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はじめに

PeopleSoft オンライン ヘルプおよび PeopleBook について

PeopleSoft オンライン ヘルプは、PeopleSoft アプリケーションおよび PeopleTools の全てのヘルプ コンテ
ンツを表示できる Web サイトです。このヘルプでは、標準ナビゲーションと全文検索、さらに状況依存オ
ンライン ヘルプが PeopleSoft ユーザーに提供されます。

PeopleSoft ホスト ドキュメント
オラクル社の PeopleSoft ホスト ドキュメント Web サイトの PeopleSoft オンライン ヘルプにアクセスする
と、Oracle ホスト サーバーの全てのヘルプ Web サイトおよび状況依存ヘルプに直接アクセスすることが
できます。ホスト ドキュメントは定期的に更新されるため、ユーザーは最新のドキュメントにアクセスするこ
とができます。ホストの Web サイト コンテンツにはアプリケーションの保守に関するドキュメントがすぐに
反映されるため、これらの個別のドキュメント記録を My Oracle Support で確認する必要がなくなります。
ホスト ドキュメントの Web サイトは英語版のみ利用可能です。

注: 最新リリースのホスト ドキュメントのみが定期的に更新されます。新しいリリースが登録されても、前の
リリースは引き続き利用できますが、更新はされません。

ローカルにインストールされたヘルプ
組織においてファイアウォールの制限により、ホスト ドキュメントの Web サイトを利用できない場合
は、PeopleSoft オンライン ヘルプをローカルでインストールすることができます。ローカルでヘルプをインス
トールした場合は、ユーザーがアクセス可能なドキュメントをより詳細に管理したり、自分の組織のカスタム
ドキュメントへのリンクをヘルプ ページに組み込むことができます。

また、PeopleSoft オンライン ヘルプをローカルにインストールすると、全文検索にあらゆる検索エンジンを
使用することができます。Oracle Secure Enterprise Search を設定して全文検索を行う手順については、
ご使用のインストール ドキュメントに記載されています。

ご使用のデータベース プラットフォーム向けの『PeopleTools Installation』の「Installing PeopleSoft Online
Help」を参照してください。Secure Enterprise Search を使用しない場合は、選択した検索エンジンのド
キュメントを参照してください。

注: ローカルでインストールしたヘルプ Web サイトで検索エンジンにアクセスするには、検索のポートレッ
トとリンクを有効にする必要があります。手順については、PeopleSoft オンライン ヘルプのいずれかの
ページで [ヘルプ] リンクをクリックしてください。
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ダウンロード可能な PeopleBook のPDF ファイル
従来の PeopleBook 形式であり、ダウンロード可能な PDF 版のヘルプ コンテンツにアクセスすることもで
きます。PeopleBook PDF のコンテンツは PeopleSoft オンライン ヘルプのコンテンツと同じですが、構造
は異なり、オンライン ヘルプで使用できるインタラクティブなナビゲーション機能はありません。

共通のヘルプ ドキュメント
共通のヘルプ ドキュメントには、複数のアプリケーションに適用される情報が含まれています。共通のヘ
ルプの 2 つの主要なタイプは、次のとおりです。

• アプリケーションの基礎

• PeopleSoft アプリケーションの使い方

ほとんどの製品ファミリーでは、システムの設定や設計に関する基本的な情報を説明する、一連のアプリ
ケーションの基礎ヘルプ トピックが提供されます。この情報は、PeopleSoft 製品ファミリーの多くの、また
は全てのアプリケーションに適用されます。単一のアプリケーション、製品ファミリー内のアプリケーション
の組合せ、または製品ファミリー全体のいずれを実装化に関係なく、該当するアプリケーションの基礎ヘ
ルプのコンテンツについて理解している必要があります。これらは、基本的な実装タスクの開始点となり
ます。

また、『PeopleTools: Applications User's Guide』では、PeopleSoft ピュア インターネット アーキテクチャの
さまざまな要素が紹介されています。また、そこではシステムをナビゲートする際に、ナビゲーションの階
層、コンポーネントおよびページを使用して基本的な機能を実行する方法についても説明しています。ア
プリケーションや導入内容は異なる場合がありますが、このユーザーズ ガイドのトピックでは PeopleSoft
アプリケーションの使用方法に関する一般的な情報が説明されています。

フィールドおよびコントロールの定義
PeopleSoft のドキュメントには、アプリケーション ページに表示されるほとんどのフィールドおよびコント
ロールの定義が含まれています。これらの定義で、フィールドまたはコントロールの使用方法や、移入され
る値の発生元、さらに特定の値を選択したときの結果などが説明されています。フィールドまたはコント
ロールが定義されていない場合は、追加の説明が必要ないか、ドキュメントの共通要素のセクションに既
に記載されています。たとえば、日付フィールドは追加の説明がほとんど必要ないため、ドキュメント内で
定義が複数のページにわたって記載されないことがあります。

表記規則
次の表に、オンライン ヘルプで使用される表記規則を示します。

表記規則 説明

キー + キー キー操作の組合せを示します。たとえば、キーの間のプラス記
号 (+) は、最初のキーを押しながら 2 番目のキーを押す必要が
あることを意味します。Alt+W の場合、Alt キーを押しながら W
キーを押します。
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表記規則 説明

. . . (省略記号) PeopleCode 構文で、先行する項目または一連の項目を任意
の回数繰り返すことができることを示します。

{ } (波かっこ) PeopleCode 構文で、2 つのオプションからの選択肢を示しま
す。オプションはパイプ ( | ) で区切られます。

[ ] (角かっこ) PeopleCode 構文で、オプションの項目を示します。

& (アンパサンド) PeopleCode 構文でパラメータの前にアンパサンドが記述され
ている場合は、そのパラメータがインスタンス作成済みのオブ
ジェクトであることを示します。

また、アンパサンドは全ての PeopleCode 変数の前に付きま
す。

⇒ この継続文字は、コードの行の最後、ページのマージンで折り
返された場所に挿入されます。コードは、継続文字がない 1 つ
の連続した行のコードとして表示または入力される必要があり
ます。

ISO の国コードおよび通貨コード
PeopleSoft オンライン ヘルプのトピックでは、国別の情報や通貨金額を識別するために国際標準化機
構 (ISO) の国コードおよび通貨コードを使用しています。

PeopleSoft ドキュメントでは、ISO 国コードは国の識別子として表示される場合があり、ISO 通貨コードは
通貨の識別子として表示される場合があります。ドキュメントでの ISO 国コードの参照は、全ての ISO 国
コードがアプリケーションに含まれていることを意味しません。"(FRA) Hiring an Employee" は、国固有の
見出しの例です。

PeopleSoft の通貨コード テーブル (CURRENCY_CD_TBL) には、サンプルの通貨コード データが含まれ
ています。通貨コード テーブルは、ISO 標準 4217 "Codes for the representation of currencies" に基づいて
おり、さらに国テーブル (COUNTRY_TBL) の ISO 国コードにも依存します。通貨コードおよび国情報を管
理するページへのナビゲーションは、使用している PeopleSoft アプリケーションによって異なります。通貨
コード テーブルおよび国テーブルを管理するページにアクセスするには、アプリケーションのオンライン ヘ
ルプで詳細を確認してください。

地域および業種の識別子
特定の地域や業種に対してのみ適用される情報は、その前に標準の識別子がかっこ書きで付きます。
通常、この識別子はセクション見出しの先頭に記述されますが、注意書きや他のテキストの先頭に記述
されることもあります。

地域固有の見出しの例として、"(Latin America) Setting Up Depreciation" があります。
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地域識別子

地域は地域名によって識別します。PeopleSoft オンライン ヘルプでは、次の地域識別子が使用される場
合があります。

• Asia Pacific

• Europe

• Latin America

• North America

業種の識別子

業種は、業種名または業種の略称によって識別します。PeopleSoft オンライン ヘルプには、次の業種識
別子が現れることがあります。

• USF (U.S. Federal)

• E&G (Education and Government)

PeopleSoft オンライン ヘルプの使用および管理

次のトピックに関する情報を参照するには、PeopleSoft オンライン ヘルプの任意のページのユニバーサ
ル ナビゲーション ヘッダーで [ヘルプ] リンクをクリックします。

• PeopleSoft オンライン ヘルプの新機能。

• PeopleSoft オンライン ヘルプのアクセシビリティ。

• PeopleSoft オンライン ヘルプのアクセス、ナビゲーションおよび検索。

• ローカルにインストールされた PeopleSoft オンライン ヘルプ Web サイトの管理。

PeopleSoft エンタープライズ コンポーネントの関連リンク

PeopleSoft 情報ポータル

My Oracle Support

Oracle University の PeopleSoft 研修

連絡先

提案を送信する ご使用の PeopleTools およびアプリケーションのリリース番号を含めてください。

http://www.peoplesoft92.com/
https://support.oracle.com/CSP/ui/flash.html
http://education.oracle.com/pls/web_prod-plq-dad/db_pages.getpage?page_id=402&p_nl=OPSE
mailto:PSOFT-INFODEV_US@ORACLE.COM
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フォロー

Facebook で PeopleSoft の最新の更新を入手します。

Twitter@PeopleSoft_Info で PeopleSoft をフォローします。

http://www.facebook.com/pages/Oracle-PeopleSoft/220476464680933?sk=wall&filter=12
https://twitter.com/PeopleSoft_Info
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第1章

ワークセンターおよびダッシュボード ページレットの
システム管理者としての設定

ワークセンターおよびダッシュボード ページレットのシステム管理者としての
設定

このトピックでは、ワークセンターおよびダッシュボードの設定 ID を定義する方法を説明します。

ワークセンターおよびダッシュボードの設定 ID の定義に使用するページ
ページ名 定義名 用途

ページレット設定 – ワークセンター/ダッ
シュボード ページ

FSPC_ADMIN_MAIN ワークセンターおよびダッシュボードの設
定 ID を定義します。

ページレット設定 – ワークセンター/ダッシュボード ページ
ページレット設定 – ワークセンター/ダッシュボード ページ (FSPC_ADMIN_MAIN) を使用して、ワークセン
ターおよびダッシュボードの設定 ID を定義します。
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ナビゲーション

[エンタープライズ コンポーネント], [ワークセンター/ダッシュボード], [ページレット設定]

画像: ページレット設定 – ワークセンター/ダッシュボード ページ

次の例では、ページレット設定 – ワークセンター/ダッシュボード ページのフィールドおよびコントロールを説
明します。

このページを使用して、ページレットの設定を追加または管理します。ワークセンターまたはダッシュボード
のメニュー アイテムを入力することで、ワークセンター、ダッシュボード、またはその両方でページレット設定
を使用するかどうかを決定できます。

組織でのワークセンターとダッシュボードの各組合せに対し、設定 ID は 1 つだけ作成します。

ワークセンターとダッシュボードのメニュー アイテムを複数の設定 ID に関連付けることはできません。ワー
クセンターのメニュー アイテムは、管理者ワークセンター ページのコンポーネントで定義します。ダッシュ
ボードのメニュー アイテムは [ポータル] の [ホームページ] タブで定義します。

