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 1 構成

 

1 構成 

1.1 構成 
IM-VisualDesigner の構成について解説します。 

1.1.1 基本構成 

IM-VisualDesigner はクライアントツールとサーバモジュールで構成されます。 

 

 

 IM-VisualDesigner クライアントツール 

IM-VisuaｌDesigner クライアントツールは、intra-mart 上で動作する Web アプリケーションのフォームを作

成するためのクライアントツールです。MicroSoft Word や Excel で作成した申請書や報告書を読み込み、

各種アイテムやアクションを設定することが可能です。 

 

 IM-VisualDesigner サーバモジュール 

IM-VisualDesigner サーバモジュールは、クライアントツールで作成したフォームを intra-mart 上にデプロ

イして利用するためのモジュールです。作成したドキュメントを用いてデータをデータベースに保存したり、

ワークフローと連携して申請・承認を行うことが可能です。 
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2 クライアントツール動作仕様 

IM-VisualDesigner クライアントツールの動作仕様について説明します。 

2.1 IM-VisualDesignerで設定できるアイテム 
クライアントツールではアイテムと呼ばれる部品を組み合わせて用途に応じたフォームを作成していきます。

IM-VisualDesigner で用意されているアイテムは以下の通りです。 

 

アイテム名 説明 

ラベル 各アイテムの項目名や注意事項などを表示するためのアイテム

です。画像を表示する場合もこのアイテムを使います。 

テキストフィールド 1 行の文字を入出力するためのテキストフィールドを配置するア

イテムです。 

テキストエリア 備考やメモといった改行を含む複数行の文章を入出力するた

めのテキストエリアを配置するアイテムです。 

ボタン アクションを実行する際にクリックするボタン等を配置するアイテ

ムです。隠しデータフィールドとしても使用できます。 

チェックボックス 機能や項目を選ぶためのチェックボックスを配置するアイテム

です。 

ラジオボタン 複数の項目からどれか１つを選択するためのラジオボタンを配

置するアイテムです。 

コンボボックス あらかじめ用意された選択肢からどれか 1 つを選択するための

コンボボックスを配置するアイテムです。 

リスト あらかじめ用意された選択肢から１つもしくは複数の項目を選

択するためのアイテムです。 

レイヤー 複数のアイテムをグループ化するレイアウト用のアイテムです。 

テーブル 表を配置するためのアイテムです。 

直線 罫線を引くためのアイテムです。 

短形 フォームに四角形を作成するためのアイテムです。 

＜アイテムの種類＞ 

配置した各アイテムはそれぞれのプロパティで、サイズや背景色、初期値などを自由に設定することができます。

詳しくは、「IM-VisualDesigner ユーザーズマニュアル」を参照してください。 

 

2.1.1 画像・アイコンの設定 

[ラベル]のプロパティ「画像」と[ボタン]のプロパティ「アイコン」には、それぞれ画像ファイルを設定することができ

ます。設定された画像ファイルはエクスポート時に ZIP ファイル内に含まれます。 

 

ZIP ファイルに含まれる画像ファイルはエクスポート時に「imageXXXX.tmp」というフィル名で取り込まれます。 

（ファイル名の「XXXX」の部分には一意の番号が自動的に付けられます。） 
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2.1.2 ログインユーザ情報の設定 

[テキストフィールド]のプロパティ「文字列」には、ログインユーザの情報を設定することが可能となっています。 

 

設定可能な項目は[フォーム]のプロパティ「フォームの種別」によって異なります。設定できる項目は以下のとおり

となります。 

 

標準ドキュメントに設定できるユーザ情報 

項目名 説明 

ログインユーザ CD ログインユーザコードが表示されます。 

ログインユーザ名 ログイン時のロケールに合わせたユーザ名が表示されます。 

現在日付 システム日付が表示されます。 

所属組織 ログインユーザの主所属組織名が表示されます。 

所属組織がないユーザの場合は空白になります。 

役職 ログインユーザの主所属組織内での役職が表示されます。 

役職がない場合は空白となります。 

 

ワークフロー連携用フォームに設定できるユーザ情報 

項目名 説明 

申請者 CD 申請者のユーザコードが表示されます。 

代理申請者が申請する場合は、代理元ユーザコードとなります。 

申請者名 申請者のユーザ名が表示されます。 

代理申請者が申請する場合は、代理元ユーザ名となります。 

代理申請者 CD 代理申請者のユーザコードが表示されます。 

本人申請の場合は、空白となります。 

代理申請者名 代理申請者のユーザ名が表示されます。 

本人申請の場合は、空白となります。 

申請日 システム日付が表示されます。 

起票指定日 「起票を行いたい日付」に指定した日付が表示されます。 

所属組織 申請者の主所属組織名が表示されます。 

所属組織がないユーザの場合は空白となります。 

役職 申請者の主所属組織内での役職が表示されます。 

役職がない場合は空白となります。 

 

※「ログインユーザ名」や「申請者名」等、それぞれの種別固有のユーザ情報を設定した後に、［フォーム］のプロ

パティ「フォームの種別」を変更した場合、設定されたユーザ情報は固定文字列として扱われますので、ご注意く

ださい。 
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2.2 IM-VisualDesignerで設定できるアクション 
IM-VisualDesigner では各アイテムに対しての処理が簡単に設定できるように下記のようなアクションを用意してあ

ります。これらのアクションを設定することでユーザがアイテムをクリックした場合など、その操作に応じた処理を実

行することができます。ここでは IM-VisualDesigner で用意されているアクションについて説明します。 

 

 データをサーバへ送信 

フォームに入力されたデータをサーバに送信するアクションです。 

このアクションを実行した場合、以下の処理が実行されます。 

 

 ［ドキュメント種別］が「標準」のドキュメントで実行された場合 

データがデータベースに保存され、ドキュメントの参照画面へ遷移します。 

 

 ［ドキュメント種別］が「ワークフロー」のドキュメントで実行された場合 

ワークフローの処理画面（申請・承認画面）へ遷移します。データはワークフローの処理（申請・承認

等）実行時にワークフローと同一トランザクションでデータベースへ保存されます。 

 

 一覧画面へ戻る 

フォームから呼び出し元の一覧画面へ戻るアクションです。 

このアクションが実行された場合、以下の一覧画面へ戻ります。 

 

 ［ドキュメント種別］が「標準」のドキュメントで実行された場合 

登録データの一覧表示画面へ戻ります。一覧画面で検索条件等を設定していた場合は、一覧には

その検索条件でデータを絞り込んだ結果が表示されます。 

一覧表示項目設定を行っていない場合、このアクションを実行するとエラー画面が表示されます。 

 

 ［ドキュメント種別］が「ワークフロー」の場合 

ワークフローの各一覧画面へ戻ります。 

例えば、［起票一覧］から遷移してきた画面でこのアクションを実行すると［起票一覧］へ戻ります。 

 

 メッセージを表示 

画面にメッセージ（メッセージボックス）を表示するアクションです。 

 

 計算 

入力された値を計算し、その結果をアイテムに表示するアクションです。入力された値が空白もしくは数値

以外の場合は、そのアイテムの値を 0 とみなして計算が行われます。 

 

 計算（カスタム） 

任意の計算式を記述・実行し、その結果を表示するアクションです。入力された値が空白もしくは数値以

外の場合は、このアイテムの値を 0 とみなして計算が行われます。 

記述した計算式に誤りがある場合、アクションの実行時にエラーになりますのでご注意ください。 

 

