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M201 【定義全般】 定義した業務プロセスをワークフロ
M202 【業務の流れ】 処理フローを定義し、各⼯程の
M203 【業務の流れ】 処理フロー途中に、同時並⾏
M204 【業務の流れ】 処理フロー途中に、ループ構造
M205 【データ項⽬】 業務に必要なデータ項⽬（デー
M206 【データ項⽬】 データ項⽬別に必須チェックや⼊
M207 【データ項⽬】 データ項⽬の初期値があらかじ

＜マニュアル⼀覧＞

M207 【デ タ項⽬】 デ タ項⽬の初期値があらかじ
M208 【データ項⽬】 下流⼯程で利⽤する選択肢を
M209 【引受ルール】 引受候補者を "営業部" など
M210 【引受ルール】 下流⼯程の処理者を、上流⼯
M211 【引受ルール】 引き受けルールにおける "担当
M212 【引受ルール】 特定の⼯程について、複数⼈が
M213 【⼊⼒画⾯】 処理フォーム画⾯に "⼊⼒ヒント
M214 【⼊⼒画⾯】 処理フォーム画⾯から参照できる
M215 【⼊⼒画⾯】 数値データの⼊⼒中に、その合計
M216 【⼊⼒画⾯】 処理フォーム画⾯を⼤幅にカスタ

⾃ ⾃M217 【⾃動開始】 決められた⽇時に⾃動的に開始
M218 【⾃動開始】 特定メールアドレスにメールが届い
M219 【⾃動開始】 FAXが届いた時に⾃動的に開始
M220 【⾃動開始】 公開フォーム画⾯に⼊⼒があった
M221 【⾃動開始】 特定URIにHTTPリクエストがあ
M222 【⾃動開始】 Googleフォームに⼊⼒があった時
M223 【⾃動イベント】 処理フロー途中で、⾃動的に
M224 【⾃動イベント】 業務データを挿し込んだメール
M225 【⾃動イベント】 業務データを組み込んだHTT
M226 【⾃動イベント】 特定のURIへのHTTPリクエスM226 【⾃動イベント】 特定のURIへのHTTPリクエス
M227 【⾃動⼯程】 業務データの結合や四則演算が
M228 【⾃動⼯程】 業務データを挿し込んだPDF帳
M229 【⾃動⼯程】 業務ファイルがGoogleドライブに
M230 【⾃動⼯程】 業務データの複雑なデータ加⼯

※ お⼿本サンプル、500種超!! http://ja.workfl
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セスを定義するセスを定義する編編

務プロセスは複数の［⼯程］で構成

理の順序は⽮印で接続して表現しま
それぞれの［案件］は⽮印経路に
て進捗します また処理の担当者は

ます。⼈間処理の⼯程を1つ配置す
データの［⼊⼒画⾯］（タスク処理

⾯）が1つ⾃動的に準備されます。

て進捗します。また処理の担当者は
イムレーン］単位で設定します。

理を "同時並⾏" で⾏うなら［AND
トウェイ］を配置します。 "１つの

路" が選択される流れの場合には
ORゲートウェイ］を配置します。］ 置

ローシステムとして稼働させる
の締切時刻を設定する
処理、単⼀選択分岐、複数選択分岐を設定する

造を設定する
ータセット）を定義する
⼊⼒書式チェックを設定する
め⼊⼒されているように設定するめ⼊⼒されているように設定する

を、上流⼯程で列挙できるように設定する
どの組織情報や "資格者" などのロール情報で設定する
⼯程にて指名できるように設定する
当案件継続対応の原則" を解除する
が同時協調的に処理できるように設定する
ト" が表⽰されるように設定する
る［業務マニュアル］を設定する
計値や消費税額が動的表⽰されるように設定する
タマイズする（⾼度なレイアウト）
始されるように設定する
いた時に⾃動的に開始されるように設定する
始されるように設定する（クラウドFAX連携）
た時に⾃動的に開始されるように設定する
った時に⾃動的に開始されるように設定する
時に⾃動的に開始されるように設定する

に⼀定時間スリープするように設定する
ル⽂が、⾃動的にメール送信されるように設定する
TPリクエストが、⾃動的に送信されるように設定する
ストを待ち受けるように設定するストを待ち受けるように設定する
が⾃動実⾏されるように設定する
票が⾃動⽣成されるように設定する

にも⾃動保存されるように設定する
が⾃動実⾏されるように設定する（ECMAスクリプト）

low-sample.net/



M201 【定義全般】
定義した業務プロセスをワークフローシステ

業務プロセスの定義（新規追加/更新/削除）は、［プロセス
ロー図上にアイコンを配置する事によって定義します。完成
働ボタンのクリックで即座にワークフローシステムとして稼働

1. ［プロセスモデル］を作成する 〔R2010 工程アイコン(B
≪1. フロー図の描画≫ 工程アイコンを配置し、矢印で
≪2. データ項目の設定≫ 受け渡しされる業務データの
≪3. 閲覧レベルの設定≫ 工程ごとに、どのデータが参
≪4. フロー分岐の設定≫ フロー図の各分岐ポイントに
≪5. 引き受け候補者の列挙≫ 処理を担当するシステ
- 設定操作は全てブラウザ上で行います （要 Flash P
- 無操作時間によるセッション切れはありません （通
- 複数人による同時編集はサポートされていません
- ユーザ所属部署やロール情報はシステム全体で管
- ［プロセスモデル］のサンプルアーカイブは、500例以

2. ワークフローシステムとして運用を開始する
≪a. 稼働≫ ワークフローシステム（業務システム）とし
≪b. 一時停止≫ 新案件が追加されないようにするには
≪c. 再開（再稼働）≫ 再び新案件を流せるようにするに
- 定義エラーが残っているプロセスモデルは、ワークフ
- プロセスモデルのバージョン番号は、リリースする度
- その進捗中にバージョン更新が行われても、各案件
- ［プロセスモデル］を［一時停止］させる際、進捗中の
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テムとして稼働させる

スモデル設定］ メニューから行います。業務の流れは、フ
成した業務プロセス定義は［プロセスモデル］と呼ばれ、稼
働します。

BPMN)一覧〕
で接続することで、業務の流れを表現します
の［項目名］や［データ型］を1つ1つ定義します （M205）
参照可能か、どのデータが入力項目かを設定します
における分岐ルールを設定します

ムユーザを候補列挙します （M209）
Player）
信状況の変化により切断される可能性はあります）
（後から［保存］された内容で更新されます）
理されます （業務プロセス個別の設定はできません）

以上無料公開されています （拡張子: .qar）

して稼働させるには［リリース］をクリックします
は［▼プロセスモデル］メニューの［一時停止］を選択します
には［▼プロセスモデル］メニューの［再開］を選択します
フローとして稼働させられません

度に自動採番されます
件は "案件開始時点の定義" に従って流れ続けます
の全案件を強制終了させるオプション操作が可能です



M202 【業務の流れ】
処理フローを定義し、各工程の締切時刻を設

締切時刻は各工程のプロパティで設定します。"案件到達か
れている時刻までに終わらせる" といった様々な設定が可
が、作業担当者の［マイタスク］で一覧されるため、案件滞留

1. 締切時刻を選択する （任意）
≪a. 案件発生からの経過時間≫ ｎ分後（1～59分）、ｎ
≪b. 工程到達からの経過時間≫ ｎ分後（1～59分）、ｎ
≪c 日時型の業務データ≫ 日時型もしくは日付型デー≪c. 日時型の業務デ タ≫ 日時型もしくは日付型デ
- "日付型データ" が締切時刻として設定された場合、
- 複雑な演算が必要な締切時刻は［サービスタスク］や

2. 締切時刻を迎えた際に、案件を進捗させる設定をする
≪a. 全体工程を終了させる≫ 締切作動を "ON" に設
≪b. 次の工程に進める≫ 締切作動を "ON" に設定し
- 締切時の自動作動設定は、処理担当者の入力を待
- BPMN では［タイマー境界イベント］と呼ばれ、締切時

X. ワークフローサンプルX. ワ クフロ サンプル
≪マーケティング企画フロー≫ 「稟議力」をキタエル(
≪端末セキュリティ報告フロー≫ BPO 体制を構築する
≪センサー開始業務≫ 「3、2、1、キュー」の動作で自
≪日報フロー≫溜まるハズの「日報」が、溜まらない仕
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設定する

