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1 はじめに 

1.1 目的 
ワークフロークローラは、intra-mart と全文検索エンジンサーバ Solr（以下 Solr サーバと略します）との連携が行わ

れている環境で、intra-mart のワークフローの案件情報を収集し Solr サーバに文書として登録する機能を持つバ

ッチプログラムです。 

 

本資料では、ワークフロークローラの動作仕様と拡張方法について解説します。 

 

1.2 前提条件 
 ワークフロークローラを動作させるためには、ワークフローが動作する 

・ intra-mart WebPlatform/AppFramework  (アドバンスト)版以上 

の製品がインストールされている必要があります。 

また、intra-mart とは別に Solr サーバを構築し、設定を行う必要があります。 

構築手順については、 「IM-ContentsSearch セットアップガイド」 をご参照ください。 

 

 本資料では全文検索機能固有の用語、ワークフロー固有の用語が使用されています。 

その為、前提知識として全文検索機能とワークフローの基本的な仕様を理解している必要があります。 

全文検索についての十分な知識を有していない場合は、 「IM-ContentsSearch セットアップガイド」 を、

ワークフローについての十分な知識を有していない場合は、 「ワークフロー仕様書」 を事前にお読みく

ださい。 

 

 本書に記述されているサンプルプログラムは、JavaEE 開発モデルで記述されています。そのため、

JavaEE 開発モデルに関する理解は必須です。各開発モデルに関しては、付属する各種マニュアルおよ

び API リストを参照してください。 

1.2.1 本資料の記載内容について 

本資料ではワークフロークローラを拡張する際のソースコードサンプルを掲載しています。 

サンプルコードでは拡張機能について理解することに主眼をおいていますので、必ずしもベストなコーディング方

法とはいえない方法もあえて取っている個所があります。あくまでも、サンプルとしての位置付けでとらえるようにし

てください。 
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2 システム概要 

ワークフロークローラは、intra-mart 上で intra-mart Batch Server により実行されるバッチプログラムです。 

バッチプログラムを起動すると、インデックス作成対象のワークフローの案件情報を取得し、IM-ContentsSearch ク

ライアントＡＰＩを利用して、Solr サーバにワークフローの案件情報を文書として登録します。 

文書を登録し、インデックスが作成されたワークフローの案件情報は、intra-mart の全文検索画面からの検索が可

能となります。 

以下にワークフロークローラのシステム構成を示します。 

 

図 2-1 ワークフロークローラ システム概要 

 

2.1 旧バージョンとの互換 
IM_ContentsSearch v7.1（以下 im_cs v7.1）と IM_ContentsSearch v7.2（以下 im_cs v7.2）では内部の処理のしく

みが異なるため、iWP/iAF には、互換性のために残している im_cs v7.1 用のクライアントと im_cs v7.2 用のクライ

アントが存在します。 

 

im_cs v7.1 で提供するワークフロークローラ（以降、ワークフロークローラ 7.1）と im_cs v7.2 で提供するワークフロ

ークローラ[差分]( 以降、ワークフロークローラ 7.2）の動作仕様は基本的に同じですので、im_cs v7.2 をインストー

ルした環境でワークフロークローラ 7.1 を使用することも可能です。 

 

im_cs v7.2 では、ワークフロークローラ 7.2 として差分・削除・再作成の３種類のクローラを提供しています。 

各クローラの詳細に関しては後述の「3.2 バッチ登録情報」をご参照ください。 

ワークフロークローラ 7.2 は、im_cs v7.2 より追加された統合クローラによるクローラ管理機能に対応しています。 

ワークフロークローラ 7.1 からワークフロークローラ 7.2 へ切り替える際は、データの移行が必要になる場合がありま

す。移行手順につきましては、「IM_ContentsSearch 移行ガイド」をご参照ください。 

またワークフロークローラ 7.1 のリスナーは、7.2 では使用できませんので、7.2 用のリスナーを新たに作成する必要

があります。 

尚、ワークフロークローラ 7.1 とワークフロークローラ 7.2 の併用はできませんのでご注意ください。 
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3 動作仕様 