 リンク 

指定されたリンク先の Web ページ等をポップアップ画面に表示するアクションです。リンク先は、「JavaEE

開発モデル」で作成されたページ、「スクリプト開発モデル」で作成されたページ、「IM-VisualDesigner で

作成されたドキュメント」の登録画面、「外部 URL」のページを設定できます。 
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 アイテムの属性を設定 

ユーザの操作により特定のアイテムのプロパティを設定するアクションです。 

 

 フローティングカレンダーを表示 

フローティングカレンダーを表示して、選択した日付をアイテムに表示するアクションです。 

 

 フォーマットを設定 

テキストフィールドおよびテキストエリアの入力値に対して書式処理を実行するアクションです。 

 

 必須入力項目をチェック 

任意のタイミングで必須入力チェックを実行するアクションです。このアクションが実行されると、必須入力

項目として設定されているが入力されていない項目があった場合、その項目の背景色を指定された色で

表示します。 

 

 時刻を表示 

指定したアイテムに時刻を表示するアクションです。 

 

 フォーカスを設定 

指定したアイテムにフォーカスを移動するアクションです。 

 

 データベースからデータを取得 

intra-mart の接続先データベースからデータを取得し、アイテムに入力するアクションです。このアクション

を設定するには、あらかじめクエリーを作成して VRQ ファイルを保存しておく必要があります。 

 

 呼び出し元フォームのアイテムに値を設定 

呼び出し元フォームにアイテムの値を設定するアクションです。 

このアクションは、「リンク」アクション等で呼び出されたフォームでのみ有効となります。 

 

 呼び出し元フォームのアイテムに値を設定（複数） 

呼び出し元のフォームに複数のアイテムの値を一括で設定するアクションです。 

このアクションは、「リンク」アクション等で呼び出されたフォームでのみ有効となります。 

 

 テーブル行を追加 

このアクションが設定されたアイテムが配置されているテーブル内の行を追加するアクションです。 

このアクションはテーブル内のアイテムに設定した場合のみ有効です。 

このアクションは１つのテーブル内の複数の行に配置することはできません。1 つのテーブル内の複数の

行に配置した場合、正常に動作しなくなりますのでご注意ください。 

 

 テーブル行を削除 

このアクションが設定されたアイテムが配置されているテーブル内の行を削除するアクションです。 

このアクションは「テーブル行を追加」アクションで追加した行にのみ有効になります。 

 

 カスタムスクリプト 

任意の Javascript を記述・実行するアクションです。 

 

各アクションの詳しい説明は「IM-VisualDesigner ユーザーズマニュアル」を参照してください。 
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アクションには、標準の[参照]画面やワークフローの[承認]画面、[詳細]画面等で動作しないものもあります。 

それぞれのアクションが動作する画面は以下の表の通りです。 

 

標準ドキュメント ワークフロー連携ドキュメント アクション名 

登録・更新 参照 申請・再申請 承認 詳細・参照 

データをサーバへ送信 ○ × ○ ○ × 

一覧画面へ戻る ○ ○ ○ ○ × 

メッセージを表示 ○ ○ ○ ○ ○ 

計算 ○ × ○ △ × 

計算（カスタム） ○ × ○ △ × 

リンク ○ ○ ○ ○ ○ 

アイテムの属性を設定 ○ ○ ○ ○ ○ 

フローティングカレンダーを表示 ○ × ○ △ × 

フォーマットを設定 ○ ○ ○ ○ ○ 

必須入力項目をチェック ○ × ○ △ × 

時刻を表示 ○ ○ ○ ○ ○ 

フォーカスを設定 ○ ○ ○ ○ ○ 

データベースからデータを取得 ○ × ○ × × 

呼び出し元フォームのアイテムに

値を設定 

○ × ○ △ × 

呼び出し元フォームのアイテムに

値を設定（複数） 

○ × ○ △ × 

テーブル行を追加 ○ × ○ × × 

テーブル行を削除 ○ × ○ × × 

カスタムスクリプト ○ ○ ○ ○ ○ 

※△が付いている項目はアイテムが追記可能になっている場合のみ動作するアクションです。 
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2.3 サーバー設定 
サーバー設定では、intra-mart サーバのアドレスや認証ユーザを設定します。「サーバーへのデプロイ」を実行し

た場合には、このサーバー設定で設定された情報を基に通信を行います。 

設定を行うには、IM-VisualDesigner クライアントツールのメニューから[設定]－[サーバー設定]を選択します。 

設定項目は以下のとおりです。 

 

 サーバーアドレス 

intra-mart サーバのサーバアドレスを設定します。この項目にはコンテキストパスまでのパスを指定してくだ

さい。 

＜例＞http://localhost:8080/imart 

 

 ユーザ名 

デプロイを行うユーザのユーザコードを設定します。この項目には、IM-VisualDesigner のデプロイ用 Web

サービスのアクセス権限を持つユーザを指定してください。 

 

 パスワード 

ユーザ名に設定したユーザのログインパスワードを設定します。 

 

 グループ ID 

ユーザ名に設定したユーザのログイングループ ID を設定します。 

 

 エクスポート後にデプロイを起動 

作成したフォームをエクスポートした時に、デプロイウィザードを起動するかどうかを設定します。 

この項目にチェックを入れた場合、エクスポート後に自動でデプロイウィザードが起動します。 
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2.4 ZIPファイルのエクスポート 
intra-mart 上にデプロイするには作成したフォームをエクスポートする必要があります。エクスポートを行うには、

IM-VisualDesigner クライアントツールのメニューから[ファイル]－[エクスポート]－[ZIP ファイル]を選択します。 

エクスポートを行うと、フォームファイル(.xml)からデプロイに必要なファイル(html ファイル等)を生成し、ZIP ファイ

ルとして保存されます。 

 

ZIP ファイル内に含まれるファイルは以下のとおりになります。 

 

ファイル名 説明 

XXXX_i.html 登録画面用 HTML ファイルです。 

XXXX_r.html 参照画面用 HTML ファイルです。 

XXXX.xml 項目定義 XML ファイルです。 

YYYY_vrq.xml データベース参照用クエリファイルです。 

（「データベースからデータを取得」アクションが設定されている場合のみ

含まれます。） 

XXXX.xsd 項目定義 XML スキーマファイルです。 

imageZZZZ.tmp [ラベル]に設定された画像や[ボタン]に設定されたアイコン等のファイル

です。（画像ファイルが設定されている場合のみ含まれます。） 

＜ZIP ファイル内に含まれているファイル＞ 

※１ 「XXXX」はエクスポートした ZIP ファイルのファイル名(拡張子を除く)と同じ名称になります。 

※２ 「YYYY」は[データベースからデータを取得]アクションに設定された VRQ ファイル名（拡張子を除く）に 

なります。 

※３ 「ZZZZ」はシステム内部で指定される一意の番号になります。 
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2.5 サーバーへのデプロイ 
「サーバーへのデプロイ」はエクスポートした ZIP ファイルをサーバにアップロードし、intra-mart 上で使えるように

する機能です。デプロイを行うには、IM-VisualDesigner クライアントツールのメニューから[ファイル]－[サーバー

へのデプロイ]を選択します。 

 

[ドキュメント登録ウィザード]が起動したら、以下の３つの項目を設定し、フォームを intra-mart サーバへアップロー

ドします。（既に同じドキュメント ID のドキュメントがデプロイされている場合、[ドキュメント更新]ウィザードが起動し

ます。） 

 