から12時間以内に終わらせる" や "回答希望時刻に書か
能です。締切時刻は必ずしも設定する必要はありません
留の発生確率低減に貢献します。

ｎ時間後（1～23時間）、ｎ日後（1～99日）
ｎ時間後（1～23時間）、ｎ日後（1～99日）
ータ項目に入力されている時刻 （例："締切希望時刻"）タ項目に入力されている時刻 （例： 締切希望時刻 ）
、その時刻は "23:59" になります
や［スクリプトタスク］等の自動工程が必要になります

（オプション）
設定し、［境界イベント］から［終了イベント］に接続します
し、［境界イベント］から下流工程に接続します
待たずに強制的に進捗させるオプション設定です
時刻に "タイマー" が作動します

？)、不思議な業務プロセス （2015‐03‐09）
る前に、検討しておくべき業務プロセス （2015‐02‐16）
動的に始まるワークフロー （2015‐02‐09）

仕組みを作れ！ （2014‐11‐04）



M203 【業務の流れ】
処理フロー途中に、同時並行処理、単一選択

全ての工程は、矢印経路によって接続されます。1つの工程
た場合は、いずれかの経路を1つだけ選択する "単一選択
イ］を利用すれば、同時並行処理を定義する事が可能にな

1. 分岐構造を描画する （単一経路選択）
≪a. 出力矢印の複数接続≫ 経路の候補が複数ある場
≪b. Ｘゲートウェイの配置≫ フロー図に "XOR（排他）
- 各経路には経路評価式が設定され、業務データに応

複数出力 場合 進路をボタ 選択さ る ドが- 複数出力の場合、進路をボタン選択させるモードが
- リスト上位の経路から順に評価され、 初に真となっ
- 経路評価式に複数の条件式を設定することも可能で
- 条件式は1変数の評価式だけでなく、2変数の比較式
- 〔R2010: 工程アイコン(BPMN)一覧〕

2. 分流構造を描画する （同時並行処理）
≪a. ＋ゲートウェイの配置≫ 全ての経路に分流させた
≪b. Ｏゲートウェイの配置≫ いくつかの経路に分流さ
- ORゲートウェイは、経路評価式が真となる経路全て

分流構造（並行処理 程） 合流ポイ トには "統合- 分流構造（並行処理工程）の合流ポイントには "統合
- 統合ゲートウェイ" では全ての並行処理の到着を待
- 分流を合流させず、個別に［終了イベント］に接続す
- 分流中のトークンが［全終了イベント］に到達すれば
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択分岐、複数選択分岐を設定する

程アイコン（角が丸い四角形）から複数の矢印を出力させ
択分岐" を表現したことになります。菱形アイコン［ゲートウェ
なります。

場合、工程アイコンから複数の経路を出力（接続）させます
） Gateway" （Ｘマーク） を配置し、候補経路を接続します
応じて自動的に経路選択されます
利用 能となります （例 "差戻ボタ " " 承ボタ "）利用可能となります （例："差戻ボタン" "了承ボタン"）
った経路のみが選択されます
です （例："部長承認済" かつ "外部支払が500万円超"）
式も設定可能です 〔R2030: 条件式の種類〕

たい場合は、［AND Gateway］ （+マーク）を配置します
せたい場合は。［OR Gateway］ （Oマーク）を配置します

てに分流させます
合ゲ トウ イ" （ ク無し）が必要 す合ゲートウェイ" （マーク無し）が必要です

待機します （ただし中止トークンは待機しません）
る事も可能です

ば、他の並行処理は強制終了します （M402）



M204 【業務の流れ】
処理フロー途中に、ループ構造を設定する

全ての工程は矢印経路によって接続されます。矢印経路が
ロー" だけでなく、階層化（多重化）されたループ、あるいは
います。ただし、分割トークン（制御識別子）が無限増殖して

1. ループ構造を描画する
≪a. 差戻経路の描画≫ ひとつ上流に差し戻せるように
≪b. 環状経路の描画≫ いくつかの工程をやり直せるよ
- 自動工程だけでループを構成することも可能ですが

案件 ク が無限分割される 能性がある［プ- 案件トークンが無限分割される可能性がある［プロセ
- （統合を経ず同地点に戻る経路が存在する分流モデ

2. 分流ポイントのエラーを修正する
≪a. 個別にループさせる≫ 分流ポイントより上流に戻
≪b. 合流後にループさせる≫ 統合ゲートウェイで合流
- 複数分流ゲートウェイ（AND分岐/OR分岐）とループ
- 単一分岐ゲートウェイ（XOR分岐）とループ構造の併

X. ワークフローサンプル
≪ サンプル ル プ≫ ト クンが無限増殖する≪BPMNサンプル：ループ≫ トークンが無限増殖する
≪稟議フローの代理決裁≫稟議書ワークフロー、「代
≪受注納品請求フロー≫受注・納品・入金、その「進捗
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がループ形状になっても構いません。単純な "差し戻しフ
は "非ブロック構造" と呼ばれる高度なループにも対応して
てしまう可能性があるループ構造は定義エラーとなります。

にするには、順行経路に加えて逆行経路も接続します
ようにするには、立ち戻るための経路を接続します

が、実処理が500を超えた時点でエラー停止します
デ ］は稼働 きま んセスモデル］は稼働できません

デル）

戻るような経路を無くします
流させたうえで分流ポイントの上流に戻る経路を作ります
プ構造の併用には注意が必要です
併用は、どの様に配置してもエラーになりません

ル プ構造 （ ）ループ構造 （2011‐05‐01）
代理決裁」の書き方 （2013‐02‐12）
捗」を可視化する （2014‐06‐30）



M205 【データ項目】
業務に必要なデータ項目（データセット）を定

業務で受け渡しされる業務データは、いくつかの［データ項
合であれば、(1)休暇開始日 (2)休暇終了日 (3)休暇理由 (4
［文字列型］［数値型］といった一般的なデータ型だけでなく

1. プロセスデータ項目を1つ1つ追加する
≪a. データ型≫ "休暇開始日" であれば［日付型］項目
≪b. データ項目名≫ 申請者や決裁者など、処理担当
≪c. 表示レイアウト≫ データ入力画面における表示レ
- 1つの［プロセスモデル］につき、 大300項目の［プロ
- ［データ項目番号］は項目追加時に自動採番されます
- レイアウトの表示順は Drag ＆ Drop の並べ替え操作
- レイアウトを変更しても［データ項目番号］が変更され
- 項目追加中に入力画面を確認したい場合は、［フォー
- ［高度なレイアウト］を設定している場合は、追加され
- ［プロセスモデル］の稼働後は［データ型］を変更でき
〔R2050: データ型サブタイプの一覧〕 〔R2051: 入力値

2. データ閲覧レベルを工程ごとに設定する （読み書きマ
≪a. 編集可能≫（読み書き権限） 業務データが表示さ
≪b. 表示のみ≫（読み込み権限） 業務データが表示さ
≪c. 非表示≫（アクセス権限なし） 業務データが表示
- ［プロセス図］の工程プロパティ画面からも設定可能
- 全ての工程で［非表示］に設定される項目があっても
- ［件名］は、いずれの工程においても［非表示］に設定
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定義する

目］から構成されます。例えば "休暇申請プロセス" の場
4)上長コメント、といった［データ項目］が必要になります。
く、［ファイル型］［掲示板型］といった項目も追加可能です。

目を、"コメント" であれば［文字列型］項目を追加します
者にとって分かりやすい項目名を付けます

レイアウトを設定します
ロセスデータ項目］を追加できます
す
作で設定します （表示幅は段組み設定で設定します）
れることはありません
ームプレビュー］から確認します

れたデータ項目が反映されません
きなくなります
値制御とシステム制限（サブタイプ一覧）〕

トリックス）
されるだけでなく、編集や削除もできるようにします
されるようにします （"入力ヒント" は表示されません）

示されないようにします （データ項目名も表示されません）
能です
も構いません （例：使われなくなった入力項目）
定できない "特別な基本データ項目" です



M206 【データ項目】
データ項目別に必須チェックや入力書式チェ

［マイタスク］処理の際に入力モレや入力ミスが発生しないよ
囲の制限" といった入力規則を設定しておくことが可能です
ボタンがクリックされた場合、処理担当者に再入力を求める

