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を運用する編を運用する編

estetra の運⽤は [システム管理
限] を持つ特権ユーザが共同して統

ます。⼀部のユーザに [ユーザ管理
限] を付与するなどの設定を⾏います。

織] は "総務部" や "⼈事課" と
たユーザグループを表現します。全て
ーザアカウントは1つ以上の [組織]
属します。

の業務から共同参照される "選択
帳 紙

 [ロール] は "部⻑の集まり" や "翻訳
キル" といった組織横断的なユーザグルー
を表現します。

のリスト" や "PDF帳票の台紙" は
ステム管理権限] を持つユーザによっ
ステム登録されます。

する特権ユーザを指名するする特権ユ ザを指名する
特権ユーザを指名する
ピングする [組織] を登録する
ピングする [ロール] を登録する
加する
しくは削除する
織] や [ユーザ] を⼀括更新する
ユーザ・グループの設定を取り込む

グを⽤いたログイン機能を有効化する（OpenID 編）
を⽤いたログイン機能を有効化する（SAML 編）
認する
ゴを変更する
案件の進捗ログを確認する
認する
エクスポート機能（ファイル）を有効化する
エクスポート機能（締切⽇等）を有効化するエクスポート機能（締切⽇等）を有効化する
開発 API] へのアクセスを制御する
スモデル接続 API] へのアクセスを制御する
ロセス定義から参照される選択肢XMLを登録する
ロセス定義から参照される台紙PDFを登録する
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M301 【特権ユーザ】
Questetra 全体を管理する特権ユーザを指名

業務プロセス管理システム（BPMシステム）全体の設定を行
れるシステム特権が必要です。また、新しい業務プロセス定
ル作成権限] と呼ばれるシステム特権が必要です。

1. Questetra のシステム特権について、概要を理解する
≪a. [システム管理権限] ≫ 任意ユーザにシステム特
≪b. [ユーザ管理権限] ≫ ユーザアカウントの追加停止[ ザ管 権限] ザア ウン 追加停
≪c. [プロセスモデル作成権限] ≫ 業務プロセス定義
- 管理メニューや操作ボタンの表示は、ユーザアカウン
- 例えば [システム管理権限] が付与されているだけの

2. Questetra が想定する特権とユーザアカウントの関係に
≪a. 特権の 小化≫ 当該ユーザがシステム管理業務
≪b. 共用アカウントの禁止≫ 共用が想定される "Adm
- あらゆるシステム設定 あらゆる業務定義が可能となあらゆるシステム設定、あらゆる業務定義が可能とな
- 同じユーザアカウントの2重ログインが発生した場合

3. システム特権をユーザに付与する
≪a. 特定のユーザに付与する≫ 登録されているユー
≪b. ユーザ集団に対して付与する≫ 登録されている
- システム特権を付与するには [システム管理権限] が
- ユーザ集団に特権付与した場合、 [組織] に所属しな

ユ ザ集団に特権付与する際 リ ダとして所属して- ユーザ集団に特権付与する際、リーダとして所属して
- 全てのユーザは [アカウント設定] メニューにて、自身
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名する

行うには [システム管理権限] や [ユーザ管理権限] と呼ば
定義（プロセスモデル）を新規登録するには [プロセスモデ

〔R3010: システム特権の権限一覧〕
権を付与する他、システム全体設定を行う
止やパスワードリセットなどを行うや リ ッ な を行う
（プロセスモデル）を新たに追加する
ントに付与されている特権に応じて異なります
の特権状態ではユーザアカウントの追加はできません

について、概要を理解する
務上必要とする特権だけを付与する
ministrator" や "root" といったアカウントは発行しない
なる様な万能で広範囲な特権は存在しませんなる様な万能で広範囲な特権は存在しません

合、ログイン中のセッションが切断されます

ーザアカウントから選択します
る [組織] を選択し、その所属者に特権を付与します

が必要です
なくなった時点で自動的に特権が無くなります
ているユ ザのみに限定付与する設定も可能ですているユーザのみに限定付与する設定も可能です
身に付与されている特権を一覧できます



M302 【特権ユーザ】
業務プロセス定義ごとの特権ユーザを指名す

業務プロセス定義（プロセスモデル）をワークフローシステム
れるプロセスモデルごとに設定される特権（プロセスモデル
に設定される特権としては他に [コントロール権限] および

1. プロセスモデルごとのローカルな特権について、概要を
≪a. [プロセスモデル編集権限] ≫ 業務プロセスのモデ
≪b. [コントロール権限] ≫ 任意案件の削除、任意の[ ン 権限] 任意案件 削除、任意
≪c. [データ閲覧権限] ≫ 任意案件の業務データを検
- [プロセスモデル編集権限] は一般的に、その業務プ
- [コントロール権限] は一般的に、その業務プロセスの
- [データ閲覧権限] は一般的に、その業務に関係する
- [コントロール] と [データ閲覧] の両特権を持つユー
- これらの他に [データ閲覧権限（進捗情報限定）] と呼
- [データ閲覧権限] を持たないユーザであっても、関わ

2. ローカル特権をユーザに付与する
≪a. 特定のユーザに付与する≫ 登録されているユー
≪b. ユーザ集団に対して付与する≫ 登録されている
- プロセスモデルローカルな特権を付与するには [プロ
- プロセスモデルの詳細画面にある [権限の編集] メニ
- ユーザ集団に特権付与した場合、その [組織] に所
- ユーザ集団に特権付与する際、リーダとして所属して

全てのユ ザは [アカウント設定] メニュ にて 自身- 全てのユーザは [アカウント設定] メニューにて、自身
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する

ムとして稼働させるには [プロセスモデル編集権限] と呼ば
ルローカルな特権）が必要です。なお、プロセスモデルごと

[データ閲覧権限] があります。

を理解する 〔R3020: プロセスモデル特権の権限一覧〕
デリングの他、ローカル特権付与、ワークフロー稼働を行う
進捗中案件の強制中断、引受担当者の強制変更を行う進捗中案件 強制中断、引受担当者 強制変更を行う

検索・閲覧する （M116, M117）
プロセスの改善責任者（プロセスオーナー）に付与されます
の作業監督者に付与されます
る部署所属者や監査チームに付与されます

ーザには進行中案件のデータ編集特権が付与されます
呼ばれる限定的な特権があります
わった案件のデータは検索・閲覧可能です （M116）

ーザアカウントから選択します
る [組織] を選択し、その所属者に特権を付与します
ロセスモデル編集権限] が必要です
ニューから設定します
属しなくなった時点で自動的に特権が無くなります
ているユーザのみに限定付与する設定も可能です
身に付与されている特権を 覧できます身に付与されている特権を一覧できます



M303 【一般ユーザ】
ユーザアカウントをグルーピングする [組織]

業務プロセス内の引受やシステム特権を "ユーザ単位" で
す。Questetra では [組織] や [ロール] と呼ばれるグルーピ
[組織] は "全社-総務部-人事課" の様なツリー構造を持ち

1. ユーザをツリー構造でグルーピングしておく利点につい
≪a. システム特権の付与≫ 例えば各管理特権を "情
≪b. ローカルな特権の付与≫ [データ閲覧権限] を "営な特権 付与 [デ タ閲覧権限] を 営
≪c. 引受ルールの設定≫ 親組織の誰かに "レビュー
- ユーザが [組織] に所属しなくなった時点で、その特
- ユーザ単位での設定も設定可能です （必ずしも全て

