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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


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。 

 

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：Connector for Salesforce 

(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。 

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。



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 

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、Salesforceのデータを表示

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 



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 

・Salesforceに格納されている画像データ 

・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 

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ 



Table コンポーネントは、内部に Band コンポー

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。 

 

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。 

 

2. 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。ヘッダやフッタ部分を「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。 



 
 

ここでは下記の要件をもとに帳票をデザインします。 

✓ 非明細部に商談オブジェクト、明細部に商談商品オブジェクトを表示して、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。 

✓ 非明細部に商談オブジェクト、明細部に商談商品オブジェクトを表示して、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。 

 

 
 

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。 



 
 

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。 

[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。 



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 



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 



 

 

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



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。 

マッピングは 6 ステップあります。ステップごとに解説をします。 

 

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。 

今回は以下の要件を満たすため、[商談]を選択します。 

 

✓ 非明細部に商談オブジェクト、明細部に商談商品オブジェクトを表示して、請求書を作

成する。 

 

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。 

① ② 



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がご判断ください。 

今回は以下の要件を満たすため、[OpportunityLineItems](商談商品)を選択します。 

 

✓ 非明細部に商談オブジェクト、明細部に商談商品オブジェクトを表示して、請求書を作

成する。 

 

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。 

 

 

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。 

 

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。 

 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。 

① 

② 



 

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項目

自体は「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。 

 

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。



 

 

フォーマットの指定 

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。 

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。 

 

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。 

 



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。 

 

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、カスタム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。 

 

  



6. 改訂履歴 
Ver 内容 更新日 

1.00 新規作成 2017/11/20 
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