1. 入力規則を設定する
≪a. 必須入力≫ 未入力状態でのマイタスクの処理完
≪b. 数値の範囲≫ 大値、 小値、その両方を指定
≪c. 数値の小数桁数≫ 小数点以下の有効数字を指定
≪d. 文字列の文字数≫ 大文字数、 小文字数、そ
≪e. 文字列の書式≫ 郵便番号やメールアドレスなどの
≪f. 添付ファイルの数≫ 貼付ファイルの 大数、 小
- 各工程の完了時に、それぞれのデータ項目について
- その工程において編集できないデータ項目について
- 入力途中の状態で保存する場合には、いずれの項
- 全工程で共通のルールを指定します （JavaScript に
- 未入力状態は［必須］のみ検証します （ 小値100の
〔R2051: 入力値制御とシステム制限（サブタイプ） 〕〔R

2. 数値データを見やすくする（任意）
≪a. ケタ区切りを表示する≫ ISO書式、国際書式、日
≪b. 接頭辞／接尾辞を表示する≫ 通貨記号や度量衡
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ェックを設定する

ように、各データ項目に対して "必須の指定" や "入力範
す。入力規則に適合しない状態で［マイタスク］の処理完了
るメッセージが表示されます。（処理は完了しません）

了を許さない場合に［必須］を有効化します
します
定します （2桁制限下において「3.141」は入力できません）

その両方を指定します
の場合、その書式を "正規表現" で設定します

小数、その両方を指定します
て入力規則が検証されます
ては、入力規則は検証されません
目も検証されません

による複雑な入力制御は M213 ）
の制限設定も、未入力の場合はエラーになりません）
R2060: 正規表現による入力制御〕

日米英書式、独伊西書式を指定します
衡単位が入力フォームの前後に表示されるようにします



M207 【データ項目】
データ項目の初期値があらかじめ入力されて

ワークフローの開始時に “あらかじめデータが入力された状
は、固定的な値だけでなく、“申請日（プロセス開始日）から
を開始する日時や処理の開始者によって変動する値も設定

1. 初期値の活用シーンについて、概要を理解する
≪a. サンプルの例示≫ 入力フォーマットの "ゆらぎ"
≪b. 標準値入力の自動化≫ 同じ値（標準的な値）の入
≪c. ルール反映の自動化≫ 業務ルールに基づく値の
- 初期値の多用は "入力した気になってしまう" 等の

2. 初期値の代入ルールを設定する （固定的な代入） 〔R2
≪a. 固定値プリセット≫ 例："貴社指定場所"（文字列型
- 代入に失敗する値が設定されている場合、何も代入
- ファイル型、掲示板型、テーブル型などのデータ項目

3. 初期値の代入ルールを設定する （動的な代入） 〔R205
≪a. 開始時刻を参照したプリセット≫ 例：翌月の末日を
≪b. 開始ユーザ名を参照したプリセット≫ 例：申請者名
≪c. ワークフローIDを参照したプリセット≫ 例：通し番号

4. 初期値が代入されないケースについて理解する
≪a. 不明な所属組織≫ 複数組織に所属するユーザが
≪b. 不明な開始者≫ タイマー開始などで先頭が［引き
- 自動開始や再利用開始など起動時にデータが取り込
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ているように設定する

状態” になるように設定することも可能です。その初期値
ら14日後” や “申請者名（プロセス開始者）” のように処理
定できます。

を防ぐ （例："（株）●●"）
入力手間を減らす （例："貴社指定場所"）
の計算手間を省く （例：請求月の翌月末を記入）
のリスクを増大させる可能性があります

2052: 固定的初期値の書式（サブタイプ一覧） 〕
型）、"2020-07-24 20:00" （日時型）

入されず起動します （例："2001-02-29" の日付型代入）
目に対しては初期値設定できません

53: 動的初期値の書式（サブタイプ一覧）〕
を “入金期限” の項目に代入しておく
名を含めた “件名” を付けておく
号を含めた “ファイル名” を生成しておく

が［新規開始］させた場合の［開始組織］
き受け待ち］ になる場合の［開始ユーザ］
込まれる場合、初期値が開始直後に上書きされます



M208 【データ項目】
下流工程で利用する選択肢を、上流工程で

選択候補（Options）が固定的な選択フォームだけでなく、動
えば “イベント開催地の決定業務” と言ったワークフローで
流工程で選択されます。その様な場合、上流工程で入力さ

1. 動的選択肢の活用シーンについて、概要を理解する
≪a. 調査と選定の分離≫ 上流工程で "候補" が列挙
≪b. 入力負担の軽減≫ 下流工程での入力手間を可能

2. 選択肢型のデータ構造について、概要を理解する
≪a. 選択肢ID≫ サーバ通信等で利用される識別記号
≪b. 表示ラベル≫ ［入力画面］に表示される文字列
- ［選択肢ID］と［表示ラベル］に同じ文字列を設定して

3. 候補（Options）用の文字列型データ項目を用意する
≪a. 選択肢のID一覧≫ 選択肢ID（Option Value）を格納
≪b. 選択肢の表示ラベル一覧≫ 表示文字列を格納す
- 選択候補（選択肢ID/表示ラベル）の入力例： “a1/T
- ［選択肢ID］と［表示ラベル］を同じ文字列に設定する

4. 選択肢型データ項目を用意する
≪1. 選択肢IDの参照先を設定する≫ ［文字列型（複数
≪2. 表示ラベルの参照先を設定する≫ ［文字列型（複
- 選択肢IDと表示ラベルの数（行数）が異なる場合、選
- 案件が決裁工程に到達した時ではなく、決裁者が入
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で列挙できるように設定する

動的に変化する選択フォームを定義する事も可能です。例
では、上流工程にて初めて候補（Options）が列挙され、下
される［文字列型（複数行）］を参照する設定にします。

挙され、下流工程で "選定決裁" する
能な限り下げる （例："工事現場への状況確認"）

号 （HTML "option タグ" の "value 属性" に相当）
（"option タグ" で囲まれた文字列に相当）

ても構いません

納する［文字列型（複数行）］のデータ項目を設定します
する［文字列型（複数行）］のデータ項目を設定します
Tokyo”、“a2/Madrid”、“a3/Istanbul“

る場合は、1つの［文字列型（複数行）］で構いません

数行）］のデータ項目を指定します
複数行）］のデータ項目を指定します
選択肢IDの数だけ選択肢が表示されます
入力画面を開いた際の選択候補が表示されます



M209 【引受ルール】
引受候補者を "営業部" などの組織情報や

案件が各工程に到達すると引受候補者全員の［引き受け待
の作業者（作業担当者）となります。（引き受け後は作業担
業部所属者” や “申請者の所属組織のリーダ” など、様々

1. 引受候補者を追加する（ユーザを指定）
≪a. １人を指定して追加する≫ 例：ユーザ “Suzuki”
- 引受候補者を複数人にしたい場合、繰り返して追加

2. 引受候補者を一括して追加する（ロールを指定）
≪a. ロール集団を全員追加する≫ 例：ロール “日本在
- ［組織］は必ずツリー構造で管理されますが、［ロール

3. 引受候補者を一括して追加する（組織を指定）
≪a. 組織所属者を全員追加する≫ 例：組織 “営業部”
≪b. 組織リーダを全員追加する≫ 例：組織 “営業部”
≪c. 下位組織の所属者を全員追加する≫ 例：組織 “管
≪d. 下位組織のリーダを全員追加する≫ 例：組織 “管
- 指定組織所属者（a）とその下位組織所属者（c）の両
- ［ロール］を掛け合わせた絞込追加も可能です （例

4. 引受候補者を追加する（業務データを参照）
≪a. ユーザ型データで1人を指定して追加する≫ 例：”
≪b. 組織型データの組織所属者（リーダ）を全員追加す
≪c. 組織型データの下位組織所属者（リーダ）を全員追
- ［ロール］を掛け合わせた絞込追加も可能です （例

5. 引受候補者を追加する（上流作業者を参照）
≪a. 上流工程の処理者が所属する組織のメンバ（リー
≪b. 上流工程の処理者が所属する組織の親組織のメ
≪c. 上流工程の処理者が所属する組織の上位組織の
- 上流処理者（個人）を引受候補者として追加しない設

