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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 

 
 

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

https://s.oproarts.com/help/contents/ja/console.html
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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、OPROARTS Connector for Salesforce セットアップガ

イドをご覧ください。 

 

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：Connector for Salesforce 

(イ) 出力形式：Excel 

ボタン作成

帳票出力ボタンをSalesforce上に作成する。

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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(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。 

 

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・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。 
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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

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：Connector for Salesforce 

(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。 



11 

 

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 Salesforce の項目との紐づけの定義を行う作

業です。 

 

① ② 

① ② 
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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。 

 

1st Salesforceへのログイン 

Salesforce へログインを行います。データ連携をしたい Salesforce 組織にログインをしてく

ださい。通常は、「現在のログイン状態を引き継ぐ」を選択して「Login」をクリックします。 

 

2nd 起点オブジェクトの選択 

起点となるオブジェクトを選択します。 

起点オブジェクトとは、帳票生成ボタンを配置したいオブジェクトとして考えてください。 

また、このステップで選んだオブジェクトは、非明細部のコンポーネントに表示する項目の

オブジェクトになります。ボタン配置を行いたいオブジェクトと非明細部に表示したいオ

ブジェクトが異なる場合は、設計を見直してください。 

 

オブジェクトが探しづらい場合は、ブラウザの検索機能をお使いください。 

必要なオブジェクトが一覧にない場合は、ログインしているユーザにそのオブジェクトへ

の参照権限が付与されているかどうかお確かめください。 

 

3rd 明細オブジェクトの選択 

明細部に配置したコンポーネントに表示する項目のオブジェクトを選択します。 

この一覧に表示されているのは、[2nd]で選択したオブジェクトの子オブジェクトの子リレ

ーション名です。子リレーション名がわからない場合は、左側の□をクリックすると項目が

表示できますので、そちらでどのオブジェクトかご判断ください。 

 

 

4th 明細オブジェクトの詳細 

3rd で選択したオブジェクトに対して「抽出条件」と「並び替え」を設定できます。設定を

行わなくても進むことができます。 

 

抽出条件 

指定する場合は、チェックをいれて、その下のボックス内に条件をいれます。条件に使用す

る項目は、上部の項目一覧からドラッグアンドドロップで指定してください。 

複数の条件を入れたい場合は、「AND」や「OR」をご利用ください。 
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並び替え 

指定する場合は、チェックをいれて、その下のボックス内に並び替えに使用する項目を指定

します。項目は、上部の項目一覧からドラッグアンドドロップで指定してください。 

項目の後ろに以下のように入力することで昇順・降順を指定できます。指定していない場合

は、昇順になります。 

・ASC = 昇順 

・DESC = 降順 

また、複数の項目を指定可能です。カンマで区切って条件を入れてください。左から順に第

一ソートキー、第二ソートキー…と評価されます。 

 

5th 子オブジェクトの選択 

[3rd]で選択したオブジェクト以外の子オブジェクトで、帳票に表示したいオブジェクトが

あればご指定いただけます。ただし、表示できるのは集計値になります。 
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6th 動的コンポーネントとマッピング 

レイアウトで「動的」に指定したコンポーネントと、ここまでのステップで選択したオブジ

ェクトの項目を紐づけます。 

① Salesforce の項目が表示されています。 

② レイアウトで「動的」に指定したコンポーネントの一覧です。 

 

マッピングの手順は以下の通りです。 

1. ②のコンポーネントをクリックして、「編集」画面を開く。 

 →コンポーネントをクリックすると、「デザインビュー」が赤くなります。 

2. 表示したい Salesforce項目を左側の一覧から探す。 

3. 「データ」枠に 2の項目をドラッグアンドドロップする。 

4. 「適用」をクリックする。 

 

 

 

 

 

Salesforce項目一覧画面の見方 

①の Salesforce 項目一覧画面は、ツリー型の表示になっています。左側の□をクリックして

開いてください。 

 参照フィールド：2ndで選択したオブジェクトの項目が表示されます。 

① 

② 
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 明細オブジェクト：3rdで選択したオブジェクトの項目が表示されます。 

 関連オブジェクト：5thで選択したオブジェクトが表示されます。 

 ユーザ情報：ユーザ関連の項目が表示されます。これまでのステップで選択したオブジ

ェクト以外で使用可能な情報です。 

 

赤文字で「S」のアイコンがある項目は、参照関係の項目です。この表示がされているもの

は「データ」に入れることはできません。 

「S」の左側の□をクリックすると、参照関係先オブジェクトの項目が表示されます。これ

により、参照関係先の項目を指定することができます。 

 

フィールドマッピングの見方 

②の各列について説明をします。 

 コンポーネント：レイアウトのコンポーネントプロパティから指定できるコンポーネ

ントの名前です。デフォルトでは、「コンポーネント種類 + 連番」でつけられます。 

 タイプ：コンポーネントの種類です。 

 スタイル：「スタイルセット」機能を使用している時に表示されるスタイルセット名で

す。 

 データ：指定しているマッピング設定です。 

 フォーマット：指定しているフォーマット設定です。 

 条件：「スタイルセット」機能を使用している時に指定できる条件の設定です。 
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集計関数の使用 