 ドキュメント ID 

デプロイされたドキュメントを識別するための ID です。ZIP ファイル名（拡張子を除く）が自動的に設定され

ます。 

＜例＞ファイル名が「seisan.zip」の場合、ドキュメント ID は「seisan」となります。 

 

 ドキュメント名 

intra-mart サーバにデプロイされたドキュメントの名称となります。任意の名前を設定することが可能です。 

 

 備考 

ドキュメントの備考です。このドキュメントについての特記事項等を入力します。 

 

クライアントツールからのデプロイ処理は Web サービスを使って実行されます。そのため、デプロイを行う前に必

ず Web サービスアクセス設定を行ってください。 

 

デプロイ時に使われるWebサービスについては本書の「3.1 標準Webサービス」を、Webサービスアクセス設定に

ついては、「IM-VisualDesigner 操作ガイド」をそれぞれ参照してください。 

 

2.5.1 intra-martサーバがhttpsで構築されている場合の設定 

intra-mart のサーバがｈttps で構築されている場合、IM-VisualDesigner クライアントツールよりデプロイを行うため

には IM-VisualDesigner を起動する前に以下の作業を行う必要があります。 

 

 サーバ証明書の取得する 

まず、サーバ証明書を取得します。サーバ証明書の取得方法はいくつかありますが、ここでは Windows

環境の FireFox3 を利用した証明書の取得方法を示します。 

（サーバ証明書の詳細は、サーバ管理者にお問い合わせください） 

 
1. ブラウザのメニューより「ツール」－「オプション」を選択します。 
2. [詳細]ペインの[暗号化]タブを選択します。 
3. [証明書を表示]ボタンをクリックして、[証明書マネージャ]ウィンドウを表示させます。 
4. [サーバ証明書]タブをクリックして、取得したい証明書を選択します。 
5. [表示]ボタンをクリックして、取得したい証明書であることを確認します。 
6. 確認後、[エクスポート]ボタンをクリックし、証明書を保存します。 

（ここでは、「C:¥temp¥server.crt」としてサーバ証明書を保存します。） 
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 サーバ証明書をキーストアに追加する 

次に、JDK 付属の keytool -import コマンドを使って、取得したサーバ証明書をリストに追加します。 

例えば、サーバ証明書「C:¥temp¥server.crt」を別名「sample_alias」でキーストアエントリに格納するには、

以下のコマンドを実行します。 

 
 

> keytool -import -alias sample_alias -file C:\temp\server.srt 

 

  

 上記コマンドを実行すると、ユーザのホームディレクトリの「.keystore」ファイルに、キーストアが作成されま

す。（keytool の詳細は、JDKのドキュメントに含まれる keytool - 鍵と証明書の管理ツール を参照して下

さい） 

 

 IM-VisualDesigner の起動オプションに「javax.net.ssl.trustStore」を追加する 

最後に、IM-VisualDesigner の起動パラメータに「javax.net.ssl.trustStore」を追加します。 

 
1. IM-VisualDesigner クライアントツールのインストールディレクトリ¥Bin にある「StraformDesigner.run」ファ

イルをテキストエディタで開きます。 
（標準では「C:¥StraForm¥StraformDesigner¥Bin¥StraformDesigner.run」になります。） 

2. 「Arguments」の記述を以下のように変更します。（「user_name」は適宜変更してください。） 
 

Arguments="-Xms768M -Xmx1024M -Dswing.metalTheme=steel -Dsun.java2d.d3d=false 

-Djavax.net.ssl.trustStore=\\"C:\Documents and Settings\user_name\.keystore\\" jp.co.fit.designer.Main  

-InputForm -UseCustomize" （※１行で記述します） 

 

 

以上の設定を行うことで、Intra-mart のサーバが https で構築されている場合にもクライアントツールからデプロイを

行うことができます。なお、この設定を行わずに https で構築されているサーバへデプロイを行った場合、「HTTPS

の設定に誤りがある可能性があります。詳しくはログファイルを参照してください」 というエラーメッセージがダイア

ログに表示されます。 
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3 サーバモジュールの動作仕様 

IM-VisualDesigner サーバモジュールの動作仕様について説明します。IM-Visualdesigner サーバモジュールに

は作成したフォームをデプロイしたり、デプロイ済みのドキュメントを更新・削除する機能、デプロイされたドキュメン

トを intra-mart 上で使用するために必要になる各種の機能などがあります。 

 

3.1 標準Webサービス 
サーバモジュールでは、標準で下記の Web サービスがあらかじめ用意されています。 

 

 

 

 IMVisualDesignerDeployService 

クライアントツールからデプロイ処理を実行する場合に使われるドキュメントの登録用 Web サービスです。 

この Web サービスには以下の３つのオペレーションがあります。 

 depoyDocument 

ドキュメントの登録処理を行うオペレーションです。 

 getDocumentInfo 

ドキュメント情報を取得するオペレーションです。 

 redeployDocument 

ドキュメントの更新処理を行うオペレーションです。 

 

クライアントツールでのデプロイの動作は以下のような手順で実行されます。 

 
1. 「getDocumentInfo」オペレーションがコールされ、デプロイするフォーム（エクスポートした ZIP ファイル）

と同じドキュメント ID になるドキュメントがサーバ上にデプロイされているかチェックします。 
2. 同じドキュメント ID となるドキュメントがデプロイされていなければ、「ドキュメント登録画面」を起動し、デ

プロイされていれば、「ドキュメント更新ウィザード」を起動します。 
3. 「ドキュメント登録ウィザード」の［OK］ボタンがクリックされたら、「deployDocument」オペレーションがコー

ルされ、ドキュメント登録処理が実行されます。 
「ドキュメント更新ウィザード」の［OK］ボタンがクリックされたら、「redeployDocument」オペレーションがコ

ールされ、ドキュメント更新処理が実行されます。 
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3.2 ドキュメントの管理 
サーバモジュールでは、クライアントツールで作成されたフォームを intra-mart 上にデプロイしたり、デプロイ済み

のドキュメントを削除したりすることができます。ドキュメントの管理はメニューの[IM-VisualDesigner]－[マスタメン

テナンス]－[ドキュメント一覧]から行います。 

 

 

＜ドキュメント一覧画面＞ 

 

ドキュメント一覧には、intra-mart 上にデプロイされたドキュメントが一覧表示されます。一覧に表示される項目は

以下の通りとなります。 

 

 ドキュメント ID 

サーバモジュールにデプロイされたドキュメントを管理する為の ID です。クライアントツールでエクスポート

した ZIP ファイル名（拡張子を除く）がデプロイ時にドキュメント ID として設定されます。 

 ドキュメント名 

デプロイされたドキュメントの名称です。登録されたデータの一覧表示画面のタイトルとして使われます。 

 ドキュメント種別 

デプロイされたドキュメントの種別です。ドキュメント種別には「標準」と「ワークフロー」があり、クライアントツ

ールでフォームを作成するときに［フォーム］のプロパティ「フォームの種類」で選択することができます。 

また、ドキュメントの種別により intra-mart 上での使用用途がそれぞれ決まっています。使用用途は以下の

通りです。 

 

ドキュメント種別 使用用途 

標準 入力データの登録用画面として使ったり、データの参照等の画面

として使う等、このドキュメント単独で使うことができます。 
ワークフローと連携して使うことはできません。 

ワークフロー ワークフロー連携用のドキュメントとして使います。 
ワークフロー連携を行うことで、ワークフローの申請・承認用の画

面として使うことができます。このドキュメント単独で入力データの

登録等に使うことはできません。 

 備考 

ドキュメントの備考です。ドキュメントの説明や注意事項等を記載することができます。 

Page 12 Copyright 2000-2009 株式会社 NTT データ イントラマート All rights Reserved.

