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1 はじめに 

AppsWFは、Salesforceと連携した高機能ワークフローソリューションで

す。Salesforceの機能を活かしつつ、本格的なワークフローの構築が実現で

きます。本書では、Salesforce組織への環境構築手順、及び操作方法につい

て説明します。  
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2 初期設定手順 
AppsWF の初期設定手順となります。 

※デモ等でパッケージに含まれるプロファイルを利用する場合は、パッケージのインスト

ール前に以下名称にてプロファイルを作成ください。(ご使用の組織によあって、追加でき

るライセンスは異なります。) 

AppsWF Admin Salesforce ライセンス 

AppsWF Standard Salesforce Platform ライセンス 

 

2.1 パッケージのインストール 

AppsWF パッケージを Salesforce 組織へインストールします。 

インストール手順 

【手順】 

1. ご使用されている Salesforce 組織にログインします。 

2. AppExchang にアクセスし、「AppsWF」で検索 

3. AppsWF Connector を選択し、「今すぐ入手」をクリック 

4. パッケージのインストール対象ユーザを選択し、インストールボタンをクリックし

ます。 

5. 設定 | ビルド | 作成 | インストール済みパッケージ  にて AppsWF のパッケージがイ

ンストール完了されているかを確認します。 
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2.2 翻訳の有効化 

トランスレーションワークベンチの翻訳設定にて翻訳の有効化を行います。 

 

2.3 接続設定の登録 

接続設定タブから接続設定を新規登録します。 

日オプロより提供される認証情報の内容を入力してください。 

 

 

CID 認証情報-CID（①） 

UID AppsWF用-UID（②） 

UPW AppsWF用-UPW（③） 

テナント ID WFエンジン接続情報-テナント ID（⑤） 

ワークフロー初期管理者 ID WFエンジン接続情報-初期設定ユーザ（⑦） 

ワークフロー初期管理者パスワード WFエンジン接続情報-パスワード（⑧） 

ワークフローエンジン接続 URL 

URLを以下のように記載 

https://{ WFエンジン接続情報-ワークフローエ

ンジン接続 URL （④）}/imart/ 
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2.4 リモートサイト設定 
 

「管理者設定」->「セキュリティのコントロール」->「リモートサイトの設定」から以

下の2つのサイトを追加します。 

イントラマートの URL 

リモートサイト名：WorkflowEngine 

リモートサイトの URL：https://{接続されたホスト名} 

プロトコルセキュリティの無効化：チェックなし 

有効：チェックあり 

OPROARTS の URL 

リモートサイト名：OPROARTS 

リモートサイトの URL：https://www.oproarts.com 

プロトコルセキュリティの無効化：チェックなし 

有効：チェックあり 

 

2.5 ユーザの追加 

該当組織内で使用するユーザの追加を行います。 

2.6 プロファイル設定 

パッケージに含まれるプロファイルを利用する場合 

利用ユーザに対して以下のプロファイルを設定します。 

システム管理者権限 

→プロファイル「 AppsWF Admin 」を設定します。 

一般ユーザ権限 

→プロファイル「 AppsWF Standard 」を設定します。 
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AppsWF Admin は監査履歴情報のページレイアウトに項目が表示されます。 

AppsWF Standard は監査履歴情報のページレイアウトに項目が表示されません。 

※パッケージインストール前にプロファイルを作成していた場合のみ選択可能です。 

パッケージに含まれないプロファイルを利用する場合（既存プロファイルへの権限設定) 

利用ユーザのプロファイルにて以下設定を行います。 

 

 

パッケージに含まれないプロファイルを利用する場合（既存プ

ロファイルへの権限設定) 

利用ユーザのプロファイルにて以下設定を行います。 

ページレイアウト 

監査履歴情報の参照を許可するかどうかにより、以下のページレイアウトを設定しま

す。 

設定オブジェクト 監査履歴を参照する 監査履歴を参照しない 

案件プロパティ Projects Property Layout Standard 

ワークフロー管理者 Case Information Layout Standard 

案件処理履 Projects Manage History Layout Standard 

 

カスタム項目レベルセキュリティ 

以下のオブジェクトに対し、すべて「参照可能」チェックを付与します。 

 

