー「文書管理システム-規程管理-データ操作-文書データ修正」をクリックしてください。 

(2) 修正する規程の検索条件を入力し、「検索」ボタンをクリックします。 

 
(3) 一覧より、修正する規程の「処理」ボタンをクリックしてください。 

この画面には「公開前」「 新版」「旧版」の規程が表示されます。 
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(4) 必要に応じて規程の基本情報を変更してください。 

 

 

(5) 立案部門は組織選択画面、発行担当者はユーザ選択画面より指定してください。 

   

 

表.23 規程の基本情報入力項目 
項目 入力チェック 内容 

文書名 必須 

全角 50 文字、半角 100 文字 

変更する文書名を入力してください。 

立案部門 - 組織選択画面より指定してください。 

登録番号 必須 

全角 10 文字、半角 20 文字 

変更する登録番号を入力してください。 

発行担当者 - ユーザ選択画面より指定してください。 

検索キーワード 全角 45 文字、半角 90 文字 変更する検索キーワードを入力してください。 

適用部門 全角 180 文字、半角 360 文字 変更する適用部門を入力してください。 

公開日 必須 変更する公開日を入力してください。 

実施日 必須 

公開日≦実施日 

変更する実施日を入力してください。 
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(6) 必要に応じて文書ファイル情報を変更してください。 

追加したい場合は「文書ファイル登録」をクリック、削除したい場合は「削除」ボタンをクリック、 

差し替えたい場合は「削除」してから「文書ファイル登録」をクリックしてください。 

 

 

(7) 文書ファイルの追加は別画面で行います。 

【電子ファイル+PDF オートコンバータを利用の場合】 

電子ファイルで文書ファイルを登録します。 

また登録した文書ファイルを PDF 変換することもできます。（一般ユーザは PDF 変換したファイルを閲覧します。） 

 

 

【電子ファイル+PDF オートコンバータを利用しない場合】 

電子ファイルで文書ファイルを登録します。 

PDF 変換はできません。 
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表.24 文書ファイル登録（電子ファイル）の入力項目 
項目 入力チェック 内容 

電子ファイル名 必須 

全角 50 文字、半角 100 文字 

登録する電子ファイル名を入力してください。 

電子ファイル 必須 

半角 256 文字 

アップロードするファイルを指定してください。 

参照用に PDF を作成する - PDF ファイルを作成しない場合、チェックを外してくださ

い。チェックをつけた状態だと以下の項目が編集できるよ

うになります。 

セキュリティを設定する - PDF ファイルにセキュリティを設定しない場合、チェックを

外してください。チェックをつけた状態だとセキュリティ項

目が設定できるようになります。 

印刷 - 作成する PDF ファイルに対し、印刷を許可するか選択し

てください。 

コピー - 作成する PDF ファイルに対し、文面のコピーを許可する

か選択してください。 

閲覧用パスワード - 閲覧用のパスワードを設定してください。 

（セキュリティ設定された状態で閲覧） 

管理者用パスワード - 管理者用パスワードを設定してください。 

（セキュリティ設定されない状態で閲覧） 

 

【ハードコピーの場合】 

電子化できない文書の保管場所などを登録します。 

タイプを「ハードコピー」に選んだ状態で入力してください。 

「標準の保管先」をクリックすると 2.6ハードコピー標準保管先マスタの作成で設定した内容が反映されます。 

 

 

表.25 文書ファイル登録（ハードコピー）の入力項目 
項目 入力チェック 内容 

電子ファイル名 必須 

全角 50 文字、半角 100 文字 

登録する電子ファイル名を入力してください。 

保管先 必須 

全角 180 文字、半角 360 文字 

文書ファイルの保管先を入力してください。 
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【コメントの場合】 

情報量の少ない文書はコメントとして登録してください。 

タイプを「コメント」に選んだ状態で入力してください。 

 

 

表.26 文書ファイル登録（コメント）の入力項目 
項目 入力チェック 内容 

電子ファイル名 必須 

全角 50 文字、半角 100 文字 

登録する電子ファイル名を入力してください。 

コメント 必須 

全角 180 文字、半角 360 文字 

コメントを入力してください。 

 

(8) 必要に応じて様式情報を変更してください。 

操作は 4.5業務種別マスタの作成(5)を参照ください。 

 