非明細部のコンポーネントに「明細オブジェクト」の項目をマッピングしようとすると、集

計関数の指定画面が表示されます。この場合は必ず集計関数を選択してください。Excel 側

で集計を設定されることを推奨しています。 

 

 

フォーマットの指定 

Salesforce 項目のデータ型が「数値」や「通貨」「日付」などである場合は、帳票上の表示形

式を指定できます。Excel の書式設定を指定することを推奨しています。 

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。表示したい形式がない場合、[フォーマット]

欄でご自由に形式を編集してください。形式のルールは FAQをご覧ください。 

 

式の作成 

[式]の関数を利用することで条件の指定などを作成できます。関数は[データ]内にご使用く

ださい。 

使用できる式の一覧は、FAQをご覧ください。 

 

完了 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、[完了]タブに移動し、[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。 
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5. 出力を行う 

4. テンプレート配備ウィザード 

テンプレートの選択 

「選択可能」に表示されているテンプレートを「選択済み」に指定することで、複数のテン

プレートを一つのドキュメントとして生成ができます。設定を反映させるためには、設定後

に生成した JavaScript でボタンの作成を行います。 

 

プレビュー 

2ndで選択したオブジェクトのレコードが表示されています。任意のレコードを選択し、「プ

レビュー」をクリックすると実際に帳票生成を行うことができます。なお、この一覧に表示

されるレコードはランダムであり 100 件までです。 

 

出力ボタンの作成 

Salesforce Classic 画面のカスタムボタン用 JavaScript を生成します。 

ボタンの設定を任意で選択し、生成ボタンをクリックすると、カスタムボタンの内容として

使用できる JavaScript を生成します。 

 

 ドキュメントの添付：帳票生成後にそのレコードの「メモ＆添付」に添付します。 

 活動履歴の登録：帳票生成後にそのレコードの活動履歴を作成します 

 ファイル名：帳票・添付・活動履歴の名前を指定します。ここでの指定は固定名称にな

ります。 

 ボタンの設置場所：リストビューページまたは詳細ページを選択できます。 

 

ボタンの作成方法は以下の通りです。 

1. Salesforce の[設定] -> [カスタマイズ] -> 対象オブジェクト（[2nd]で指定したオブジ

ェクト）の[ボタン、リンク、およびアクション] -> [新規ボタンまたはリンク]をクリッ

クする 

2. [表示の種類]は「詳細ページボタン」または「リストボタン」を選択する。 

(ア) [ボタンの設置場所]を「リストページ」にした時には、「リストボタン」 

(イ) [ボタンの設置場所]を「詳細ページ」にした時には、「詳細ページボタン」 

3. [動作]は[JavaScript を実行]を選択し、[内容のソース]は[OnClick JavaScript]を選択す

る。 
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4. 内容に、生成した JavaScriptをペーストする 

5. 保存する 

 

出力アクションの作成 

Salesforce Lightning Experience 画面のボタンアクション用の Visualforce コードを生成し

ます。 

ボタンの設定を任意で選択し、生成ボタンをクリックすると、アクションボタンの内容とし

て使用できる Visualforce コードを生成します。コードを加工し、Visualforce ページを作成

してください。 

 

マッピング埋込 Excel 

[ダウンロード]ボタンから、マッピング情報を埋め込んだ Excel ファイルをダウンロードで

きます。 

既存のテンプレートを変更したいときには、マッピング埋込 Excel をダウンロードし、この

Excel に変更を加えてください。その後、テンプレートを[新規作成]してこの Excel をアッ

プロードしてください。 

「$」から始まる文字列がマッピング情報になりますので、削除しないように編集をしてく

ださい。編集後、[新規作成]で新しくテンプレートを作成した時に[6th]のマッピング情報

を引き継ぐことができます。 

 

アップロード 

コンソール画面の「アップロード」から元となる Excel の差し替えが可能です。ただし、こ

こで差し替えを行うことのできる Excel は、セル座標に影響のない変更を行った場合のみと

なります。 

アップロード時に、レイアウトを「上書きする」を選択すると、デザイナ画面のイメージが

更新されます。ただし、配備が解除されます。また、デザイナ画面の「動的」の設定が解除

されていますので、再度「動的」の設定を行ってください。動的の設定が再度行われた場合、

マッピングが復元されます。 

「上書きする」にチェックを入れない場合、デザイナ画面は更新されませんが、設定はすべ

て引き継がれます。また、実際の出力時には更新後の Excel ファイルが出力されます。 



19 

 

 

 

 

 

≪補足≫ 

OPROARTSでは、アップロードした Excel のセル座標に対してデータの挿入を行っていま

す。これにより、数式やマクロを活かしたまま Excel の出力が可能となっています。しかし、

セル座標が変わった Excel に差し替えると、最初のセル座標位置のまま出力を行うため、結

果として意図しない出力となります。そのため、セル座標が変わるような変更を行う場合は、
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「マッピング埋込 Excel」をダウンロードし、この Excel を編集の上、新規作成をしてくだ

さい。 

 

セル座標が変わらない変更例：フォント、色、罫線などの変更。固定文言の変更 

セル座標が変わる変更例  ：列や行の追加・削除。セルの結合 

 

6. 改訂履歴 
Ver 内容 更新日 

1.00 新規作成 2017/11/20 
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