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1. はじめに                                
当デザイナーガイドは、OPROARTS Live(帳票デザイナー)の利用ガイドになります。 

OPROARTS Live は、帳票のひな型となる「テンプレート」を作成する帳票デザイナー

です。OPROARTS Live で作成したテンプレートを、帳票クラウドサービス

OPROARTS 上に配備することで帳票の出力が可能になります。 

 

イメージ図 

 
当ガイドでは、最も一般的な帳票の形として、「ヘッダー明細型」の帳票の作り方を解説し

ます。 

画面やコンポーネントについてなどの機能説明は、OPROARTS Live のヘルプページをご

覧ください。 

 

ヘルプ 

https://s.oproarts.com/help/contents/ja/console.html 

 

2. ライセンスに関して            
OPROARTS Live をご利用いただくためには、認証情報（CID/UID/UPW）が必要で

す。認証情報には、デザイナー用とドキュメント出力用があります。デザイナー用は、

OPROARTS Live にログインするための認証情報です。ドキュメント出力用は、帳票生

成を行うための認証情報です。ドキュメント出力用の認証情報を OPROARTS に認証

させることで、帳票生成が可能になります。 

認証情報の設定箇所については、各連携サービスのセットアップガイドをご覧ください。 

 

https://s.oproarts.com/help/contents/ja/console.html
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3. 作成の流れ 
下記のようなステップで帳票テンプレートを作成します。 

 

 
 

4. デザイン作成 

1. 基本的なデザイン手順 

テンプレートの作成 

1. コンソール画面左上の[新規作成]をクリックする 

2. テンプレート選択画面が表示される 

3. [エクセル]タブからアップロードを選択する。(画像をクリックする) 

4. 下記の通り設定し、[作成]をクリックする。 

(ア) 連携方法：[CSV]または[ViewFramer/D3Worker]または[Connector for kintone] 

(イ) 出力形式：Excel 

(ウ) テンプレート名：任意の名前。英字からはじまる英数字と「_」のみ使用可能。 

(エ) Excel ブック：あらかじめ作成した Excel ブックをアップロードする。 

5. 作成したテンプレートを[編集]またはダブルクリックで編集画面を開く。 

 

配備

OPROARTSサーバに配備する。

マッピング

動的項目とのCSV設定を行う

テンプレートの新規作成

Excelをアップロードしてテンプレートを作成する。

Excelでデザイン作成

Excelでデザインを作成する。
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デザイン方法 

デザイナ上では、Excel の編集を行うことはできません。デザインが完了している Excel を

アップロードしてください。 

使用する Excel のセル座標に対して、データの挿入を行う仕組みとなっています。そのため、

セルの書式設定、関数、マクロ、図形、グラフ、画像がお使いいただけます。グラフや図形

など、デザイナ上には表示されないコンポーネントがありますが、出力時には表示されます。 

 

機能 

作成したテンプレートの編集画面で、レイアウトをクリックした時に設定できる機能です。 

 

番号 名称 機能 

１ 非表示行を処理しない チェックをいれた場合、非表示行は削除される。 

２ 明細の出力行がない場合

そのままにする 

チェックをいれた場合、明細が一つもない時でも空

の明細行を表示する。 

３ 条件付き書式を明細に合

わせ調整する 

チェックをいれた場合、Excel に設定されている条

件付き書式を明細すべてに適用する。 

４ データが空の場合はセル

を空で上書く 

チェックをいれた場合、データが空の時にはセルを

空にする。 

５ メタデータ 選択した属性を動的に変更することができる 

 

セルに対して適用できる設定 

名称 機能 

タイプ 「動的」を選択すると、外部データを表示します。 

この行をバンドとする 選択されているセルを含む行を明細行とします。 

この行をグループヘッダと

する 

 

選択したセルを含む範囲をグループヘッダ・フッタとして

指定します。この設定を行うと、マッピング画面でグルー

プキーとなる項目を指定することができ、グループキーの

切り替わるタイミングでヘッダとフッタが表示されます。 

バンドの上方をグループヘッダ、下方をグループフッタと

して自動的に設定します。 

この行をグループフッタと

する 

同上 

グループフッタで改ページ 「この行をグループフッタとする」の設定がされている時

のみ指定できます。この設定を行うと、グループフッタが
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切り替わるタイミングで「改ページの挿入」設定がされま