6. ［引き受け待ち］を経ないケースについて理解する
≪a. 1人候補≫ 案件が工程に到達したとき引受候補者
≪b. 継続対応≫ 上流工程を処理したユーザが、同一
- 継続対応を解除するオプション設定も可能です
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や "資格者" などのロール情報で設定する

待ち］に表示され、 初に引き受け処理を行った人が実際
当者の［マイタスク］に表示されます）。引受候補者は “営

々な表現で指定します。（スイムレーン単位で一括指定）

（追加例：鈴木一郎）
加します

在住者” （［システム設定］>［ロール］で登録されている人）
ル］は組織ツリーと関係なくユーザをグルーピングできます

” の所属者全員
の部長/副部長 （［リーダ］として登録されている人）

管理本部” の下位組織に所属するユーザ
管理本部” の下位組織にリーダとして所属するユーザ
両方を追加すると、組織ツリー全体を追加できます

：営業本部以下全組織の社員で日本在住の社員全員）

”レビュー依頼先” に入力されているユーザ
する≫ 例：”対応すべき課” に入力されている組織所属者
追加する≫ 例：“監査対象部門” の下位組織所属者
：”保管責任部署” 以下全組織の社員でドイツ語堪能者）

ーダ）≫ 例：“草稿担当” の所属組織の同僚（リーダ）
メンバ（リーダ）≫ 例：地域ごとの統括チームの誰か
のメンバ（リーダ）≫ 例：完了チェックを行える上位者
設定も可能です （例：企画立案者"以外"の部内社員）

者が1人しか存在しない場合は、自動的に引き受けます
スイムレーン内の下流工程を全て引き受けます



M210 【引受ルール】
下流工程の処理者を、上流工程にて指名で

引き受け候補者の設定を "データ項目X（ユーザ型）で指定
の処理は指定されたユーザが担当する事になります。例え
型）" に入力されたユーザが、第2スイムレーンの処理 "依頼

1. 処理者指名の活用シーンについて、概要を理解する
≪a. ノイズの局所化≫ 振り分け担当者が受信FAX画像
≪b. 適性の判断≫ クレームの内容を見た上で適性の
≪c 負荷の分散≫ 上司が全メンバーの仕事量を考慮≪c. 負荷の分散≫ 上司が全メンバ の仕事量を考慮
≪d. 納期の短縮≫ 振り分け担当者が素早く処理者を
≪e. 仮運用≫ 引き受けルールが決まっていない業務
- 申請者が決裁者を指名する様なフローでは、"決裁ル
- 指名や任命がスムーズでなくなると、全体所要時間

2. 業務データが参照されるように設定する
≪a. ユーザ型データ参照≫ ユーザ型データで指名され
≪b. 組織型データ参照≫ 組織型データで指定されてい
- 案件が工程に到達した際に、ユーザデータ等がセッ
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できるように設定する

定されたユーザ" のみに限定すれば、そのスイムレーン内
えば "汎用作業依頼フロー" において、"依頼先（ユーザ

頼に応える" などを担当する事になります。

像の宛先を見て、関係者にのみ回付する
のある回答者を指名する
慮して案件処理者を任命する慮して案件処理者を任命する

指名する （全工程の所要時間短縮を図る）
プロセスを仮運用する
ルール" が守られないリスクが増大します
の延長に直結してしまいます

れているユーザが下流工程を担当するように設定する
いる組織メンバが下流工程を担当するように設定する

ットされていない状態であれば、進捗エラーとなります



M211 【引受ルール】
引き受けルールにおける "担当案件継続対

多くの場合、スイムレーン内の先頭工程を処理したユーザは
とある問い合わせの回答担当者は、その案件（問い合わせ
対応する新卒選考フローの様な業務では、下流の処理者が

1. 継続対応の解除の活用シーンについて、概要を理解す
≪a. 上流工程での経緯知識が不要1≫ 採用面接の面
≪b. 上流工程での経緯知識が不要2≫ 請求書送付後
≪c 大量の案件処理が必要≫ 10人が1日1000件の問≪c. 大量の案件処理が必要≫ 10人が1日1000件の問
- 下流工程での処理が "上流処理での事情" に依存

2. 継続対応が望ましい業務について、概要を理解する
≪a. 稟議起案と結果報告≫ 起案者自身が "否決稟議
≪b. 問合対応の回答担当≫ 社内調査、技術部門への
- 個別案件事情に精通している人でなければ担当しづ

3. 継続対応の原則を解除する
≪1. スイムレーン設定を変更する≫ 案件が工程に到達
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対応の原則" を解除する

は、その案件の下流工程についても担当します。例えば、
せ）の完了まで責任を持ちます。一方で、大量エントリーに
が上流処理者と同一人物であることにこだわりません。

する
面接日程を、社内ルールに従って調整する
後、請求金額が入金された事を確認する
問い合わせに対応する現場で、別担当者が2次回答を行う問い合わせに対応する現場で、別担当者が2次回答を行う
しない場合、継続対応原則の解除が有効です

議の再申請" や "稟議承認後の実施報告" を行う
の確認など、回答担当者が責任を持って対応し続ける
づらい下流工程の場合、"解除"すべきではありません

達する度に［引き受け待ち］の状態にします



M212 【引受ルール】
特定の工程について、複数人が同時協調的

各工程は原則として引き受け候補者の中の１名が担当し、
委員が質問を入力する" や "何人かで意思決定する" と言
在します。［チームスイムレーン］ は無理な工程分解を回避

1. チームスイムレーンの活用シーンについて、概要を理解
≪a. 手順未定義の処理≫ 案件の内容に応じて、対応
≪b. 組織意思の醸成≫ 会議体での議論を行う前に反
≪c 複数人での議論≫ 課題が解決するまで、チーム全≪c. 複数人での議論≫ 課題が解決するまで、チ ム全
≪d. 代理処理≫ 便宜上は責任者1人の行為として処理
- ［チームスイムレーン］は、国際標準記法 BPMN を拡

2. チームスイムレーン上の工程について、概要を理解す
≪a. 案件の割り当て≫ 案件が到達すると、引き受け候
≪b. 処理の完了≫ 誰かが処理を完了させると、引き受
- 一部のデータ項目のみを入力したい場合は、入力後
- データ入力が競合すると、 終保存者の入力のみが
- テキスト追記できる［掲示板型］のデータ項目が有効
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的に処理できるように設定する

その1人が入力画面にデータを入力します。しかし "監査
言った様な複数人の処理手順が明確でない工程も稀に存
避し、引受候補者全員による協調処理を実現できます。

解する
応者と対応者数を合議的に決める （例："提案公募審査"）
反対意見をあつめる （スピード重視案件は内定させる）

全員に議論を求める全員に議論を求める
理するが、代行者が一部もしくは全部を支援する
拡張した Questetra 独自の定義書式です

する
候補者全員の ［マイタスク］ 一覧に案件が表示されます
受け候補者全員の ［マイタスク］ 一覧から消えます
後に保存中断を選択します
が記録されます
効です



M213 【入力画面】
処理フォーム画面に "入力ヒント" が表示さ

データ項目の［説明文］を設定すれば、入力フォームの下部
ストだけでなく HTML や JavaScript も設定できるので、"業
ク表示させる、"入力文字数カウンタ" を表示させるなど、業

1. 入力ヒントの活用シーンについて、概要を理解する
≪a. 入力例の掲示≫ 業務データの入力例を列挙し、入
≪b. 基準値の掲示≫ 選定基準や判断基準を掲載し、
≪c. 注意喚起の掲示≫ 業務方針や年間目標を組織内
- 入力ミスを減らす方法としては、"あらかじめ入力され

2. 各工程における入力ヒント掲示の仕組みについて、概
≪a. 各データ項目の説明文≫ フォーム表示されている
≪b. ガイドパネル型データの説明文≫ 工程プロパティ
- ［ガイドパネル］は "入力ヒント" を掲示するための特

3. 入力ヒントを設定する
≪a. 静的なヒントを掲示する≫ プレーンテキストや HT
≪b. 外部情報を掲示する≫ HTML タグ "iframe" で、外
≪c. 動的な情報を掲示する≫ JavaScript で入力中デ
- JavaScript を用いた表示変更やデータ通信は自己責
- JavaScript ライブラリ "jQuery" も活用可能です （［
- jQuery で HTML 内の input 要素を参照する場合、n
- 具体的なスクリプト設定例は、ワークフローサンプル
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されるように設定する