 



intra-mart 文書管理システム ISO 業務書類統制版 ver7.0 システム管理者・運用管理者操作ガイド

 

 

 

Copyright 2000-2009 (株)NTT データイントラマート All rights Reserved.
Page 77

 

 

(9) 必要に応じて改訂履歴情報を変更してください。 

改訂履歴は 1 版につき一つしか登録できません。 

差し替えは「削除」してから「改訂履歴登録」をクリックしてください。 

 

 

(10) 改訂履歴の追加は別画面で行います。 

改訂履歴名は自動的に決定されます。 

【電子ファイルの場合】 

電子ファイルで改訂履歴を登録します。PDF 変換はできません。 

 

 

表.27 改訂履歴（電子ファイル）の入力項目 
項目 入力チェック 内容 

電子ファイル 必須 

半角 256 文字 

アップロードするファイルを指定してください。 

 

【コメントの場合】 

情報量の少ない場合はコメントとして登録してください。 

タイプを「コメント」に選んだ状態で入力してください。 

 

 

表.28 改訂履歴（コメント）の入力項目 
項目 入力チェック 内容 

コメント 必須 

全角 180 文字、半角 360 文字 

コメントを入力してください。 
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(11) 必要に応じて関連文書情報を変更してください。 

追加したい場合は「関連文書登録」をクリック、削除したい場合は「削除」ボタンをクリックしてください。 

 

 

(12) 関連文書の追加は別画面で行います。 

関連付ける規程にチェックをつけて「決定」ボタンをクリックしてください。 
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(13) 必要に応じてルート情報を変更してください。 

追加したい場合は「ルート情報登録」をクリックしてください。 

 

 

(14) ルート情報の修正は別画面で行います。 

ルートグループを追加する場合は役割名を入力し、「追加」ボタンをクリックしてください。 

 

 

(15) ルートグループを変更する場合は役割名を変更し「変更」ボタンをクリックしてください。 

削除する場合は「削除」ボタンをクリックしてください。 
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(16) 審査・承認情報を追加する場合は必要事項を入力の上、「追加」ボタンをクリックしてください。 

 

 

(17) 審査・承認情報を変更する場合は変更内容を入力し、「変更」ボタンをクリックしてください。 

削除する場合は「削除」ボタンをクリックしてください。 
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(18) 後に「登録」ボタンをクリックしてください。 

 

 

(19) 文書表示画面などから変更した内容が反映されているか確認ください。 

 

 



intra-mart 文書管理システム ISO 業務書類統制版 ver7.0 システム管理者・運用管理者操作ガイド

 

 

 

Copyright 2000-2009 (株)NTT データイントラマート All rights Reserved.
Page 82

 

 

5.5 バッチ手動実行 

5.5.1 概要 

何らかの原因でバッチ処理が正常に動作しなかった場合、本項の操作を実行してください。 

5.5.2 処理の実行 

(1) メニュー「文書管理システム-規程管理-文書管理設定-バッチ手動発行」をクリックしてください。 

(2) 該当する処理の「実行」ボタンをクリックしてください。 

規程管理では以下の処理が対象になります。 

 

表.29 バッチ手動実行項目 
分類 名称 内容 

期限切れ処理 ※1 審査・承認期限が切れた文書に対し、設定された処理

（次の承認グループに処理を移行 or 申請者に差し戻す）

を行います。 

公開日処理 公開日が到来した文書に対し、設定されている配布先に

受領依頼を送信します。 

規程 

実施日処理 実施日が到来した文書に対し、 新版として有効にする

処理を行います。 

廃止処理を行った場合は、 新版から閲覧不可にする

処理を行います。 

案件終了通知処理 終了日が到来する案件に対し、その旨を案件管理者に

事前通知する処理を行います。 

保管期限到来通知処理 業務書類全体の保管期限日が到来する案件に対し、そ

の旨を案件管理者に事前通知する処理を行います。 

案件削除処理 業務書類全体の保管期限日が到来する案件を削除する

処理を実行します。 

業務書類 ※2 

掲示板情報削除処理 案件終了通知、保管期限到来通知で掲載された内容に

対し、掲載期間が終了したものを削除します。 

規定と業務書類 共通 メール送信処理 受領依頼など、大量に送信される可能性のあるメール送

信処理を実行します。 

 ※1 文書管理システム独自ワークフローを利用している場合のみ操作してください。 

 ※2 業務書類管理機能が使えない場合でも、全ての項目が表示されます。 
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5.6 ログ機能 