この章では、ワークフロークローラの動作仕様について詳しく解説します。 

 

3.1.1 インデックス作成対象プロセス 

ワークフロークローラがインデックスの作成対象とするワークフロー案件は、 後にワークフロークローラが正常終

了してから今回起動するまでの間に完了した案件となります。 

（初回起動時の対象期間は 3.1.5 終クローラ起動日時の保存 をご参照ください。） 

完了した案件とは、以下の状態の案件を指します。 

 通常終了した案件 

 否認された案件 

 取り止めされた案件 

 ルートの途中で 終承認した案件 

 

但しサブプロセスの場合は、プロセスが完了していても大本の親プロセスが終了するまでは、登録対象とはなりま

せん。 下記フローの例の場合は、サブプロセス１・サブプロセス２は、親プロセスが end まで到達した後に、ワーク

フロークローラが実行された時点で該当案件情報が登録されインデックスが作成されます。 

 
図 3.1.1-1  サブプロセスを含むフローの例 
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3.1.2 登録情報 

ワークフロークローラでは、案件情報を以下の内容で登録します。 

※テキスト (text_ngram または text_morph)に登録したデータが検索時に検索対象となるフィールドです。 

Solr スキーマ定義に関する詳細は、「IM-ContentsSearch プログラミングガイド」 3.1 イントラマート標準 Solr ス

キーマ定義 をご参照ください。 

項番 フィールド名 格納されるデータ 設定値 備考 

1 id 文書を一意に識別する ID bpw_プロセス定義 CD_バージョン

CD_プロセス CD 

 

2 type 文書のタイプ bpw 固定  

3 url 詳細画面 URL 【ドキュメントワークフロー】 

bpw-detail_info_frame_call.service 

【ビジネスプロセスワークフロー】 

bpw-next_path_call.service 

ワークフロー詳細画面

を呼び出す為の URL

を設定 

4 id_original 詳細画面を表示するために必要な

パラメータ 

【ドキュメントワークフロー】 

・プロセス定義コード 

・バージョンコード 

・プロセスコード 

【ビジネスプロセスワークフロー】 

上記パラメータ ＋ 

・コンテンツステータス(detail) 

・呼出し元アプリケーション(solr) 

・呼出し元サービス ID 

(close_window) 

ワークフロー詳細画面

を呼び出す為のパラメ

ータを設定 

5 title タイトル 案件名  

6 text_ngram Ｎ-gram 用テキストデータ ・プロセス定義名 

・案件名 

【添付ファイルがある場合】 

・ファイル名 

・ドキュメント内テキスト※ 

N-gram を使用する場

合のみ設定 

※ファイルフォーマット

がサポート対象の場合

は登録 

7 text_morph 形態素解析用テキストデータ 上記に同じ 形態素解析を使用す

る場合のみ設定 

8 sids_allowed 閲覧可能権限 ・ワークフロー管理者ロール 

・処理ユーザ 

・参照権限ユーザ・組織 

 または参照権限保持ユーザ 

※詳細は次章を参照 

9 sids_denied 閲覧不可権限 設定なし  

10 record_date 登録日 文書の登録日時  

11 *_string 文書タイプ固有の文字列データ ワークフロー固有のデータ  

12 process_def_name_string プロセス定義名  

13 process_cd_string プロセスコード  

14 draft_date_string 起票日  

15 draft_user_cd_string 起票者 CD  

16 draft_user_name_string 起票者名  

17 process_end_status_string 承認結果ステータス  
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3.1.3 閲覧可能権限 

ユーザが全文検索で閲覧可能なワークフロー案件情報は、基本的にはユーザが下記のワークフロー画面を表示

した際に表示される案件と同一です。 

一部の例外を除いては、該当のワークフロー画面で表示されている案件が全文検索時に閲覧可能な案件という

ことになります。 

 

【閲覧可能な案件】 

 一般ユーザの場合 

 
1. メニュー[ワークフロー] – [処理済]画面に表示される案件 

 ・ ログインユーザが処理したタスクを含む案件 
 ・ ログインユーザが代理依頼したタスク（代理処理済）を含む案件 
 ・ ログインユーザが振替処理したタスクを含む案件 
 