マイ ワーク ページレットのシステム管理者としての設定

このトピックでは、マイ ワークのページレットをシステム管理者として設定する方法を説明します。

マイ ワークのページレットをシステム管理者として設定するために使用するページ
ページ名 定義名 用途

ページレット設定 – マイ ワーク ページ FSPC_ADMIN_MYWORK エンド ユーザー用の [マイ ワーク] リンク
を設定します。

マイ ワーク リンクの定義ページ FSPC_ADM_WRK_SEC [マイ ワーク] ページレットに表示するリン
クのタイプを定義します。

マイ ワーク リンクのインポート ページ FSPC_MYWORK_PROMPT システム定義の [マイ ワーク] リンクをイ
ンポートします。
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ページ名 定義名 用途

フィルタ定義設定ページ FSFB_FILTER_FIELDS フィルタの定義を設定します。

フィルタ値設定ページ FSFB_FILTER_VALUES フィルタの値を設定します。

フィルタの確認ページ RUN_FSFB_VALCLN フィルタを確認します。

フィルタ値のコピー ウィザードページ FSFB_COPY_WIZARD1 フィルタ値をロール別に設定します。

フィルタ値の削除ページ FSFB_DEL_FLTRVALS フィルタ値を削除します。

ページレット設定 – マイ ワーク ページ
ページレット設定 – マイ ワーク ページ (FSPC_ADMIN_MYWORK) を使用して、エンド ユーザー用の [マ
イ ワーク] リンクを設定します。
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ナビゲーション

[エンタープライズ コンポーネント], [ワークセンター/ダッシュボード], [ページレット設定]

[マイ ワーク] タブをクリックします。

画像: ページレット設定 – マイ ワーク ページ

次の例では、ページレット設定 – マイ ワーク ページのフィールドおよびコントロールを説明します。

システム管理者は、エンド ユーザーが表示オプションを自分で設定できるようにするかどうかを決定でき
ます。

ユーザーによる表示オプションのパーソ
ナル設定を許可

オンの場合は、このページレットへのアクセス権を持つエンド
ユーザーが表示オプションを自分で設定できます。

このオプションをオンにすると、エンド ユーザーはページレットの
パーソナル設定ページにアクセスできます。

このオプションをオフにすると、エンド ユーザーはページレットの
パーソナル設定ページにアクセスできません。エンド ユーザーが
パーソナル設定ページにアクセスしようとすると、そのページレッ
トに対するユーザーのパーソナル設定が有効でないことを示す
メッセージが表示されます。
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ユーザー パーソナル設定の更新

マイ ワーク設定のアクティブ化 これをクリックすると、アプリケーション エンジン プロセスが実行
され、ユーザーのパーソナル レコードに対する変更が追加または
削除されます。このプロセスにより、新しい設定がマスター レコー
ドに移動されます。最後に変更または実行された日時が表示さ
れるため、変更が加えられた後でプロセスが実行されたことが
わかります。

マイ ワーク グループ

グループ ラベル <pagelet> リンク グリッドに表示されるリンク グループのラベ
ル タイトルを入力します。複数のグループ ラベルを追加して
<pagelet> リンクを論理グループにまとめることもできます。

これは必須フィールドではありませんが、5 つ以上のリンクをリス
トする場合はこれを使用し、リンクをグループ化できるようにする
必要があります。

グループを折りたたんで開始 オンの場合、ユーザーがこのページレットにアクセスしたときに、
この特別なリンク グループが折りたたんで表示されます。グルー
プ ラベルが表示され、ユーザーはこのグループ ラベルをクリック
してグループを展開し、リンクにアクセスします。

[ユーザーによる表示オプションのパーソナル設定を許可] チェッ
ク ボックスがオンの場合、エンド ユーザーのパーソナル設定ペー
ジにこのチェック ボックスも表示されます。

表示順序 <pagelet> セクションでこのリンク グループを表示する順序を入
力します。

[ユーザーによる表示オプションのパーソナル設定を許可] チェッ
ク ボックスがオンの場合、エンド ユーザーのパーソナル設定ペー
ジにこのチェック ボックスも表示されます。

グループの非表示 オンの場合、このグループ ラベルや関連リンクがエンド ユー
ザーに表示されません。

これがオンの場合、エンド ユーザーには、自分の表示オプション
をパーソナル設定する権限があってもグループ ラベルや関連リ
ンクにはアクセスできません。

マイ ワーク リンク

表示順序 グループ内で表示するリンクの順序を入力します。
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[ユーザーによる表示オプションのパーソナル設定を許可] チェッ
ク ボックスがオンの場合、エンド ユーザーのパーソナル設定ペー
ジにこのチェック ボックスも表示されます。

件数表示 オンの場合、リンクの末尾にかっこで囲んだ数字が表示されま
す。数値は、ユーザーが操作を実行する必要のあるリンクに適用
されるトランザクション数を示します。

このオプションをオンにするとパフォーマンスが低下する可能性
があるため、管理者は慎重に使用してください。

リンクの [件数表示] オプションは、リンク ベースで評価する必
要があります。パフォーマンスの問題が発生したリンクについて
は、[件数表示] オプションをオフにすることを検討してください。
リンクの [件数表示] は、リンク間で統一されていなくてもかまい
ません。リンクの [件数表示] チェック ボックスをオフにすると、
確認するトランザクションがある場合にリンクはアクティブのま
まになります。

[ユーザーによる表示オプションのパーソナル設定を許可] チェッ
ク ボックスがオンの場合、エンド ユーザーのパーソナル設定ペー
ジにこのチェック ボックスも表示されます。

リンクの表示 オンの場合、リンクがページレットに表示されます。

システム管理者が、エンド ユーザーに対して非表示にできるリ
ンクもいくつか用意されています。それが必要な場合はこの
チェック ボックスをオンにします。これによりシステム管理者は、
後でリンクを表示する場合に備え、リンク定義を保持しておくこ
とができます。

[ユーザーによる表示オプションのパーソナル設定を許可] チェッ
ク ボックスがオンの場合、エンド ユーザーのパーソナル設定ペー
ジにこのチェック ボックスも表示されます。

開始ページ [ユーザーによる表示オプションのパーソナル設定を許可] チェッ
ク ボックスがオンの場合、エンド ユーザーのパーソナル設定ペー
ジにこのチェック ボックスも表示されます。

マイ ワーク リンクの定義ページ
マイ ワーク リンクの定義ページ (FSPC_ADM_WRK_SEC) を使用して、[マイ ワーク ページレット] のリンク
タイプとセキュリティをシステム管理者として定義します。
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ナビゲーション

[エンタープライズ コンポーネント], [ワークセンター/ダッシュボード], [ページレット設定]

[マイ ワーク] タブをクリックし、[リンク/セキュリティの定義] 列の [リンクの定義] をクリックします。

画像: マイ ワーク リンクの定義ページ

次の例では、マイ ワーク リンクの定義ページのフィールドおよびコントロールを説明します。

このページを使用して、[マイ ワーク] ページレットに表示するリンクのタイプを定義します。

リンク タイプ リンクのタイプを選択します。このウィンドウ内のフィールドは、こ
のフィールドでオンにしたオプションに応じて変わります。オプ
ションは、以下のとおりです。

• イベントおよび通知警告

• システム定義

• ユーザー定義

• ワークリスト

[リンク タイプ] が [イベントおよび通知警告] の場合

プロセス名 イベントまたは通知警告の結果を表示するためにシステムで実
行する必要のあるプロセス名を選択します。

プロセス カテゴリ 前のフィールドで選択したプロセス名内でプロセス カテゴリを選
択します。

リンク ラベル 警告から表示され、変更はできません。



ワークセンターおよびダッシュボード ページレットのシステム管理者としての設定 第1章

22 Copyright © 1988, 2014, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.

パブリック オンの場合、パブリック リンクであることを示します。

[リンク タイプ] が [システム定義] の場合

リンクのインポート クリックすると、システム定義のリンクをインポートできる、マイ
ワーク リンクのインポート ページにアクセスできます。このボタン
は、[リンク タイプ] フィールドで [システム定義] が選択されてい
る場合のみ表示されます。

フィルタ ID このリンクのデータをフィルタ処理するために使用するフィルタ
ID を選択します。

フィルタの追加 定義済のものを使用しない場合は、これを選択してフィルタを
追加します。

パブリック フィルタがパブリックかどうかを表示します。このオプションは表
示専用です。

パブリック オンの場合、パブリック リンクであることを示します。

[リンク タイプ] が [ユーザー定義] の場合

リンクのインポート クリックすると、システム定義のリンクをインポートできる、マイ
ワーク リンクのインポート ページにアクセスできます。このボタン
は、[リンク タイプ] フィールドで [システム定義] が選択されてい
る場合のみ表示されます。

リンク ラベル [マイ ワーク] ページレットに表示するリンクのラベルを入力しま
す。(ユーザー定義のみ)

レコード基準 このリンクのフィルタ フィールドの定義に使用されるビュー名を
入力します。

フィルタ ID このリンクのデータをフィルタ処理するために使用するフィルタ
ID を選択します。

フィルタの追加 定義済のものを使用しない場合は、これを選択してフィルタを
追加します。

パブリック フィルタがパブリックかどうかを表示します。このオプションは表
示専用です。

パブリック オンの場合、パブリック リンクであることを示します。

[リンク タイプ] が [ワークリスト] の場合

*ワークリスト名 リンクが選択されたときに表示するワークリストを選択します。
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リンク ラベル [マイ ワーク] ページレットに表示するリンクのラベルを入力しま
す。

パブリック オンの場合、パブリック リンクであることを示します。

マイ ワーク リンクのインポート ページ
マイ ワーク リンクのインポート ページ (FSPC_MYWORK_PROMPT) を使用して、システム定義のマイ
ワーク リンクをシステム管理者としてインポートします。

ナビゲーション

[エンタープライズ コンポーネント], [ワークセンター/ダッシュボード], [ページレット設定]

[マイ ワーク] タブをクリックし、[リンク/セキュリティの定義] 列の [リンクの定義] をクリックします。[リンク
のインポート] ボタンをクリックします。

画像: マイ ワーク リンクのインポート ページ

次の例では、マイ ワーク リンクのインポート ページのフィールドおよびコントロールを説明します。

このページを使用して、ソース製品 (オブジェクト オーナー ID) で事前定義されているアプリケーション ク
ラスのリンクを選択します。

ユーザーは、リンク ラベル名、オブジェクト オーナー ID、およびフィールドに基づいたレコードの一部または
全てを入力することで、リンクのインポート時に検索を絞り込むことができます。または、検索条件をまった
く入力しないこともできます。

リンク ラベル [マイ ワーク] ページレットに表示するリンクのラベルを入力しま
す。

オブジェクト オーナー ID オブジェクト オーナーのアプリケーションを選択します。たとえ
ば、請求、契約、一般会計などです。
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レコード基準 リンクに使用するテーブルを選択します。

検索 クリックすると、PeopleSoft データベースで、選択条件に基づい
た結果を検索できます。

(オプション ボタン) オプション ボタンをオンにすると、[マイ ワーク] リンクに対してそ
のレコードがシステムで使用されます。

フィルタ定義設定ページ
フィルタ定義設定ページ (FSFB_FILTER_FIELDS) を使用して、システム管理者としてフィルタ定義を設
定します。

ナビゲーション

[エンタープライズ コンポーネント], [ワークセンター/ダッシュボード], [フィルタ定義設定]