す。 

高さの自動調整 「折り返して全体を表示する」設定を行います。1 行の文

字数を指定する必要があり、等幅フォントのみ対応してい

ます。 

書き込みのデータ型 指定したデータ型で Excel に挿入します。セルの書式設定

の変更はいたしません。 

コンポーネントグループ マッピング画面のコンポーネントグループの命名を行い

ます。基本的には自動的に設定されます。 

 

2. サンプルのテンプレートを作成する 

作成するデザインについて 

当ガイドでは、下のイメージのような明細形式のデザインを作成します。 

こちらのサンプル Excel は、以下のページから取得可能です。 

・[新規作成] -> [エクセル]タブ -> [解説ページ]の「見積書サンプル」 
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このような、ヘッダー(またはフッター)と明細のある帳票を 2 つのグループに分けて考

えます。ヘッダーやフッター部分を「非明細部」と呼びます。それ以外の部分を「明細

部」と呼びます。この非明細部と明細部に分けることのできる帳票を、「ヘッダー明細

型」と定義しています。 
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Excel テンプレートを作成する。 

デザインの作成 

デザインはすべて Excel 上で行います。書式設定や数式、マクロなどをそのまま引き継ぐこ

とができます。 

 

テンプレートの作成 

以下の手順でデザインを行った Excel をアップロードし、テンプレートを作成します。 

1. コンソール画面左上の[新規作成]をクリックする 

2. テンプレート選択画面が表示される 

3. [エクセル]タブからアップロードを選択する。(画像をクリックする) 

4. 下記の通り設定し、[作成]をクリックする。 

(ア) 連携方法：[CSV]または[ViewFramer/D3Worker]または[Connector for kintone] 

(イ) 出力形式：Excel 

(ウ) テンプレート名：任意の名前。英字からはじまる英数字と「_」のみ使用可能。 

(エ) Excel ブック：あらかじめ作成した Excel ブックをアップロードする。 

作成したテンプレートを[編集]またはダブルクリックで編集画面を開く。 

 

・非明細部 

取引先や住所などのように、

帳票上に一度しか表示されな

い項目が集まる領域。 

ヘッダーやフッター 

・明細部 

商品名などといった、帳票によ

って行数が変わる領域。 

「繰り返し領域」ともいう。 
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デザイナに表示される領域は、Excel 上で[Ctrl]+[End]キーを押下した時に選択されるセル

と A1 セルの間の範囲になります。この範囲に不要なセル（空欄の行や列）がある場合はで

きるだけ取り除いてください。 

 

Excel 作成例 

 

 

データ連携の指定をする 

データ連携を行いたいセルを選択し、プロパティの[タイプ]を動的にします。 
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明細行としたい行のセルを選択し、[この行をバンドとする]にチェックをいれます。 

 

3. マッピング(データ連携設定)を行う 
レイアウトのデザインが完了したら、保存を行い、マッピング画面へ移行します。「マッピ

ング」とは、動的に指定したコンポーネントとリクエストを行う CSV データとの紐づけの

定義を行う作業です。 

①のアイコンで保存をし、②のアイコンでマッピング画面へ遷移してください。 

コンポーネントグループから CSV 定義を追加する 

コンポーネントグループとは？ 

テンプレートの構造によって自動的に生成されたコンポーネントのグループが表示されま

す。基本的には、非明細部と明細部で分けられます。例えば、Dataset Table が２つある場

合は、非明細部・明細部 1・明細部 2 の３つのグループが生成されます。 

① ② 
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使用したいコンポーネントグループにチェックをいれ、[CSV 定義を追加]をクリックする

とマッピングが可能になります。 

今回は、[ページ]にチェックをいれて、[CSV 定義を追加]をクリックしてください。その後、

[Dataset Table1]にチェックをいれて、[CSV 定義を追加]をクリックしてください。２つの

CSV 定義が作成されます。 

 

≪補足 1≫ 

同時に複数のコンポーネントグループにチェックを入れて[CSV 定義を追加]をすると、複

数のグループがまとまった定義が作成されます。 

 

≪補足 2≫ 

Connector for kintone をお使いの場合、必ず、①非明細部向け CSV ②明細部向け CSV と

なるように CSV 定義を追加してください。明細部がない場合は、非明細部向けのみで問題

ありません。 

 

CSV 定義を設定する 

CSV 定義内の「～向け CSV」のグループが一つの CSV データになります。そのため、リク

エストをするデータは、このグループごとの CSV データ、かつ、この順番でリクエストを

していただく必要があります。 

 