 



 3 サーバモジュールの動作仕様

 
 

3.2.1 ドキュメントの登録 

ドキュメント登録画面では、クライアントツールでエクスポートしたフォーム（ZIP ファイル）をブラウザ上からデプロイ

することができます。 

 

 

＜ドキュメント登録画面＞ 

 

デプロイ時には、以下のような処理が実行されます。 

 

 ドキュメント情報の登録 

デプロイするドキュメントの ID や入力されたドキュメント名等の基本情報をデータベースに登録します。 

このときに、アップされた ZIP ファイルのファイル名(拡張子を除く)をドキュメント ID として設定します。 

 

IM-VisualDesigner のテーブル定義については、「IM-VisualDesigner テーブル定義書」を参照してくださ

い。 

 

 アップされたファイルの配置 

アップロードされたZIPファイル内にアーカイブされているファイルをStorage Service上に配置します。ファ

イルが配置されるパスは下記の場所になります。アーカイブされているファイルの種類については、本書

の「2.4 ZIPファイルのエクスポート」を参照してください。 

 

 ファイルの配置されるパス 

 %Storage Service% /straform/form/ %グループ ID% / %ドキュメント ID% / 

 

ZIP ファイル内に 2 バイト文字のファイル名のファイルがアーカイブされている場合、そのファイルは配置さ

れません。そのため、クライアントツールでフォームを作成する際に、2 バイト文字を含むファイル名の画像

やアイコンを設定しないようにしてください。 
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 テーブルの作成 

IM-VisualDesigner で作成したドキュメントを使って、入力されたデータをデータベースに保存するには、

「テーブルの作成」が行われている必要があります。「テーブルの作成」はフォームをデプロイする際に、自

動で行われます。（IM-VisualDesigner クライアントツールでフォームを作成する際に、[フォーム]のプロパ

ティ「テーブルの作成」にチェックをしていない場合は作成されません。） 

 

作成されるテーブルのテーブル名は下記の命名規則に従って作成されます。 

 

 テーブル名の命名規則 

 ｓf_ut_[ドキュメント ID] 

＜例＞ドキュメント ID が「seisan」の場合、テーブル名は「sf_ut_seisan」となります。 

 

テーブル内には、フォームに配置された入力項目アイテムの値を保持するためのカラムが作成されます。 

各カラムのカラム名は下記の命名規則に従って作成されます。 

 

 カラム名の命名規則 

 ｓf_ud_[アイテムの名前] 

＜例＞アイテム名が「TextField1」の場合、カラム名は「sf_ud_TextField1」となります。 

 

入力項目の各カラムの「データ型」および「データサイズ」はクライアントツールでプロパティに設定された

値を設定します。 

 

また、テーブル内には入力項目アイテムのカラムの他に下記のシステムカラムを保持します。 

 

カラム名 データ型 データ 

サイズ 

説明 

sf_sd_insert_id 文字列型 20 登録したデータの主キーになる ID です。 

sf_sd_record_no 数値型 5,0 レコード番号です。 

sf_sd_create_date 文字列型 19 データの登録日付です。 

(「yyyy/MM/dd|hh:mm:ss」の形式で登録されます。)

sf_sd_create_user_cd 文字列型 50 データの登録者のユーザコードです。 

sf_sd_create_user_name 文字列型 128 データの登録者のユーザ名です。 

sf_sd_update_date 文字列型 19 データの最終更新日付です。 

(「yyyy/MM/dd|hh:mm:ss」の形式で登録されます。)

sf_sd_update_user_cd 文字列型 50 データの最終更新者のユーザコードです。 

sf_sd_update_user_name 文字列型 128 データの最終更新者のユーザ名です。 

＜自動で追加されるシステムカラム＞ 

※テーブル内の各カラム名は、大文字と小文字が区別されて作成されます。 

 

Page 14 Copyright 2000-2009 株式会社 NTT データ イントラマート All rights Reserved.

 



 3 サーバモジュールの動作仕様

 
 

3.2.2 ドキュメントの更新 

ドキュメントの更新画面では、デプロイ済みのドキュメントを更新することができます。画面上には「ドキュメント ID」、

「ドキュメント名」、「備考」の他に、デプロイ時に作成された「テーブル」のテーブル名やStorageServiceに配置され

ているドキュメントを構成しているファイル一覧が表示されます。 

 

 

＜ドキュメント更新画面＞ 

 

ドキュメントの更新では、フォーム（ZIP ファイル）を再デプロイすることができます。一度デプロイしたフォームを再

デプロイすることで、簡単に入力項目を追加したり、レイアウトを変更することができます。既に運用を開始してい

るドキュメント（登録データの存在する標準ドキュメントや申請データの存在するワークフローの連携ドキュメント）を

運用を止めることなく再デプロイすることも可能です。 

 

ただし、以下のような場合は、再デプロイを行うと正常に動作しなくなるので、一度ドキュメントを削除してからデプ

ロイし直すか、ドキュメント ID(ZIP ファイル名)を変更して別ドキュメントとしてデプロイしてください。 

 
① 既にテーブルの作成を行っており、かつアイテムのプロパティ[データ型]もしくは[データサイズ]を変更

する場合。 
② フォームに配置されているアイテムが大幅に変更になった場合（位置の変更は含みません）。 
③ 既にデプロイ済みのドキュメントの運用が開始されており、かつドキュメント種別（フォームのプロパティ

[フォームの種類]）を変更した場合。 

 

既に登録データの存在するドキュメントに再デプロイを行った場合、既存の登録データの更新・参照画面も再デ

プロイ後のフォームのレイアウトで表示されます。フォームの履歴管理は行えません。そのため、フォームに入力

項目を追加した場合はその項目の値は空白として表示されます。 
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3.2.3 ドキュメントの削除 

ドキュメントの削除画面では、デプロイされているドキュメントを削除することができます。 

 

＜ドキュメント削除画面＞ 

 

ドキュメントの削除を行う際には、入力データを保存しているテーブルを削除するかどうか、StorageService 上に配

置されているドキュメントを構成するファイルを削除するかどうかを選択することができます。 

 

ドキュメントを削除する際には、以下の設定情報が削除されるため、テーブルやファイルを残しておいてもそのド

キュメントを intra-mart 上で使用することはできません。 

 

 標準ドキュメント 

 ドキュメント基本情報 

 一覧表示項目設定情報 

 一覧表示権限設定情報 

 

 ワークフロー連携ドキュメント 

 ドキュメント基本情報 

 ワークフロー連携情報 

 連携案件情報 （IM-VisualDesigner の保持している案件情報です。） 

 追記設定項目情報 

 

ワークフローと連携しているドキュメントを削除した場合、連係情報等のドキュメントの情報は削除されますが、プロ

セス定義やバージョン、申請案件情報等のワークフローの情報はそのまま残りますので、別途ワークフローのメニ

ューから削除してください。 

 

テーブルの削除およびファイルの削除を行わなかった場合、同じドキュメント ID でデプロイを行うことができなくな

りますので、ご注意ください。 
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3.3 標準ドキュメント設定 
標準ドキュメント設定では、IM-VisualDeisgner で作成した標準ドキュメントを intra-mart 上で入力データの登録・