部に "注記" として表示されるようになります。プレーンテキ
業務上の注意" を強調させる、"関連サイトの URL" のリン
業務効率を上げる様々な工夫を実現できます。

入力フォーマットのゆらぎを統制する
入力者の主観によるバラツキを減らす

内に浸透させる
れた状態" を実現する［初期値］も有効です （M207）

要を理解する
る項目（編集可能）の説明文が掲示されます
ィで表示設定になっている説明文が掲示されます
特別なデータ項目です （M205）

TML で、業務のヒントとなる情報を記載します
外部サイトの情報を取り込みます

データを参照するなどして、掲示内容を変更します
責任で設定してください
［高度なレイアウト］では利用できません）
name 属性で検索するなどして参照します

ル等を参考にしてください



M214 【入力画面】
処理フォーム画面から参照できる［業務マニ

各プロセスモデル（業務プロセス定義）の［業務マニュアル］
ントをオンライン共有できるようになります。例えば "休暇申
をまとめて登録しておくことで、よりスムーズな業務処理が期

1. 業務マニュアルの活用シーンについて、概要を理解す
≪a. 新規開始時の閲覧≫ ［新規開始］ の際に［業務マ
≪b. 引受検討時の閲覧≫ ［引き受け待ち］ の案件を引

2. 業務マニュアルを設定する
≪a. テキストで記述≫ プレーンテキストで記述設定でき
≪b. マークアップで記述≫ HTML/Markdown によるマ
- ［プロセスモデル編集権限］を持つユーザだけが編集
- 全ての社員（同一 Questetra ID 内の全ユーザ）が閲
- ［業務マニュアル］の記載内容は、プロセスモデルの
- 〔R2140 Markdownサンプル〕
- 〔R2011 プロセスモデルのプロパティ 〕
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ニュアル］を設定する

］を設定すれば、業務プロセス全体に関する詳細なドキュメ
申請フロー" の場合、休暇制度全体を説明するドキュメント
期待できるようになります。

する
マニュアル］を読んでから開始できるようにする
引き受ける際に［業務マニュアル］を確認できるようにする

きます
マニュアル記述も可能です
集可能です
閲覧可能です
のアーカイブエクスポートに収録されます



M215 【入力画面】
数値データの入力中に、その合計値や消費

合計金額や消費税額など、データ入力画面において数値計
なくありません。数値型のデータ項目の場合、その "計算式
力される（連動する）ようになります。

1. 数値型データにセットできる式の表記要素について、概
≪a. 数値≫ "1.08" や "30" といった実数を記述できま
≪b. 算術演算子≫ 加算 "+"、減算 "-"、乗算 "*"、除
≪c. 数値型データ（参照）≫ 他の数値型データを参照
≪d. テーブル型データ（参照）≫ テーブル型のカラム合
- "四則演算式がセットされた数値型" の値を参照する
- 循環参照はエラーとなり何も更新されません

2. 数値型データ項目に式をセットする
≪1. 参照関係を整理する≫ どの数値型データが、どの
≪2. 四則演算式を設定する≫ 足し算・引き算・掛け算
- 計算結果がリアルタイム反映されるようになります
- 式がセットされた数値型データには、手動入力できな
- 計算式が参照している変数が、表示されている必要
- 下流工程の処理完了時にも、サーバサイドにて再計
- べき乗計算・三角関数計算といった、高度な計算式
〔R2270 数値型データへの自動代入〕

3. 切り捨ての原則について理解する
≪1. 有効数字を設定する≫ "小数点以下0桁" と設定

data['1'] * data['2']

( (data['1'] + data['2']) * 0.05 ‐ data['3

- 計算式内で "0.5" を加算しておくと、有効数字での
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費税額が動的表示されるように設定する

計算結果をダイナミック（動的）に表示させたいケースは少
式" （四則演算式）を設定することで、計算結果が動的に入

概要を理解する
ます
除算 "/"、および括弧 " (" と ") " が利用できます
照できます （例： data[’9’] ）
合計値を参照できます （例： data[’9’].summary[’2’] ）
ることも可能です （カスケード参照）

の数値型データに依存するのかを、予め整理把握します
算・割り算のみで表現される式を設定します

（ブラウザ処理）
なくなります

要があります （未入力は "0 " 扱いとなります）
計算されます （サーバ処理）
はスクリプト知識が必要となります （M213、M230）

定すれば、小数点以下は切り捨てられます

3'].summary['1'] ) / 30

"四捨五入" を実現できます



M216 【入力画面】
処理フォーム画面を大幅にカスタマイズする

［高度なレイアウト機能］ （旧称"HTMLテンプレート機能"）を
できます。例えば、"問合回答プロセス" の入力画面をデザ
稿部分に明確な違いを持たせる事ができます。

1. 入力画面（処理フォーム画面）のレイアウトを変更する
≪1. ベースHTMLの取得≫ データ項目を定義した後、
≪2. デザインHTMLの作成≫ データ挿し込み位置（div
≪3. 新レイアウトとして保存≫ 完成したデザインHTML
- 全工程の入力画面が一括して変更されます
- 一部工程だけレイアウト変更したい場合は、プロセス
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る（高度なレイアウト）

を用いると、入力画面のデザインを全面的に変更する事が
ザイン変更することで、社内管理用のデータ部分とメール原

［デフォルトレイアウト］ を取得します
v 要素）に注意し ［デフォルトレイアウト］ をデザインします
Lを保存します

スモデルの分割を検討してください



M217 【自動開始】
決められた日時に自動的に開始されるように

［タイマー開始イベント］を業務プロセスの先頭に配置すれば
になります。例えば "日報プロセス" や "月末の経費精算プ
れるリスクを下げることができます。

1. タイマー開始の起動日時を設定する
≪1. 日付をセットする≫ 定期起動させたい日 （毎日/
≪2. 時刻をセットする≫ 起動日の起動時刻を設定 （"
- 候補者全員の［マイタスク］にストックされる様になり
- ［引き受け待ち］案件として起動させる事も可能です
- 1つの "タイマー開始イベント" に、複数の "起動日時
- 同時に起動できる数には総量制限があります
- 〔R2170: 新規案件の起動数制限〕
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に設定する

ば、新しい案件の処理が自動的に開始（起動）されるよう
プロセス" と言った定期的な申請処理において、申請し忘

/指定曜日/毎月指定日/毎年指定日のいずれか）
"0時0分" から "23時59分" までの任意の時分）
ます （例："全員が日報を提出する"）
（例："誰かがBlog記事を書く"）

時" を設定することも可能です （例："月と水の朝9時"）



M218 【自動開始】
特定メールアドレスにメールが届いた時に自

メール開始の仕組みである［メッセージ開始イベント（メール
にメールデータを引き継いだ新案件が自動起動されるように
が1通届けば、問合対応案件が1つ生成されます。

1. メール開始の活用シーンについて、概要を理解する
≪a. 人間からのメール≫ 問い合わせ窓口、苦情通報
≪b. システム連携メール≫ 他システムからのアラート

2. メール開始の起動アドレスを設定する
≪1. 受信アドレスを決める≫ メールアドレスの一部を指
- 設定した起動アドレスを、メール送信側のシステムに
- ローカル部の一部およびドメイン部は指定できません

3. データ格納先を設定する
≪a. Fromアドレス≫ 起動させたメールのFrom部を取り
≪b. From表示名≫ 文字列型（単一行）のデータ項目に

yourSecret.m123.12345678@questetra‐bpms.ap

≪c. To/Ccアドレス≫ 文字列型（複数行）のデータ項目
≪d. To/Cc表示名≫ 文字列型（複数行）のデータ項目
≪e. 受信日付≫ 日時型のデータ項目に格納できます
≪f. メール件名≫ 文字列型（単一行）のデータ項目に
≪g. メール本文 ≫文字列型（複数行）のデータ項目に
≪h. 添付ファイル≫ ファイル型のデータ項目に格納で
- 全ての情報を格納する必要はありません （格納先が
- 5MBを超えるメールはエラーになります（添付を含み
- システムアカウント全体の制限により自動開始されな
- メーリングリストから自動開始アドレスに転送する仕
- 当該メーリングに業務責任者を加えておくと、受信エ
- ［システム設定］メニューで、本機能の有効／無効の
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自動的に開始されるように設定する