2. メニュー[ワークフロー] – [代理] - [処理済]画面に表示される案件 
 ・ ログインユーザが代理処理したタスクを含む案件 
 

3. メニュー[ワークフロー] – [参照]画面に表示される案件(※)  
・ ログインユーザが参照権限を持つ処理済のタスクを含む案件 

   

 ワークフロー管理者の場合 

メニュー[ワークフロー] – [マスタメンテナンス] – [プロセス操作]画面に表示される完了案件 
bpw 管理者権限を持つユーザは、全ての案件が閲覧可能となります。 

 

 

※参照権限に関しては、設定されている参照権限の種類によりワークフローの動作とは若干異なる場合がありま

す。 動作の違いについて次章で詳しく説明します。 

 

 

3.1.3.1 参照権限に関するワークフローの動作仕様との相違点 

タスクに設定されている参照権限の種類により、ワークフローの参照画面で表示対象となる案件と、全文検索で閲

覧が可能になるワークフロー案件情報（参照権限に基づく）は以下の点で異なります。 

 

 参照権限に【ユーザ】または【組織】（絞込み条件無し）を設定した場合 

ワークフローの動作仕様と相違はありません。 

ワークフローの参照画面に表示される案件が、全文検索で閲覧が可能なワークフロー案件情報となりま

す。 

 

 参照権限に【組織】かつ絞り込み条件に【役職】または【ロール】を設定した場合 

組織に絞込み条件が設定されている場合、Solr サーバに案件情報の参照権限を閲覧可能権限として登

録する際は、仕様上の理由により該当権限を保持するユーザに展開されて登録されます。 

従って、ワークフローの参照画面ではシステム日付に該当の権限を保持するユーザに参照権限があるの

に対し、全文検索では、クローラ実行日に該当の権限を保持するユーザに参照権限があるという違いが

あります。 

クローラの実行後に、組織改変等でユーザの所属組織に変更があった場合は、ワークフローの参照画面

と全文検索で参照できる案件に差異が生じる可能性があります。 

 

 

 



intra-mart ワークフロークローラ仕様書

 

Page 8 Copyright 2000-2011 株式会社 NTT データ イントラマート All rights Reserved.

 

下記に例を示します。 

 差異が生じない例（参照権限【組織】絞り込み条件なし） 

※クローラ実行後「2009/02/01」に組織改変あり 

 
 【ユーザＡ】が現在の時点で、[ワークフロー] - [参照]画面を表示した場合  

現在ユーザＡは「サンプル課 21」には所属していたないため、案件Ａは表示されない 

 

 【ユーザＡ】が現在の時点で、案件Ａが対象となる検索キーワードで全文検索を行った場合 

現在ユーザＡは「サンプル課 21」には所属していないため、案件Ａは検索結果に表示されない 

 

 差異が生じる例（参照権限【組織】絞り込み条件【役職】） 

※クローラ実行後「2009/02/01」に組織改変あり 

 
 【ユーザＡ】が現在の時点で、[ワークフロー] - [参照]画面を表示した場合  

現在ユーザＡは「サンプル課 21」には所属していたないため、案件Ｂは表示されない 

 

 【ユーザＡ】が現在の時点で、案件 B が対象となる検索キーワードで全文検索を行った場合 

クローラ実行日時点で、ユーザＡは「サンプル課 21」に所属、役職「課長」であるため、案件Ｂは表示さ

れる 
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ワークフローの参照画面と全文検索で参照できる案件に生じた差異を改善したい場合には、 終クローラ起動日

を任意の過去日に編集し、ワークフロークローラ実行して該当案件のインデックスを再作成してください。 

終クローラ起動日の編集については、3.1.5 終クローラ起動日の保存 をご参照ください。 

 

3.1.4 添付ファイル情報のインデックス化 

ワークフロー案件にドキュメントが添付されている場合、ワークフロークローラでは案件情報に加え、添付ファイル

情報もテキストフィールドに登録します。 

登録される内容は以下の通りです。 

 ドキュメントのファイルフォーマットがサポート対象外の場合 

・ ファイル名 

 