参照用画面として使用するための設定が行えます。 

3.3.1 一覧表示項目設定 

一覧表示項目設定は、IM-VisualDesigner で作成したドキュメントを使って登録したデータを表示する一覧画面を

使えるようにするための設定になります。 

 

 

＜一覧表示項目設定画面＞ 

 

一覧表示項目には、IM-VisualDesigner クライアントツールにてフォームに設定した入力項目になるアイテム（テ

キストフィールドやコンボボックス等）が設定できます。（ただし、テーブル内の「テーブル行を追加」アクションが設

定されているアイテムと同じ行内にあるアイテムは一覧表示項目にはできません。） 

 

一覧に表示可能な項目は[選択項目一覧]に表示され、一覧に表示する項目が[表示項目一覧]に表示されます。

一覧画面では[表示項目一覧]の上に設定されている項目から順に左から表示されます。(一覧表示プレビューに

表示されている並び順です。) 

 

「更新」・「削除」・「詳細」項目は [表示項目]から外すことはできません。また、「更新」「削除」「詳細」のアイコンは

一覧画面に表示される各レコードに対する権限によって表示・非表示が変わります。 
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3.3.2 一覧表示権限設定 

一覧表示権限設定では、一覧画面に表示する登録データの権限を設定します。 

 

＜一覧表示権限設定画面＞ 

 

一覧画面には、基本的にはログインユーザ本人が登録したデータのみが表示されます。 

そのため、ログインユーザが他のユーザが登録したデータを参照・更新するためにこの設定を行います。 

 

権限を割り当てる対象には、【ロール】･【ユーザ】･【組織】･【パブリックグループ】が設定できます。 

例えば、対象を【組織】サンプル部門０１として設定した場合、その設定された権限はサンプル部門０１に所属する

ユーザ（主所属・副所属は問わない）に対して有効となります。 

 

対象範囲には、対象ユーザの一覧画面に表示する登録データの範囲を設定します。下記の 3 つの内から設定で

きます。 

 全て 

 全てのユーザが登録したデータが対象となります。 

 所属組織 

 ログインユーザが所属している全ての組織（副所属の組織も対象となります。）に所属するユーザが

登録したデータが対象になります。 

 所属組織(下位組織を含む) 

 ログインユーザが所属している全ての組織およびその下位組織に所属するユーザが登録したデー

タが対象となります。 
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設定できる権限には下記の 3 つの権限があります。 

 参照 

 登録データの参照ができるようになります。 

 更新 

 登録データの更新ができるようになります。更新権限には参照権限も含みます。 

 削除 

 登録データの削除ができるようになります。削除権限には参照権限も含みます。 

 

以下に、設定した権限と表示されるデータの関連について、intra-mart のサンプルを用いて説明します。 

 

 前準備 
1. IM-VisualDesigner クライアントツールのテンプレート「キャッシュレス精算書」を標準ドキュメントとしてデ

プロイする。 
2. メニュー設定を行い、一覧表示画面をメニューに設定する。 
3. 【ユーザ】「青柳辰巳」、「上田辰男」、「片山聡」、「原田浩二」でログインし「キャッシュレス精算書」の各

項目に値を入力しデータを登録する。 

 

 一覧表示権限に何も設定していない場合 

 

＜「青柳辰巳」でログインし、一覧画面を表示した場合＞ 

 
権限に何も設定していない場合は、各ユーザの一覧画面に本人が登録したデータのみが表示されること

になります。ここでは、「青柳辰巳」本人が登録したデータが一覧に表示され、全ての処理ができます。 

 

 権限に「【ロール】ワークフロー管理者」を選択し、[対象範囲]に「全て」を選択、「更新」・「削除」のチェック

ボックスにチェックを入れた場合 

 

＜「青柳辰巳」でログインし、一覧画面を表示した場合＞ 

 
「青柳辰巳」は「【ロール】ワークフロー管理者」を設定されているので、設定した権限に該当します。その

ため、「対象範囲」に指定された「全て」が有効になり、登録されているデータが全て表示されます。また、

「更新」・「削除」にチェックを入れたので、「更新」等の全ての処理ができます。 

 

＜「片山聡」でログインし、一覧画面を表示した場合＞ 

 
「片山聡」は「【ロール】ワークフロー管理者」が設定されていないので、一覧表示権限が何も設定されてい

ない場合と同じ状態になります。 
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 権限に「【ユーザ】片

ッ

 

 
「青柳辰巳

な

 

 
「片山聡」には、設定した権限が有効になり所属する組織「サンプル部門０１」、「サンプル課 11」、「サンプ

ル課２１」に所属するユーザが登録したデータが表示されます。ここでは、本人が登録したデータの他に、

「サンプル課 11」に所属する｢青柳辰巳｣の登録したデータが表示されます。また、「参照」にチェックを入

れたので、「青柳辰巳」が登録したデータに

が

山聡」を選択し、［対象範囲］に「所属組織」を選択、「参照」のチェックボックスにチェ

クを入れた場合 

」は権限が設定されていないので、一覧表示権限が何も設定されていない場合と同じ状態に

ります。 

は「詳細」アイコンのみ表示され、詳細画面の表示はできます

、「更新」・「削除」の処理はできません。 

[対象範囲]に「所属組織(下位組織を含む)」を選択、「更新」

チェックボックスにチェックを入れた場合 

」は権限が設定されていないので、一覧表示権限が何も表示されていない場合と同じ状態に

ります。 

したデータの「更新」「詳細」のアイコンが表示されており、詳細画面の表示と更新処理

が実行できます。 

 

＜「青柳辰巳」でログインし、一覧画面を表示した場合＞ 

＜「片山聡」でログインし、一覧画面を表示した場合＞ 

 

 権限に「【組織】サンプル部門０１」を選択し、

の

 

 
「青柳辰巳

な

 

 
「片山聡」は「【組織】サンプル部門 01」に所属しているので、設定した権限が有効になり所属する組織「サ

ンプル部門０１」、「サンプル課 11」、「サンプル課２１」と「サンプル部門 01」の下位組織である「サンプル課

12」に所属するユーザが登録したデータが表示されます。ここでは、本人が登録したデータの他に、「サン

プル課 11」に所属する｢青柳辰巳｣の登録したデータと「サンプル課１２」に所属（副所属）する「上田辰男」

の登録したデータが表示されます。また、「更新」のチェックボックスにチェックを入れたので、「青柳辰巳」、

「上田辰男」が登録

＜「青柳辰巳」でログインし、一覧画面を表示した場合＞ 

＜「片山聡」でログインし、一覧画面を表示した場合＞ 
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3.3.3 メニュー設定 

メニュー設定では、intra-mart 上にデプロイしたドキュメントの登録画面および登録されたデータの一覧画面を表

示するためのメニューを登録することができます。その他にも、新規フォルダの登録や既存のメニューの更新・削

除も行うことができます。 

 

 

＜メニュー設定画面＞ 

 

ドキュメントの登録画面や一覧表示画面は、グループ管理者の[メニュー設定]から行うことも可能です。 

グループ管理者の[メニュー設定]から設定を行う場合は、「URL」・「引数」に以下の情報を設定してください。 

（標準ドキュメント設定の[メニュー設定]から設定する場合は、自動的に設定されるので「URL」「引数」を設定する

必要はありません。） 

 

 登録画面を設定する場合 

項目 設定値 

URL straform/normal/view/regist_document_view.jssp 
引数 ： キー sf_document_id 

引数 ： 値 設定するドキュメントのドキュメント ID 

 

