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1. 組織を設定する 

ユーザを組織へ所属させるために組織を設定します。 

1.1 メニュー選択  

メニューバーからマスタ管理⇒組織を選択します。 

 

 

1.2 新規組織の作成  

組織（下図の場合、trial12）を右クリックし、配下に新規組織を登録を選択します。 
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1.3 基本情報の入力  

組織の基本情報を入力し、登録ボタンをクリックします。 

※他ロケール設定より英語、中国語についても入力します。 

日本語の内容と同じで問題無い場合は日本語からコピーを選択してください。 

 

 

他ロケール設定ボタンクリック時 
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1.4 ユーザを組織に所属させる  

所属させたい組織を選択し、所属ユーザを追加をクリックします。 

 

 

 

 

ユーザ検索画面よりユーザを選択し、決定をクリックするとユーザが組織へ追加されます。 
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2. ルート定義を設定する 

ルート定義は申請から最終処理までの処理の流れを規定します。 

どのようなルートで誰が処理をするかを指定します。 

2.1 メニュー選択 

メニューバーからルート定義⇒新規作成を選択します。 
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2.2 基本情報の入力  

ルート定義の基本情報を入力し、登録をクリックします。 

 

 

ルート ID（必須）  

ルートを識別する ID です。自動採番されます。 

すでに使用されているものでなければ、任意で変更できます。 

ルート名（必須）  

登録ルートの名称を入力します。 

多言語利用の有無にかかわらず、システムで設定されている全ロケールに対して、入力しま

す。 

ルート種類（必須）  

通常用から変更する必要はありません。 
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備考  

ルートの説明等を入力できます。 

システムで設定されている全ロケールに対して、入力できます。 

 

2.3 ルート詳細の設定  

ルートの有効期間、ルートの詳細を設定します。 

バージョン登録  

 新規作成をクリックし、バージョン作成画面を開きます。 

 バージョン期間を設定し、登録を押下します。 
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ルート設定  

ルートは、ルートデザイナ上で簡単に作成・編集することができます。ワークフローの処理

の１単位である「ノード」を組み合わせて構成します。 

 

1. 申請ノードを設定します。（開始ノード、申請ノード、終了ノードがあらか

じめ配置されています。） 

 

グリッド上にある申請の  アイコンをダブルクリックします。 
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2. 処理対象者の「検索」をクリックします。 

 

 

3. 検索したい処理対象者欄の  アイコンをクリックし、処理対象者を選択し

ます。 

 

 

 



AppsWF 設定マニュアル 12 

4. 承認ノードを追加します。 

 

上部に並んでいるアイコンから、  アイコンをグリッド上へドラッグします。 

 

 

 

 

 

5. 承認のノードの処理者を設定します。  

申請ノードと同様にして、処理の対象者を設定します。 
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6. 各ノードを矢印で結びます。 

各ノードにマウスを重ねると、アイコンの右上に  が表示されるので、ドラッグ＆ドロップ

で次のノードへ接続します。 

 

 

 

7. 登録をクリックしてルートを保存します。 
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3. 案件プロパティを定義する。 

案件処理中にユーザコンテンツ固有の業務データを保持したい場合、「案件プロパティ」を

使用して業務データを保持することができます。 

案件プロパティを定義することにより、ルールが判定するパラメータとして案件プロパティ

を使用することができるようになります。 

 

3.1 メニュー選択  

メニューバーから案件プロパティ定義⇒新規作成を選択します。 
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3.2 案件プロパティ情報の登録  

案件プロパティ定義の基本情報を入力し、登録をクリックします。 

 

案件プロパティ定義情報  

  案件プロパティの内容を設定します。 

 

3.2.1 案件プロパティの内容の入力 

 

 キー（必須） 

案件プロパティ定義の一意のキーを入力します。 

すでに登録されているキーは使用できません。 

 キー名（必須） 

登録コンテンツの名称を入力します。 

システムで設定されている全ロケールに対して、入力します。 
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 型（必須） 