 オブジェクトレコードロック設定 

 フローオブジェクトマッピング 

 フロー条件マッピング 

 メール送信履歴 

 ワークフロー 

 案件プロパティ 

 案件処理履歴 

 案件情報 

 案件情報取得/更新スケジュール設定 

 関係者 

 項目プロパティキーマッピング 

 処理者 

 接続設定 
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カスタムタブの設定 

監査履歴情報の参照を許可する場合かどうかにより、以下の設定を適用します。 

設定オブジェクト 監査履歴を参照する 監査履歴を参照しない 

案件情報 デフォルトで表示 タブを隠す 

 

カスタムオブジェクト権限 

以下のオブジェクトに対し、基本アクセスすべてにチェックを付与します。 

 オブジェクトレコードロック設定 

 フローオブジェクトマッピング 

 フロー条件マッピング 

 メール送信履歴 

 ワークフロー 

 案件プロパティ 

 案件処理履歴 

 案件情報 

 案件情報取得/更新スケジュール設定 

 関係者 

 項目プロパティキーマッピング 

 処理者 

 接続設定 

 

有効な Apex クラス 

クラス名が“appswf”  から始まる全てのクラスを有効化します。 

有効な Visualforce ページ 

Visualforce ページ名が“appswf”  から始まる全てのページを有効化します。 

 

 

2.7 ワークフローユーザ ID 設定 
 

ワークフローユーザ設定タブをクリックし、ワークフローで使用するユーザの設定を行

います。 

項目の説明は以下となります。 
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有効 
該当ユーザがワークフローを使用する場合はチェ

ックをつけます。 

ワークフローメール受信 
申請／承認が実施された際に該当ユーザが処理者

に割り当てられた場合、通知メールを受信する場

合はチェックをつけます。 

ワークフロー管理者 

該当ユーザをワークフローの管理者とする場合は

チェックをつけます。Intra-Martにてワークフロ

ーの設定を行うことが可能となります。 

また、メールテンプレートが削除されるなどし

て、メール送信が実施できない場合に管理者宛に

メールが送信されます。 

 

2.8 ワークフローの作成 
オブジェクトで用いるワークフローを定義します。 

ここでは、サンプルとして一つの分岐のみのワークフローを作成します。 

※詳細な設定については別紙「Cloud-Base_AppsWF ワークフロー設定マニュアル.docx」

をご参照ください。 

 

設定画面の起動 

AppsWFからワークフローの設定画面を起動します。 

【手順】 

1. ワークフロー管理者にチェックしたユーザにてSalesforceへログインします。 

2. [ワークフローユーザ設定タブ]をクリックし、[設定画面を開く]ボタンをクリック

します。別ウィンドウにてワークフロー設定画面(イントラマート)が開きます。 

 

組織セットの新規登録 

 ワークフローを使用するユーザを追加します。 

【手順】 

1. 設定画面の左上の[マスタ管理▼] | [組織] を選択します。 

2. 組織セットの新規登録をクリックし、「名称」項目に組織名を入力、[登録]ボタン

をクリックします。 

3. 左側の組織ツリーメニューから、作成した組織を選択し、[所属ユーザを追加]をク

リックします。 

4. [検索]ボタンをクリックします。Salesforceに登録されているユーザが表示されま

すので、AppsWFを使用するユーザをクリックして選択し、 ボタンをクリックし

て右側のリストへ追加します。追加が完了したら、[決定]をクリックします。 
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ルート定義 