 一覧画面を設定する場合 

項目 設定値 

URL straform/normal/view/list_view.jssp 
引数 ： キー sf_document_id 

引数 ： 値 設定するドキュメントのドキュメント ID 

 

※メニュー設定では、IM-VisualDesigner のメニューだけではなく、全てのメニューが表示され、更新・削除が可能

となっています。そのため、この機能を使用する際には間違って違うメニューを削除したりしないように注意してく

ださい。 
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3.4 標準ドキュメントを使った入力データの登録 
入力データの登録は、クライアントツールで作成したドキュメントで行います。クライアントツールに付属する。テン

プレートの「キャッシュレス精算書」の入力画面の場合は、以下のようになります。 

 

 

＜登録画面(*_i.html)＞ 

 

標準ドキュメントの場合、メニュー設定で「新規ページ(登録画面)」を登録し、そのメニューを選択するか、「新規ペ

ージ（一覧画面）」を登録し、表示した一覧画面のツールバー｢登録」アイコンをクリックすることで登録画面を表示

されます。 

 

データを登録は、「データをサーバへ送信」アクションで実行されます。そのため、登録画面を作成時には、必ず

「データをサーバへ送信」アクションを設定したアイテムを配置してください。（キャッシュレス精算書の場合、[送

信]ボタンに設定されています。） 

※「データをサーバへ送信」アクションを設定したアイテム（ボタン等）のプロパティ[表示タイプ]を「入力時のみ表

示」に設定すると、参照画面ではそのアイテムが表示されなくなります。 

 

登録したデータには、一意の ID が自動的に割り振られデータベースに登録されます。登録が完了すると登録し

たデータの［参照］画面へ遷移します。 

 

 データ登録時の注意点 
1. 入力データの登録は、「データをサーバへ送信」アクションが実行された時点の入力データを登録しま

す。入力フィールドが空白になっている項目はそのままデータ無しとして処理されますので、ご注意くだ

さい。（未入力を防ぐには、「データをサーバへ送信」アクションを設定するときに、送信オプション「送信

前に必須入力チェックを行う」にチェックをいれ、必須入力項目としたいアイテムのプロパティ[必須入力

項目]にチェックを入れることで、回避できます。） 
 

2. サーバに送信されたデータは、デプロイ時に自動生成されたテーブルに保存されます。そのため、フォ

ームを作成するときにプロパティ［テーブルの作成］にチェックを入れていないドキュメントを使ってデー

タを登録することはできません。 
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3. フォームの作成時に設定したアイテムのプロパティ「データサイズ」を超えるサイズのデータを登録しよう

とした場合、「データの登録に失敗しました。」とメッセージが表示され登録できませんのでご注意くださ

い。 
 

4. フォームの作成時に設定したアイテムのプロパティ「データ型」によって登録できるデータのフォーマット

が異なります。それぞれのデータ型に対する入力可能なフォーマットは以下の通りです。 

 

データ型 フォーマット 備考 

文字型 規定無し 特に制限はありません。 

数値型 数値のみ登録可能 ¥マークはカンマが含まれる値は登録できませ

ん。（たとえば「¥1,000」のような値をサーバに送

信するとエラーになります。） 

また、「0010」のような値を入力した場合、 

「10」として登録されます。 

日付型 「yyyy/m/d」もしくは 

「yyyy-m-d」の形式 

のみ登録可能 

フォーマットの欄に記載されている形式でサーバ

に送信されてきたデータのみ登録可能です。 

（たとえば、「2009 年 5 月 29 日」のような値をサー

バに送信するとエラーになります。） 
 
※アイテムに「フォーマット設定」を行っている場合、［送信する値］を「入力値」とすることで画面上では、設定

したフォーマットの値（例：「2009 年 5 月 29 日」）を表示しながら、サーバには入力値（例：「2009/05/29」）を送

信することができます。そのため、「フォーマット設定」を行う場合は、［送信する値］に「入力値」を設定すること

をお勧めします。ただし、入力値をサーバへ送信した場合、一覧画面では「2009/05/29」のようにフォーマット

変換されていない値が表示されるため、一覧画面にも設定したフォーマットで表示したい場合は［データ型］

を「文字型」として登録することをご検討してください。 
 
データ型を変更した場合、一覧画面での検索方法に影響します。詳しくは「3.5.1 一覧画面 検索機能」を参

照してください。 
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3.4.1 添付ファイルの登録について 

 

クライアントツールでフォームを作成する際にボタンタイプを「添付ファイル」としたボタンを配置すると、入力デー

タを登録するときに、ファイルを添付してデータを登録することができます。 

 

ファイルの添付は、IM-Visualdesigner サーバモジュールの標準のファイル添付画面から行います。 

 

＜[ファイル添付]画面＞ 

 

この画面で登録されたファイルは下記の一時保存先に一度保存されます。 

 ファイルの一時保存先 

 %Storage Service%/Straform/attach/%グループ ID%/temporary/%ドキュメント ID%/%ユーザ CD%/ 

 

そのあと、入力データの登録時に登録情報として下記の登録先に移されます。 

 添付ファイルの保存先 

 %Storage Service%/Straform/attach/%グループ ID%/commit/%ドキュメント ID%/%登録 ID%/ 

 

※ファイルを添付したあとにデータの登録を行わずに終了した場合は、一時保存先にファイルが残されることにな

ります。この一時保存先のファイルはユーザがドキュメントの登録・参照画面を表示したときに初期化されます。 

 

また、ファイルの保存先には、拡張子を持たないファイルが自動的に作成されます。この拡張子を持たないファイ

ルには、添付ファイルの登録者や登録日といった情報が保存されていますので、削除しないでください。 
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3.5 登録されたデータの一覧画面表示 
IM-VisualDesigner で作成されたドキュメントを使って登録されたデータを表示する一覧画面は[3.2.1 一覧表示

項目設定]および[3.2.3 メニュー設定]を行うことで、メニューより表示することができます。 

 

 
この一覧画面では登録されたデータを一覧表示し、登録・更新および参照画面へ遷移することができます。 

 

データベースにoracleを使用している場合、データ型が「日付型」になっている項目のちを一覧画面に表示すると、

下記のように「2009-5-1 0.0.0.0」と表示されます。 

 

 

 

「yyyy/mm/dd」の形式で表示するためには、下記の設定変更をしてください。 

 変更ファイル名 

 % Application Runtime %/conf/imart.xml 

 変更パラメータ 

パラメータ名 設定値 

timestamp-is-date true 

※この変更を反映させるには、ApplicationRuntime の再起動が必要です。 

 

imart.xml の変更後、一覧画面を表示すると、下記のように「2009/05/01」と表示されます。 
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3.5.1 一覧画面 検索機能 

検索ダイアログは一覧画面のツールバーにある「検索」アイコンをクリックすると表示されます。 

 

 
＜検索画面＞ 

 

検索画面では[一覧表示項目設定]画面で設定された項目が検索対象項目として表示されます。 

検索条件を設定して、[検索]ボタンをクリックすることで、検索が実行され一覧に条件に該当するデータのみ表示

されるようになります。 

 

検索条件をクリアするには、[リセット]アイコンをクリックし、フィールドを空白にした後に、検索ボタンをクリックしてく

ださい。 

検索フィールドおよび検索方法はフォーム作成時のデータ型によって決まります。 

検索方法はそれぞれ以下の通りです。 

 