案件プロパティ定義のキーの型を選択します。 

・文字列 

・数値 

 

3.2.2 ルール定義への有効化 

 ルールの条件の変数として使用するをチェックすると、ルール定義で使用可能になります。 

 

3.2.3 登録をクリックします。 
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4. ルール定義を定義する。 

分岐開始ノード、分岐終了ノードで条件分岐の判断を行うルールを作成します。 

 

4.1 メニュー選択  

メニューバーからルール定義⇒新規作成を選択します。 

 

 

 

 

 

4.2 ルール情報の登録  

ルール定義の情報を入力し、登録をクリックします。 

 

ルール定義情報  

  案件プロパティの内容を設定します。 
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4.2.1 ルール定義の基本情報の入力 

 

 

 ルール ID（必須） 

ルールを識別する ID です。自動採番されます。すでに使用されているものでなければ、任意

で変更できます。 

 

 ルール名（必須） 

登録ルールの名称を入力します。 

システムで設定されている全ロケールに対して、入力します。 

 

 備考  

ルールの説明等を入力できます。 

システムで設定されている全ロケールに対して、入力できます。 
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 真偽条件設定（ラジオボタン） 

設定した条件に対して、「すべての条件を満たすとき真」とするか、「いずれかの条件を満た

すとき真」とするかを指定します。 

 

4.2.2 ルール条件の入力 

 

 

 

 キー  

比較対象となる変数を指定します。案件プロパティに登録済で、使用種別「ルールの条件の

変数として使用する」が許可されている案件プロパティのキー名がプルダウンで表示されま

す。 

［型］には、選択した変数の型が表示されます。 

 比較  

比較の内容を指定します。 

・「に次を含む」 

キー値と条件値が部分一致するとき 

・「に次を含まない」 

キー値と条件値が部分一致しないとき 

・「が次と一致する」 

キー値と条件値が完全一致するとき 
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・「が次と異なる」 

キー値と条件値が完全一致しないとき 

・「が次で始まる」 

キー値の始まりが条件値と一致するとき 

・「が次で終わる」 

キー値の終わりが条件値と一致するとき 

・「が次より大きい」 

キー値＞条件値 

・「が次以上」 

キー値≧条件値 

・「が次より小さい」 

キー値＜条件値 

・「が次以下」 

キー値≦条件値 

・「が次のいずれかと一致する」 

条件値にカンマ区切りで入力した複数の文字列に対し、キー値がいずれかに一致する

とき 

・条件値 

比較対象の条件値を指定します。「固定」か「変数」を指定します。 

 

4.2.3 登録をクリックします。 
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5. コンテンツ定義を定義する。  

コンテンツは、ワークフローの各処理で使用する「ユーザプログラム」「ルール」の情報を

保持します。 

コンテンツ定義を利用するフロー定義において、コンテンツに定義された上記の情報を使用

することができます。 

また、コンテンツ定義は期間情報によって区別された「バージョン」によって管理され、バ

ージョン期間情報によって一部の設定を変えることができます。 

 

AppsWF では案件プロパティをルート内で処理プログラムをあらかじめ指定したテンプレー

トコンテンツを用意しています。こちらをコピーすることで、ユーザプログラムを改めて指定

することなく、分岐処理に案件プロパティを利用することが可能になります。（新規で作成

し、ユーザ自身で指定することも可能です） 

5.1 メニュー選択  

メニューバーからコンテンツ定義を選択します。 
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5.2 テンプレートのコピー  

 テンプレートを選択し、コピーをします。 

5.2.1 テンプレート選択 

 テンプレート【コピー用】の編集を選択します。 

 

 

5.2.2 バージョンタブ選択 

 バージョンタブを選択します。 

 

 

5.2.3 バージョン編集選択 

編集ボタンを選択します。 
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5.2.4 コンテンツコピー選択 