フィールドを定義 

リクエストをする CSV データの定義を行います。[追加]ボタンでフィールドを追加して、

リクエストをする CSV のカラムを指定してください。また、[形式の読み込み]からカンマ

区切りの CSV または TXT データを読み込み、一括作成を行うことができます。 

また、以下の項目をリクエストする CSV の形と合わせて指定してください。 

 

・区切り記号付き 

 →改行や「,」を含むデータの場合は、必ず文字列の引用符をご指定ください。 

・先頭行を無視する 

 →データの１行目にカラムが含まれている場合はチェックをいれてください。 

・データ出力条件 

 →条件をいれると、条件にあったデータのみ表示します。「ページ向け CSV」に条

件を設定した場合は、条件に合わないデータは空欄で表示されます(帳票自体の出力は制御

不可)のでご注意ください。 
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なお、[サンプル CSV]ボタンで、設定をした定義の形式でサンプル CSV が取得できます。

リクエストする CSV データのサンプルとなりますので、ご活用ください。 

 

ViewFramer/D3Worker を使用する場合 

CSV データのリクエストは ViewFramer または D3Worker が行います。 

[フィールドを定義]の設定は各サービスと一致させる必要がありますので、そちらを考慮し

た上でご設定ください。詳細は、各サービスのドキュメントをご覧ください。 

 

Connector for kintone を使用する場合 

Connector for kintone を使用して kintone から帳票出力を行いたい場合、CSV データのリ

クエストは Connector for kintone アプリが行います。 

[フィールドを定義]で作成したフィールドは kintone のフィールドコードをご入力くださ

い。それ以外の CSV 定義の部分(区切り文字や「先頭行を無視する」の設定)は Connector

が行いますので、設定を行う必要はありません。 

 

マッピング 

帳票上のコンポーネントとの紐づけを行います。 

[CSV フィールド]には、「フィールドを定義」で追加したフィールドが表示されています。

[フィールドマッピング]には、テンプレートで「動的」を指定したセルが表示されています。 

 

1. フィールドマッピングのコンポーネントをクリックする 

→「デザインビュー」で該当のセルが赤くなります。 

2. [CSV フィールド]のフィールドをクリックし、フィールドマッピングの[データ]へドラ

ッグアンドドロップする。 

 →データにフィールドが格納されることで、セルとデータの紐づけが完了します。 

3. これをすべてのコンポーネントに対して行う。 
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≪補足≫ 

フォーマットの指定や式の作成を行いたい場合は、Excel の書式設定などであらかじめご指

定ください。 

 

テンプレートをサーバに配備する 

一通りマッピングが完了したら、[保存]ボタンをクリックします。クリック後、[テンプレ

ート配備ウィザード]画面が表示されます。[配備]ボタンをクリックしてください。 

 

5. 出力を行う 
CSV 連携の場合 

他システムとの中間アプリケーションをご作成いただき、HTTP リクエストまたは API で

OPROARTS へリクエストを行ってください。 

出力を試されたい場合は、テンプレート配備後の画面下部にある[HTML 取得]をクリック

することでサンプルフォームがダウンロードできます。そのフォームに必要事項を入力し

て送信をお試しください。 

実装を行う際のドキュメントは以下になります。 

 

OPROARTS readme 

https://www2.opro.net/jp_arts/docs/oproarts_readme.html 

[フィールドを定義]

のフィールド 

「動的」に設定されているセル 

https://www2.opro.net/jp_arts/docs/oproarts_readme.html
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API ドキュメント・サンプルのダウンロード 

https://www2.opro.net/jp_arts/docs_ja/index.html 

 

API サンプルのダウンロード 

https://www2.opro.net/jp_arts/OPROARTSAPI_2015.12.08.zip 

 

ViewFramer/D3Worker を使用する場合 

出力を試されたい場合は、テンプレート配備後の画面下部にある[HTML 取得]をクリック

することでサンプルフォームがダウンロードできます。そのフォームに必要事項を入力し

て送信してお試しください。 

 

Connector for kintone を使用する場合 

kintone アプリ[Connector for kintone]の設定を行うことで kintone から出力が可能です。

詳細は Connector for kintone ユーザーガイドをご覧ください。 

 

6. 改訂履歴 
Ver 内容 更新日 

1.00 新規作成 2017/11/20 

   

   

   

 

https://www2.opro.net/jp_arts/docs_ja/index.html
https://www2.opro.net/jp_arts/OPROARTSAPI_2015.12.08.zip
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