2. 組織ツリーを設定する 〔R3030: 組織のプロパティ〕 〔
≪1. ルート組織の名称を設定する≫ Questetra にログ
≪2. 子組織を追加する≫ 全てのユーザが所属できる
- 社内構成員で利用する場合は "全社" や "example社内構成員で利用する場合は 全社  や example
- 複数企業間で利用する場合には "Xプロジェクト全員
- 例えばルート組織 "00.全社" の子組織として、 "10.
- データ閲覧権限の設定や引受ルールの定義におい
- CSVデータで一括して追加する事も可能です 〔R30

3. 各組織のプロパティを設定する
≪1. リーダを設定する≫ "所属組織のリーダが承認"
≪2 組織アドレスを設定する≫ 組織宛にメ ルを自動≪2. 組織アドレスを設定する≫ 組織宛にメールを自動
- 複数人を [リーダ] として設定することも可能です （
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] を登録する

でメンテナンスするとなると、非常に大きな手間がかかりま
ピング機能を使った "グループ単位" での設定が可能です。
ち、ユーザの所属を階層的に管理する事ができます。

いて、概要を理解する
情報システム部" の所属者に自動付与できるようになる

営業本部" 以下の組織所属者に付与できるようになる営業本部 以下 組織所属者 付与 きるよう なる
ー" を依頼すると言う業務ルールが定義できるようになる
特権や権限は自動的に剥奪されます

ての集団を組織定義する必要はありません）

〔R3031: 組織ツリーのサンプル〕
グインする全ユーザを総称する名称を決めます
様にグループ分けを行い、[組織] として追加します

e com" といった名称をルート組織名として設定しますe.com  といった名称をル ト組織名として設定します
員" や "取引者全員" といった表現を設定します
.役員"、"20.管理部"、 "30.営業部" を登録します

いて利用される組織粒度まで細分化します
032: CSV一括追加（組織）の書式〕

といった業務プロセスを定義できる様にします
動送信するといった業務プロセスを定義できる様にします動送信するといった業務プロセスを定義できる様にします

部長と部長代理を [リーダ] にする等）



M304 【一般ユーザ】
ユーザアカウントをグルーピングする [ロール

業務プロセス内の引受やシステム特権を "ユーザ単位" で
す。Questetra では [組織] や [ロール] と呼ばれるグルーピ
[ロール] は "部長の集まり" や "資格試験合格者" といった

1. ユーザを共通属性でグルーピングしておく利点につい
≪a. 引受ルール設定（ロール）≫ "翻訳スキル" を持つ
≪b. 引受ルール設定（組織とロール）≫ "営業部" 傘下引受 設定（組織 ） 営業部 傘下
≪c. 引受ルール設定（動的組織とロール）≫ 申請者の
- [ロール] は引受ルール定義を効率化するために定
- [ロール] は "部長クラス" や "日英翻訳スキル" な
- 各工程の引受ルール定義において [組織] ツリーだ

2. 業務プロセス定義（引受ルール定義）に有効なロールを
≪a. 職位による権限を表現する≫ 例： 職務分掌規程
≪b 担当による権限を表現する≫ 例： "店舗施錠担当≪b. 担当による権限を表現する≫ 例： 店舗施錠担当
≪c. スキルによる権限を表現する≫ 例： "防火担当責
≪d. 組織ツリーにないチームを表現する≫ 例： "社員
≪e. その他業務ルール設計に有効なユーザ集団を表
- 業務プロセス定義では、複数のロールを掛け合わせ

3. ロールを登録する
≪1. 必要なロールを追加する≫ 新規追加画面から、ロ

CSVデ タで 括して追加する事も可能です 〔R3- CSVデータで一括して追加する事も可能です 〔R3
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ル] を登録する

でメンテナンスするとなると、非常に大きな手間がかかりま
ピング機能を使った "グループ単位" での設定が可能です。
た属性を持つユーザをグルーピングすることができます。

て、概要を理解する
つ全ユーザが引受候補となるといった定義が可能になる
下組織の所属者で "翻訳スキル" を持つユーザを指定下組織 所属者 翻訳 キ を持 ザを指定
の上位組織所属者で "部長" ロールを持つユーザを指定
義します （システム特権の付与等には利用できません）
ど、組織横断的なユーザ属性を効率よく管理できます

だけで十分な場合には、[ロール] 登録は不要です

を考察する
で "100万円までの決裁権" を持つ部長ロール

当" や "京都大学リクルータ担当" など当  や 京都大学リクル タ担当  など
責任者" や "情報セキュリティ資格保有者" など

員旅行企画チーム" や "陸上同好会" など
表現する≫ 例： "新人研修中" や "時短勤務者" など
せた定義も設定可能です

ロール名等を登録します
3040: CSV 括追加（ロ ル）の書式〕3040: CSV一括追加（ロール）の書式〕



M305 【一般ユーザ】
ユーザアカウントを新規追加する

業務プロセスを定義するユーザ、業務プロセスに案件を流す
案件進捗を監督するユーザなど、様々なユーザに対してユ
アカウントは、システム特権である [ユーザ管理権限] を持

1. Questetra が想定するユーザとユーザアカウントの関係
≪a. メールアドレスログイン≫ ログインID（認証ID）にユ
≪b. アカウント共有の禁止≫ 複数ユーザで共有する様ア ウン 共有 禁 複数 ザ 共有する様
- ログインIDが使用可能なメールアドレスになっている
- 同じユーザアカウントの2重ログインが発生した場合
- Google Apps OpenID や SAML といったID連携を設

2. ユーザアカウントを追加する 〔R3050: ユーザアカウン
≪a. 個別に追加する≫ ユーザ名、アドレス、パスワー
≪b. 一括して追加する≫ CSVデータで一括追加します
- 全てのユーザアカウントは 1つ以上の [組織] に所全てのユ ザアカウントは、1つ以上の [組織] に所
- あらかじめ全ユーザが所属しうる組織ツリーが考察
- CSVサンプルは、ユーザ一覧画面にある [全件ダウ
- CSV一括追加においてパスワード項目を空白にする
- CSV一括追加において所属組織名に "!" を追記する

3. ログインIDとパスワードをユーザに通知する 〔R3052: 
≪a. 初期パスワードを伝える（個別追加）≫ [ユーザ管
≪b 初期パスワ ドを伝える（ 括追加）≫ Questetra≪b. 初期パスワードを伝える（一括追加）≫ Questetra
- パスワードを再表示する機能はありません （Quest

2014-09-30 v9.9.5

すユーザ、流れてきた案件に対応するユーザ、それらの
ユーザアカウントを発行する必要があります。全てのユーザ

つユーザによって追加されます。

係について、概要を理解する
ユーザのメールアドレスを使う
様なユーザアカウントは原則として発行しない様な ザア ウン 原則 発行 な
る事を前提とする機能があります
合は、ログイン中のセッションが切断されます

定する場合にも、ユーザアカウントを登録します

ントのプロパティ〕
ード等を登録します
す 〔R3051: CSV一括編集（ユーザ）の書式〕
属させる必要があります属させる必要があります
され、システム登録されている必要があります （M303）