ル）］を業務プロセスの先頭に配置すれば、メール受信の度
になります。例えば、"外部者からの問い合わせメール"

窓口、内部告発受付等に対応する
メール、連携システムからの通知メール等に対応する

指定します
に登録したり、メーリングリストに追加したりします
ん

り込みたい時に指定します （文字列型（単一行））
に格納できます

ppspotmail.com

目に格納できます （起動用のアドレスは格納されません）
目に格納できます
す

格納できます （案件の "件名" にも自動挿入されます）
に格納できます
できます

が無指定の情報は引き継がれません）
みます） 〔R2180: メール開始のエラー通知〕
ない可能性があります 〔R2170 新規案件の起動数制限〕

仕組みにすれば、プロセスモデルの切替時に便利です
エラー時の対応が容易になります
の切り替え、失敗時通知アドレスの設定を行えます（M318）



M219 【自動開始】
FAXが届いた時に自動的に開始されるように

インターネットFAXからの受信通知メールとメール開始の仕
FAX画像が取り込まれたワークフロー案件が自動的に生成
文処理（生産ワークフロー）が開始されるようになります。

1. インターネットFAX連携の活用シーンについて、概要を
≪a. 代表受付≫ 代表FAX番号に届いたデータをFAX窓
≪b. 業務別FAX≫ 見積受付専用FAX番号に届いた見
- インターネットFAXとは、受信FAXが画像ファイルとし
- FAX受信機自体が不要なので、紙切れやインク切れ
- ワークフロー連携により、受信FAXを業務データとし
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に設定する（クラウドFAX連携）

仕組み［メッセージ開始イベント（メール）］を連携させる事で、
成されるようになります。例えば、注文FAX受信と同時に注

を理解する
窓口担当が確認し、担当部署に回付する

見積依頼案件を、セールス担当が直接引き受ける
してメール通知されるクラウドサービスです
れの心配がありません （クラウド型FAX）
して取り込む事ができるようになります



M220 【自動開始】
公開フォーム画面に入力があった時に自動

Webフォーム開始の仕組みである［メッセージ開始イベント（
フォームに入力がある度に、新案件が自動的に起動される
せ" に1件入力があれば、問合対応案件が1つ生成されます

1. フォーム開始の活用シーンについて、概要を理解する
≪a. 社外起動≫ 問い合わせフォームをホームページに
≪b. 社内起動≫ 内部告発を受け付けるURLを公開し

2. 表示されないデータ型について理解する
≪a. ユーザ型データ≫ 選択候補として組織内のユーザ
≪b. 組織型データ≫ 選択候補として組織内のグループ
- 選択肢型データを表示する際は、選択肢一覧そのも
- 〔R2200: フォーム開始時の入力画面 〕

3. 開始フォームを公開する
≪a. ホームページに埋め込む≫ HTMLタグ "iframe" で
≪b. メールで配信する≫ ［フォーム開始］のURLを記載
- URL は稼働バージョンのプロパティから確認します
- システムアカウント全体の制限により自動開始されな
- 〔R2170: 新規案件の起動数制限〕 〔R2181: フォーム

<iframe
src="https://ainomachioike.questetra.net/S
lInfoId=805&nodeNumber=6&key=uqMGZ5R6SxlfE
frameborder="0" marginwidth="0" marginheig
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的に開始されるように設定する

（Form）］を業務プロセスの先頭に配置すれば、公開Web
るようになります。例えば、一般公開されている "問い合わ
す。

に埋め込み、入力内容を直接ワークフローに流す
、匿名投稿をワークフローに流す

ザ情報が表示されるリスクがあるため表示できません
プ情報が表示されるリスクがあるため表示できません

ものが機密データでないことを確認する必要があります

で［フォーム開始］のURLを記載します
載します （短縮URLも有効です）

ない可能性があります
ム開始のエラー通知〕

System/Event/MessageStartForm/view?processMode
EaVBC5iwQoth2LckQRlE" height="500" width="965"
ght="0" align="middle">読み込み中</iframe>



M221 【自動開始】
特定URIにHTTPリクエストがあった時に自動

HTTP開始の仕組みである［メッセージ開始イベント（HTTP）
受信する度に、リクエストデータを引き継いだ新案件が自動
入金督促プロセス" を立ち上げる様なシステム間連携を簡

1. HTTP開始の活用シーンについて、概要を理解する
≪a. 他システムから起動≫ 顧客管理システムから "エ
≪b. 他プロセスモデルから起動≫ "契約プロセス" の

2. HTTP開始を設定する
≪1. データ受信項目≫ データ閲覧レベル（読み書き権
- アクティベート後に、起動URL（リクエストURL）やパラ

3. データ送信の仕組みを準備する （外部の設定）
≪1. 起動URL≫ 例："https://karasuma-shijo-000.que
≪2. 業務 ID≫ リクエストパラメータで "プロセスモデル
≪3. 開始ポイント ID≫ リクエストパラメータで "HTTP開
≪4. セキュリティ鍵≫ 例："key=NOYU3xDtySJqDhYGf
≪5. 送信する業務データ≫ 例："data[0].input=foo"
- リクエストパラメータは、 GET/POST どちらでも構い
- ファイルデータは POST multipart で送信します
- 同じワークフロー基盤上の通信であれば、システム変
- 〔R2182: HTTP開始のエラー通知 〕
- 〔R2210: データ受信用パラメータ名の命名規則〕
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動的に開始されるように設定する

）］を業務プロセスの先頭に配置すれば、HTTPリクエストを
動起動されるようになります。例えば、基幹システムから "

簡単に構築する事ができます。

エラーアドレス対応プロセス" が自動的に起動される
受注データを自動的に "製造プロセス" に引き渡す

権限）を［編集可能（読み書き）］に設定します
ラメータの "名前" 等を参照できるようになります

estetra.net/System/Event/MessageStart/start"
ル ID" を指定 （例："processModelInfoId=999"）
開始点の ID" を指定 （例："nodeNumber=1"）
f02gj5X2sF1Scoaj"（［!］ 公開しない）

いません（POST推奨、一部で GET 禁止）

変数 ${var[applicationRoot]} の利用が有効です



M222 【自動開始】
Googleフォームに入力があった時に自動的

Google Drive (Google Spreadsheet Form) とHTTP開始の仕
Google Form に入力された内容が取り込まれたワークフロー
ベント参加受付と同時に "着金確認および御礼メール送信

1. フォーム開始との違いについて、概要を理解する
≪a. システム資産の活用≫ "既存の Google Form" を
≪b. 必要項目の差分吸収≫ データ受信（Google）とデ
- Google Form の Script 機能（Google Apps Script）で
- 入力されたデータの内、必要なデータだけをワークフ
- Google Form の性能（サービスレベル）でデータ受信

2. Google Form 用の HTTP開始を設定する
≪1. データ受信項目≫ データ閲覧レベル（読み書き権
- アクティベート後に、起動URL（リクエストURL）やパラ

3. データ送信設定を行う
≪1. Google Form の設定を行う≫ Google Form にデー

f ti t tW kfl ( ) { function startWorkflow(e) { 
try{ 

var longurl 
= "https://karasuma‐shijo‐000.ques

var payload = "processModelInfoId=YY&n
payload += '&title=' + encodeURICompon
payload += '&data[1].input=' + encodeU
payload += '&data[2].input=' + encodeU
payload += '&data[3].input=' + encodeU
payload += '&data[5].input=' + encodeU
var params = { 

method: 'post'  method: post , 
payload: payload 

}; 
UrlFetchApp.fetch(longurl, params); 
} catch (ex) { 
MailApp.sendEmail("ichiro@example.com", 
} 

}
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に開始されるように設定する

仕組み［メッセージ開始イベント（HTTP）］を連携させる事で、
ー案件が自動的に生成されるようになります。例えば、イ

信プロセス" を開始できるようになります。

を継続して使い続ける事ができます
データ処理（Questetra）を分割できます

で、データを Questetra 側に送信します
フローに引き渡す事が可能です

信できます

権限）を［編集可能（読み書き）］に設定します
ラメータの "名前" 等を参照できるようになります

ータ送信スクリプトを設定します

stetra.net/System/Event/MessageStart/start"; 
nodeNumber=ZZ&key=WWWWWWWW"; 
nent(e.values[1]); 
URIComponent(e.values[2]); 
URIComponent(e.values[3]); 
URIComponent(e.values[6]); 
URIComponent(e.values[9]); 