 ドキュメントのファイルフォーマットがサポート対象の場合 

・ ファイル名 

・ ドキュメント内テキスト 

 

3.1.4.1 ドキュメント内テキストのインデックス化 

ドキュメント内テキストがテキストフィールドに登録された場合は、ドキュメント内テキストのインデックスが作成され、

全文検索の検索キーワードにドキュメントに含まれる単語を指定することで、該当の案件を検索結果として取得す

ることが可能となります。 

 

但し一つのフィールドに索引付けする単語数は Solr サーバ側の設定に依存するため、案件情報にサイズの大き

いドキュメントや複数のドキュメントが添付ファイルとして登録されている場合、ドキュメントの 後までインデックス

化されない可能性があります。 

ドキュメント内のインデックス化されていない単語を検索キーワードに指定した場合には対象案件を取得すること

はできませんので、ご注意ください。 

 

 

3.1.4.2 添付ファイルからのテキスト抽出処理 

添付ファイルからテキストを抽出する際の制限事項・動作仕様は IM_ContentsSearch の動作仕様に準拠していま

す。 

制限事項に関しては、IM-ContentsSearch リリース・ノート「5 テキスト抽出に関する制限事項」をご参照ください。 

動作仕様に関しては、IM-ContentsSearch プログラミングガイド「6.1 テキスト抽出処理の動作仕様」をご参照くだ

さい。 

 

 

3.1.4.3 添付ファイル情報のサブプロセスへの引継ぎ 

ワークフローでは、添付ファイル引継ぎ設定により親プロセスで登録した添付ファイルをサブプロセスから参照す

ることが可能な場合があります。 

（詳細はワークフロー仕様書「2.1.24.4.1 親プロセスにて登録した添付ファイルの参照」 を参照して下さい） 

 

ワークフロークローラでは、ワークフローと同様、サブプロセスが親プロセスで登録された添付ファイルを参照可能

となっている場合は、サブプロセスの案件情報に添付ファイルの情報を含めて登録します。 



intra-mart ワークフロークローラ仕様書

 

Page 10 Copyright 2000-2011 株式会社 NTT データ イントラマート All rights Reserved.

 

これにより、サブプロセスの閲覧権限保持者が全文検索の検索キーワードに、親プロセスで登録した添付ファイ

ル情報に含まれる語句を指定することで、該当のサブプロセスの案件情報を検索結果として取得することができ

ます。 

下記に例を示します。 

 ワークフローの添付ファイル引継ぎフラグが true、案件 A の申請者が添付ファイル A「ABC 議事録.doc」

を登録し、案件 A が 終承認まで完了している場合 

 

図 3.1.4.6-1 添付ファイル情報の引継ぎ 

 ワークフロー  

     全ての処理ユーザ A～F が[処理済]画面にて、案件 A（または案件 A-サブ１,サブ２）の 

参照が可能 

 また、該当案件の[詳細]画面にて添付ファイル A「ABC 議事録.doc」の参照が可能 

 

 全文検索 

ワークフロークローラの実行後、全ての処理ユーザ A～F が、添付ファイル A「ABC 議事録.doc」に含

まれる文字列（ex.ABC 案件）をキーワードに検索を行うことで、案件 A（または案件 A-サブ１,サブ２）

の取得が可能 

該当案件のタイトルリンクから[詳細]画面を表示し、添付ファイル A を参照することが可能 

 

 ユーザ A が検索を行った場合 

「案件 A」を検索結果として取得 

 ユーザ B が検索を行った場合 

「案件 A－サブ１」を検索結果として取得 

 ユーザ C が検索を行った場合 

「案件 A－サブ２」を検索結果として取得 



 3 動作仕様

 

作成者：株式会社 NTT データ イントラマート Page 11

 

 

3.1.5 最終クローラ起動日時の保存 

ワークフロークローラでは処理が正常終了した場合、クローラの 終起動日時をファイルに保存します。 

次回起動時にはこのファイルを参照し、前回の起動日時より後に完了したワークフロー案件を登録対象として抽

出します。 

 