ウンロード] から取得する事が可能です
ると、初期パスワードが自動生成されます
ると、 [リーダ] として組織所属させる事ができます

Questetra運用開始時の推奨設定手順〕
管理権限] 者が手動入力した初期パスワードを通知します
a によってお自動生成された初期パスワ ドを通知しますa によってお自動生成された初期パスワードを通知します
tetra はパスワードのハッシュ値を格納します）



M306 【一般ユーザ】
ユーザアカウントを更新もしくは削除する

ユーザの人事異動などによってユーザアカウントの所属（組
録されているユーザアカウントのプロパティを変更します。ユ
ばれるシステム特権が必要です。

1. ユーザアカウントの属性変更ともなう影響について、概
≪a. 案件一覧の変化≫ 所属組織や所属ロールの変更
≪b. 特権の付与や喪失≫ 特権が付与される設定にな特権 付与や喪失 特権 付与される設定 な

2. ユーザアカウントを更新する 〔R3050: ユーザアカウン
≪a. 個別に変更する≫ アカウントの詳細画面から、ユ
≪b. 一括して変更する≫ CSVデータで一括更新します
- 既定のパスワードを表示させる方法はありません
- CSVサンプルは、ユーザ一覧画面にある [全件ダウ
- CSV一括変更はメールアドレスでアカウントを特定し
- メールアドレス情報は一括変更ができません （個別メ ルアドレス情報は 括変更ができません （個別
- CSV一括変更においてパスワード項目を空白にする
- CSV一括変更において所属組織情報を無指定にす
- CSV一括処理において、システム未登録のメールア

3. ユーザアカウントを削除する
≪1. 削除する≫ ユーザアカウントの詳細画面から、[ユ
- [マイタスク] にある案件を一括して引き継ぐユーザを

[引き受け待ち] にある案件はそれぞれ再評価されま- [引き受け待ち] にある案件はそれぞれ再評価されま
- 複数のユーザアカウントを一括して削除する方法は
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組織）や役割（ロール）に変更があれば、BPMシステムに登
ユーザアカウントの更新削除には [ユーザ管理権限] と呼

概要を理解する
更後、担当工程に到着した案件が表示される様になります
なっている組織に所属した際、特権が自動付与されますな る組織 所属 際、特権 自動付与されます

ントのプロパティ〕
ユーザ名、メールアドレス、組織、ロール等を編集します
す 〔R3051: CSV一括編集（ユーザ）の書式〕

ウンロード] から取得する事が可能です
し、メールアドレス以外の情報を更新します
別に変更してください）別に変更してください）
ると、既定のパスワード情報は更新されません
ると、いずれの組織にも所属しないアカウントになります

アドレス行は、アカウントの新規追加とみなされます

ユーザ削除] をクリックします
を選択します （案件が無い場合にはスキップされます）
ますます

はありません



M307 【一般ユーザ】
組織再編にあわせて [組織] や [ユーザ] を

会社の吸収合併や新事業進出など、BPMシステムに登録さ
しなければならない時には、特別な操作が必要となります。
れらを参照している業務プロセス定義についても、一括して

1. 組織ツリーの変更内容をあらかじめ整理しておく
≪1. 廃止される組織を明確にする≫ 組織ツリーの内、
≪2. 新設される組織を明確にする≫ 組織ツリーに、新新設される組織を明確 する 組織 リ 、新
- 廃止予定組織の名称を変更しておくと、効率のよい
- ツリー内位置づけを変更するだけのケースも、廃止組

2. 新設される組織ツリーを追加しておく
≪1a. 個別に追加する≫ 組織の [新規作成] から、組織
≪1b. 一括して追加する≫ CSVデータで一括追加しま
≪2. 特権付与設定を確認する≫ 組織所属によって特

3. 修正が必要な業務プロセス定義を変更する
≪a. 個別に変更する≫ 各プロセスモデルの特権ユー
≪b. 一括して変更する≫ 引受ルールの中にある組織

4. ユーザの所属情報をCSV一括変更する
≪a. 新しい組織のみに所属させる≫ 新体制を即時適
≪b. 新旧の両組織に所属させる≫ 移行期間を持つ場

必要に応じて ユ ザ 覧画面にある [全件ダウン- 必要に応じて、ユーザ一覧画面にある [全件ダウン
- 移行完了後に廃止組織を削除するには、組織情報の
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を一括更新する

されているユーザの所属組織や組織ツリーを大幅に変更
。基盤情報である [組織] [ユーザ] [ロール] だけでなく、そ
て変更する事が可能です。

、廃止されるサブツリー（部分木）を明確にします
新たに追加されるサブツリーを明確にします新 追加されるサ リ を明確 ます

変更作業が可能となります （例：営業部2013廃）
組織から新設組織への所属変更と考えた方が効率的です

織名、組織アドレス、親組織名を登録します
す （M303） 〔R3030: CSV一括追加（組織）の書式〕

特権が自動付与される設定を必要に応じて変更します

ザに編集してもらう
織情報（廃止予定組織）を、一括して新設組織に置換する

用させるには、新設された組織にのみ所属させます
場合には、新旧両組織に所属させます

ロ ド] がらCSVファイルを取得し バックアップしますロード] がらCSVファイルを取得し、バックアップします
の詳細画面で [組織削除] をクリックします



M308 【一般ユーザ】
Google Apps の組織・ユーザ・グループの設

クラウド型オフィスである "Google Apps" を導入している場
管理作業を行うのは面倒です。Google Apps の "組織（Org
の情報を API 経由で取り込み、Questetraの [組織] [ユーザ

1. セキュアなシステム間通信について、概要を理解する
≪a. OAuth （オーオース）≫ 2システムにログインできる
- 接続をリクエストするシステム、レスポンスするシステ接続をリク するシ テ 、 ポン するシ テ
- 後日、許可した内容を取り消す事も可能です （レス

2. Google Apps 側の API をあらかじめ利用可能な状態に
≪1. API アクセスを有効にする≫ セキュリティ設定（S
- Google Apps 側の設定には Google Apps の管理権

3. Questetra から Google Apps に対して登録情報をリクエ
≪1 接続先ドメインを設定する≫ [Google Apps 連携]≪1. 接続先ドメインを設定する≫ [Google Apps 連携] 
≪2a. 組織一覧を取得させる≫ [組織一覧] の [組織一
≪2b. ユーザ一覧を取得させる≫ [ユーザ一覧] の [ユ
≪2c. グループ一覧を取得させる≫ [ロール一覧] の [
≪3. 追加する/更新する/削除マークをつける≫ 両シス
- 差分情報から "追加" と "更新" と "削除フラグ付与
- Google Apps から Questetra への単方向のデータ同
- Questetra 側は "マルチドメイン" に対応していませ

マ クの付いたユ ザを削除するには 人ひとりの- マークの付いたユーザを削除するには、一人ひとりの
- 接続先ドメイン設定をクリアするには、 [ドメイン] の欄
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設定を取り込む

場合、Google Apps と Questetra の両方で同じようなユーザ
ganization）" ど "ユーザ（User）" と "グループ（Group）" 
ザ] [ロール] として一括登録することが可能です。

る人が、その2システム間の直接通信を許可する仕組み
テム、接続許可を管理するシステムで構成されますテ 、接続許可を管 するシ テ 構成されます

スポンスするシステム側の設定）

にしておく
ecurity Setting）にて API を利用できるようにしておきます
限が必要になります

エストさせる 〔R3080: Google Apps との同期仕様〕
メニューに利用しているドメイン名を登録します （M309）メニュ に利用しているドメイン名を登録します （M309）

