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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。操作手順の詳細は各サービスの

ユーザーガイドをご覧ください。 

 

 

 

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. [ブランク]タブから A4 縦のレイアウトを選択する 

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：PDF/OPR 

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

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

デザイン作成

テンプレートのデザインを作成する。

テンプレートの新規作成

「新規作成」からテンプレートを作成する。
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デザイン方法 

1. 左上のコンポーネントアイコンから使用したいコンポーネントを選択する 

2. レイアウト上にクリックして配置する。 

3. 左側に選択しているコンポーネントのプロパティが表示されるため、任意で変更する。 

⚫ [Label]コンポーネントや[Image]コンポーネントなど、CSV で渡すデータを表示

したい箇所は、タイプを[動的]にします。 

Label の場合……[内容] -> [タイプ] 

4. コンポーネントの位置や大きさを調整する。 

5. この作業を繰り返す。 

 

ショートカット 

位置調整などはショートカットキーで行うことができます。 

ショートカットキー 動作 

[Ctrl] + [矢印 

(↑↓←→)] 

コンポーネントを 1px ずつ移動 

[Ctrl] + [Shift] + [矢

印 (↑↓←→)] 

コンポーネントをグリッドの間隔単位で移動 

[Shift] + [矢印 

(↑↓←→)] 

コンポーネントのサイズを変更 

[Ctrl] + 選択 コンポーネントを複数選択する(※) 

Ctrl+Z 取消 

Ctrl+Y やり直し 

Ctrl+X 切り取り 

Ctrl+C コピー 

Ctrl+V 貼り付け 

Ctrl+A 全て選択(※) 

Esc 選択解除 

Deleate 削除 

(※)以下のコンポーネントを組み合わせて、同時に選択することはできません。 

    ・他のコンポーネントを内包するコンポーネント 

    ・他のコンポーネントに内包されたコンポーネント 



6 

 

コンポーネント 

[コンポーネント]とは、帳票を表現するデザイン部品です。コンポーネントを組み合わせる

ことでデザイン性の高い帳票の作成が可能です。 

 

 

 

番号 名称 機能 

１ Line レイアウトにラインを描画します。 

２ Rectangle レイアウトに正方形・長方形を描画します。 

３ Circle レイアウトに円・楕円を描画します。 

４ Label レイアウトにテキストを表示します。 テキストは、

静的に指定(コンポーネントに直接記述)するだけ

でなく、ドキュメント生成時に データソースの値

を動的に適用することもできます。 

５ Image レイアウトに画像を挿入します。画像は、 

・お使いのブラウザよりアップロードされたもの 

・外部サーバから URL で取得できるもの 

を設定できます。 

６ Barcode レイアウトにバーコード画像を挿入します。 

Barcode の元となるデータは、静的に指定(コンポ

ーネントに直接記述)するだけでなく、ドキュメン

ト生成時にデータソースの値を動的に適用するこ

ともできます。 

７ Page Number レイアウトにページ番号を表示します。 コンポー

ネント毎に、ページ番号の採番・表示ルールを設定

することができます。 

８ Total Page Number レイアウトに総ページ数を表示します。ただし、

OPR 形式での出力のみ有効なコンポーネントで

す。 

９ Dataset Table データソースのデータとリンクし、バンドを使用し

てレイアウトにテーブルを作成します。 Dataset 

Table コンポーネントは、内部に Band コンポー

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ 
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ネントを持ちます。 

１０ Horizontal Dataset Table データによって明細行が右方向に伸びる点を除き 

Dataset Table コンポーネントと同じです。 

１１ Container 内部に複数 DatasetTable を配置可能なコンポー

ネントです。Container 内に二つの DatasetTable 

を配置して出力すると、最初の DatasetTable にテ

ーブルの内容すべてを表示した後、二番目の 

DatasetTable にテーブルの内容を表示します。 

 

Dataset Table 内に設定できるコンポーネント 

名称 機能 

Band Dataset Table コンポーネントに繰り返し領域（明細行）を

描画します。Dataset Table 配置時に内包されています。 

Report Header Dataset Table コンポーネントにレポートヘッダ領域を描

画します。 レポートヘッダは、繰り返し領域（明細行）の

前に 1 度だけ描画されるヘッダです。 

Report Footer Report Footer コンポーネントは、Dataset Table コンポー

ネントにレポートフッタ領域を描画します。 レポートフ

ッタは、繰り返し領域（明細行）の後に 1 度だけ描画され

るフッタです。 

Column Header Column Header コンポーネントは、Dataset Table コンポ

ーネントにカラムヘッダを描画します。 カラムヘッダは 

Dataset Table の明細行の直前に描画されるヘッダです。

見出しの役割をします。 

Group Header Group Header コンポーネントは、Dataset Table コンポー

ネントにグループヘッダを描画します。 グループヘッダ

は、Dataset Table のデータを任意項目でグループ化し、そ

の際のヘッダを描画します。 

Group Footer Group Footer コンポーネントは、Dataset Table コンポー

ネントにグループフッタを描画します。 グループフッタ

は、Dataset Table のデータを任意項目でグループ化し、そ

の際のフッタを描画します。 
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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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ここでは下記の要件をもとに帳票をデザインします。 