 ワークフローをフロー作成画面で定義し、フローごとに処理対象ユーザを設定します。 

【手順】 

1. [Workflow管理▼] | [ルート定義]をクリックします。 

2. 新規作成をクリックし、ルート名を入力(英語・日本語・中国語、全て同一名でも

可)し、[登録]ボタンをクリックします。＿ 

3. 作成したルート名の左側に表示されている編集ボタンをクリックします。 

4. 「バージョン」タブをクリックし、新規作成をクリックします。 

5. バージョン期間を入力したら、「ルート詳細」タブをクリックし、ワークフロー作

成画面を表示します。 

6. 下記の図のようなシンプルなワークフローを設定します。 

7. 申請アイコンをクリックし、「処理対象者」の[検索] | [ユーザ] | [検索] をク

リックし、申請を行うユーザを選択します。 

8. 承認アイコンをクリックし、同様に承認を行うユーザを選択します。 

9. [更新]をクリックしてワークフロー作成を完了します。 

案件プロパティ定義 

 作成したワークフローに含まれる条件分岐を設定する案件プロパティを定義します。 

【手順】 

1. [Workflow管理▼] | [案件プロパティ定義]をクリックします。 

2. 新規作成をクリックし、キー(任意の値)、ルート名を入力(英語・日本語・中国語、

全て同一名でも可)、型(文字列または数値)を選択します。 

3. 使用種別にて、「ルールの条件の変数として使用する」にチェックを入れて、[登

録]ボタンをクリックします。 
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4. 同様の手順で、承認分岐用の条件分を作成(ここでは 2条件分を作成)します。 

ルール定義 

 作成したワークフローに含まれる条件設定を行います。 

【手順】 

1. [Workflow管理▼] | [ルール定義]をクリックします。 

2. 新規作成をクリックし、ルール名を入力(英語・日本語・中国語、全て同一名でも

可)、キー(案件プロパティ定義で作成したうちの１条件、型は自動入力)を選

択、比較を選択、条件値を固定で設定します。 

3. 設定が終えたら[更新]をクリックします。 

4. 同様の手順で、承認分岐の 2条件目のルールを作成します。 

5. 例) Salesforceのレコードの項目の数値によってワークフローを条件分岐する場合 

1つ目の分岐条件 

 キーの型: 数値 

 比較: が次以上 

 条件値: 固定、数値を入力 

2つ目の分岐条件 

キーの型: 数値 

 比較: が次より小さい 

 条件値: 固定、数値を入力 

コンテンツ定義 

ワークフローの各処理をまとめてバージョン管理するコンテンツ定義に、これまでに作

成したルール定義を追加します。 

【手順】 

1. [Workflow管理▼] | [コンテンツ定義]をクリックします。 

2. 事前に保存されている、コンテンツ名(テンプレート【コピー用】)の編集をクリッ

クします。 

3. 「バージョン」タブをクリックし、編集をクリックします。 

4. コンテンツコピーをクリックします。 
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5. コンテンツ名(英語・日本語・中国語、全て同一名でも可)を改に書き換え、[登録]

ボタンをクリックします。 

6. 作成したコンテンツ名をクリックし、「バージョン」タブから編集をクリックしま

す。 

7. 「ルール」タブから新規作成をクリックします。 

8. ルール名の右横の「選択」をクリックし、設定したルール定義を選択します。[登

録]をクリックします。 

9. 同様の手順でもう一方のルール定義を登録します。 

10. 設定が終えたら基本情報タブから[更新]をクリックします。 

フロー定義 

 コンテンツとルートを組み合わせて、申請可能なワークフローを構成します。 

【手順】 

1. [Workflow管理▼] | [フロー定義]をクリックします。 

2. 新規作成をクリックし、フロー名を入力(英語・日本語・中国語、全て同一名でも

可)、[登録]ボタンをクリックします。 

3. 作成したフロー名の編集をクリックし、バージョンタブをクリックします。 

4. 編集をクリックし、基本情報タブの「バージョン期間」を入力、「コンテンツ」か

ら定義したコンテンツ名を選択、「ルート」から定義したルート名を選択します。 

5. ルート詳細タブをクリックし、ワークフロー画面の[分岐開始]をダブルクリックし

ます。 

6. ノード設定画面が開いたら、分岐開始方法を[ルール定義で分岐開始する]を選択し

ます。 

7. 分岐先ノード名：承認(承認ルート用のルール)と分岐終了(分岐終了用のルール)を

選択します。ここでは作成した 2条件のルールをそれぞれ選択します。 

8. 設定を終えたら、[登録]をクリックします。 

9. 基本情報タブに移り、[更新]をクリックします。 
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フロー画像生成 