終起動日時保存ファイルは、クローラの初回正常終了時に以下のディレクトリ内に作成され、次回からは日時

の更新のみが行われます。 

日付のフォーマットは、yyyy/MM/dd|hh:mm:ss 形式です。 

 

%StorageService%/storage/contents_search/crawler/ログイングループ名/bpw_last_crawling_date 

           

このファイルの日時を編集することで、指定した日時より後に完了したワークフロー案件をインデックス作成対象に

することが可能です。 

 

3.1.5.1 初回起動時の動作仕様 

初期状態の場合、上記ディレクトリ及びファイルは存在していません。 

この場合、既定値として”2000 年１月１日 0 時 0 分 0 秒”より後にプロセスが終了した案件をインデックス作成対象

とする動作になっています。 

初回起動時の対象日時を明示的に指定したい場合は、上記ファイルを作成して対象日時を上記フォーマットに

て設定してください。 

 

 

3.1.6 エラー発生時の動作仕様 

ワークフロークローラ実行中にエラーが発生して異常終了した場合の動作について説明します。 

クローラ実行中に予期しないエラーが発生してクローラが異常終了した場合、データベースとは異なり Solr サー

バに対してロールバック処理を行い、インデックス情報をクローラ実行前の状態に戻すことは出来きません。 

従って、今回のクローリングでエラーが発生する前に作成したインデックス情報はそのまま残ることになります。 

但し、異常終了時には以下の処理は行いません。 

 登録済インデックスの即時反映 

 インデックスの 適化 

 終クローラ起動日の更新 

 

3.1.6.1 エラー発生時の作成済インデックス 

クローラ実行中にエラーが発生して異常終了した場合、同一クローリングにてエラー発生前に作成したインデック

スの即時反映処理は行われていないため、すぐに検索結果としてエラー発生前に登録した案件情報が取得され

ることはありません。しかしSolrサーバで何れかのタイミングで登録データのフラッシュが行われた場合、検索結果

に反映される動作となります。 
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3.1.6.2 エラー発生後の次回起動時の動作仕様 

異常終了後、次にワークフロークローラを起動した時は、 後に正常終了した日時より後に完了となったワークフ

ロー案件情報が登録対象となります。 

 

前回のクローリングで登録済みの案件情報があった場合、再び同一案件情報を登録することになりますが、Solr

サーバでは登録時に同一ＩＤの文書が既に存在した場合、文書を上書きする動作となっていますので再度登録

処理を行っても問題はありません。 

また 終クローラ起動日を編集することで、任意の日時以降に完了した案件情報を登録対象にすることも可能で

す。 
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3.2 バッチ登録情報 

3.2.1 全文検索ワークフロー差分クローラ 

 

バッチ ID csBpwCrawlerDelta 

実行プログラム言語 JAVA 

実行プログラムパス jp.co.intra_mart.foundation.solr.crawler.integration.bpw. BpwProcessDeltaCrawler 

処理概要 後にワークフロークローラが正常終了してから今回起動するまでの間に完了した

ワークフロー案件のインデックスを作成します。 

 

3.2.2 全文検索ワークフロー削除クローラ 

 

バッチ ID csBpwCrawlerDelete 

実行プログラム言語 JAVA 

実行プログラムパス jp.co.intra_mart.foundation.solr.crawler.integrated.bpw.BpwProcessDeleteCrawler  

処理概要 ワークフロークローラが作成した全てのインデックスを削除します。 

 

3.2.3 全文検索ワークフロー再作成クローラ 

 

バッチ ID  csBpwCrawlerReIndex  

実行プログラム言語 JAVA 

実行プログラムパス jp.co.intra_mart.foundation.solr.crawler.integration.bpw.BpwProcessReIndexCrawler

処理概要 ワークフロー削除クローラを実行した後に、ワークフロー差分クローラを実行します。

再作成する日時を指定したい場合には、 終起動日時保存ファイルの日付を変更

してください。 
詳細は、3.1.5 終クローラ起動日時の保存をご参照ください。 

 