 "script error", ex.message); 



M223 【自動イベント】
処理フロー途中で、自動的に一定時間スリー

［タイマー中間イベント］をフロー図の途中に配置すれば、セ
ます。再開時刻は、上流工程で入力された日時型データ項
程（予約日の前日）に、リマインドメールを自動発信する仕組

1. タイマー中間の活用シーンについて、概要を理解する
≪a. 自動処理の呼び出し≫ 予約のお客様に対して、予
≪b. 人間処理のリマインド≫ 1か月後に改めて投資対

2. タイマー中間の再開時刻を設定する
≪1. 日時型の業務データを準備する≫ "リマインド時刻
≪2. 中間イベントの開始時刻を設定する≫ 案件が到達
- 再開時刻の算出が必要な場合、上流に［サービスタ
- 案件到達時点で既に再開時刻を過ぎている場合、案
- 案件到達時点で再開時刻が未入力状態の場合、案
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ープするように設定する

セットされた再開時刻まで案件をスリープさせることができ
項目を参照します。例えば "予約受付プロセス" の下流工
組みを構築できます。

予約前日通知メールを送信する
対効果の検証レポートを作成する

刻" といった日時型データ項目を用意します
達した時に再開時刻が決定されます

タスク（データ設定）］や［スクリプトタスク］を追加します
案件は滞留（停滞）せずに進捗します

案件は滞留（停滞）せずに進捗します



M224 【自動イベント】
業務データを挿し込んだメール文が、自動的

メール送信イベント［メッセージ送信中間イベント（メール）］を
自動メールが送信されるようになります。その自動メールに
です。例えば "予約受付プロセス" で確定した予約内容を、

1. メール送信の活用シーンについて、概要を理解する
≪a. 社外向け≫ お客様の名前を自動的に挿し込んだ
≪b. 社内向け≫ 受注確定と同時に受注情報の一部を

2. メール送信を設定する
≪a. ヘッダ情報≫ "宛先"（To/Cc/Bcc）、"件名"（Sub
≪b. 本文情報≫ 自動送信されるメールの文面部分を
- 業務データを参照する挿込（差込）コマンドが設定可
- ワークフロー基盤が管理する［システム変数］の挿し
- 標準仕様（RFC5322）に準拠しないアドレスはエラー
- "メール配信代行" 等にはご利用できません （SaaS
- ご利用ドメインの SPF レコード設定が必要となる場合
- 〔R2241 SPF設定〕
- 〔R2183 メール送信のエラー通知〕
- 〔R2240 業務データの挿し込み（メール）〕
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的にメール送信されるように設定する

をフロー図の途中に配置すれば、案件が通過するたびに
には上流工程で入力された業務データを挿し込む事も可能
、お客様（予約者）に自動送信することができます。

だメールを送信し、来店を促す
を挿し込んだメールを部門内配信し、情報共有を図る

bject）、"送信元"（From）の各項を設定します
設定します

可能です （例： "受信日時は ${[受信日時:3]} です" ）
し込みも可能です （例: ${var[applicationRoot]} ）

ーとなります （例： "連続ピリオドを含むアドレス" ）
S 利用規約）
合があります （Sender Policy Framework）



M225 【自動イベント】
業務データを組み込んだHTTPリクエストが、

HTTPリクエストイベント［メッセージ送信中間イベント（HTTP
自動的にHTTPリクエストが送出されるようになります。リク
事も可能です。例えば "気象情報を記入する日報プロセス

1. HTTPリクエスト送信の活用シーンについて、概要を理
≪a. 外部データの取得≫ 外部サイトからデータを取得
≪b. 外部へのデータ送信≫ 基幹システムへデータ送信
≪c. 他プロセスモデルの自動開始≫ 他プロセスを起動

2. HTTPリクエスト送信を設定する
≪1.  アクセス URL を設定する≫ 接続先サーバの UR
≪2.  Content データを設定する≫ パラメータ名と業務
- GET、POST(application/x-www-form-urlencoded) 等
- アクセス URL 内に業務データを埋め込む事も可能で
- サーバ側からのレスポンスを業務データ項目に格納
- 〔R2250: 業務データ埋め込み（HTTP） 〕
- 〔R2251: リクエスト送信時のメソッド〕

3. アクセス制限のある外部 API に対する HTTP リクエ
≪a. Basic 認証通信を設定する≫ 接続先サーバを利
≪b. OAuth 認可通信を設定する≫ 接続先サーバとの
- Questetra がクライアント側になる OAuth 通信は 2.
- "アクセストークン" は HTML header で送出されます
- 〔R2252: OAuth トークン取得手順〕
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、自動的に送信されるように設定する

P）］をフロー図の途中に配置すれば、案件の到達と同時に
エスト内に上流工程で入力された業務データを埋め込む
" で天気情報を自動取得させる事ができます。

理解する
得する （例："天気情報の取得" 、 "為替情報の取得" ）
信（REST通信）する
動する （例："生産完了時に請求プロセスを起動" ）

RI を設定します
務データ（もしくは固定的な文字列）をセットします
等のメソッドを選択できます
です

納する事も可能です

スト送信を設定する
用するための ID と Password を セットします

の自動通信を許可するための設定を行います
0 仕様でのみ通信可能です

す （例： "Authorization: Bearer abcdefghijklmno" ）



M226 【自動イベント】
特定のURIへのHTTPリクエストを待ち受ける

待受イベント［メッセージ受信中間イベント（HTTP）］をフロー
ストを待ち受けさせる事ができます。外部プログラムは、待
えば "Web制作プロセス" が "翻訳プロセス" を呼び出し、

1. HTTP待ち受けの活用シーンについて、概要を理解する
≪a. アウトソース作業の完成待ち≫ 途中の翻訳工程を
≪b. 外部システム通信待ち≫ 基幹システムに売上集
≪c. 2段階通信待ち≫ 検知システムから障害情報を受

2. HTTP待受イベントを設定する
≪1. データ受信項目≫ データ閲覧レベル（読み書き権
- アクティベート後に、待ち受けURL（リクエストURL）や

3. データ送信の仕組みを準備する （外部の設定）
≪1. 起動URL≫ 例："https://karasuma-shijo-000.que
≪2. 案件ID≫ リクエストパラメータで "プロセス ID" を
≪3. 待受ポイント ID≫ リクエストパラメータで "HTTP中
≪4. セキュリティ鍵≫ 例："key=NOYU3xDtySJqDhYGf
≪5. 送信する業務データ≫ 例："data[0].input=foo"
- リクエストパラメータは、 GET/POST どちらでも構い
- ファイルデータは POST multipart で送信します
- 同じワークフロー基盤上の通信であれば、システム変
- 〔R2184: HTTP待ち受けのエラー通知〕
- 〔R2210: データ受信用パラメータ名の命名規則〕
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るように設定する

ー図の途中に配置すれば、各案件を滞留させ、HTTPリクエ
受中の案件IDと待受場所を指定してリクエストします。例
その翻訳結果を待ち受ける仕組みを構築できます。

る
を "翻訳プロセス" に投げ、その翻訳結果を待つ
計リクエスト情報を投げ、その集計結果を待つ

受け取り人間対応を行いつつ、復旧情報の受け取りを待つ

権限）を［編集可能（読み書き）］に設定します
やパラメータの "名前" 等を参照できるようになります

estetra.net/System/Event/IntermediateMessage/receive"
を指定 （プロセスモデルIDではありません）
中間の ID" を指定 （例："nodeNumber=1"）
f02gj5X2sF1Scoaj"（［!］ 公開しない）

いません（POST推奨、一部で GET 禁止）

変数 ${var[applicationRoot]} の利用が有効です



M227 【自動工程】
業務データの結合や四則演算が自動実行さ

データセット工程［サービスタスク（データ設定）］をフロー図
が自動的に書き換わるようになります。"現在時刻（通過時
を参照した "消費税額" の自動セットなどが実現できます。

1. データ自動設定の活用シーンについて、概要を理解す
≪a. 相対値の算出≫ 上流工程で入力された "原稿引
≪b. 統一書式≫ 命名規則に従った文字列を自動生成
- より複雑なデータ加工を実現したい場合には［スクリ