データ型 検索フィールド 検索方法 

文字型 テキストフィールド×1 

(例 ： 図の「本部」) 

入力された文字列であいまい検索を行います。 

数値型 テキストフィードル×2 

チェックボックス×1 

(例 ： 図の「精算金額」) 

 

※テキストフィールドには数値のみ入

力可能となります。 

左のテキストフィールドに入力された値を下限とし、右

に入力された値を上限とした範囲検索を行います。 

チェックボックスにチェックを付けた場合、左のテキスト

フィールドに入力した値と一致したデータを取得しま

す。（左のテキストフィールドに値が入力されていない

場合は右のテキストフィールド入力した値と一致したデ

ータを取得します。） 

日付型 テキストフィールド(カレンダーアイコン

付)×2 

チェックボックス×1 

(例 ： 「精算期間（開始）」) 

 

※テキストフィールドは直接入力不可

能となります。カレンダーアイコンをク

リックして日付を選択してください。 

左のテキストフィールドに入力された日付から右のテキ

ストフィールドに入力された日付までの範囲検索を行

います。 

チェックボックスにチェックを付けた場合、左のテキスト

フィールドに入力した日付と一致した日付のデータを

取得します。（左のテキストフィールドに日付が入力さ

れていない場合は右のテキストフィールドに入力した

日付と一致した日付のデータを取得します。） 
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3.6 ワークフロー連携 
 

ワークフロー連携は、デプロイされたドキュメントをワークフローと連携するための機能です。 

ワークフロー連携を行うことで、ワークフローの処理画面（申請・承認等）としてドキュメントを使えるようになります。 

ここではワークフローについての説明は行いません。ワークフローについては、iwp／iaf の各種ドキュメントを参照

してください。 

 

ワークフローとの連係情報は IM-VisualDesigner 側で管理することになる為デプロイしたドキュメントをワークフロー

と連携して使うには、必ずこのワークフロー連携を利用してプロセス定義を作成してください。ワークフローのマス

タメンテナンスからプロセス定義の新規登録および、バージョンの追加を行った場合、正常に連携できません。 

3.6.1 新しいプロセス定義として追加 

 

「新しいプロセス定義として追加」では、新規プロセス定義の作成を行います。 

新しくドキュメントをワークフローと連携する場合に使います。 

 

作成できるプロセス定義は以下の通りです。 

 通常のプロセス定義 

起票を行える通常のプロセス定義を作成します。 

 サブプロセスとしてのプロセス定義 

他のプロセス定義のサブプロセスとして使われるプロセス定義を作成します。 

 ルート作成ワークフローとしてのプロセス定義 

他のプロセス定義のサブプロセス（ルート作成）として使われるプロセス定義を作成します。 

 

新しいプロセス定義として追加された新規のプロセス定義には以下のようなフローが自動で生成されます。 

 

 

＜新規プロセス定義のフロー＞ 

 

作成されたフローの編集はワークフローのメニュー[ワークフロー]－[マスタメンテナンス]－[プロセス定義]より行い

ます。フローの編集を行う際には、下記の点に注意してください。 
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フローには以下のコンテキストパスが設定されるので、変更しないでください。また、承認者タスクを追加する場合

には、「コンテンツフレーム種別」に「カスタム」を指定し、「コンテキストパス」に「第 1 承認者」タスクと同じパスを指

定するようにしてください。 

 

 各コンテンツパスの設定 

 標準コンテンツパス 

プロパティ 設定値 

コンテンツパス straform/workflow/view/approve_view 

引戻しコンテンツパス straform/workflow/view/approve_view 

差戻しコンテンツパス straform/workflow/view/approve_view 

 

 参照コンテンツパス 

プロパティ 設定値 

参照コンテンツパス straform/workflow/view/reference_view 

詳細コンテンツパス straform/workflow/view/reference_view 

 

 「申請者」タスクのコンテンツパス 

プロパティ 設定値 

コンテンツパス straform/workflow/view/apply_view 

引戻しコンテンツパス straform/workflow/view/retry_view 

差戻しコンテンツパス straform/workflow/view/retry_view 

 

 「第 1 承認者」タスクのコンテンツパス 

プロパティ 設定値 

コンテンツパス straform/workflow/view/approve_view 

引戻しコンテンツパス straform/workflow/view/approve_view 

差戻しコンテンツパス straform/workflow/view/approve_view 

 

※ワークフローでは、デプロイされたドキュメントの登録用 HTML（*_i.html）が申請・再申請画面として使われ、参

照用 HTML（*_r.html）が承認・詳細・参照画面として使われます。 

 

 

3.6.2 既存のプロセス定義に追加 

 

「既存のプロセス定義に追加」では、既に作成されているプロセス定義の新規バージョンを作成します。フローは 1

つ前のバージョンのフローと同じになります。 

 

「既存のプロセス定義に追加」は、「3.6.1 新しいプロセス定義として追加」を行って作成したプロセス定義に対し

てのみ実行してください。それ以外のプロセス定義に対して行った場合、コンテキストパスの設定等に不備が生じ

て正しくドキュメントが表示されない可能性があります。 
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3.6.3 連係情報の削除 

 

連係情報の削除は連係情報一覧画面から行うことができます。 

 

 

＜［連係情報一覧］画面＞ 

 

連携情報を削除した場合、以下のデータが削除されます。 

 ワークフロー連携情報 

 ワークフローのプロセス定義と IM-VisualDesigner のドキュメントの連携情報です。 

 連携案件情報 

 IM-VisualDesigner の保持している連携プロセス定義の案件情報です。 

 追記設定情報 

 データベースに登録されている設定済みの追記設定情報です。 

 

ワークフローのプロセス定義情報、バージョン情報および案件情報は削除されません。これらのワークフローの情

報はワークフローの各マスタメンテナンス画面より削除してください。 

 

IM-VisualDesigner の連係情報のみ削除し、ワークフローのプロセス定義の情報が残っている場合、ワークフロー

の起票一覧に連携を行っていたプロセス定義が表示されます。そのプロセス定義の［起票］ボタンをクリックすると

「ワークフロー連係情報がありません。」とエラーメッセージが表示され、起票することはできなくなります。 

 

申請時に入力されたデータは、連係情報を削除してもそのまま残っているので、申請済み案件の承認画面や詳

細画面は正常に表示されます。ただし、連係情報を削除した後に追記設定を追加すると、その設定情報はデー

タベースに残ったまま、削除されなくなる可能性がありますので、ご注意ください。 

 

ワークフロー連携情報は一度削除すると、元に戻すことができません。必ずワークフローのプロセス定義と一緒に

削除するようにしてください。 
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3.7 連携したドキュメントを使った起票 
 

連携したドキュメントを使った起票処理はワークフローの起票一覧から行います。起票一覧で連携したプロセス定

義の[起票]ボタンをクリックすると、ドキュメントの登録画面が表示されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜[連携ドキュメントの起票画面]＞ 

 

登録画面より、「データをサーバへ送信」アクションが実行されると、ワークフローの申請画面が表示されます。 

表示されたワークフローの起票画面の[申請]ボタンをクリックすると起票処理が実行されます。 

※入力データは起票処理時にデータベースに登録されます。「データをサーバへ送信」アクションを実行した時

点では登録されませんのでご注意ください。 

連係したドキュメントを使った起票処理では、ワークフローの一時保存機能は使用できません。 

また、IM-VisualDesigner と連携したプロセス定義では、一括承認機能は使用できません。 

 