画像: フィルタ定義設定ページ

次の例では、フィルタ定義設定ページのフィールドおよびコントロールを説明します。

このページを使用して、[マイ ワーク] ページレットに表示するフィルタ データを定義します。[マイ ワーク]
ページレットへのアクセス時にユーザーが表示するデータの指定にはフィルタが使用されます。

モデル レコード (モデル レコード) データのフィルタ処理に使用するフィールドを提供するレコード
名を選択します。

パブリック オンの場合、エンド ユーザーがフィルタ条件を追加または変更
できます。

テスト クリックすると [フィルタ条件のテスト] ウィンドウが表示されま
す。このウィンドウには、フィルタ オプションがエンド ユーザーに
どのように表示されるかが表示されます。

フィルタ フィールドの設定

[モデル レコード] フィールドで値を選択すると、レコード フィールドがグリッドに表示されます。
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ステータス フィールドのステータスを選択します。オプションは [アクティブ]
と [非アクティブ] です。

[アクティブ] フィールドはフィルタ値設定ページで編集でき、エ
ンド ユーザーはデータをフィルタ処理するときに使用できます。

フィールド ラベル ID フィールド ラベルに対応するオプションを選択します。

プロンプト テーブル フィルタ値設定ページに入力可能な、有効な値を制御するプロ
ンプト テーブルが表示されます。

トランスレート フィールドや可否を答えるフィールドの場合、この値
はレコードで定義されたプロンプト テーブルからのデフォルト値
になります。デフォルト値は、そのままにすることも、変更すること
もできます。

トランスレート テーブルの場合、このフィールドは使用できず、変
更もできません。

必須フラグ オンの場合、フィルタ値設定ページでこのフィールドに値を指定
する必要があります。

必要に応じてオペランドを制限 オンの場合、フィルタ値設定ページでオペランドが "=" (等号)
と "in" に制限されます。

注: セキュリティ制御されたビューが使用されており、ユーザー、
ロール、および権限リストによるセキュリティが実装されている
場合は、[必要に応じてオペランドを制限] と共に [必須フラグ]
フィールドを選択する必要があります。これにより、セキュリティ
保護されたプロンプト ビューにある値のみが表示されます。

演算子 IN の除外 オンにすると、フィルタ値設定ページでフィルタ値を設定すると
きに、[IN] オペレータのみがオペレータのドロップダウン リストか
ら削除されます。

表示順序 フィルタ値設定ページに表示されるフィルタ フィールドの順序を
示す値を入力します。

フィルタ セキュリティ

このセクションは、[パブリック] チェック ボックスがオフになっている場合にのみ表示されます。

権限タイプ オンの場合、フィルタ条件へのアクセスを制限するために、ユー
ザー ID、ロール名、および権限リストが使用されているかどうか
が示されます。

ユーザー/ロール/権限リスト [権限タイプ] フィールドで選択したオプションに応じて、ユーザー
ID、ロール名、または権限リストを選択します。選択したオプショ
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ンに関連付けられた個々のユーザーには、フィルタ条件を編集す
る権限があります。

["IN" プロパティの選択] タブ

["IN" プロパティの選択] タブでは、検索フィールドの名前と説明を選択できます。

検索フィールド名 システムでフィールド値の取得に使用されるフィールド名を決め
るフィールドを選択します。

検索フィールド説明 システムで値の説明の取得に使用されるフィールドの名前を選
択します。

フィルタ値設定ページ
フィルタ値設定ページ (FSFB_FILTER_VALUES) を使用して、システム管理者としてフィルタ値を設定し
ます。
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ナビゲーション

[エンタープライズ コンポーネント], [ワークセンター/ダッシュボード], [フィルタ値設定]

画像: フィルタ値設定ページ

次の例では、フィルタ値設定ページのフィールドおよびコントロールを説明します。

このページを使用して、[マイ ワーク] ページレットを表示するときにシステムで使用される特定の値を選択
します。このページに表示されるフィールドは、フィルタ定義設定ページでアクティブ ステータスになってい
るフィールドです。

フィルタの確認ページ
フィルタの確認ページ (RUN_FSFB_VALCLN) を使用して、システム管理者としてフィルタを確認しま
す。
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ナビゲーション

[エンタープライズ コンポーネント], [ワークセンター/ダッシュボード], [フィルタの確認]

画像: フィルタの確認ページ

次の例では、フィルタの確認ページのフィールドおよびコントロールを説明します。

このページを使用して、特定のフィルタを確認します。[フィルタ ID] フィールドが空白の場合は、全ての
フィールドがテストされます。

フィルタ ID テストするフィルタ ID を選択します。このフィールドを空白のま
まにすると、全てのフィルタがテストされます。

必須フィールドのみ使用 オンの場合、フィルタ定義設定ページで必須と定義されたフィー
ルドのみが確認されます。

このチェック ボックスがオフの場合は、該当する全てのフィール
ドが確認されます。

フィルタ値のコピー ウィザードページ
フィルタ値のコピー ウィザードを使用すると、管理者はユーザーにフィルタ値をロール別に設定できます。管
理者は 1 人のユーザーのフィルタ値を、別の 1 人以上のユーザーにコピーできます。このウィザードでは、次
の 3 つの手順でこれを行います。

1. フィルタの選択ページで、コピーするユーザーとフィルタを選択します。

2. ロール/ユーザーの選択ページで、フィルタ値に割り当てられるロールとユーザーを選択します。

3. フィルタ値の作成ページで、フィルタを確認および作成してフィルタ値を作成します。

フィルタの選択ページ
フィルタの選択ページ (FSFB_COPY_WIZARD1) を使用して、特定のユーザーのフィルタ値を選択し、1
人以上の別のユーザーにコピーできるようにします。
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ナビゲーション

[エンタープライズ コンポーネント], [ワークセンター/ダッシュボード], [フィルタ値のコピー ウィザード]

画像: フィルタの選択ページ

次の例では、フィルタの選択ページのフィールドおよびコントロールを説明します。

ユーザー ID 使用可能なフィルタ値を表示するユーザーのユーザー ID を選択
します。

フィルタ 1 人以上のユーザーにコピーする、1 つ以上のフィルタ値を選択
します。

選択済フィルタ 選択したフィルタ値のリストが表示されます。

ロール/ユーザーの選択ページ
ロール/ユーザーの選択 ページ (FSFB_COPY_WIZARD2) を使用して、ロールおよび対応するユーザーを
選択します。
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ナビゲーション

[エンタープライズ コンポーネント], [ワークセンター/ダッシュボード], [フィルタ値のコピー ウィザード]フィル
タの選択ページでフィルタを選択し、[次へ] をクリックします。

画像: ロール/ユーザーの選択ページ

次の例では、ロール/ユーザーの選択ページのフィールドおよびコントロールを説明します。

ロール ロールを選択し、そのロールを持つユーザー リストを表示します。

ユーザー ID "フィルタの選択" の手順で選択されたフィルタ値が選択される
ユーザー ID を 1 つ以上選択します。選択されたユーザー ID は
右側のグリッドに表示されます。

フィルタ値が存在します 前の "フィルタの選択" の手順で、ユーザー ID に 1 つ以上のフィ
ルタ値が選択された場合は自動的にオンになります。

既存の値を上書き オンの場合、前の手順でフィルタ値が選択されたユーザー ID
の、1 つ以上の既存のフィルタ値が上書きされます。フィルタ値
が選択されていないユーザー ID については、このフィールドは
無効です。

フィルタ値の作成ページ
フィルタ値の作成ページ (FSFB_COPY_WIZARD3) を使用して、選択したフィルタおよびユーザーを確認
し、フィルタ値を作成します。
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ナビゲーション

[エンタープライズ コンポーネント], [ワークセンター/ダッシュボード], [フィルタ値のコピー ウィザード]ロー
ル/ユーザーの選択ページでユーザーを選択し、[次へ] をクリックします。

画像: フィルタ値の作成ページ

次の例では、フィルタ値の作成ページのフィールドおよびコントロールを説明します。

フィルタの作成 ボタンをクリックして、選択したユーザーのフィルタ値をコピーし
ます。作成後は、フィルタ値が正常に作成されたことを示す確
認ページが表示されます。[その他のフィルタ値をコピー] リンクをク
リックし、フィルタ値のコピー ウィザードに戻って他のフィルタ値をコ
ピーすることもできます。

フィルタ値の削除ページ
フィルタ値の削除ページ (FSFB_DEL_FLTRVALS) を使用して、ユーザーのフィルタ値を選択および削除
します。
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ナビゲーション

[エンタープライズ コンポーネント], [ワークセンター/ダッシュボード], [フィルタ値の削除]

画像: フィルタ値の削除ページ

次の例では、フィルタ値の削除ページのフィールドおよびコントロールを説明します。

ユーザー ID フィルタ値を削除するユーザーを選択します。ページには、ユー
ザーが持つフィルタ値のリストが表示されます。

フィルタ 削除するフィルタ値を 1 つ以上選択します。選択されたフィルタ
値は右側のグリッドに表示されます。

フィルタ値の削除 ボタンをクリックして、選択したユーザーのフィルタを削除します。
削除後は、フィルタ値が正常に削除されたことを示す確認ペー
ジが表示されます。[その他のフィルタ値を削除] リンクをクリック
し、"フィルタ値の削除" ページに戻って他のフィルタ値を削除する
こともできます。

リンク ページレットのシステム管理者としての設定

このトピックでは、リンク ページレットをシステム管理者として設定する方法を説明します。
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リンク ページレットをシステム管理者として設定するために使用するページ
ページ名 定義名 用途

ページレット設定 – リンク ページ FSPC_ADMIN_LINK ページレットでのリンクの表示方法を決
定します。

リンク/セキュリティの定義ページ FSPC_ADMIN_LINK_SEC リンクとセキュリティを定義します。

コンテンツ参照の選択ページ FSPC_CRFURL_SELECT ツリー ストラクチャ ビューからメニュー ア
イテムを選択します。

ページレット設定 – リンク ページ
ページレット設定 – リンク ページ (FSPC_ADMIN_LINK) を使用して、リンク ページレットでのリンクの表
示方法をシステム管理者として決定します。

ナビゲーション

[エンタープライズ コンポーネント], [ワークセンター/ダッシュボード], [ページレット設定]

[リンク] タブをクリックします。

画像: ページレット設定 – リンク ページ

次の例では、ページレット設定 – リンク ページのフィールドおよびコントロールを説明します。

このページを使用して、エンド ユーザー用のリンクを設定します。システム管理者は、エンド ユーザーが表
示オプションを自分で設定できるようにするかどうかを決定できる他、グループ ラベルやリンクを定義で
きます。

ユーザーによる表示オプションのパーソ
ナル設定を許可

オンの場合は、このページレットへのアクセス権を持つエンド
ユーザーが表示オプションを自分で設定できます。
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このオプションをオンにすると、エンド ユーザーはページレットの
パーソナル設定ページにアクセスできます。

このオプションをオフにすると、エンド ユーザーはページレットの
パーソナル設定ページにアクセスできません。エンド ユーザーが
パーソナル設定ページにアクセスしようとすると、そのページレッ
トに対するユーザーのパーソナル設定が有効でないことを示す
メッセージが表示されます。