一括登録] にある Google Apps 同期ボタンをクリックします
ユーザ一括登録] にある同期ボタンをクリックします
[ロール一括登録] にある同期ボタンをクリックします
ステムの差分情報をもとに Questetra 側設定を編集します
与" の候補が列挙され、全てもしくは一部を実行します
同期です （Google Apps 側設定は変更されません）

せん
の詳細画面で [ユ ザ削除] をクリックします （M306）の詳細画面で [ユーザ削除] をクリックします （M306）
欄を空白にして保存します



M309 【ユーザ認証連携】
外部の認証サービスを用いたシングル・サイ

本人確認（認証）の情報をシステム間で共有できれば、シス
は複数パスワードを管理する必要が無くなります。Questet
済みのユーザをパスワードなしでログインさせる設定が可能

1. 認証連携規格（フェデレーション規格）について、概要を
≪a. OpenID Connect ≫ 安全なサイト開発やモバイル
≪b. SAML （サムエル）≫ ビジネス標準を推進する "O（サ ） ジネ 標準を推進する
- ユーザアイデンティティを管理し、また本人確認（認証
- 認証済みユーザに対して何らかのサービスを提供す
- BPMシステム（Questetra）は、SP として振る舞います
- 認証情報を連携する際のユーザ識別（ID/identifier）
- 本人確認方式（多段階パスワード方式等）について

2. OpenID の IdP 側で連携許可を設定しておく
≪1 API を有効化する≫ "OpenID Connect" 通信に必≪1. API を有効化する≫ OpenID Connect  通信に必
- Questetraが連携できる "OpenID Connect IdP" は
- OpenID Connect は "OAuth 2.0 for Login" や "OAu
- Google Apps の場合、"Google Apps 管理 API" への
- （Google Apps の仕様変更により "OpenID 2.0" での

3. 連携先 IdP の情報を登録する
≪1. ドメインを設定する≫ [Google Apps 連携] メニュー
≪2 ログインテストする≫ Questetra のログイン URL≪2. ログインテストする≫ Questetra のログイン URL 
- 同時に、様々なGoogle Apps 連携機能が利用可能と

4. Questetra のパスワードを使わない設定に変更する （オ
≪1. パスワードログインを禁止する≫ 必要に応じて [パ
≪2. ログイン画面を確認する≫ パスワードログインが
- Questetra 内で設定された識別IDとパスワードでのロ
- ただし、 [システム管理権限] を持つユーザは、パス
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インオン機能を有効化する （OpenID 編）

ステムそれぞれで本人確認を行う必要がなくなり、ユーザ
tra では、クラウド型オフィス "Google Apps" にて本人確認
能です。

を理解する
ル開発を推進する "OpenID 財団" による規格（REST）
OASIS" による規格（XML ベースの通信）よる規格（ 通信）
証）を行うシステムは "Id Provider (IdP)" と総称されます
するシステムは "Service Provider (SP)" と総称されます
す （IdP として活用する事はできません）
）には、メールアドレスが利用されます
は、各認証サービスのマニュアル等をご参照ください

必要な API を有効にします必要な API を有効にします
"Google Apps" のみです（2014年9月）
uth and OpenID Connect" と呼ばれることもあります
のアクセス許可を設定します （要管理権限）
の認証連携は利用できなくなりました：2014年5月）

ーにドメインを入力します （例: example.com）
にアクセスし Google Apps ログインを確認しますにアクセスし、 Google Apps ログインを確認します
となります 〔R3090: Google Apps との様々な連携〕

オプション）
パスワードログインを禁止] にチェックを入れます

が非表示になっている事を確認します （M101）
ログインができなくなります

スワードでのログインも可能です （ IdP 側の障害時等）



M310 【ユーザ認証連携】
外部の認証サービスを用いたシングル・サイ

本人確認（認証）の情報をシステム間で共有できれば、シス
は複数パスワードを管理する必要が無くなります。Questet
"Salesforce.com" にて本人確認済みのユーザをパスワード

1. 認証連携規格（フェデレーション規格）について、概要を
≪a. OpenID Connect ≫ 安全なWebサイト開発やモバ
≪b. SAML （サムエル）≫ ビジネス標準を推進する "O（サ ） ジネ 標準を推進する
- ユーザアイデンティティを管理し、また本人確認（認証
- 認証済みユーザに対して何らかのサービスを提供す
- BPMシステム（Questetra）は、SP として振る舞います
- 認証情報を連携する際のユーザ識別（ID/identifier）
- 本人確認法式（多段階パスワード方式等）について
- "Active Directory" の場合、"AD Federation Servic

2 Questetra の情報を調べておく2. Questetra の情報を調べておく
≪1. 識別情報を表示させる≫ SAML メニューから [シン
≪2. 識別情報をメモする≫ Questetra を識別する情報
- "SAML 2.0 規格" による連携にのみ対応しておりま
- SP エンティティID、Assertion Consumer Service (AC
- SP の情報がまとまったファイルは "SP メタデータ" 

3. IdP 側に Questetra を登録する 〔R3101: Salesforce 
≪1 Questetra 識別情報を入力する≫ エンティティ ID≪1. Questetra 識別情報を入力する≫ エンティティ ID
≪2. IdP 証明書を取得する≫ IdP を識別する情報をメ
- IdP エンティティ ID、ログインページURL、（ログアウ
- IdP の情報がまとまったファイルは "IdP メタデータ"

4. Questetra に IdP を登録する
≪1. IdP の情報を入力する≫ IdP エンティティID、ログ
≪2. ログインテストする≫ Questetra のログイン URL 

5. Questetra のパスワードを使わない設定に変更する （オ
≪1. パスワードログインを禁止する≫ 必要に応じて [パ
≪2. ログイン画面を確認する≫ パスワードログインが
- Questetra 内で設定された識別IDとパスワードでのロ
- ただし、 [システム管理権限] を持つユーザは、パス
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インオン機能を有効化する （SAML 編）

ステムそれぞれで本人確認を行う必要がなくなり、ユーザ
tra では、自社 "SimpleSAMLphp" やクラウド型CRM
ドなしでログインさせる設定が可能です。

を理解する
バイルアプリ開発を推進する "OpenID 財団" による規格
OASIS" による規格（XML ベースの通信）よる規格（ 通信）
証）を行うシステムは "Id Provider (IdP)" と総称されます
するシステムは "Service Provider (SP)" と総称されます
す （IdP として活用する事はできません）
）には、メールアドレスが利用されます
は、各認証サービスのマニュアル等をご参照ください
es" 等で SAML IdP 機能を追加する必要があります

ングルサインオンを有効にする] をクリックします
報（SP 情報）をメモします
ます （Salesforce等） 〔R3100: SAML 通信仕様〕
CS) URL、Singleログアウト URL。SP 証明書
（XMLファイル）と呼ばれます （取得機能は未実装）

連携設定〕 〔R3102 :SimpleSAMLphp 連携設定〕
D ACS URL SP 証明書などを入力しますD、ACS URL、SP 証明書などを入力します
メモします
トページURL）、IdP 証明書