3.3 統合クローラ用クローリングサービスクラス 
クローラ管理機能を利用してワークフロークローラを呼び出す場合には、クローラ管理機能の設定ファイルで以下

のクローリングサービスクラスを指定します。 

jp.co.intra_mart.foundation.solr.crawler.integrated.bpw.BpwProcessCrawlingService 

クローラ管理機能についての詳細は、「IM-ContentsSearch 統合クローラ仕様書」 をご参照ください。 

 

以下に設定例を示します。 
<crawler-config xmlns="http://solr.intra-mart.co.jp/integration-crawler-config"> 

 <commitEveryService>false</commitEveryService> 

 

 <crawlingServices> 

  <service name="ワークフロー(BPW)クローラ" abortOnError="false" enabled="true"> 

   <class>jp.co.intra_mart.foundation.solr.crawler.integrated.bpw.BpwProcessCrawlingService</class> 

  </service> 

 </crawlingServices> 

 

</crawler-config> 
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4 ワークフロークローラの拡張 

ワークフロークローラでは、ワークフローの案件情報を「3.1.3 登録情報」の内容で Solr サーバに登録しますが、ワ

ークフロークローラ用のリスナーを作成して追加することで、登録情報として独自の項目を追加することが可能で

す。 

この章では、独自の項目を登録情報に追加するためのリスナーの作成方法について説明します。 

 

4.1 リスナーの呼び出し 
ワークフロークローラは案件単位で案件情報を文書として登録していきますが、登録処理の直前に設定ファイル

に定義されたリスナーを呼び出し、リスナーが存在した場合はリスナーの項目追加メソッドを実行します。 

リスナーがワークフロークローラに呼び出されるシーケンスを以下に示します。 

 

図 4.1-1 リスナー呼び出しシーケンス 

 

4.2 リスナーの設定 
作成したリスナークラスは、以下のファイルの<listener>タグ内に<bpwcrawler-add-listener>タグを追加し

listener-class に指定します。 

 

Server Manager/conf/ system-install.xml 
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（設定例） 
<listener> 

 ・・・・・・・・・・・ 

<bpwcrawler-add-listener> 

    <listener-class>jp.co.intra_mart.sample.bpw.purchase.crawling_listener.PurchaseCrawlingAddListener</listener-class> 

 </bpwcrawler-add-listener> 

</listener> 

 

 

4.3 リスナーの作成 
作成するリスナーは以下のインタフェースを実装している必要があります。 

 jp.co.intra_mart.foundation.solr.crawler.integrated.bpw.listener.BpwProcessCrawlingAddListener イ

ンタフェース 

 

4.3.1 実処理の記述 

登録情報に独自の項目を追加するための実処理は addIDocumentInfo メソッド内に記述します。 

addDocumentInfo メソッドの引数には、文書登録用オブジェクト、案件情報オブジェクトが渡されます。 

リスナーでは以下の処理を行います。 
① 引数の案件情報を元に、アプリケーションデータを取得する。 
② この案件情報が追加対象となるかの判定を行う。 
③ 引数の文書登録用オブジェクトにアプリケーションデータを追加する。 

・ 検索対象となるテキストフィールドにデータを登録したい場合 

jp.co.nttdata.intra_mart.imcs.domain.IntramartSolrInputDocument # inputDocumentAddText メソッドを

使用 

・ 表示目的等の格納用データを登録したい場合 

jp.co.nttdata.intra_mart.imcs.domain.IntramartSolrInputDocument # addField メソッドを使用してダイ

ナミックフィールドにデータを 

追加します。 

※いずれのフィールド値にも null 値を設定することは出来ませんので、ご注意ください。 

 

表示用に登録したデータを専用のレイアウトで検索結果画面に表示したい場合には、上記以外に以下の処理

を行う必要があります。 

 文書種別の追加 

jp.co.nttdata.intra_mart.imcs.domain.IntramartSolrInputDocument # addType メソッドを使用 

 業務テンプレートの作成 

 追加した文書種別情報を設定ファイルに設定 

 