AppsWFで表示されるフロー画面を生成します。 

【手順】 

1. [Workflow管理▼] | [フロー画像生成]をクリックします。 

2. 作成したフローの横の画像生成ボタンをクリックします。 

3. 画面上部に「フロー画像の生成が完了しました。」と表示されると設定が完了で

す。 

 

 

2.9 オブジェクトごとのフロー定義 

以下の手順はワークフロー利用オブジェクトごとに実施してください。 

ステータス表示用の項目追加  

ワークフローを利用するオブジェクトに以下の項目を追加します。 

ラベル名 ワークフロー 

項目名 wf_Workflow 

データ型 参照（ワークフローオブジェクト） 

子リレーション名 任意 

関連リストの表示名 任意 

 

ステータスを表示する数式項目  

ワークフローを利用するオブジェクトに以下の項目を追加します。 

ラベル名 ステータス 

項目名 
wf_Status 

データ型 数式 

数式の戻り テキスト 
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数式 IF(ISBLANK(wf_Workflow__r.appswf__wf_StatusLabel__c),'', 

wf_Workflow__r.appswf__wf_StatusLabel__c) 

 

優先度を表示する数式項目 

ワークフローを利用するオブジェクトに以下の項目を追加します。 

ラベル名 優先度 

項目名 
wf_Priority 

データ型 数式 

数式の戻り 
テキスト 

数式 wf_Workflow__r.appswf__wf_PriorityLabel__c 

 

メールタイトル用の数式項目追加  

ラベル名 任意 

項目名  

データ型 数式 

数式の戻り テキスト 

数式 任意 

 

メール本文用の数式項目追加  

ラベル名 任意 

項目名  

データ型 数式 
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数式の戻り テキスト 

数式 任意 

 

レコードロック用の項目追加  

ワークフローを利用するオブジェクトに以下の項目を追加します。 

ラベル名 レコードロック識別 

項目名 
wf_Lock 

データ型 チェックボックス 

デフォルト値 
チェック無し 

※本カスタム項目が存在するオブジェクトはワークフロー対象とみなされ、ワークフロ

ーオブジェクトマッピングのページの選択リストに表示されます。 

 

レコードロック用の入力規則追加  

ワークフローを利用するオブジェクトに以下の入力規則を追加します。 

ラベル名 RecordLockCheck 

エラー条件数式 ISCHANGED(wf_Lock__c ) = False && wf_Lock__c 

= True 

エラーメッセージ レコードがロックされているため編集できませ

ん。 

エラー表示場所 ページの最上位へ 

 

ワークフロー画面遷移用のカスタムボタン追加 

ワークフローを利用するオブジェクトに以下のカスタムボタンを追加します。 

表示ラベル ワークフロー 

名前 Workflow 

表示の種類 詳細ページボタン 
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動作 
現在のウィンドウにサイドバー付きで表示 

内容のソース URL 

差し込み項目 /apex/appswf__Workflow?objectId={!{カスタム

オブジェクトのAPI参照名}.Id} 

リンクのエンコード Unicode(UTF-8) 

 

2.10  Chatter 通知用グループ追加 

Chatter通知に利用する Chatterグループを追加します。 

右上の ボタンをクリックし、全てのタブ一覧から「グループ」オブジェクトを 

クリックします。画面左上の[新規グループ]ボタンをクリックし、グループ名とグループ 

アクセス権限を設定後、[保存]ボタンをクリックします。 

 

2.11 フローオブジェクトマッピング 

フローとオブジェクトのマッピングを行います。 

フローオブジェクトマッピングタブをクリックし、[新規]ボタンをクリックすると、 

オブジェクトマッピング画面が立ち上がります。下記の選択リスト値を設定します。  

オブジェクトの API参照名 
ワークフローを設定した対象のオブジェクト名を選

択します。 

フローID Intra-Mart上で定義したフローIDを選択します。 

条件タイプ 

「すべての条件を満たすとき真」または、「いずれ

かの条件を満たすとき真」のどちらかを選択しま

す。 

投稿先 Chatterグループ 通知に使用する Chatterグループを選択します。 

 

2.12  案件情報取得周期設定 

案件情報取得を何分おきに実行するか設定します。 
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右上の ボタンをクリックし、全てのタブ一覧から案件情報取得／更新スケジュール