" （XMLファイル）と呼ばれます

グインページURL、（ログアウトページURL）、IdP 証明書
にアクセスし、 SAML ログインボタンを確認します

オプション）
パスワードログインを禁止] にチェックを入れます

が非表示になっている事を確認します （M101）
ログインができなくなります

スワードでのログインも可能です （ IdP 側の障害時等）



M311 【基本設定】
ライセンスや利用規約を確認する

クラウド型サービスである Questetra では、契約ごとに "登
定されます。ユーザアカウント数が上限値以下であれば、ユ
ます。なお、ユーザをグルーピングする [組織] や [ロール] 

1. Questetra における契約ごとの制限値について、概要を
≪a. シート数（座席数）≫ 登録できるユーザアカウント
≪b. ファイル容量≫ 案件の添付ファイル（ファイル型デァイ 容量 案件 添付 ァイ （ ァイ 型デ
- 例えば "SaaS 100" ライセンスの場合、登録ユーザ
- ユーザアカウントの登録数（ユーザ数）がシート数を
- 登録ユーザ数がシート数に達した場合、[ユーザ新規
- 過去に削除されたユーザアカウントは、ユーザアカウ
- 特別な契約においては、進捗中の全案件の数に対
- ファイル型でない案件データ（数値型データや文字列
- 保存ファイルの総量は [ファイルリポジトリ] から確認
- ファイル容量制限に達すると すべての [新規開始]ファイル容量制限に達すると、すべての [新規開始]

2. ライセンスコストの無用な増加を防ぐべく不要なデータ
≪a. 不要なユーザアカウントを削除する≫ 退職したユ
≪b. 不要なファイルを削除する≫ 古いファイルや高解
- ユーザアカウントを削除しても、案件データや案件ロ
- 現時点では、データ入力時の制限としてファイルサイ
- Questetra の通信制限として、1度のアップロード操作
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登録できるユーザアカウントの数" （シート数）に上限が設
ユーザの追加やユーザの入れ替えを自由に行う事ができ

についての上限値はありません。

を理解する
トの 大数
データ）、タスクフィードへの添付ファイルの総量デ タ）、タ ク ィ 添付 ァイ 総量
数100人およびファイル容量100 GBが制限値となります
超える操作（API 含む）はエラーとなります

規追加] のボタンは非表示となります
ウントの数としてカウントされません
して上限が設定されている場合もあります
列型データなど）について容量制限はありません
認する事ができます （M314）

がエラーとなります がエラ となります

タを削除する
ユーザのユーザアカウント等を削除します （M306）
解像度の画像ファイル等を削除します（M314）
ログ情報内のユーザ情報は複製保持されています
イズの制限を設定する事はできません （M206）
作は100MBに制限されます



M312 【基本設定】
パスワードポリシーや会社ロゴを変更する

Questetra は、法人単位やプロジェクト単位といった複数人
アウトや言語設定は各ユーザレベルでの設定変更が可能で
ユーザ全員に適用される共通の設定となります。設定の変

1. Questetra 内で全ユーザに適用される共通設定につい
≪a. タイムゾーン≫ マイタスクの処理時刻や社内 SNS
≪b. デフォルト言語≫ ユーザアカウント追加時にセットデ ォ 言語 ザア ウン 追加時 ッ
≪c. パスワードポリシー≫ パスワードの設定時や変更
≪b. 会社ロゴ≫ 操作画面の左上に常時表示される画
- 現時点において、タイムゾーン設定の変更機能（サマ
- 各ユーザの操作画面において、経過時間モードで時

2. パスワードポリシーについて、概要を理解する
≪a. 複雑性ポリシー≫ パスワードの長さ、含まれるべ
≪b 有効期限ポリシー≫ パスワードの寿命 （ともなっ≪b. 有効期限ポリシ ≫ パスワ ドの寿命 （ともなっ

3. パスワードポリシーを設定する
≪1. 複雑性ポリシーを設定する≫ 社内ポリシーに必要
- 現時点で、Questetra 標準の認証機能では、パスワ
- 高度な本人確認を要する場合、要件を満たす認証シ

4. 会社ロゴを変更する
≪1 独自のロゴ画像を適用する≫ 画像ファイルをイン≪1. 独自のロゴ画像を適用する≫ 画像ファイルをイン
≪2. デフォルトのロゴ画像に戻す≫ [デフォルトに戻す
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人での利用が想定されるクラウド型サービスです。表示レイ
ですが、一方で、タイムゾーンやパスワードポリシー等は

変更には [システム管理権限] が必要です。

いて、概要を理解する
S への投稿時刻の記録に利用される標準時 （例：+9:00）
トされるユーザ言語 （他：ログイン前画面の説明文）される ザ言語 （他 グイン前画面 説明文）

更時に求められる複雑さに関する設定
画像 （横幅100px縦高30pxのJPG/GIF/PNG ）

マータイム含）、デフォルト言語の変更機能はありません
時刻を表示することは可能です （時刻表示の切り替え）

べき文字種類、含まれる文字種類の数、再利用制限など
って アカウントの無効化 アカウントの一時停止など）って、アカウントの無効化、アカウントの 時停止など）

要な複雑性にチェックを入れます （単要素認証）
ードの有効期間について設定する機能はありません

システムとの連携が必要となります （M309、M310）

ンポ トします （サイズを自動補正する機能はありません）ンポートします （サイズを自動補正する機能はありません）
す] をクリックします



M313 【システム監視】
ユーザのログイン履歴や案件の進捗ログを

契約 URL においてログインに成功した履歴、ログインに失
履歴などが記録されます。また各プロセスモデルに流れた案
ステム特権をもつユーザであっても、ログ記録の削除や修正

1. 監査用ログデータの要件について、概要を理解する
≪a. 網羅性≫ モレや重複がない （部分的な削除とい
≪b. 正確性≫ 正確で間違いが無い （転記ミスや人為確性 確 間違 無 （転記 や人為

2. Questetra における監査用ログデータの種類について
≪a. システムログ≫ いつ誰が Questetra にログインし
≪b. プロセスログ≫ 各案件がいつどの工程に到達し、
- システムログやプロセスログは、逐次自動追記され
-システムログやプロセスログ（監査用ログ）の閲覧に
- システムログには、認証および認証連携の記録が追
- プロセスログには 工程到達や引受の情報 あるいプロセスログには、工程到達や引受の情報、あるい
- 現時点では、業務プロセス定義（プロセスモデル）の

3. 監査用ログをチェックする
≪a. システムログをチェックする≫ 対象のログ日時を絞
≪b. プロセスログをチェックする≫ 対象のログ日時もし
- 日常業務において個別の案件進捗を確認する際は
- リスト一覧されたログは、CSV 形式（UTF-8）にてエク

現時点では パタ ン分析による自動警告といった- 現時点では、パターン分析による自動警告といった

2014-09-30 v9.9.5

確認する

失敗した履歴、あるいは同時ログインによる強制ログアウト
案件の進捗履歴も、その詳細な時刻が記録されます。シ
正はできません。

いった操作が行えない仕組みになっている）
為ミスといった可能性が極力排除されている）為 可能性 極力排除され る）

て、概要を理解する
したかを記録する監査用ログ
、誰によって引き受けられたのかを記録する監査用ログ
、特権ユーザであっても削除編集できません
は [システム管理権限] が必要です