ユーザーによる追加リンクの追加を許可 オンの場合、エンド ユーザーはページレットにグループとリンクを
追加できます。

ユーザー パーソナル設定の更新

リンク設定のアクティブ化 これをクリックすると、アプリケーション エンジン プロセスが実行
され、ユーザーのパーソナル レコードに対する変更が追加または
削除されます。このプロセスにより、新しい設定がマスター レコー
ドに移動されます。最後に変更または実行された日時が表示さ
れるため、変更が加えられた後でプロセスが実行されたことが
わかります。

リンク グループ

グループ ラベル <pagelet> リンク グリッドに表示されるリンク グループのラベ
ル タイトルを入力します。複数のグループ ラベルを追加して
<pagelet> リンクを論理グループにまとめることもできます。

これは必須フィールドではありませんが、5 つ以上のリンクをリス
トする場合はこれを使用し、リンクをグループ化できるようにする
必要があります。

グループを折りたたんで開始 オンの場合、ユーザーがこのページレットにアクセスしたときに、
この特別なリンク グループが折りたたんで表示されます。グルー
プ ラベルが表示され、ユーザーはこのグループ ラベルをクリック
してグループを展開し、リンクにアクセスします。

[ユーザーによる表示オプションのパーソナル設定を許可] チェッ
ク ボックスがオンの場合、エンド ユーザーのパーソナル設定ペー
ジにこのチェック ボックスも表示されます。

表示順序 <pagelet> セクションでこのリンク グループを表示する順序を入
力します。

グループの非表示 オンの場合、このグループ ラベルや関連リンクがエンド ユー
ザーに表示されません。
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これがオンの場合、エンド ユーザーには、自分の表示オプション
をパーソナル設定する権限があってもグループ ラベルや関連リ
ンクにはアクセスできません。

リンク リスト

リンク/セキュリティの定義 クリックすると [リンク/セキュリティの定義] ウィンドウが表示さ
れ、ここでリンク タイプや、そのリンク タイプに関連する追加情
報を定義できます。

表示順序 グループ内で表示するリンクの順序を入力します。

リンクの表示 オンの場合、リンクがページレットに表示されます。

システム管理者が、エンド ユーザーに対して非表示にできるリ
ンクもいくつか用意されています。それが必要な場合はこの
チェック ボックスをオンにします。これによりシステム管理者は、
後でリンクを表示する場合に備え、リンク定義を保持しておくこ
とができます。

[ユーザーによる表示オプションのパーソナル設定を許可] チェッ
ク ボックスがオンの場合、エンド ユーザーのパーソナル設定ペー
ジにこのチェック ボックスも表示されます。

開始ページ [ユーザーによる表示オプションのパーソナル設定を許可] チェッ
ク ボックスがオンの場合、エンド ユーザーのパーソナル設定ペー
ジにこのチェック ボックスも表示されます。

リンク/セキュリティの定義ページ
リンク/セキュリティの定義 ページ (FSPC_ADMIN_LINK_SEC) を使用して、リンクと外部リンクのセキュ
リティをシステム管理者として定義します。
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ナビゲーション

[エンタープライズ コンポーネント], [ワークセンター/ダッシュボード], [ページレット設定]

[リンク] タブをクリックします。[定義] リンクをクリックします。

画像: リンク/セキュリティの定義ページ

次の例では、リンク/セキュリティの定義 ページのフィールドおよびコントロールを説明します。

このページを使用して、リンク、リンクがパブリックかどうか、およびリンクがセキュリティを設定するために
パブリックになっていないかどうかを定義します。このページのフィールドは、[リンク タイプ] フィールドで選
択されたオプションに応じて変わります。

リンク タイプ [メニュー アイテム] または [URL] を選択します。

メニュー アイテムの選択 クリックすると [コンテンツ参照名] ウィンドウが表示され、ここで
管理者は、ツリー ストラクチャからメニュー アイテムを選択してリ
ンクとして使用することができます。エンド ユーザーに権限のあ
るリンクのみが表示されます。

このオプションは、[リンク タイプ] フィールドで [メニュー アイテム]
が選択されている場合に表示されます。

[URL]、[ラベル] URL アドレスとラベルの説明を入力します。

このオプションは、[リンク タイプ] フィールドで [URL] が選択さ
れている場合に表示されます。
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パブリック オンの場合、ワークセンターのこのページレットへのアクセス権が
あるエンド ユーザーは、この URL にアクセスできます。

オフの場合は、この URL へのアクセス権を持つ特定のユー
ザー、ロール、および権限リストを定義します。このチェック ボック
スがオフの場合は、[URL セキュリティ] セクションが表示されま
す。

このオプションは、[リンク タイプ] フィールドで [URL] が選択さ
れている場合に表示されます。

URL セキュリティ

権限タイプ オンの場合、リンクへのアクセスを制限するために、ユーザー
ID、ロール名、および権限リストが使用されているかどうかが示
されます。

ユーザー/ロール/権限リスト [権限タイプ] フィールドで選択したオプションに応じて、ユーザー
ID、ロール名、または権限リストを選択します。選択したオプショ
ンに関連付けられた個々のユーザーがリンクにアクセスできま
す。

クエリー ページレットのシステム管理者としての設定

このトピックでは、クエリーのページレットをシステム管理者として設定する方法を説明します。

クエリーのページレットをシステム管理者として設定するために使用するページ
ページ名 定義名 用途

ページレット設定 – クエリー ページ FSPC_ADMIN_QUERY ページレットでのクエリーの表示方法を
決定します。

リンクの定義ページ FSPC_ADM_QRY_SEC クエリー アクセスを定義します。

ページレット設定 – クエリー ページ
ページレット設定 – クエリー ページ (FSPC_ADMIN_QUERY) を使用して、ページレットでのクエリーの表
示方法を決定します。
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ナビゲーション

[エンタープライズ コンポーネント], [ワークセンター/ダッシュボード], [ページレット設定]

[クエリー] タブをクリックします。

画像: ページレット設定 – クエリー ページ

次の例では、ページレット設定 – クエリー ページのフィールドおよびコントロールを説明します。

このページを使用して、エンド ユーザー用のクエリー リンクを設定します。システム管理者は、エンド ユー
ザーが表示オプションを自分で設定できるようにするかどうかを決定できる他、クエリーへのリンク追加お
よびグループ ラベルやリンクの定義を行えます。

ユーザーによる表示オプションのパーソ
ナル設定を許可

オンの場合は、このページレットへのアクセス権を持つエンド
ユーザーが表示オプションを自分で設定できます。

このオプションをオンにすると、エンド ユーザーはページレットの
パーソナル設定ページにアクセスできます。

このオプションをオフにすると、エンド ユーザーはページレットの
パーソナル設定ページにアクセスできません。エンド ユーザーが
パーソナル設定ページにアクセスしようとすると、そのページレッ
トに対するユーザーのパーソナル設定が有効でないことを示す
メッセージが表示されます。

ユーザーによる追加リンクの追加を許可 オンの場合、エンド ユーザーはページレットにグループとリンクを
追加できます。

ユーザー パーソナル設定の更新

クエリー設定のアクティブ化 これをクリックすると、アプリケーション エンジン プロセスが実行
され、ユーザーのパーソナル レコードに対する変更が追加または
削除されます。このプロセスにより、新しい設定がマスター レコー
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ドに移動されます。最後に変更または実行された日時が表示さ
れるため、変更が加えられた後でプロセスが実行されたことが
わかります。

クエリー グループ

グループ ラベル <pagelet> リンク グリッドに表示されるリンク グループのラベ
ル タイトルを入力します。複数のグループ ラベルを追加して
<pagelet> リンクを論理グループにまとめることもできます。

これは必須フィールドではありませんが、5 つ以上のリンクをリス
トする場合はこれを使用し、リンクをグループ化できるようにする
必要があります。

グループを折りたたんで開始 オンの場合、ユーザーがこのページレットにアクセスしたときに、
この特別なリンク グループが折りたたんで表示されます。グルー
プ ラベルが表示され、ユーザーはこのグループ ラベルをクリック
してグループを展開し、リンクにアクセスします。

[ユーザーによる表示オプションのパーソナル設定を許可] チェッ
ク ボックスがオンの場合、エンド ユーザーのパーソナル設定ペー
ジにこのチェック ボックスも表示されます。

表示順序 <pagelet> セクションでこのリンク グループを表示する順序を入
力します。

グループの非表示 オンの場合、このグループ ラベルや関連リンクがエンド ユー
ザーに表示されません。

これがオンの場合、エンド ユーザーには、自分の表示オプション
をパーソナル設定する権限があってもグループ ラベルや関連リ
ンクにはアクセスできません。

クエリー定義

表示順序 グループ内で表示するリンクの順序を入力します。

タイプ 次を含むオプションを選択します: [クエリー] または [ピボット グ
リッド]。

このフィールドで選択したオプションに応じ、このセクション内の
他のフィールドが変わります。

タイトル/説明上書き オンの場合、ユーザーが追加したクエリーやピボット グリッドにつ
いてのクエリーの説明、ピボット グリッド タイトル、およびクエリー
ラベルが上書きされます。
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ピボット グリッド名 ピボット グリッドの名前を選択します。クエリーは、オプションで
ピボット グリッドとして表示できます。

これらの列は、[タイプ] フィールドで [ピボット グリッド] が選択さ
れている場合のみ表示されます。

ピボット グリッドの設定の詳細は、『PeopleTools: Pivot Grid』を
参照してください。

クエリー名 パブリック クエリーのリストから選択します。

パブリック クエリーを追加できるのはシステム管理者のみです。

アクセス [アクセス] リンクをクリックすると [リンクの定義] ウィンドウにア
クセスし、クエリーまたはピボット グリッドへのセキュリティ アク
セスを定義できます。

リンクの表示 オンの場合、リンクがページレットに表示されます。

システム管理者が、エンド ユーザーに対して非表示にできるリ
ンクもいくつか用意されています。それが必要な場合はこの
チェック ボックスをオンにします。これによりシステム管理者は、
後でリンクを表示する場合に備え、リンク定義を保持しておくこ
とができます。

[ユーザーによる表示オプションのパーソナル設定を許可] チェッ
ク ボックスがオンの場合、エンド ユーザーのパーソナル設定ペー
ジにこのチェック ボックスも表示されます。

開始ページ [ユーザーによる表示オプションのパーソナル設定を許可] チェッ
ク ボックスがオンの場合、エンド ユーザーのパーソナル設定ペー
ジにこのチェック ボックスも表示されます。

リンクの定義ページ
リンクの定義ページ (FSPC_ADM_QRY_SEC) を使用して、システム管理者としてクエリー アクセスを定
義します。
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ナビゲーション

[エンタープライズ コンポーネント], [ワークセンター/ダッシュボード], [ページレット設定]

[クエリー] タブをクリックします。[アクセス] リンクをクリックします。

画像: リンクの定義ページ

次の例では、リンクの定義ページのフィールドおよびコントロールを説明します。

このページを使用して、[クエリー] ページレットにあるクエリー リンクへのアクセスを定義します。

パブリック オンの場合、ワークセンターのこのページレットへのアクセス権が
あるエンド ユーザーは、このクエリーまたはピボット グリッドにア
クセスできます。

オフの場合は、このリンクへのアクセス権を持つ特定のユー
ザー、ロール、および権限リストを定義します。このチェック ボック
スがオフの場合は、[セキュリティ] セクションが表示されます。