設定オブジェクトをクリックします。 

案件情報取得/更新スケジュール設定の編集が開いたら、下記の設定を行います。 

実行間隔 選択リスト 5, 10, 20, 30, 60  から選択します。 

 [保存]ボタンをクリックして、設定を完了します。 

 

2.13  メールテンプレート文言設定 

コミュニケーションテンプレート->メールテンプレートから以下の 4つのテンプレート

の内容を編集します。 

AppsWF Apply Template 申請時メール内容 

AppsWF Approve Template 承認時メール内容 

AppsWF Deny Template 
否認時メール内容 

AppsWF SendBack Template 差戻し時メール内容 

 

差し込み項目の編集 

差し込み項目の種類、差し込み項目を指定し、差し込み項目値を件名、メール内容の表示し

たい位置にコピーアンドペーストしてください。 

 

2.14  レコードロック設定 
ワークフローを利用するオブジェクトにてレコードロック機能を使用する場合、オブジ

ェクトレコードロック設定タブをクリックして設定を行います。 
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3 アプリケーションの基本操作 

3.1 AppsWF の基本操作 

申請手順 

 レコードの申請を行います。 

【手順】 

1. 申請を行うレコードの詳細ページを開き、[ワークフロー]ボタンをクリックします。 

2. ワークフロー画面が表示されます。以下の設定を行い、[申請]ボタンをクリックしま

す。 

申請 / 処理開始者  選択リスト 申請 / 処理開始者を選択します。 

申請 / 開始基準日  日付項目 
ワークフロー処理を開始する日付を設定

します。 

担当組織 選択リスト 組織を選択します。 

優先度 選択リスト 高・通常・低から選択します。 

コメント テキスト 
申請したワークフローにコメントを記入

しておくことができます。 

フローID 選択リスト 
フローオブジェクトマッピングで作成し

たフローを選択します。 

フロー 画像表示 
フローID で選択したフローの画像が表

示されます。 

 

3. 申請が完了すると、画面が再読込され、「申請処理が完了いたしました。」と表示

されます。 

 

承認手順 

申請されたレコードの承認を行います。 

【手順】 

1. ワークフローに割り当てられた処理者でログインします。 

2. ワークフローオブジェクトが表示され、承認者へ割り当てられているレコードの一

覧が表示されます。下記を選択し、リストを絞り込むことができます。 
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種別 選択リスト 
全て、もしくはワークフローが設定され

ているオブジェクトが選択できます。 

優先度 選択リスト 
全て、もしくは高・通常・低から選択し

ます。 

属性 選択リスト 処理者・関係者を選択します。 

ステータス 選択リスト 
全て、一時保存、処理中、再申請待ちか

ら選択します。 

 

3. 承認処理をするレコードを選択します。 

4. レコードの詳細ページを開き、[ワークフロー]ボタンをクリックするとワークフロー

画面が表示されます。 

5.  [フロー / 履歴] の各ボタンをクリックすると、別ウィンドウが立ち上がり、フロ

ー参照画面、履歴参照画面が表示され、ワークフローの状況を確認することができ

ます。 

6. ワークフロー画面で[承認]ボタンをクリックするとレコードが承認されます。 

7. 承認が完了すると、画面が再読込され、「承認処理が完了いたしました。」と表示

されます。 

8. ワークフロー情報セクションの「ステータス」が完了、監査証跡ログセクションの

「タスクステータス」が案件終了になっているかを確認します。 

 

否認手順 

申請されたレコードの許可をしない否認処理を行います。 

【手順】 

1. 承認処理と同様に、ワークフローに割り当てられた処理者でログインします。 

2. レコードの詳細ページからワークフロー画面へ遷移し、[否認]ボタンをクリックする

とレコードが否認されます。 

3. 否認が完了すると、画面が再読込され、「否認処理が完了いたしました。」と表示

されます。 

4. ワークフロー情報セクションの「ステータス」が否認、監査証跡ログセクションの

「タスクステータス」が否認になっているかを確認します。 

 

 

 



 

 

 