追記されます （Basic 認証通信を含む）
はデータ編集や削除といった情報が記録されますはデ タ編集や削除といった情報が記録されます

の更新に関する削除不能なロギング機能はありません

絞り込み、リスト一覧します
しくは案件 ID を絞り込み、リスト一覧します

は、各案件の詳細画面から確認します （M105）
クスポートできます （10000件まで）
ログ検知機能はありませんログ検知機能はありません



M314 【システム監視】
データの保存容量を確認する

クラウド型サービスである Questetra では、"登録できるユー
量に上限が設定されます。高解像度の画像ファイルを多数
す。必要に応じて過去の業務データを削除し、容量制限にか

1. Questetra において容量としてカウントされるデータつい
≪a. 案件の添付ファイル≫ データ項目の中にあるファ
≪b. 社内 SNS への添付ファイル≫ タスクフィードに添社内 添付 ァイ タ ク ィ 添
- 文字列型データや日付型データなど、ファイル型でな
- 高解像度の画像ファイルを多数取り扱うなどの場合
- 現時点で、Questetra の通信制限として、1度のアッ
- ファイル容量制限に達すると、すべての [新規開始]

2. 案件の添付ファイルを削除する
≪a. 案件データごと削除する≫ 対象案件のプロセス詳
≪b 業務プロセス定義ごと一括削除する≫ プロセスモ≪b. 業務プロセス定義ごと 括削除する≫ プロセスモ
- 外部アプリ（外部スクリプト）を作成すれば、案件IDで

3. 社内 SNS の添付ファイルを削除する
≪a. 投稿コメントごと削除する≫ 対象投稿の [削除] を
- 投稿者自身が削除する必要があります
- 現時点で、タスクフィードの添付ファイルを一括削除
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ーザアカウントの数" （座席シート数）に加えて、ファイル容
数取り扱う場合などは、容量制限に注意する必要がありま

かからない運用を行います。

いて、概要を理解する
ァイル型データに格納されているファイル
添付されたファイル添付され ァイ
ないデータは容量にカウントされません

合には、容量制限に注意する必要があります
プロード操作は100MBに制限されます
 がエラーとなります （API による起動を含む）

詳細画面から案件データを削除します
モデルを削除し 案件データを一括削除します （M201）モデルを削除し、案件デ タを 括削除します （M201）
でのリスト削除も可能です （ [ソフト開発 API] と通信）

をクリックします

除する方法はありません



M315 【エクスポート連携】
外部ストレージへのエクスポート機能（ファイ

各案件の添付ファイルや全案件の一覧情報などは、ローカ
しかし、無用なファイル複製は、本物が見つからない・ディス
は、"Google Drive" 等の外部オンラインストレージへのデー

1. 代理アクセスについて、概要を理解する
≪a. OAuth によるデータ通信≫ コンピュータがユーザ
≪b. Basic 認証によるデータ通信≫ コンピュータがユー認証 よるデ タ通信 ン タ
- OAuth は、Facebook から Twitter への自動投稿な
- OAuth による外部アクセスは外部リソース側の権限
- Questetra がクライアント側（HTTPリクエスト送信側

2. オンラインストレージ側でデータ連携許可を設定してお
≪1. API を有効化する≫ OAuth 通信に必要な API を
- Questetraが連携できる外部ストレージは "Google A

3. データ連携先の情報を登録する
≪1. ドメインを設定する≫ [Google Apps 連携] メニュー
- 同時に、様々なGoogle Apps 連携機能が利用可能と

4. （ユーザがデータをエクスポート操作する）
≪1a. 機能を有効化する≫ ユーザごとの設定画面 [ア
≪1b. 通信に許可を与える≫ 初回のエクスポート操作
≪2 通信許可を取り消す≫ 外部リソ ス側のセキュリ≪2. 通信許可を取り消す≫ 外部リソース側のセキュリ
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イル）を有効化する

カルパソコンにファイルとしてダウンロードする事ができます。
スク容量を圧迫する、などの弊害もあります。Questetra で
ータ出力ボタンを表示させる事が可能です。

ザ本人から承認（認可）された通信を代行する仕組み
ーザから預かった Password を使い通信代行する仕組みザ ら預 を使 通信代行する仕組み
どで幅広く使われているセキュアな代理アクセス方法です

限で許可されます （取消も外部リソース側設定）
）になる代理アクセスは "OAuth 2.0 仕様" のみになります

おく
を有効にします
Apps Drive" のみです（2014年9月）

ーにドメインを入力します （例: example.com）
となります 〔R3090: Google Apps との様々な連携〕

アカウント設定] にて Google Apps 連携を有効化します
作時に、外部リソース側の権限が求められます
リティ設定でアクセス権を取り消しますリティ設定でアクセス権を取り消します



M316 【エクスポート連携】
外部カレンダーへのエクスポート機能（締切

各工程での締切時刻など、ワークフローシステム内にある
ジュール）システムにも複製登録したくなるケースが少なくあ
のデータ複製ボタンを表示させる事が可能です。（Google A

1. 代理アクセスについて、概要を理解する
≪a. OAuth によるデータ通信≫ コンピュータがユーザ
≪b. Basic 認証によるデータ通信≫ コンピュータがユー認証 よるデ タ通信 ン タ
- OAuth は、Facebook から Twitter への自動投稿な
- OAuth による外部アクセスは外部リソース側の権限
- Questetra がクライアント側（HTTPリクエスト送信側

2. オンラインカレンダー側でデータ連携許可を設定してお
≪1. API を有効化する≫ OAuth 通信に必要な API を
- Questetraが連携できる外部カレンダーは "Google A

3. データ連携先の情報を登録する
≪1. ドメインを設定する≫ [Google Apps 連携] メニュー
- 同時に、様々なGoogle Apps 連携機能が利用可能と

4. （ユーザがデータをエクスポート操作する）
≪1a. 機能を有効化する≫ ユーザごとの設定画面 [ア
≪1b. 通信に許可を与える≫ 初回のエクスポート操作
≪2 通信許可を取り消す≫ 外部リソ ス側のセキュリ≪2. 通信許可を取り消す≫ 外部リソース側のセキュリ
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日等）を有効化する

日付や日時に関する情報は、外部のカレンダー（スケ
ありません。Questetra では、外部オンラインカレンダーへ
Apps Calendar のみ：2014年9月現在）

ザ本人から承認（認可）された通信を代行する仕組み
ーザから預かった Password を使い通信代行する仕組みザ ら預 を使 通信代行する仕組み
どで幅広く使われているセキュアな代理アクセス方法です

限で許可されます （取消も外部リソース側設定）
）になる代理アクセスは "OAuth 2.0 仕様" のみになります

おく
を有効にします
Apps Calendar" のみです（2014年9月）

ーにドメインを入力します （例: example.com）
となります 〔R3090: Google Apps との様々な連携〕

アカウント設定] にて Google Apps 連携を有効化します
作時に、外部リソース側の権限が求められます
リティ設定でアクセス権を取り消しますリティ設定でアクセス権を取り消します



M317 【API レスポンス監視】
外部から [ソフト開発 API] へのアクセスを制

Questetra には、ワークフロー同士の接続などに利用できる
を開発できる [ソフト開発 API] が提供されます。 [ソフト開発
には、 [システム管理権限] をもつユーザが当該アプリケー