セキュリティ

タイプ オンの場合、リンクへのアクセスを制限するために、ユーザー
ID、ロール名、および権限リストが使用されているかどうかが示
されます。

ユーザー/ロール/権限リスト [権限タイプ] フィールドで選択したオプションに応じて、ユーザー
ID、ロール名、または権限リストを選択します。選択したオプショ
ンに関連付けられた個々のユーザーがリンクにアクセスできま
す。
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レポートおよびプロセス ページレットのシステム管理者としての設定

このセクションでは、ページレットでレポートおよびプロセスをどのように表示するかをシステム管理者とし
て指定する方法を説明します。

レポートおよびプロセスのページレットをシステム管理者として設定するために使用する
ページ

ページ名 定義名 用途

ページレット設定 – レポート/プロセス
ページ

FSPC_ADMIN_REPORT ページレットでのレポートおよびプロセス
のリンクの表示方法を決定します。

リンク/セキュリティの定義ページ FSPC_ADM_RPT_SEC リンクとセキュリティを定義します。

「リンク/セキュリティの定義ページ」のト
ピックを参照してください。

ページレット設定 – レポート/プロセス ページ
ページレット設定 – レポート/プロセス ページ (FSPC_ADMIN_REPORT) を使用して、ページレットでレポー
トおよびプロセスがどのように表示されるかをシステム管理者として決定します。

ナビゲーション

[エンタープライズ コンポーネント], [ワークセンター/ダッシュボード], [ページレット設定]

[レポート/プロセス] タブを選択します。

画像: ページレット設定 – レポート/プロセス ページ

次の例では、ページレット設定 – レポート/プロセス ページのフィールドおよびコントロールを説明します。
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このページを使用して、レポートおよびプロセスのリンクをエンド ユーザー用に設定します。システム管理者
は、エンド ユーザーが表示オプションを自分で設定できるようにするかどうかを決定できる他、レポートや
プロセスへのリンク追加およびグループ ラベルやリンクの定義を行えます。

ユーザーによる表示オプションのパーソ
ナル設定を許可

オンの場合は、このページレットへのアクセス権を持つエンド
ユーザーが表示オプションを自分で設定できます。

このオプションをオンにすると、エンド ユーザーはページレットの
パーソナル設定ページにアクセスできます。

このオプションをオフにすると、エンド ユーザーはページレットの
パーソナル設定ページにアクセスできません。エンド ユーザーが
パーソナル設定ページにアクセスしようとすると、そのページレッ
トに対するユーザーのパーソナル設定が有効でないことを示す
メッセージが表示されます。

ユーザーによる追加リンクの追加を許可 オンの場合、エンド ユーザーはページレットにグループとリンクを
追加できます。

ユーザー パーソナル設定の更新

レポート/プロセス設定のアクティブ化 これをクリックすると、アプリケーション エンジン プロセスが実行
され、ユーザーのパーソナル レコードに対する変更が追加または
削除されます。このプロセスにより、新しい設定がマスター レコー
ドに移動されます。最後に変更または実行された日時が表示さ
れるため、変更が加えられた後でプロセスが実行されたことが
わかります。

リンク グループ

グループ ラベル <pagelet> リンク グリッドに表示されるリンク グループのラベ
ル タイトルを入力します。複数のグループ ラベルを追加して
<pagelet> リンクを論理グループにまとめることもできます。

これは必須フィールドではありませんが、5 つ以上のリンクをリス
トする場合はこれを使用し、リンクをグループ化できるようにする
必要があります。

グループを折りたたんで開始 オンの場合、ユーザーがこのページレットにアクセスしたときに、
この特別なリンク グループが折りたたんで表示されます。グルー
プ ラベルが表示され、ユーザーはこのグループ ラベルをクリック
してグループを展開し、リンクにアクセスします。

[ユーザーによる表示オプションのパーソナル設定を許可] チェッ
ク ボックスがオンの場合、エンド ユーザーのパーソナル設定ペー
ジにこのチェック ボックスも表示されます。
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表示順序 <pagelet> セクションでこのリンク グループを表示する順序を入
力します。

グループの非表示 オンの場合、このグループ ラベルや関連リンクがエンド ユー
ザーに表示されません。

これがオンの場合、エンド ユーザーには、自分の表示オプション
をパーソナル設定する権限があってもグループ ラベルや関連リ
ンクにはアクセスできません。

リンク リスト

リンク/セキュリティの定義 クリックすると [リンク/セキュリティの定義] ウィンドウが表示さ
れ、ここでリンク タイプや、そのリンク タイプに関連する追加情
報を定義できます。

「リンク ページレットのシステム管理者としての設定」を参照して
ください。

表示順序 グループ内で表示するリンクの順序を入力します。

リンクの表示 オンの場合、リンクがページレットに表示されます。

システム管理者が、エンド ユーザーに対して非表示にできるリ
ンクもいくつか用意されています。それが必要な場合はこの
チェック ボックスをオンにします。これによりシステム管理者は、
後でリンクを表示する場合に備え、リンク定義を保持しておくこ
とができます。

[ユーザーによる表示オプションのパーソナル設定を許可] チェッ
ク ボックスがオンの場合、エンド ユーザーのパーソナル設定ペー
ジにこのチェック ボックスも表示されます。

開始ページ [ユーザーによる表示オプションのパーソナル設定を許可] チェッ
ク ボックスがオンの場合、エンド ユーザーのパーソナル設定ペー
ジにこのチェック ボックスも表示されます。
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第2章

データセットの使用

データセットについて

データセットを使用すると、ロールベースのフィルタ処理やデータの配信を行えます。ユーザーに表示する
データの範囲と量は、データセット ルールをユーザーのデータセット ロールに関連付けることで制限できま
す。その結果、ユーザーのデータセット ロールに適した一連のデータがデータセット ルールになります。

データセットに基づいたデータ配信ルールを定義することで、モバイル デバイスに送るデータの範囲と量を
制限することもできます。データ配信ルールは、モバイル デバイスにダウンロードするデータを定義します。
データセットは、モバイル デバイスに応じて変えることもできます。

注: データ配信の制御に PeopleCode を使用している場合は、データセットの使用を検討してください。

データセット ルールの定義

このセクションでは、データセット ルールの概要を示し、データセット ルールの作成方法を説明します。

データセット ルールの定義に使用するページ
ページ名 定義名 用途

データセット ルール ページ EOEC_DATASET データセットを構成するルールを定義しま
す。

データセット ルールについて
データセット ルールでは、各データセット ロールのセキュリティ ルールと共に使用するためのデータセットが
定義されます。データセット ルールを定義すると、各ルールについて表示されるデータセットを選択する、構
造化照会言語 (SQL) ステートメントが作成されます。

データセットのルールとロールを使用するには、次の手順に従います。

1. 同期レコードに基づくデータセット ルールを定義します。

データセット ルールを定義すると、そのルールが関連付けられるデータセット ロールに基づいて、選択し
た同期レコードから行のサブセットが返されます。
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データセット ルールは、PeopleSoft システムのどのレコードにも結合できるビューをベースにしていま
す。

各ルール条件に対し、ユーザーは、データセット ルールで定義された検索レコード名からフィールドを指
定します。指定したフィールドにプロンプトもトランスレート テーブル編集もない場合は、次のシステム
変数 (全てのアプリケーションにシステム データとして配信される) を使用して条件をフィルタ処理で
きます。

• %Blank

• %Date

• %EmployeeID

• %PersonID

• %Time

• %UserID

2. ロール セキュリティとデータ要件に基づいて、データセット ルールをデータセット ロールに割り当てます。

各データセット ロールには、複数のデータセット ルールを指定できます。既存のデータセット ロールを作
成することも、既存の PeopleTools セキュリティベース ユーザー ロールから選択して新しいデータセット
ロールを作成することもできます。

『PeopleTools:Security Administration』の「Understanding Role」を参照してください。

3. データセット ロールが基準とする元のユーザー ロールに、適切なユーザー ID が関連付けられているこ
とを確認します。

各ユーザー ID には複数のユーザー ロールを指定できます。

『PeopleTools:Security Administration』の「User Profiles - Roles Page」を参照してください。

データセット ルール ページ
データセット ルール ページ (EOEC_DATASET) を使用して、データセットを構成するルールを定義します。
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ナビゲーション

[エンタープライズ コンポーネント], [コンポーネント設定], [データセット], [データセット ルール]

画像: データセット ルール ページ

次の例では、データセット ルール ページのフィールドおよびコントロールを説明します。このページのフィー
ルドおよびコントロールの定義は後で説明します。

データセット ルールのルール条件数は、パフォーマンス要件によってのみ制限されます。必要に応じた数
のレコードをナビゲートできる、一連のルール条件を設定できます。

データセット ルール

検索レコード名 このルールの検索レコードの名前を選択します。このルールでの
使用に特化したビューを作成できます。

ステータス [アクティブ] または [非アクティブ] を選択します。

ルール条件

[((]、[))] [AND] または [OR] フィールドを空欄のままにした場合は、この
条件のネスト レベルを指定します。開きかっこと閉じかっこが一
致するようにしてください。

フィールド名 このルールを実行するフィールド名を選択します。

演算子 指定したフィールド値を比較する演算子を指定します。標準的
な条件演算子を選択します。

フィールド値 比較対象の指定したフィールドの値を指定します。
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[AND] または [OR] 2 つ目以降のルール条件については、[AND] または [OR] を指
定するか、ルール ステートメントがネストされている場合は空白
のままにします。

SQL のテスト クリックしてルール条件の有効性をテストします。結果はボタン
の下に表示されます。

SQL を表示 クリックすると、ルールによって生成された SQL ステートメントが
表示されます。

データセット ロールの定義

このセクションでは、データセット ロールの定義方法について説明します。

データセット ルールをユーザー ロールに関連付けることで、ユーザー ロールを設定します。

データセット ロールの定義に使用するページ
ページ名 定義名 用途

データセット ロール ページ EOEC_MP_ROLE 既存の PeopleTools ユーザー ロールを
データセット ルールに関連付けるデータ
セット ロールを定義します。

データセット ロール ページ
データセット ロール ページ (EOEC_MP_ROLE) を使用して、既存の PeopleTools ユーザー ロールをデータ
セット ルールに関連付けるデータセット ロールを定義します。

ナビゲーション

[エンタープライズ コンポーネント], [コンポーネント設定], [データセット], [データセット ロール]

画像: データセット ロール ページ

次の例では、データセット ロール ページのフィールドおよびコントロールを説明します。このページのフィー
ルドおよびコントロールの定義は後で説明します。
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編集用に既存のデータセット ロールを選択するか、既存の PeopleTools セキュリティベース ユーザー ロー
ルから選択して新しいデータセット ロールを作成します。