5.6.1 概要 

本システムでは下記内容がログ出力されます。運用状況の解析などに利用してください。 

ログは ApplicationRuntime の/webdoc/%ログイングループ名%に作成されます。 

また、ログファイルが一定以上のサイズになった場合、バックアップファイルが作成されます。 

 

表.30 ログの出力内容 
出力項目 ログファイル名 内容 

期限切れ処理時のログ wdc_kigen.log 期限切れバッチ処理の実行結果を出力します。 

【出力形式】 

処理時刻,処理した文書名+処理内容 

公開日処理時のログ wdc_kokai.log 公開日バッチ処理の実行結果を出力します。 

【出力形式】 

処理時刻,実行件数 

「制定」「改訂」「廃止」ごとに表示されます。 

実施日処理時のログ wdc_jisshi.log 実施日バッチ処理の実行結果を出力します。 

【出力形式】 

処理時刻,実行件数 

「制定」「改訂」「廃止」ごとに表示されます。 

案件終了通知処理時 wdc_anken.log 案件終了通知バッチ処理の実行結果を出力します。 

【出力形式】 

処理時刻,実行件数 

保管期限到来通知処理時

のログ 

wdc_hokan.log 保管期限到来通知バッチ処理の実行結果を出力しま

す。 

【出力形式】 

処理時刻,実行件数 

実施日処理メール送信時

のログ 

wdc_batchMail.log 実施日処理メール送信バッチ処理の実行結果を出力し

ます。 

【出力形式】 

処理時刻,実行件数 

文書ファイルアクセス時のロ

グ 

wdc_docAcs.log 電子ファイルにアクセスしたタイミングでログに出力しま

す。 

【出力形式】 

時刻,アクセスした PC の IP アドレス,アクセスしたユーザ

CD,アクセスしたファイルパス（storage サービス下の相対

パス） 

PDF 作成時のパスワード管

理ログ 

wdc_pdfPass.log パスワードつきで PDF 変換（PDF オートコンバータを利

用）した場合そのパスワードを出力します。 

【出力形式】 

処理時刻,文書ファイル名（業務書類名）,登録ユーザ

CD,PDF ファイルパス（storage サービス下の相対パス）,

閲覧用パスワード,管理者用パスワード 

案件削除処理時のログ wdc_ankenDel.log 案件削除バッチ処理の実行結果を出力します。 

【出力形式】 

処理時刻,処理した案件名 

掲示板情報削除処理時の

ログ 

wdc_keijibanDel.log 掲示板情報削除バッチ処理の実行結果を出力します。 

【出力形式】 

処理時刻,実行件数 
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6 ポートレットの解説 

6.1 概要 
文書管理システム ISO 業務書類統制版では以下４種類のポートレットを用意しており、必要な情報をログイン直後の画

面に表示させることができるようになります。 

・管理部門からのお知らせ 

・新着情報 

・新着タスク（規程管理） 

・新着タスク（業務書類管理） 

本項では各ポートレットに掲載される内容について解説します。 

ポータル画面への設定は intra-mart の設定マニュアルを参照ください。 

 

6.2 「管理部門からのお知らせ」ポートレット 
「掲示板掲載」機能より掲載した内容を表示します。 

 

(1) メニュー「文書管理システム-掲示板-掲示板掲載」をクリックしてください。 

(2) 「新規掲載」ボタンをクリックしてください。 

 
(3) 掲載内容を入力し、「追加」ボタンをクリックしてください。 
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表.31 「掲示板掲載」画面の入力項目 
項目 入力チェック 内容 

タイトル 必須 

全角 50 文字、半角 100 文字 

掲載するタイトルを入力してください。 

ポータル画面には表示されません。 

掲載内容 必須 

全角 180 文字、半角 360 文字 

掲載内容を入力してください。 

 

(4) ポータルに設定されている場合、登録内容が掲載されます。 

   このポータルがアクセスできる全ユーザが掲載内容を閲覧することができます。 

 

 