承認画面でも同様の画面遷移となります。ただし、承認画面ではドキュメントの参照画面が表示されます。 

 

また、IM-VisualDesigner とワークフローはそれぞれ「ファイル添付」の機能を持っており、ワークフロー連携をした

ドキュメントを使った起票処理ではどちらでも使用できます。ただし、それぞれのファイル添付機能では、添付され

たファイルの保存先などが異なります。 

 

※ただし、IM-VisualDesigner の「ファイル添付」を使用した場合、ワークフローの申請・承認処理時にエラーが発

生すると、添付したファイルが Storage Service 上にそのまま残ってしまう可能性がありますのでご注意ください。 

 

IM-VisualDesignerのファイルの添付先については、本書の「3.4.1 添付ファイルの登録について」を参照してくだ

さい。また、ワークフローのファイルの添付先は「ワークフロー仕様書」を参照してください。 
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3.8 承認者追記機能 
 

承認者追記機能は、ワークフローの承認者がドキュメント内の設定された項目に対して値を入力できるようにする

ための機能です。この機能を使うには、API StraformUtility オブジェクト chagePostscriptFlag メソッドを利用します。

詳しくは、「IM-VisualDesigner プログラミングガイド」を参照してください。 

 

追記項目として設定可能なアイテムは下記の通りとなります。 

 

アイテム名 備考 

テキストフィールド 特に制限はありません。 

テキストエリア 特に制限はありません。 

ボタン ボタンタイプが「ファイル添付」の場合のみ追記可能となります。 

追記項目とした場合、承認者がファイルを添付することができます。 

チェックボックス 特に制限はありません。 

ラジオボタン 特に制限はありません。 

コンボボックス 「データベースからデータを取得」アクションと関連付けられている

場合、承認画面では「データベースからデータを取得」アクションの

実行ができなくなっているため、項目が表示されなくなります。 

リスト コンボボックスと同様の制限が付きます。 

 

アイテムを追記専用の項目として設定し、申請画面に表示させないようにしたい場合は、クライアントツールでフォ

ームを作成するときに、アイテムのプロパティ表示タイプを「参照画面のみ表示」として設定してください。申請画

面にそのアイテムが表示されなくなります。 
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3.9 申請書の再利用 
 

申請書の再利用は、一度申請（起票）を行った案件の入力データを元にして、新しい案件を起票するための機能

です。この機能を使うことで、起票の度に同じ内容を入力する手間を省くことができます。 

 

 

＜再利用可能な申請済み案件一覧＞ 

 

この一覧画面には、IM-VisualDesigner と連携している案件のみが表示されます。 

 

一覧画面より再利用する案件の[起票]ボタンをクリックすることで、各項目に再利用元の案件を申請したときに入

力した値が入力されたドキュメントの登録画面が表示されます。 

 

テキストフィールドのプロパティ「文字列」にユーザ情報（申請日や申請者名など）を設定している場合、そのアイ

テムに表示される値は画面を表示したときの情報に置き換えられるので、再利用元の案件を申請したときと所属

組織などが変わった場合でも、以前の申請情報をそのまま使うことができます。 

 

 



 4 設定ファイル

 

4 設定ファイル 

IM-VisualDesigner サーバモジュールでは、運用環境にあわせて、次の設定ファイルにて各種設定値を指定で

きます。設定はシステム一意となります。 

4.1 Straform.ini 
%ResourceService%/pages/product/src/straform/straform.ini 

 

4.1.1 一覧表示件数 関連設定 

申請済み案件データの再利用画面や登録データの一覧表示画面といった各一覧画面における表示件数に関

する設定を指定します。 

 

項目 解説 設定パラメータ 初期値 

ページ内表示件数 1 ページ内に表示するデータ件数を指定します。 SF_PAGE_COUNT 20 

4.1.2 テーブル作成関連設定 

IM-VisualDesigner クライアントツールで作成したフォームを intra-mart 上にデプロイする際に、作成するテーブ

ルに関する設定を行います。 

 

項目 解説 設定パラメータ 初期値 

文字列のデータ型 データ型に「文字型」を選択されているアイテム

カラムのデータ型を指定します。 

SF_DATA_TYPE_STRING VARCHAR

数値のデータ型 データ型に「数値型」を指定されているアイテム

カラムのデータ型を指定します。 

SF_DATA_TYPE_NUMBER DECIMAL

日付のデータ型 データ型に「日付型」を選択されているアイテム

カラムのデータ型を指定します。 

SF_DATA_TYPE_DATE DATE 

4.1.3 再利用 関連設定 

申請済み案件情報の再利用画面における案件の絞り込み条件に関する設定を指定します。 

 

項目 解説 設定パラメータ 初期値

カテゴリ・プロセス定義

コンボボックス設定 

再利用[案件一覧]画面の絞り込み条件

「カテゴリ」、「プロセス定義」のコンボボッ

クスにブランクを含むかどうかを設定しま

す。 

SF_RECYCLE_SEARCH_CONDITION 0 
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5 ログの出力 

 

5.1 クライアントツールのログについて 
IM-VisualDesigner クライアントツールでは、下記のログファイルが出力されます。 

 

 ログファイル名 

 インストールディレクトリ/Bin/StraFormDesigner.stdout 

クライアントツール起動時のシステムリソースなどの情報が出力されます。 

 

 インストールディレクトリ/Bin/StraFormDesigner.stderr 

クライアントツールで発生したエラー情報（スタックトレース）が出力されます。 

 

 

※クライアントツールの動作がおかしい場合など、「StraFormDesigner.stderr」にログが出力されているかを確認し

てください。 

 

5.2 サーバモジュールのログについて 
IM-VisualDesigner サーバモジュールでは、下記のログファイルが出力されます。 

 

 ログファイル名 

 % Application Runtime %/log/product/visual_designer/visual_designer.log 

サーバモジュールが出力するログのみ保存されます。（ワークフローなどの iwp/iaf の基盤部分が出

力するログは、それぞれ該当のログファイルに出力されます。詳しくは、iwp/iaf の「ログ設定ガイド」を

参照してください。） 

 

ログは以下の形式で出力されます。 

 [日付] ログレベル - [スレッド ID] - [パッケージ] ログメッセージ¥n 

 

サーバモジュールが出力するログの出力先やログレベル、出力形式などの設定は設定ファイルにて定義されて

います。ログ設定ファイルの配置先は以下の場所になります。 

 

 ログ設定ファイル名 

 % Application Runtime %/conf/log/im_logger_visual_designer.xml 

インストール時のログレベルは「info」になっています。必要に応じてログレベルを変更してください。

ログ設定の設定方法および設定内容については、iwp/iaf の「ログ設定ガイド」を参照してください。 
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IM-VisualDesigner では、ログレベルに応じて下記のログが出力されます。 

 

ログレベル ログ出力内容 

trace 実行されるサーバ側の関数名が出力されます。 

＜例＞ [sf.deploy.regist_doc] registDoc() start 

debug 出力されません。 

info 要求されたリクエストに対してサーバで実行される処理が出力されます。 

＜例＞[sf.deploy.deploy_list] ドキュメント一覧初期表示処理を開始します。 

warn データが削除されている場合等の要求された処理が実行できない場合に出力

されます。 

＜例＞[sf.workflow.view.apply_view] ワークフロー連携情報がありません。 

error システムエラー等の例外が発生した場合に出力されます。 

＜ 例 ＞ [sf.normal.setting.document_list] ERROR: syntax error at or near 

"undefined" 
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