コンテンツコピーを選択します。 

 

5.3 基本情報の入力  

コンテンツ定義の基本情報を入力し、登録をクリックします。 

 

 コンテンツ ID（必須） 

コンテンツを識別する ID です。自動採番されます。すでに使用されているものでなけれ

ば、任意で変更できます。 
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 コンテンツ名（必須） 

登録コンテンツの名称を入力します。 

システムで設定されている全ロケールに対して、入力します。 

 備考  

コンテンツの説明等を入力できます。 

システムで設定されている全ロケールに対して、入力できます。 

 

 

5.4 コンテンツ詳細の設定  

コンテンツの有効期間、利用するルール、ユーザプログラムを設定します。 

 

5.4.1 バージョン選択 

  ２でコピーした、バージョ画面を開きます。 

 

1.  コンテンツの選択  

２でコピーしたコンテンツの「編集」を選択します。 
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2. バージョンタブ選択 

 バージョンタブを選択します。 

 

 

3. バージョン編集選択 

編集ボタンを選択します。 

 

 

5.4.2 コンテンツの設定 

 コンテンツの設定行います。 

1. ユーザプログラム確認 

 ユーザプログラムタブを選択し、案件プロパティ登録処理が入っていることを確認します。 
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2. ルールタブ選択 

  ルールタブを選択します。 

 

3. 新規作成 

  新規作成を選択します。 
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4. ルール選択画面を開く 

 選択をクリック、ルール選択画面を開きます。 

 

 

5. ルールの選択 

 ルール定義で設定したルール一覧が表示されます。 

 このコンテンツで利用したいルールを選択します。 

 

6. 選択ルールの登録 

 登録をクリックして、ルールを登録します。 
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7. コンテンツの保存 

 基本情報タブに戻り、更新を選択して更新を保存します。 
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6. フロー定義を定義する。  

フローは、コンテンツとルートを組み合わせて実際に申請可能なワークフローを構成しま

す。 

フロー定義は期間情報によって区別された「バージョン」によって管理され、バージョン期

間情報によって一部の設定を変えることができます。が可能になります。（新規で作成し、ユ

ーザ自身で指定することも可能です） 

6.1 メニュー選択  

メニューバーからフロー定義⇒新規作成を選択します。 
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6.2 基本情報の入力  

フロー定義の基本情報を入力し、登録をクリックします。 

 

 

 

6.3 バージョン基本情報の設定  

フローの有効期間、フローで利用するコンテンツ定義、ルート定義を設定します。 

 

6.3.1 バージョン登録 

 新規作成をクリックし、バージョン作成画面を開きます。 

 バージョンの有効期限を指定します。 
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6.3.2 コンテンツ指定 

 利用するコンテンツを選択します。 

1.  コンテンツ選択画面  

 コンテンツの「検索」を選択し、コンテンツ選択画面を開きます。 
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2.  コンテンツの選択  

 定義されているコンテンツ一覧が表示されます。フローで利用するコンテンツを選択しま

す。 

 

 

6.3.3 ルート指定 

 利用するルートを選択します。 

1.  ルート選択画面 

 ルートの「検索」を選択し、ルート選択画面を開きます。 
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2.  ルートの選択 

 定義されているルート一覧が表示されます。フローで利用するルートを選択します。 

 

 

6.3.4 フローの登録 

 登録を選択してフローを登録します。 
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7. フロー画像生成 

設定したフロー定義のフロー画像生成を実施します。 

7.1 メニュー選択  

メニューバーから Workflow 管理⇒フロー画像生成を選択します。 
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7.2 フロー画像生成の実行  

画像生成するフローを選択 

 

 

 

下記ダイアログがポップアップされるので OK をクリック 
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フロー画像生成されました 

 

 

 

8．改訂履歴  

版 No 改訂日 改訂内容 

1.10 2018/03/15 スタイルの変更 

1.20 2019/02/22 社名変更 

 