2. 数値の算出式を設定する
≪a. 他の数値データを参照≫ 数値型データや固定的
- 〔R2270: 数値の自動代入（データ設定式）〕

3. 日付日時の加工式を設定する
≪a. 他の日付日時データを参照≫ 日付型データや日
≪b. ワークフロー基盤の管理情報を参照≫ プロセス開

( (data['1'] + data['2']) * 0.05 ‐ data['3

- 〔R2271: 日付日時の自動代入（データ設定式）〕

4. 選択結果を設定する
≪a. 固定値を設定≫ 選択肢型データに対して、選択肢
- 〔R2273: 選択肢の自動代入（データ設定式）〕

data['9'].addHours(9)

#now.addDays(1).getFirstTimeInDate().addHo

5. 文字列の生成式を設定する
≪a. 他の業務データを参照≫ 文字列型データ、ユーザ
≪b. ワークフロー基盤の管理情報を参照≫ 業務名称
- 〔R2272 文字列の自動代入（データ設定式）〕

Mr. #{data['8']}

xyz‐#{{format(data['4'], 'yyyMMdd')}}
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されるように設定する

の途中に配置すれば、各案件が通過する際、業務データ
時刻）" の自動セットや、上流で入力された "税抜き価格" 

する
引渡日" から3日後を "翻訳締切日" としてセットする
成し "請求書ID" としてセットする
リプト工程］を利用します （プログラム知識が必要です）

的な実数を参照して、数値を算出します

時型データを参照して、日付や日時を算出します
開始時刻や現在時刻を参照して、算出します

3'].summary['1'] ) / 30

肢 ID を固定的にセットします

ours(9)

ザ型データなどから、文字列を生成します
称やプロセス開始者の名前などから、生成します



M228 【自動工程】
業務データを挿し込んだPDF帳票が自動生

PDF自動生成工程［サービスタスク（PDF生成）］をフロー図
到達と同時に新しい PDF が自動的に生成されるようになり
し込まれます）。例えば、上司や経理の請求データチェック後

1. PDF自動生成の活用シーンについて、概要を理解する
≪a. 内部記録≫ 会計監査の証跡・証憑となる伝票PD
≪b. 外部提出≫ 印刷郵送や添付送信が必要なPDFを

2. PDF生成工程を配置し設定する
≪1. 生成されるファイル名として利用される文字列≫
≪2. 生成されるファイルが格納される場所≫ 指定した
- ファイル名の重複を防ぐには、上流の自動工程でユ
- 例 "Invoice-#{#format(data['9'], 'yyyyMMddHHmm')}

3. 台紙PDFを準備し登録する
≪1. デザインPDFの作成≫ Word等で定型文や背景画
≪2. フォーム配置≫ データを挿し込みたい位置に "Fo
≪3. 挿込IDの設定≫ 各 Form Field の "名前" を挿し
≪4. 台紙PDFとして登録≫ ワークフロー基盤や外部サ
- ［システム管理特権者］であれば、業務横断的に利用
- 台紙PDFのサンプルを取得することも可能です
- 〔R2280: 業務データ差し込みID（PDF）〕
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成されるように設定する

の途中に配置し、台紙となる PDF を登録すれば、案件の
ります（台紙PDFの各フォームフィールドに業務データが挿
後、自動的に請求書PDFを生成させることができます。

る
DFを自動生成する （例： "立替金内訳書"、"請求書" ）
を自動生成する （例： "採用通知書"、"人事異動辞令" ）

案件名や発行IDなどの文字列型データを参照します
たファイル型データに追加されます
ユニークな文字列型データを生成しておくなどします

}.pdf" など

画像などをデザインしたPDFを作成します （no-form.pdf）
orm Field (Text) " を配置します （要 Acrobat 等）
込みIDに変更します （例： "data[9].input "）

サーバなどに登録します
用できる台紙PDFとして登録することも可能です （M320）



M229 【自動工程】
業務ファイルがGoogleドライブにも自動保存

Drive自動保存［サービスタスク（Googleドライブ）］をフロー図
の業務データが Google ドライブに自動保存されるようにな
的に Google ドライブに転送する事ができます。

1. Drive 自動保存の活用シーンについて、概要を理解す
≪a. 内部記録≫ 上流で生成されたPDFをバックアップ
≪b. 一元管理≫ ローカル保存せずドライブファイルを
≪c. データ選定≫ 上流工程で選定された画像のみドラ

2. Drive 自動保存を設定する
≪1. 保存先フォルダ設定≫ 新規フォルダの名称を設定
≪2. ファイルオーナー設定≫ 自動保存されるファイル
≪3. エラーログ格納設定≫ 通信エラーログ格納先のデ
- 保存先フォルダは Questetra からのリクエストによっ
- 業務データを参照した動的な名称も設定可能です （
- サブフォルダを指定したい場合には "/"（スラッシュ
- オーナーは "Google Apps への OAuthエクスポート
- エラー発生時には、［コントロール権限］を持つユーザ
- 保存先フォルダ名の設定が空の場合は "マイドライ
- 別の方法で作成されたフォルダには保存できません
- 保存先フォルダが Questetra により生成された後、そ
- 〔R2290: 挿し込み可能な業務データ〕
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存されるように設定する

図の途中に配置すれば、案件の到達と同時にファイル型
なります。例えば、 "上司承認が済んだ請求書PDF" を自動

る
プする （例： "立替金内訳書"、 "請求書"）

直接メールする （例："企画書"、 "提案書"）
ライブに格納する （例：" Web素材画像"）

定します （例："秀逸提案"、 "請求-#{data['10']} " ）
ルのオーナー（GoogleAppsユーザ）を指定します

データ項目を指定します （必須ではありません）
って新規作成される必要があります
（R2290）
）で表現します
" を許可している必要があります
ザにエラー内容が通知されます

イブ" の直下に保存されます
ん （名称競合の場合、同名の別フォルダを生成します）
その共有設定を変更する事は可能です



M230 【自動工程】
業務データの複雑なデータ加工が自動実行

スクリプト工程をフロー図の途中に配置すれば、データ編集
時刻" から勤務時間を算出すると言った演算処理や、 "作
列編集処理を自動化する事ができます。（［サービスタスク

1. スクリプトタスクの活用シーンについて、概要を理解す
≪a. データ代入≫ ECMA スクリプトで生成した日付や
≪b. データ加工≫ 入力済みの数値や文字列を加工し
- "ECMA スクリプト" とは、JavaScript と JScript の共

2. スクリプトタスクで利用できるクラスについて、概要を理
≪a. 推奨される JavaScript≫ "ECMA-262, Edition 3"
≪b. 利用可能な JavaScript≫ "ECMA-262, Edition 5"
≪c. 利用可能な Java クラス≫ 業務データへのアク
- JavaScript と Java の基礎的な知識が必要になりま
- 〔R2300: スクリプトタスクで利用できるクラス〕

3. スクリプトタスクを設定する
≪1. ECMA コードを登録する≫ データ参照、データ加
- 業務データの代入や更新は、スクリプト処理完了後
- エラー発生時には代入更新は行われません （次の
- スクリプトの処理時間は 長で5秒に制限されます
- 〔R2301: Scriptデータ取得／代入〕

var starttime = data.get("0"); // 業務データ
var finishtime = data.get("1"); // 業務デー
var conciergemin = (finishtime.getTime()‐s
retVal.put("2", java.math.BigDecimal( Math
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行されるように設定する（ECMAスクリプト）

集の自動化を実現できます。例えば "出勤時刻" と "帰宅
業実施日" の曜日情報を自動的に付加すると言った文字
（データ設定）］より更に複雑な処理が可能です）

する
数値などを自動的に代入させる

し、新たなデータとして代入する
共通部分をベースに標準化されたスクリプト言語です

理解する
(JavaScript 1.5) に規定された全てのクラス

" (JavaScript 1.7/1.8) の多くのクラス
セスに必要な Java クラス、他

ます

工、データ代入などの処理コードを記入します
に一括して行われます

の処理に進みます）
（負荷状況により若干変動します）

タ0を参照
ータ１を参照
starttime.getTime()) / (1000*60); 
h.floor(conciergemin))) ; // 代入
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