21 AppsWF(Salesforce)_操作手順書 

差戻しと再申請手順 

申請されたレコードの差戻しを行います。 

【手順】 

1. 承認処理と同様に、ワークフローに割り当てられた処理者でログインします。 

2. レコードの詳細ページからワークフロー画面へ遷移し、[差戻し]ボタンをクリックし

ます。 

3. ワークフロー差戻し画面が表示されます。「差戻し」選択リストからフローの中の

差戻し先を選択します。 

4. [差戻し]ボタンをクリックすると、「差戻し処理が完了しました。」と表示されま

す。ワークフロー情報セクションの「ステータス」が再申請待ちになっているかを

確認します。 

5. 再申請を行うには申請者のアカウントでログインします。 

6. レコードの詳細ページからワークフロー画面へ遷移すると、[再申請]のボタンが表示

され、レコードの再申請を行う事ができます。 

  

 

取戻し手順 

申請されたレコードの取り戻しを行います。 

【手順】 

1. レコード申請処理後の関係者でログインをし、対象のレコードからワークフロー画

面へ遷移します。 

2. ワークフロー情報セクションの「ステータス」が、処理中と表示されている場合、

[取戻し]ボタンが表示されています。 

3. [取戻し]ボタンをクリックすると、「取戻し処理が完了しました。」と表示されま

す。「ステータス」が再申請待ちと変わっている事を確認します。 
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3.2 代理設定 

代理者の設定 

別のユーザへ指定した期間でワークフローの申請・承認の権限を委譲する事ができる、

代理者の設定を行います。 

【手順】 

1. 代理者設定を行うユーザでログインします。 

2. ワークフロータプをクリックします。 

3. ワークフロー一覧画面が表示されたら、[代理設定]ボタンをクリックします。 

4. 代理承認者設定画面が表示されたら、[新規]ボタンをクリックし下記の項目を設定し

ます。示されます。 

対象者 選択リスト 代理申請者を選択します。 

代理期間開始日 日付項目 代理期間の開始日を指定します。 

代理期間終了日 日付項目 代理期間の終了日を指定します。 

申請権限 チェックボックス 
申請権限を委譲する場合はチェックしま

す。 

承認権限 チェックボックス 
承認権限を委譲する場合はチェックしま

す。 

備考 テキスト 備考欄にコメントが記入できます。 

 

5. 設定を終えたら、[保存]ボタンをクリックします。「正常に保存されました。」と表

示されます。 

代理申請 

権限を委譲されたユーザでワークフローの申請・承認をします。 

【手順】 

1. 代理者設定されたユーザでログインします。 

2. 対象のレコードからワークフロー画面へ遷移します。 
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4 監査証跡 

ワークフローの案件が終了すると、それぞれ監査証跡ログに案件情報とし

て保存されていきます。 

ワークフローが完了したレコードの詳細ページから、再度ワークフローボ

タンをクリックします。 

監査証拠ログセクションにレコードが表示されていることを確認します。

案件番号をクリックすると案件情報の詳細ページに遷移し、下記の項目が

表示されます。 

⚫ 案件情報番号 

⚫ 申請代理フラグ 

⚫ 申請権限者コード 

⚫ 申請権限者名  

⚫ 申請基準日 

⚫ 申請日 

⚫ 申請実行者コード 

⚫ 申請実行者名 

⚫ フローID 

⚫ フロー名 

⚫ フローバージョン ID 

⚫ 案件終了日 

⚫ 案件完了状態 

⚫ 案件名 

⚫ 案件番号 

⚫ 優先度 

⚫ タスクステータス 

⚫ システム案件 ID 

⚫ ユーザデータ ID 
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5 改訂履歴 

版№ 改訂日 改訂内容 

1.00 2016/3/ 初版作成 

1.10 2017/06/16 ステータス表示用項目、優先度表示項目、ワークフロー画面遷

移ボタンの記載について追加 

1.20 2018/03/15 
メール機能の追記 

1.30 2018/09/07 レコードロック用入力規則の作成方法の修正 

1.40 2018/12/03 AppsWF パッケージのインストール方法の修正 

「接続設定の登録」の修正 

1.50 2019/02/22 社名変更 

 