『PeopleTools:Security Administration』の「Setting Up Roles」を参照してください。

データセット名 コンポーネント ルールを関連付けるデータセットを選択します。

ルール コンポーネント ルールを選択します。

ラップトップ、PDA オンの場合、ラップトップ コンピュータまたは PDA に結果データ
が表示されます。

注: [ラップトップ] または [PDA] がオフの場合、このルールから
のデータは表示されません。

モバイル データ配信の定義

データセットを使用して、PeopleTools Mobile Agent を実行中のモバイル デバイスに配信されるデータを
定義します。

重要 PeopleSoft Mobile Agent は非推奨の製品です。このセクションの情報は、後方互換性のみを目的
としています。

このセクションでは、モバイル データ配信の概要を示します。

モバイル データ配信の定義に使用するページ
ページ名 定義名 用途

モバイル データ配信ページ EOEC_MP_RULE データセットに基づいた、モバイル デバ
イス用のデータ配信ルールを定義しま
す。

モバイル ユーザー ルール ページ EOEC_MP_USRRULE モバイル データ配信の効果をプレビュー
します。

モバイル データ配信について
モバイル デバイスに搭載できる処理能力、ストレージ容量、表示領域は限られています。データセット ルー
ルを同期可能なコンポーネント インターフェイスに関連付けることで、モバイル デバイスに送るデータの範
囲と量を制限できます。モバイル データ配信ルールにより、ネットワーク サーバーからモバイル デバイスに
ダウンロードするデータの種類が定義されます。その結果、ユーザーのロールに適した一連のデータがデー
タ配信ルールになります。データ セットはモバイル デバイスに応じて変わる場合があります。



データセットの使用 第2章

50 Copyright © 1988, 2014, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.

モバイル アプリケーション用のデータ配信では、セキュリティが実装され、モバイル デバイスにダウンロー
ドされたデータがフィルタ処理されます。モバイル デバイス用のデータ配信はデータセットに基づいて定
義します。これは、モバイル デバイス ユーザーのデータセット ロールに割り当てられたデータセット ルール
を選択することで行います。

モバイル データ配信の実装

データセット ルールで定義された、モバイル デバイス向けデータをフィルタ処理するため、開発者は、同期
可能なコンポーネント インターフェイスの OnSelect PeopleCode メソッドに、DistributeDataByRules() 関数
を含める必要があります。

以下に例を示します。

Declare Function DistributeDataByRules PeopleCode 
FUNCLIB_ECMOBIL.EOEC_ONSELECT FieldFormula;
DistributeDataByRules();

関連項目:

Enterprise PeopleTools 8.49 PeopleBook: Mobile Agent

PeopleTools: PeopleCode Language Reference

モバイル データ配信ページ
モバイル データ配信ページ (EOEC_MP_RULE) を使用して、データセットに基づいた、モバイル デバイス
用のデータ配信ルールを定義します。

ナビゲーション

[エンタープライズ コンポーネント], [コンポーネント設定], [モバイル], [モバイル データ配信]

画像: モバイル データ配信ページ

次の例では、モバイル データ配信ページのフィールドおよびコントロールを説明します。このページのフィー
ルドおよびコントロールの定義は後で説明します。

注: モバイル データ配信用に選択されたコンポーネント インターフェイスは同期可能でなければなりませ
ん。プロンプトから使用できるのは、同期可能なコンポーネント インターフェイスのみです。
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ラップトップ制限 同期中にラップトップ コンピュータにダウンロードするデータ イ
ンスタンスの制限要因を選択します。以下の選択肢から選びま
す。

全データ: ルール条件と一致する全てのデータがダウンロードされ
ます。

数による制限: 指定した数までのルール条件と一致するデータの
みがダウンロードされます。この数は、返される行数に基づきま
す。参照データも含まれます。

参照データのみ: 別のコンポーネントから参照されている場合に
限り、データのみがダウンロードされます。トランザクション データ
の場合より設定データの場合に、このオプションを選択する可
能性があります。

たとえば、製品が 50,000 個あっても、ダウンロードするリードに関
連するのがそのうちの 2,000 個のみの場合は、[参照データのみ]
を選択します。これにより、2,000 個の製品のみがダウンロードさ
れ、データセット全体はダウンロードされません。

製品に対して [参照データのみ] を選択すると、製品を参照する
リードや商談などの他のオブジェクトがダウンロードされない限
り、ダウンロードに製品は含まれません。

PDA 制限 同期中に PDA にダウンロードするデータ インスタンスの制限要
因を選択します。以下の選択肢から選びます。

全データ: ルール条件と一致する全てのデータがダウンロードされ
ます。

数による制限: 指定した数までのルール条件と一致するデータの
みがダウンロードされます。参照データも含まれます。

参照データのみ: コンポーネント インターフェイスから参照される
データのみがダウンロードされます。

ラップトップ数、PDA 数 [数による制限] を [ラップトップ制限] フィールドまたは [PDA 制
限] フィールドで選択する場合は、ダウンロードするデータ インス
タンスの最大数を指定します。

データセット名 このモバイル データ配信ルールに適用するデータセットを選択し
ます。

データセット詳細 クリックしてデータセット ルール ページにアクセスすると、選択し
たデータセット定義の表示や変更を行えます。

「データセット ルール ページ」を参照してください。
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[データセット ルール] グリッドには、指定したデータセットのルールがリストされます。

モバイル ユーザー ルール ページ
モバイル ユーザー ルール ページ (EOEC_MP_USRRULE) を使用して、モバイル データ配信の効果をプ
レビューします。

ナビゲーション

[エンタープライズ コンポーネント], [コンポーネント設定], [モバイル], [モバイル ユーザー ルール]

モバイル ユーザーは、選択したデータ配信ルールによって、選択したモバイル デバイスにデータを返すかど
うかを指定できます。ユーザーは、管理者ではなくユーザー ID でサインインして、モバイル ユーザー ルール
を定義する必要があります。

ルール適合件数表示 クリックすると、モバイル データ配信ルールから返される結果の
数が表示されます。

ラップトップ配信件数表示、PDA 配信
件数表示

クリックすると、モバイル データ配信ページでモバイル デバイス
に対して設定されている制限値に基づいて、モバイル データ配
信ルールがラップトップ コンピュータまたは PDA に返す結果の
数が表示されます。

ラップトップ、PDA ラップトップ コンピュータか PDA、またはその両方に、このモバ
イル データ配信ルールの結果が表示されます。

注: [ラップトップ] も [PDA] も選択されていない場合、このモバ
イル データ配信ルールからデータは表示されません。

ラップトップ配信結果のプレ
ビュー、PDA 配信結果のプレビュー

クリックすると、このモバイル データ配信ルールの結果として
ラップトップまたは PDA にダウンロードされるデータ、およびモバ
イル データ配信ページでこのモバイル デバイスに設定された制
限をプレビューできます。
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第3章

住所のフォーマット

住所フォーマットについて

住所は、顧客、ベンダー、学生の所在地を表す方法として PeopleSoft アプリケーション全体で使用できま
す。住所フォーマットのページは、住所フィールドをどのように表示し、ユーザー入力をどのように促すかに
ついての詳細とデフォルト値を指定するために使用されます。

住所の書式設定は、世界のどの国についても行えます。国や都道府県/州の説明に加え、番地、スイート、
ビル名、郵便番号の書式を、その国に合った形式で作成できます。たとえば、州の説明を、対象国で使用
されている地理的区分 (郡、県、地域など) に変更できます。さらに、PeopleSoft アプリケーションでは、国
コードと州コードのテーブルが完全に揃っており、メジャー リリースのたびに最新の国境線や区画に合わせ
て更新されます。

住所フォーマットの指定

このセクションでは、住所フォーマットの指定方法を説明します。

重要 「住所フォーマットの指定」のタスクは、PeopleSoft Customer Relationship Management アプリケー
ションにも PeopleSoft Financials/Supply Change Management アプリケーションにも適用されません。これ
らのアプリケーションは、共通の住所オブジェクトを使用していないためです。

住所フォーマットの指定に使用するページ
ページ名 定義名 用途

国名ページ COUNTRY_DEFN システム全体で使用する国を定義しま
す。これは主に通貨と住所に使用されま
す。

住所フォーマット ページ ADDR_FORMAT_TABLE フィールドおよびフィールドの説明をカス
タマイズします。住所は、指定した国向
けにカスタマイズした住所フォーマットに
準拠します。一度設定されたフォーマッ
トは、住所のサブレコードを使用する全て
の場所に表示されます。

有効な住所ページ EO_ADDR_VALIDAT 有効な住所フィールドの組合せを追加し
ます。
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ページ名 定義名 用途

都道府県/州ページ STATE_DEFN 州、都道府県、または国内のその他の地
理上の地域を追加または確認します。

国名ページ
国名ページ (COUNTRY_DEFN) を使用して、システム全体で使用する国を定義します。

これは主に通貨と住所に使用されます。

ナビゲーション

• [<製品ライン>の設定], [インストール], [国テーブル]

• [エンタープライズ コンポーネント], [コンポーネント設定], [住所] - [非表示], [国] - [非表示]

画像: 国名ページ

次の例では、国名ページのフィールドおよびコントロールを説明します。このページのフィールドおよびコント
ロールの定義は後で説明します。

このページを使用して、システム全体で表示するプロンプトとフィールドを定義します。

国コード (2 桁) (2 文字で表す国コード) 対象国における付加価値税 (VAT) の登録 ID を入力します。

EU 加盟国 (欧州連合加盟国) 欧州連合加盟国の場合はオンにします。オンにした国は、州内
のレポート対象としてプロンプトに含まれます。

住所フォーマット ページ
住所フォーマット ページ (ADDR_FORMAT_TABLE) を使用して、フィールドおよびフィールド説明をカス
タマイズし、住所が指定した国の住所フォーマットに準拠するようにします。

一度設定されたフォーマットは、住所のサブレコードを使用する全ての場所に表示されます。
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ナビゲーション

• [<製品ライン>の設定], [インストール], [国テーブル], [住所フォーマット]

• [エンタープライズ コンポーネント], [コンポーネント設定], [住所] - [非表示], [国] - [非表示]

画像: 住所フォーマット ページ

次の例では、住所フォーマット ページのフィールドおよびコントロールを説明します。このページのフィールド
およびコントロールの定義は後で説明します。

このページを使用して、編集、表示、印刷という、住所の 3 つの主な側面を設定します。

住所編集ページ 住所の編集に使用する 2 次ページを表示します。2 次ページの
新規作成は、アプリケーション デザイナを使用して行えます。新
規作成した 2 次ページでは、DERIVED_ADDRESS レコード定
義からページ フィールドを使用します。続いて、新しい 2 次ペー
ジを参照する 2 次ページのコントロールを ADDRESS_SBP に
追加します。これらの手順を完了すると、このフィールドで 2 次
ページにアクセスできるようになります。

住所検索可 ユーザーが有効な値を検索できるようにするには、これをオンに
します。このチェック ボックスをオンにすると、[検索に使用] 列
および有効な住所ページが使用可能になります。

デフォルトでは、このチェック ボックスはオフのままです。

住所確認 [住所検索可] がオンの場合にのみ使用できます。選択した全
ての値を確認する場合はオンにします。オンの場合、ユーザーは
検索リストから値を選択する必要があります。このチェック ボッ
クスがオフの場合、ユーザーは、検索リストからの選択または新
しい値の入力のいずれかの方法を使用できます。