(5) 掲載期間は「掲載日」～設定ファイル（webdoc.ini）に記載される「WDC_KEIJIKANRINISUU」の日数となります。

これ以前に掲載を取り消したい場合、掲示板掲載画面の「削除」ボタンをクリックしてください。 

 

 

6.3 「新着情報」ポートレット 
「制定」「改訂」「廃止」が行われた規程を表示します。 

掲載される規程は「公開日」≦本日≦「実施+設定ファイル（webdoc.ini）に記載される WDC_KEIJIKANRINISUU の日

数」の該当するものが表示されます。 

また、ログインユーザがアクセス権限（アクセス権限の仕様2.4.5アクセス権限の仕様）を有する規程が閲覧できます。 
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6.4 「新着タスク（規程管理）」ポートレット 
規程管理関連の機能より通知される情報を掲載します。 

 

表.32 「新着タスク（規程管理）」ポートレットの表示条件等 
名称 対象 掲載期間 

審査・承認依頼通知 

（文書管理独自ワークフロ

ー利用する場合のみ） 

審査・承認者 依頼日～審査・承認完了日 or 期限日 

差し戻し通知 

（文書管理独自ワークフロ

ー利用する場合のみ） 

申請者 差し戻し完了日～再申請完了日 

受領依頼 受領担当者（配布先に指定され

たユーザ） 

公開日～受領完了日 

 

 

 

(1) 審査・承認依頼通知 

文書管理システム独自ワークフローの審査・承認依頼を通知します。 

「intra-mart 標準ワークフロー」を利用する場合、「ワークフロー-新着タスク」を使用してください。 

(2) 差し戻し通知 

文書管理システム独自ワークフローの審査・承認で差し戻し処理が行われた場合、その内容を申請者に通知しま

す。 

「intra-mart 標準ワークフロー」を利用する場合、「ワークフロー-新着タスク」を使用してください。 

(3) 受領依頼 

発行処理で配布先に指定されたユーザに対して通知を行います。 
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6.5 「新着タスク（業務書類管理）」ポートレット 
業務書類管理関連の機能より通知される情報を掲載します。 

アドバンスド版のみで利用可能です。（スタンダード版でも設定できますが、情報は表示されません。） 

 

表.33 「新着タスク（業務書類管理）」ポートレットの表示条件等 
名称 対象 掲載期間 

規程改訂通知 

 

業務種別管理者 改訂されて規程の実施日～業務種別の更新 

業務種別-規程の関連付け

完了通知 

案件管理者 業務種別の更新～該当案件の改訂完了 

案件終了日到来通知 案件管理者 『案件の終了日-設定ファイル（webdoc.ini）に記載される

WDC_ANKENTSUTI_BEFORE_NISSU の日数』～ 

『案件の終了日+設定ファイル（webdoc.ini）に記載される

WDC_ANKENTSUTI_AFTER_NISSU の日数』 

保管期限到来通知 案件管理者 『保管期限日-設定ファイル（webdoc.ini）に記載される

WWDC_HOKANKIGEN_BEFORE_NISSU の日数』～ 

『保管期限日+設定ファイル（webdoc.ini）に記載される

WDC_HOKANKIGEN_BEFORE_NISSU の日数』 

 

 

 

(1) 規程改訂通知 

ログインユーザが業務種別の管理者に設定されている場合、関連付いた規程が改訂されたタイミングで、本ポート

レットに通知されます。4.5.6業務種別管理責任者の操作の操作が必要になります。 

 

(2) 業務種別-規程の関連付け完了通知 

規程改訂⇒業務種別更新が完了したら、該当業務種別配下の案件管理者に業務種別が更新された旨を通知し

ます。案件管理者は「案件の改訂」処理が必要になります。詳細は「一般ユーザ操作ガイド」を参照ください。 

 

(3) 案件終了日到来通知 

案件登録時、開始日と終了日を指定して登録することができます。 

案件の終了日が到来するタイミングで、その旨を案件管理者に通知をします。 

詳細は「一般ユーザ操作ガイド」を参照ください。 

 

(4) 保管期限到来通知 

案件登録時、業務書類全体の保管期限を指定して登録することができます。 

保管期限が到来するタイミングで、その旨を案件管理者に通知します。 

「案件削除処理」バッチが有効となっている場合、案件情報が削除されます。 

詳細は「一般ユーザ操作ガイド」を参照ください。 
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