業務テンプレートの作成・設定ファイルへの設定方法についての詳細は、 

「IM-ContentsSearch プログラミングガイド」 5.1.2 業務テンプレートの作成， 5.1.3 文書種別情報の定義 を

ご参照ください。 

 

 

以下に、ワークフローのサンプルアプリケーション”物品購買”のアプリケーションデータを追加登録するサンプ

ルを示します。 
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 /** 

  * 登録情報に”物品購買”の業務データを追加します。 

  *  

  * @param IntramartSolrInputDocument 

  *     入力文書 

  * @param BpwProcessInfo 

  *            プロセス情報 

  * @throws SolrCrawlerException 

  *             リスナーの処理で例外が発生した場合 

  */ 

 public void addDocumentInfo (IntramartSolrInputDocument inputDoc, 

   BpwProcessInfo procInfo) throws SolrCrawlerException { 

  EventManager manager; 

     

  try { 

   // ①引数のプロセス情報から、該当の購買情報を取得する 

   Process proc = new Process(procInfo.getProcessDefCd(), procInfo 

     .getVersionCd(), procInfo.getProcessCd(), groupid); 

 

   String parameterCd = (String) ((HashMap) proc.getApplicationKeys().get(0)).get("parameter_cd"); 

   ConfigurationUserInfo userinfo = new ConfigurationUserInfo(); 

   userinfo.setLoginGroupID(this.groupid); 

   manager = EventManager.getEventManager(); 

   StandardSelectEvent event = (StandardSelectEvent) manager 

     .createEvent("bpw_sample_purchase", "standard_select", 

       userinfo); 

   event.setParameterCd(parameterCd); 

   StandardSelectEventResult eventResult = null; 

   eventResult = (StandardSelectEventResult) manager.dispatch(event, false); 

 

   // ②この案件情報が追加対象となるかの判定を行う。 

if (eventResult.getModelObject() == null) { 

    return; 

   }    

    

    // ③引数の文書登録用オブジェクトにアプリケーションデータを設定する。(NULL 値の設定不可) 

   // 1. テキストフィールドに商品名と納品先を追加 

   inputDoc.addText(eventResult.getModelObject().getItemName()); 

   if (eventResult.getModelObject().getDeliveredPlace() != null) { 

    inputDoc.addText(eventResult.getModelObject().getDeliveredPlace()); 

   }    

   // 2. ダイナミックフィールドに業務データを追加 

   inputDoc.addField("item_name_string", eventResult.getModelObject().getItemName()); 

   if (eventResult.getModelObject().getDeliveredPlace() != null) { 

    inputDoc.addField("delivered_place_string", eventResult.getModelObject().getDeliveredPlace()); 

   }    

inputDoc.addField("item_amount_integer", eventResult.getModelObject().getItemAmount()); 

   inputDoc.addField("item_amount_price_integer", eventResult.getModelObject().getItemPrice()); 

   inputDoc.addField("item_total_integer", eventResult.getModelObject().getItemTotal());   

 

   // 文書種別の追加（親文書種別 bpw > purchase とする） 

   inputDoc.addType("purchase"); 

 

  } catch (Exception e) { 

   throw new SolrCrawlerException(e.getMessage(), e); 

  } 

 } 
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4.3.2 旧バージョンのリスナーとの違い 

 リスナーで使用されるインタフェース、IntramartSolrInputDocument クラスのパッケージは、ワークフロ

ークローラ 7.1 と 7.2 では以下のように異なります。 

 

 インタフェース 

[ 7.1 ] 

jp.co.intra_mart.foundation.solr.crawler.bpw.listener.BpwProcessCrawlingAddListener 

[ 7.2 ] 

jp.co.intra_mart.foundation.solr.crawler.integrated.bpw.listener.BpwProcessCrawlingAddListener 

 

 IntramartSolrInputDocument クラス 

[ 7.1 ] 

jp.co.nttdata.intra_mart.solr.domain.IntramartSolrInputDocument 

[ 7.2 ] 

jp.co.nttdata.intra_mart.imcs.domain.IntramartSolrInputDocument 
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