1. [ソフト開発 API] について、概要を理解する 〔R3110: 
≪a. Workflow APIs≫ 新規案件を登録したり引受済み
≪b. System Settings APIs≫ ユーザの新規追加や所y g ザ 新規追加や所
- 現時点において、Questetra がレスポンスする API 通
- API レスポンスの内容はユーザアカウントにより異な
- OAuth 通信は、外部アプリ自身にパスワード情報を
- Basic 認証通信（RFC2617）は、外部アプリ自身に "

2. 外部アプリを入手する 〔R3112: Workflow APIs〕 〔R
≪a. オリジナルアプリを自社開発する≫ API マニュア
≪b サードパーティアプリを取得する≫ 信頼できる開発≪b. サ ドパ ティアプリを取得する≫ 信頼できる開発
- Android アプリ、iOS アプリ、ブラウザ拡張機能、シス
- 特定業務の発生検知するアプリ、ユーザ所属変更と
- Questetra は Basic 認証を要する旨のエラーコード
- Basic 認証通信のためのパスワードは各ユーザの [

3. 外部アプリを利用できる様にする
≪a. OAuth アプリを登録する≫ 登録アプリからの AP
≪b Basic 認証通信を有効化する≫ Basic 認証での A≪b. Basic 認証通信を有効化する≫ Basic 認証での A
- OAuth アプリの登録には"Consumer Key" および "

4. 外部アプリを監視し、必要に応じて停止する
≪a. OAuth アプリへの認可を取り消す≫ [OAuth トーク
≪b. OAuth アプリを削除する≫ OAuth アプリとしての
≪c. Basic 認証通信を禁止する≫ 全ての Basic 認証通
- OAuth 通信は、アプリレベル、ユーザレベルでの利

認証通信は アプリレベルでの監視や制限が- Basic 認証通信は、アプリレベルでの監視や制限が
- Basic 認証通信で利用された ID 情報は [システムロ
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制御する

る [プロセスモデル接続 API] と本格的なアプリケーション
発 API] を活用したアプリケーションを利用できる様にする

ーションをシステム登録する必要があります。

Basic Authentication〕 〔R3111: OAuth 1.0 URLs〕
みの案件を処理したりするアプリを開発するための API

属組織の変更等を行うアプリを開発するための API属組織 変更等を行うア リを開発する
通信は "OAuth 1.0" もしくは "Basic 認証" になります

なります （例：[マイタスク] の一覧）
を渡す必要がない仕組みです

ID:Password" 情報を渡す必要がある仕組みです

3113: System Settings APIs〕
ルを参照してオリジナルのアプリを開発します
発元からアプリをダウンロードします発元からアプリをダウンロ ドします

ステムバッチなど、様々なアプリを開発できます
といった管理アプリなど、様々なアプリを開発できます
（401）はレスポンスしません （www-authenticate ヘッダ）
[アカウント設定] にある [API パスワード] を利用します

I リクエストに対してレスポンスするようになります
API リクエストに対してレスポンスするようになりますAPI リクエストに対してレスポンスするようになります

"Consumer Secret" の登録が必要です

クン一覧] から各ユーザが認可した通信を個別削除します
登録を削除し、Questetra との通信を不許可にします
通信を不許可にします
用状況が確認できます （トークン有効期限等）

ができません （パスワ ド定期変更等の 夫が必要）ができません （パスワード定期変更等の工夫が必要）
ログ] に記録されます （M313）



M318 【API レスポンス監視】
外部から [プロセスモデル接続 API] へのア

Questetra には、ワークフロー同士の接続などに利用できる
を開発できる [ソフト開発 API] が提供されます。 [プロセス
エストを受信するイベントを配置することで公開されます。不

1. Questetra の [プロセスモデル接続 API] について、概
≪a. メッセージ開始イベント（HTTP）≫ HTTP リクエス
≪b. メッセージ受信中間イベント（HTTP）≫ 進捗中の特ッ ジ受信中間イ ン （ ） 進捗中 特
≪c. メッセージ開始イベント（フォーム）≫ Web フォーム
≪d. メッセージ開始イベント（メール）≫ メール受信によ
- 通信を待ち受ける [プロセスモデル接続 API] は、業
- [システム管理権限] を持つユーザは、全業務プロセ
- 外部サーバへ HTTP リクエストを投げる [メッセージ

2. 不必要な API を封鎖する
≪a 新規開始を一時停止する≫ API を公開しているプ≪a. 新規開始を 時停止する≫ API を公開しているプ
≪b. イベントアイコンを削除する≫ API 公開の定義部
- プロセスモデルを一時停止し新規開始を封鎖させる
- 定義内容を変更し新バージョンとしてリリースしても、
- 業務プロセス定義を変更するには [プロセスモデル編
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アクセスを制御する

る [プロセスモデル接続 API] と本格的なアプリケーション
モデル接続 API] は、各プロセスモデル設計者が外部リク

不必要な API があれば適宜封鎖します。

概要を理解する
トの受信により新案件が自動的に開始される仕組み
特定案件にデータを追記される仕組み特定案件 デ タを追記される仕組み

ムへの投稿により新案件が自動的に開始される仕組み
より新案件が自動的に開始される仕組み

業務プロセス定義（プロセスモデル）の中で設定されます
セス定義の API 公開状況を総覧できます
ジ送信中間イベント（HTTP）] についても総覧できます

プロセスモデルを [一時停止] させますプロセスモデルを [ 時停止] させます
分を削除した上で新バージョンとしてリリースします

る場合でも、進捗中の案件を進捗させ続ける事ができます
、進捗中の案件は旧バージョンに従って進捗し続けます
編集権限] が必要です （M302）



M319 【プロセスモデリング環境】
複数の業務プロセス定義から参照される選択

データ項目定義における選択肢型データは、 "候補リスト"
管理権限] をもつユーザが当該リストをシステム登録してお
す。モデリングの効率化や、候補リストの一元管理を実現で

1. 書式発散リスクの低減策について、概要を理解する
≪a. （空白のテキストフォーム）≫ 期待通りの書式（ゆ
≪b. 初期値セット済のテキストフォーム≫ 初期値のま初期値 ッ 済 テキ ォ 初期値 ま
≪c. 選択フォーム（セレクトフォーム）≫ 選択肢のいず
- Questetra では、あらかじめ初期値が入力されている
- Questetra では、各入力値の書式を自動チェックする
- 入力フォーム枠外の "入力ヒント" （M213）や "業務

2. 選択肢 XML （Options-XML）ファイルを活用すべき選択
≪a. 統制されるべき選択肢≫ 取引先名、支店コード、
≪b 再利用性の高い選択肢≫ 都道府県一覧 アンケ≪b. 再利用性の高い選択肢≫ 都道府県 覧、アンケ
≪c. 部分再利用性のある選択肢≫ 業種一覧、アンケ
- 選択フォームのプロパティでの個別設定も可能です
- 選択肢 XML の参照に外部通信を伴う場合は、必要
- 複数定義から参照できるグローバルなファイルと特定

3. 選択肢 XML ファイルを複数の業務プロセス定義から参
≪1. XML ファイルを登録する≫ [共通ファイル] メニュ
≪2 XML ファイルを更新する≫ [共通ファイル] メニュ≪2. XML ファイルを更新する≫ [共通ファイル] メニュ
- 複数の業務プロセス定義から参照可能なファイルを
- 複数の業務プロセス定義から参照可能なファイルは
- 業務プロセス定義内に閉じた XML は、各プロセスモ
- 業務プロセス定義内に閉じた XML は、[プロセスモデ
- 現時点では、歴代のファイルを確認する方法はあり