デフォルトでは、このチェック ボックスはオフのままです。

検索限度 検索結果の上限数を示す数値を入力します。

このオプションにより、住所検索中に取得される検索結果を制
限できます。

フィールド名 住所ページで使用できるフィールド オプションを表示します。
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上書きラベル (省略可) フィールドの代替ラベルを入力します。新しいラベル
は、フィールドのプロンプトを表示するときに使用されます。住所
フォーマットは、それぞれの場所の住所要件に準拠するようにカ
スタマイズできます。たとえば、米国の住所の場合、郵便番号の
フィールドを米国用に変更します。

郡と州の違いに注意してください。

• 郡: 国、州に続く、州内の第 3 レベルの地政学的領域です。
英国では、州に相当するレベルを郡と呼ぶため、そのような
郡を [都道府県/州] フィールドに入力します。

• 州: 国内の第 2 レベルの地政学的領域です。米国やカナダ
では州、英国では郡、フランスでは県に相当します。

検索に使用 [住所検索可] チェック ボックスがオンの場合にのみ使用でき
ます。ユーザーによる検索を許可するフィールドを選択します。

表示 オンにすると、住所が読取り専用モードで表示される際にこの
フィールドも表示されます。特定のフィールドについて、データ入
力時の住所表示とは異なる形式で住所を表示する場合は、こ
のチェック ボックスをオフにします。

印刷 印刷時にフィールドを印刷する場合はオンにします。

行番号、位置番号 フィールドを表示および印刷する物理的位置を入力します。行
番号とポジション番号により、[住所編集ページ] 内でのフィール
ド順序が制御されます。

[行番号] フィールドは、ページ内で住所フィールドを表示する行
を指定します。同じ行に 2 つ以上のフィールドがある場合は、競
合を解決するため、[位置番号] フィールドが使用されます。

名称使用 オンの場合、フィールド値の名称が表示されます。たとえば、日
本の住所に対してこのオプションをオンにすると、数字の州コー
ドではなく都道府県の名称が表示されます。

前区切り、後区切り 住所フィールドを囲むために使用する文字を入力します。たとえ
ば、米国では一般的に、カンマの後に都市名を表記します (例:
San Francisco, CA)。インドでは、郵便番号をかっこで囲みます (
例: (123))。

有効な住所ページ
有効な住所ページ (EO_ADDR_VALIDAT) を使用して、住所フィールドの有効な組合せを追加します。
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ナビゲーション

• [<製品ライン>の設定], [インストール], [国テーブル], [有効な住所]

• [エンタープライズ コンポーネント], [コンポーネント設定], [住所] - [非表示], [国] - [非表示]

画像: 有効な住所ページ

次の例では、有効な住所ページのフィールドおよびコントロールを説明します。このページのフィールドおよ
びコントロールの定義は後で説明します。

このページを有効にするには、住所フォーマット ページの [住所検索可] チェック ボックスをオンにします。
これにより、[検索に使用] 列が有効になります。検索に使用するために選択したフィールドが、有効な住
所ページに列として表示されます。ユーザーが検索および選択できる、有効な郵便番号と都道府県/州の
組合せを入力します。

都道府県/州ページ
都道府県/州ページ (STATE_DEFN) を使用して、都道府県、州、郡などの国内の地政学的領域を追加ま
たは確認します。

ナビゲーション

• [<製品ライン>の設定], [インストール], [都道府県/州]

• [エンタープライズ コンポーネント], [コンポーネント設定], [住所] - [非表示], [都道府県/州] - [非表示]

画像: 都道府県/州ページ

次の例では、都道府県/州ページのフィールドおよびコントロールを説明します。このページのフィールドおよ
びコントロールの定義は後で説明します。
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この表は、サポートされている国の都道府県、州、およびそれらに相当する地政学的なエンティティ (オラ
ンダの区やフランスの県など) を示します。これらのコードは標準の郵便番号を基準にしています。

数値コード 統計目的およびレポート目的で 2 桁の数字コードを入力します。

都道府県/州 前の例にある、入力可能な 2 つ目のフィールドの [都道府県/州]
は、国に応じて変わります。

このフィールドに入力できるのは、最大 30 文字です。このフィー
ルドの他の例は次のとおりです。

• 都道府県/州: 米国の場合、フィールド ラベルは [州] と表示
されます。

• 県: フランスの場合、このフィールド ラベルは [県] と表示さ
れます。

• コミュニティ: オランダの場合、このフィールド ラベルは [コ
ミュニティ] と表示されます。
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第4章

オブジェクト ナビゲーション検索ユーティリティの使
用

オブジェクト ナビゲーション検索ユーティリティについて

このユーティリティを PeopleSoft Pure Internet Architecture のページで使用すると、コンポーネント、ペー
ジ、コンテンツ参照、またはポータルのナビゲーション パスを見つけることができます。検索条件を選択し
て、[検索] ボタンをクリックしてください。検索結果として、ナビゲーション パスと、検索で指定したページ
に直接移動できるリンクが表示されます。大抵の場合、ページへのアクセス方法は複数あります。全ての
ナビゲーション パスを確認することで、より直観的にページを見つけることができます。

たとえば管理者が、[承認のモニター] に対する全ての参照にセキュリティを適用したいとします。このコン
ポーネントは [エンタープライズ コンポーネント]、[承認]、[承認] にあります。一部のアプリケーションでは、
対象ページについて静的な参照またはリンクを作成することが可能です。このユーティリティを使用する
と、管理者はどちらの参照も見つけることができ、適切なセキュリティが適用されていることを確認できま
す。

さらに、このユーティリティを内部ツールとして使用すると、PeopleTools やアプリケーションのアップグレード
の際に便利です。

ナビゲーション パスの検索条件の指定

このセクションでは、ナビゲーション パスの検索条件の概要を示します。

ナビゲーション パスの検索条件の指定に使用するページ
ページ名 定義名 用途

オブジェクト ナビゲーション検索ページ EOEC_FIND_NAV ナビゲーション パスの検索条件を指定
します。

ナビゲーション パスの検索条件について
このユーティリティは、オブジェクト ID とポータル テーブルを使用してターゲット オブジェクトを特定しま
す。ユーザーは、コンポーネント名、ページ名、またはコンテンツ参照 (CREF) 名やポータル名を入力するこ
とで、全てのナビゲーション パスを見つけることができます。検索条件を選択すると、検索パラメータに対
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応するナビゲーションがグリッドにロードおよび表示されます。完全なナビゲーション パスと、指定したナビ
ゲーション パスを新しいブラウザで表示する URL リンクが表示されます。

オブジェクト ナビゲーション検索ページ
オブジェクト ナビゲーション検索ページ (EOEC_FIND_NAV) を使用して、ナビゲーション パスの検索条
件を指定します。

ナビゲーション

• [エンタープライズ コンポーネント], [オブジェクト ナビゲーション検索]

• [<製品ライン>の設定], [システム管理], [ユーティリティ], [オブジェクト ナビゲーション検索]

画像: コンポーネント名の検索条件が表示された状態のオブジェクト ナビゲーション検索ページ

次の例では、コンポーネント名の検索パラメータに対応するパスと URL を表示したナビゲーション グリッ
ドを示す、オブジェクト ナビゲーション検索ページのフィールドおよびコントロールを説明します。このページ
のフィールドおよびコントロールの定義は後で説明します。

コンポーネントとは、ビジネス上の目的でグループ化された一連のページのことです。コンポーネント イン
ターフェイスは、別のアプリケーション (PeopleCode、Java、C/C++、Component Object Model (COM) など)
からの同期的なアクセスを行うためのコンポーネントを表示します。

コンポーネント名 オンにすると、コンポーネント名で検索されます。

デフォルトの設定は [コンポーネント名] です。

*コンポーネント名 このフィールドは入力が必須です。検索対象のコンポーネント名
を入力するか、プロンプトをクリックして使用可能なコンポーネン
ト名を表示します。
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検索 クリックすると、検索パラメータに対応する全てのナビゲーション
パスがロードされたグリッドが表示されます。

URL クリックするとブラウザ ウィンドウが開き、グリッドで選択したナ
ビゲーション パスに直接移動します。

画像: ページ名の検索条件が表示された状態のオブジェクト ナビゲーション検索ページ

次の例では、ページ名の検索パラメータに対応するパスと URL を表示したナビゲーション グリッドを示
す、オブジェクト ナビゲーション検索ページのフィールドおよびコントロールを説明します。このページの
フィールドおよびコントロールの定義は後で説明します。

ページ名 オンにすると、ページ名で検索されます。

*ページ名 このフィールドは入力が必須です。検索対象のページ名を入力
するか、プロンプトをクリックして使用可能なページ名を表示しま
す。

検索 クリックすると、検索パラメータに対応する全てのナビゲーション
パスがロードされたグリッドが表示されます。
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URL クリックするとブラウザ ウィンドウが開き、グリッドで選択したナ
ビゲーション パスに直接移動します。

画像: 2 次ページ名の検索条件が表示された状態のオブジェクト ナビゲーション検索ページ

次の例では、2 次ページ名の検索条件を示す、オブジェクト ナビゲーション検索ページのフィールドおよび
コントロールを説明します。このページのフィールドおよびコントロールの定義は後で説明します。

2 次ページ名 オンにすると、2 次ページ名で検索されます。

*2 次ページ名 このフィールドは入力が必須です。検索対象の 2 次ページ名を
入力するか、プロンプトをクリックして使用可能な 2 次ページ名
を表示します。

検索 クリックすると、検索パラメータに対応する全てのナビゲーション
パスがロードされたグリッドが表示されます。



第4章 オブジェクト ナビゲーション検索ユーティリティの使用

Copyright © 1988, 2014, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. 63

URL クリックするとブラウザ ウィンドウが開き、グリッドで選択したナ
ビゲーション パスに直接移動します。

画像: コンテンツ参照名とポータル名の検索条件が表示された状態のオブジェクト ナビゲーション検索
ページ

次の例では、コンテンツ参照名とポータル名の検索条件を示す、オブジェクト ナビゲーション検索ページ
のフィールドおよびコントロールを説明します。このページのフィールドおよびコントロールの定義は後で説
明します。

コンテンツ参照とは、ポータル レジストリに登録されたコンテンツへのポインタのことです。これらは通常
URL またはスクリプトです。コンテンツ参照は、ターゲット コンテンツ、テンプレート、テンプレート ページレッ
トという 3 つのカテゴリに分類されます。

コンテンツ参照名 オンにすると、指定したポータルのコンテンツ参照で検索されま
す。

[コンテンツ参照名] を選択すると、[ポータル名] フィールドが使
用可能になり、特定のポータル内でコンテンツ参照を検索でき
ます。

*ポータル名 このフィールドは入力が必須です。検索対象のポータル名を入
力するか、プロンプトをクリックして使用可能なポータル名を表
示します。

デフォルトでは、このフィールドは [従業員] です。

*コンテンツ参照 このフィールドは入力が必須です。検索対象のコンテンツ参照
名を入力するか、プロンプトをクリックして使用可能なコンテンツ
参照名を表示します。
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検索 クリックすると、検索パラメータに対応する全てのナビゲーション
パスがロードされたグリッドが表示されます。

URL クリックするとブラウザ ウィンドウが開き、グリッドで選択したナ
ビゲーション パスに直接移動します。
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第5章