✓ 非明細用の CSV データと明細用の CSV データを使用して、請求書を作成する。 

✓ 集計関数を使用して数量を集計し、合計値を表示する。 

✓ 明細行を表現する。 

✓ 明細の後の合計欄以下は、明細の数に関わらず、いつも最下部に表示されるように

設定する。 

✓ 取引先情報や見積条件、会社情報は 1 ページ目のみに表示し、2 ページ以降は明細

行を上に詰めて表示する。 

 

Dataset Table を配置して明細を設定する 

1. Dataset Table を配置する。 

Dataset Table の高さは改ページを行う高さになりますので、十分広げてください。 

Dataset Table を使うことで、以下の要件を満たします。 

✓ 非明細用の CSV データと明細用の CSV データを使用して、見積書を作成する。 

✓ 集計関数を使用して数量を集計し、合計値を表示する。 

✓ 明細行を表現する。 
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✓ 明細の後の合計欄以下は、明細の数に関わらず、いつも最下部に表示されるように設定

する。 

 

 
 

2. 必要なヘッダ・フッタを選択する。 

Dataset Table を選択した状態で、プロパティの[バンド]から必要なヘッダ・フッタにチェ

ックをいれます。 

これらのヘッダ・フッタを使用することで以下の要件を満たします。 

✓ 取引先情報や見積条件、会社情報は 1 ページ目のみに表示し、2 ページ以降は明細行を

上に詰めて表示する。 
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コンポーネントを配置してデータ連携の指定をする 

レポートヘッダ、カラムヘッダ、バンド、レポートフッタ上に label コンポーネントを配置

します。その際、データ連携が必要な label は、「動的」を指定します。 

それ以外の線や色などは適宜コンポーネントを置いて表現してください。 

 

≪補足≫ 

コンポーネントは、重ね構造になっています。 

[Container] < [Dataset Table] < [それ以外のコンポーネント] の順に配置をします。

Dataset Table の各領域にコンポーネントを配置したい場合は、確実にその上に置く必要が

あります。また、同格のコンポーネントでも前面・背面を指定できます。 

これらの構造は[エクスプローラー]から確認することができます。 
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ヘッダやフッタを適切な高さに広げて、コンポーネントを配置していきます。 

 

 

レイアウト本体 

DatasetTable 本体 

バンド 

コンポーネント 
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以下の場所にコンポーネントを配置します。 

 

完成すると以下のようになります。 

レポートヘッダ 

レイアウト直接配置

レイアウト直接配置 

レポートフッタ 

カラムヘッダ 

バンド 

レイアウト直接配置 

レイアウト直接配置 



14 

 

 

 

その他設定 

⚫ バンドの「第 2 背景色」を設定します。 

⚫ レポートフッタの設定から「下部に配置する」にチェックをいれてください。 

これにより、以下の要件を満たします。 

 

✓ 明細の後の合計欄以下は、明細の数に関わらず、いつも最下部に表示されるように設定

する。 

 

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
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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。 

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 定義ができます。 

 

≪補足≫ 

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。 

 

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。 

① ② 
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[データタイプ]は必要に応じてご指定ください。データタイプを[date]にした場合は、[形

式]を指定します。この形式は、リクエストをする CSV の日付の表示形式を選択してくださ

い。同じものがない場合は、近しいと思うものをご選択ください。 

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。 

 

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。 

 

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」を指定したコンポーネントが表示さ

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」で該当のコンポーネントが赤くなります。 

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、コンポーネント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。 

 

フォーマットの指定 

[フィールドを定義]の[データタイプ]を、date または number に指定したフィールドは、帳

票上の表示形式を指定できます。 

左側の[フォーマット]枠から、表示をしたい形式を選び、 [フィールドマッピング]内の[フ

ォーマット]へドラッグアンドドロップします。 
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表示したい形式がない場合、[ユーザ指定の形式]でご自由に形式を作成できます。形式のル

ールは FAQ をご覧ください。 

 

式の作成 

[その他のデータ]内の[エクスプレッション]で式を作成できます。式エディタ内にある関数

を利用してご自由にご作成ください。作成した式は、[フィールドマッピング]内の[データ]

にドラッグアンドドロップします。 

使用できる式の一覧は、FAQ をご覧ください。 

 

集計関数の使用 

明細の集計結果を計算して表示したいコンポーネントの[データ]に、[その他のデータ]内

[集計結果]から[明細の集計結果]をドラッグアンドドロップしてください。 

ドラッグアンドドロップ後、[Dataset Table1 向け CSV](明細部)のマッピングに、同じコン

ポーネントが追加されます。そのコンポーネントの[データ]に集計したいフィールドをドラ

ッグアンドドロップしてください。[集計結果]に、[集計関数]内から関数を選んでドラッグ

アンドドロップしてください。 

 

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、OPROARTS へ HTTP リクエス

トまたは API でのリクエストを行っていただく場合です。 

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 

 

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/oproarts_readme.html
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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 

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。 

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 

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。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 2017/9/22 

   

   

   

 

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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