4. 選択肢 XML を更新する特殊なプロセスモデルを運用
≪1 選択肢型のデ タ項目を用意する≫ 選択肢型デ≪1. 選択肢型のデータ項目を用意する≫ 選択肢型デ
≪2. 選択肢型データを書き換えるフローを設計する≫
≪3. XML を更新するイベントを配置する≫ アイコン [サ
- [システム管理権限] を持つユーザが、業務プロセス
- 指定した選択肢型のデータが [共有プロセスモデル
- 具体的な設計例はサンプルを参考にして下さい
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択肢XMLを登録する

" を設定する必要があるデータ項目です。もし、[システム
おけば、各プロセスモデルから参照設定できる様になりま
できます。

らぎを含む）で入力されない可能性がある
まデータ編集（データ入力）をし忘れる可能性があるまデ タ編集（デ タ入力）を 忘れる可能性 ある

ずれかが入力（選択）される （ただし例外記述ができない）
る状態で新規開始させることが可能です （M207）
る設定も可能です （M206）

務マニュアル" （M214）でリスクを低減させることも可能です

択フォームについて、概要を理解する
商品コード、など 〔R3190: Options-XML 書式〕

ケート回答における "非常に良い 良い 普通…" などケ ト回答における 非常に良い、良い、普通 、など
ケート回答における来場目的や興味関心事項、など

す （必ずしも XML ファイルを作成する必要はありません）
要に応じてキャッシュクリア操作が必要になります
定定義に閉じたローカルなファイルに大別されます

参照できる環境を提供する
ーから新規ファイルをアップロードします

から同じファイル名でアップロ ドしますーから同じファイル名でアップロードします
を登録するには、[システム管理権限] が必要です
は、業務プロセス定義のエクスポート時に同梱されません
モデルの [プロセスモデルファイル] として登録します
デル編集権限] を持つユーザ自身によって登録されます
ません

する
デ タにセ トされている が 化されますデータにセットされている Options が XML 化されます

上流入力値参照（M208）、ECMA スクリプト（M230）など
サービスタスク（選択肢マスタ更新）] を配置します

ス定義を作成する必要があります
ルファイル]として保存されます



M320 【プロセスモデリング環境】
複数の業務プロセス定義から参照される台紙

PDF の自動生成工程では "台紙 PDF" に 業務データが挿
限] をもつユーザが当該 "台紙 PDF" をシステム登録してお
す。モデリングの効率化や、PDF デザインの一元管理を実

1. 台紙 PDF ファイルの共通利用化を検討すべきケース
≪a. 統制されるべき台紙≫ 請求書、内定書、認定証、
≪b. 書式を統一すべき書類の台紙≫ 営業1課見積書書式を統 す き書類 台紙 営業 課見積書
≪c. 書式統一感を出すべき書類の台紙≫ 見積書と仮
- 自動処理工程 [サービスタスク（PDF 生成）] で、業務
- 複数定義から参照できるグローバルなファイルと特定

2. 台紙 PDF ファイルを複数の業務プロセス定義から参照
≪1. PDF ファイルを登録する≫ [共通ファイル] メニュー
≪2. PDF ファイルを更新する≫ [共通ファイル] メニュー
- 複数の業務プロセス定義から参照可能なファイルを複数の業務プロセス定義から参照可能なファイルを
- 複数の業務プロセス定義から参照可能なファイルは
- 業務プロセス定義内に閉じた PDF は、各プロセスモ
- 業務プロセス定義内に閉じた PDF は、[プロセスモデ
- 現時点では、歴代のファイルを確認する方法はあり
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紙PDFを登録する

挿入される形で PDF を生成します。もし、[システム管理権
おけば、各プロセスモデルから参照設定できる様になりま

実現できます。

について、概要を理解する
、など
書と営業2課見積書、日本語参加証と英語参加証、など書 営業 課見積書、 本語参加証 英語参加証、な
仮見積書、FAX 送付状と郵送送付状、など
務データが差し込まれた PDF が生成されます （M228）
定定義に閉じたローカルなファイルに大別されます

照できる環境を提供する
ーから新規ファイルをアップロードします
ーから同じファイル名でアップロードします

を登録するには [システム管理権限] が必要ですを登録するには、[システム管理権限] が必要です
は、業務プロセス定義のエクスポート時に同梱されません
モデルの [プロセスモデルファイル] として登録します
デル編集権限] を持つユーザ自身によって登録されます
ません



R3031
組織ツリーのサンプル

[組織] のツリー構造は、かならずしも "組織図" と一致しま

1. 全社利用
+ 00全社

- 10役員

るために存在しているのに対して、 Questetra が管理する組
に設定されます。すなわち、 上位のルート組織として "株

役員
- 11常勤役員
- 12全役員（非常勤含）

- 20管理部
- 21経営企画課
- 22経理課

- 221会計チーム
- 222出納チーム

- 23総務課23総務課
- 30営業部

- 31営業1課
- 32営業2課

- 40技術部
- 41第1技術部
- 42第2技術部
- 43第3技術部

91内部監査室- 91内部監査室
- 92広報室

2. 特定業務利用
+ 見積と請求の可視化プロジェクト全員

- 経理部
- 経理課

財務会計課- 財務会計課
- 営業部

- 本社営業グループ
- 東日本営業グループ
- 中日本営業グループ
- 西日本営業グループ
- 中四国営業グループ
- 九州営業グループ

- ソリューション事業部
- 本社エンジニアリングG
- 関西エンジニアリングG

3. 特定部署利用
+ 情報システム部

- a.情報戦略企画グループa.情報戦略企画グル プ
- b.認証基盤グループ

- b1.社員ID管理チーム
- b2.デバイス管理チーム
- b3.システム監査チーム

- c.システム運用グループ
- c1.ネットワーク運用チーム
- c2.業務マスタ管理グループ

- d システム開発グループd.システム開発グル プ
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ません。 "組織図" が主に組織内の意思命令系統を表現す
組織ツリーは主にユーザ集合の包含関係を明示するため

株主総会" や "取締役会" が登録される事はありません。

4. 複数会社利用
+ AAAサービス全員

- 運営グループ運営グル プ
- 問合回答チーム
- FAQ管理チーム
- Web広報チーム

- ディレクションチーム
- プロデューサ
- 技術チーム

- 株式会社XXX
- 株式会社YYY株式会社YYY
- 株式会社ZZZ

5. 社外協力スタッフ利用
+ ハウスクリーニング事業全員

- 10.申込受付センター
- 11.見積対応チーム

12 アフタ フォロ チ ム- 12.アフターフォローチーム
- 20.技術スタッフ

- 21北区エリア
- 22.上京区中京区エリア
- 23.左京区北部エリア
- 24.左京区南部エリア
- 25.東山区エリア
- 26.山科区エリア

京区南区 リ- 27.下京区南区エリア
- 28.右京区北部エリア
- 29.右京区南部エリア
- 30.西京区エリア
- 31.伏見区エリア

- 50.管理グループ
- 51.人事チーム
- 52.経理チーム

6. 任意団体利用
+ 同窓会幹事全員

- a.役員
- b.問合対応チーム
- c.会計担当グループ
- d.名簿担当グループd.名簿担当グル プ
- e.会報担当グループ
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