通貨および市場レートの操作

通貨および市場レートについて

PeopleSoft アプリケーションは、中核となる一連のオブジェクト (フィールド、テーブル、ワーク レコード、ペー
ジ、および PeopleCode 関数) に加え、PeopleSoft アプリケーション全体で通貨を換算し、市場レートの定
義や保存を行うための一般的なアプローチをサポートする、標準的かつ推奨されるさまざまな手法や計算
式を備えています。市場レートとは、通貨の為替レート、利率、または先物レートを表す一般的な用語です。

このセクションでは、次に関する概要を示します。

• 通貨および市場レートのテーブル

• 3 通貨参照

• 換算係数フィールドおよび表示レート

• 通貨換算に関するアプリケーション固有の要件

通貨テーブルおよび市場レート テーブルについて
通貨データおよび市場レート データは、次のテーブルに格納されます。

• CURRENCY_CD_TBL

通貨コードのデータを格納します。

• CURR_QUOTE_PNL

通貨建値方法のデータを格納します。

• RT_INDEX_TBL

市場レート インデックスのデータを格納します。

• RT_TYPE_TBL

レート タイプのデータを格納します。

• RT_RATE_TBL

市場レートのデータを格納します。
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3 通貨参照について
3 通貨参照とは、2 通貨間の換算が 3 つ目の通貨によって行われるプロセスのことです。このプロセス
は、ハイパーインフレが発生し、地元通貨への全ての換算がより安定的かつ強力な通貨で行われる場合
に使用されることがあります。また、国内で通貨の切り上げが行われている場合にも使用されることがあ
ります。

3 通貨参照をサポートするため、PeopleSoft システムは、特定の参照通貨を使用した 2 通貨の 3 通貨参
照を定義する手段を備えています。実際の換算プロセスは、適切な為替レートを使用して、換算元の金額
をまず参照通貨に変換し、それを換算先の通貨に変換するという 2 段階の手順で行われます。3 通貨参
照のサポートはユーザー インターフェイスにも影響します。換算に伴い、2 つまたは 3 つの為替レートが関
与するためです。3 通貨参照による換算を詳しく表示する際、ユーザーは次の 3 つの表示レートにアクセス
します。

• 換算元通貨を換算先通貨に変換するためのレート

• 参照通貨を換算先通貨に変換するためのレート

• 換算元通貨から換算先通貨への直接変換に必要なレートを示すクロス レート

3 通貨参照による換算でのクロス レートは通常、直接管理されるわけではありません。ユーザーは、3 通貨
参照レートを構成する非 3 通貨参照レートを管理し、その後 3 通貨参照された為替レートを生成するプロ
セスを実行します。ただし、クロス レートは上書きできます。上書きすると、上書きされたクロス レートと同
期するように、他のいずれかの為替レートが再計算されます。

たとえば、アメリカ ドルからフランス フランへの 3 通貨参照を使用した換算を実行するとします。この場
合、アメリカ ドルからユーロへの表示レート (下の表の 1.25) およびユーロからフランス フランへのレート
(下の表の 6.8) を直接管理します。その後、EOP_RATECALC アプリケーション エンジン プロセスを実行
し、アメリカ ドルからフランス フランに換算するための 3 通貨参照レートを導出します。次の表はその結果
を示しています。

通貨ペア 建値方法 建値単位 主表示レート RATE_MULT RATE_DIV

アメリカ ドルから
ユーロ

間接 1 1.25 1 1.25

ユーロからフランス
フラン

直接 1 6.8 6.8 1

アメリカ ドルからフ
ランス フラン

直接/3 通貨参
照/ユーロ

1 5.44 6.8 1.25

実際の換算実行時、表示レートはまず為替の建値方法に基づいて RATE_MULT 値と RATE_DIV 値に
変換されます。その後、市場レート データ テーブルに格納されている RATE_MULT 値と RATE_DIV 値
を、これらの値に直接アクセスするか、ConvertCurrency PeopleCode 関数を呼び出すことにより、通貨換
算式で使用します。
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注: 特定のアプリケーションが 3 通貨参照による為替レートをどのように管理するかについては、対象アプ
リケーションのドキュメントを参照してください。

関連リンク
クロス レート、3 通貨参照レート、および相互レートの計算

換算係数フィールドおよび表示レートについて
直接的および間接的な通貨建値方法が両方ともサポートされると、アプリケーションでの通貨換算式が
複雑になる可能性があります。換算式での過剰な条件付きロジックを避けるため、PeopleSoft システムに
は、換算係数を格納するための 2 つのフィールド、RATE_MULT および RATE_DIV が用意されていま
す。ここに入力するレートを表示レートと呼びます。表示レートは通常、建値方法に応じて RATE_MULT ま
たは RATE_DIV に格納されます。建値単位は、表示レートを含まないフィールドに格納されます。これによ
り、通貨換算式の一貫性が保たれます。

(換算元通貨 / RATE_DIV) × RATE_MULT = 換算先通貨

この計算式は、PeopleCode プログラムでオンライン プロセス向けの通貨換算に使用される他、SQR プロ
セスや COBOL プロセスでも使用されます。

次の表は、表示レートが通貨ペアの建値方法と建値単位に基づいて RATE_MULT や RATE_DIV にど
のように変換されるかを表す、基本的な例をいくつか示しています。

通貨ペア 建値方法 建値単位 主表示レート RATE_MULT RATE_DIV

アメリカ ドルから英
国ポンド

間接 1 1.6 1 1.6

英国ポンドからアメ
リカ ドル

直接 1 1.6 1.6 1

ドイツ マルクからス
イス フラン

間接 100 119.335 100 119.335

スイス フランからド
イツ マルク

直接 100 119.335 119.335 100

アメリカ ドルから
ユーロ

間接 1 1.25 1 1.25

ユーロからフランス
フラン

直接 1 6.8 6.8 1

アメリカ ドルからフ
ランス フラン

直接/3 通貨参
照/ユーロ

1 5.44 6.8 1.25

フランス フランから
ユーロ

間接 1 6.8 1 6.8
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通貨ペア 建値方法 建値単位 主表示レート RATE_MULT RATE_DIV

ユーロからアメリカ
ドル

直接 1 1.25 1.25 1

フランス フランから
アメリカ ドル

間接/3 通貨参
照/ユーロ

1 5.44 1.25 6.8

どの場合でも、変換方向に関係なく、通貨ペアの表示レートは同じです。これはビジネスの基準とも合致
しています。直接的な建値レートの場合は表示レートを掛けるため、表示レートは RATE_MULT に格納さ
れ、1 (または建値単位) は RATE_DIV に格納されます。間接的な建値レートの場合は表示レートで割る
ため、表示レートは RATE_DIV に格納され、1 (または建値単位) は RATE_MULT に格納されます。

次に示すのは、建値単位と 3 通貨参照を組み込んだ直接および間接の建値の例です。

100 (アメリカ ドルから英国ポンド) (間接) = (100 アメリカ ドル / 1.6) × 1 = 62.50 英国ポンド

1000 (スイス フランからドイツ マルク) (直接、建値単位) = (1000 スイス フラン / 100) × 119.335 =
1193.35 ドイツ マルク

100 (アメリカ ドルからフランス フラン) (3 通貨参照) = (100 アメリカ ドル / 1.25) × 6.8 = 544 フランス フ
ラン

関連リンク
通貨建値方法の定義

通貨換算に関するアプリケーション固有の要件について
ページ上に表示レートが示される各アプリケーションには、表示レートと関連する PeopleCode を格納する
ためのアプリケーション固有のワーク レコード (既存のワーク レコードも可) が必要です。このフィールドの名
前は VISUAL_RATE です。ワーク レコードには、許容チェックの目的で元のレートを格納するためのフィー
ルドも必要です。

アプリケーションは通常、RATE_MULT 値と RATE_DIV 値を格納するためのアプリケーション固有の
テーブルをデータベースに備えています。

アプリケーション固有の PeopleCode では、ワーク レコード フィールドをフォーマットし、さまざまな状況で共
通の関数を呼び出す必要があります (通貨または表示レートに対する RowInit や FieldChange など)。

関連項目:

PeopleTools: Global Technology

PeopleTools: PeopleCode Developer's Guide
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通貨の定義

このセクションでは、通貨コードの定義方法について説明します。

通貨コードの定義に使用するページ
ページ名 定義名 用途

通貨コード ページ CURRENCY_CD_TABLE 通貨コードを定義します。

通貨コード ページ
通貨コード ページ (CURRENCY_CD_TABLE) を使用して、通貨コードを定義します。

ナビゲーション

• [<製品ライン>の設定], [共通定義], [通貨], [通貨コード]

• [<製品ライン>の設定], [基本テーブル], [通貨・市場レート], [通貨コード]

• [ポータル オブジェクト], [ナビゲーション コレクション], [一般会計センター], [定義と管理], [通貨]

画像: 通貨コード ページ

次の例では、通貨コード ページのフィールドおよびコントロールを説明します。このページのフィールドおよ
びコントロールの定義は後で説明します。
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注: PeopleTools は通貨テーブル CURRENCY_CD_TBL にシステム データを提供し、オラクル社はこの
データをメジャー リリース中に更新します。通貨テーブルのシステム データを必要に応じて更新または調整
することもできます。エンタープライズ コンポーネントは、国テーブルでシステム データを維持し、各国の定
義のデフォルト通貨を定義します。通貨テーブルにはデフォルトの国コードがありますが、これは、ユーロな
ど複数の国で使用される通貨には適用されません。

このページを使用して通貨コードを追加および管理します。これらの通貨コードは、PeopleSoft システム全
体で使う通貨を指定するために使用されます。

ステータス 通貨コードがアクティブか非アクティブかを示します。使用中の
通貨コードを非アクティブにしても、既存のトランザクションには
影響しません。ただし、その通貨コードを今後選択することはで
きません。

一部の PeopleSoft アプリケーションでは、使用中の通貨コードを
非アクティブ化することができません。

通貨記号 PeopleSoft アプリケーションは、多数の通貨と通貨記号 (オース
トラリア ドルの $ や英国ポンドの £ など) に対応しています。用
意されている通貨や追加した通貨に新しい通貨記号を入力す
ることもできます。

国 通貨の使用国のコードを選択します。

注: PeopleSoft アプリケーションには、国、州、都道府県のコード
テーブルが完全に揃っており、これらのテーブルは国境や区画
の変更に合わせて更新されます。

小数部桁数 通貨表記に使用する小数点以下の桁数を入力します。たとえ
ば、オーストラリア ドルは小数点以下 2 桁を使用しますが (例:
500.00)、日本円では小数点以下を表記しません (例: 500)。

スケール位置 この通貨を丸めるスケール位置を入力します。これは、表示する
整数部分の桁数を制御します。実際には、データの完全な桁数
がデータベースに保存されます。

たとえば、百万ドル単位の金額を、ゼロを省いて表示するには、
スケール位置として 6 を入力します。この場合、24,000,000 は
24 と表示されますが、データベースには 24,000,000 として保存
されます。

通貨建値方法の定義

このセクションでは、通貨建値方法の定義方法を説明します。
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通貨建値方法の定義に使用するページ
ページ名 定義名 用途

通貨建値方法ページ CURR_QUOTE_PNL 換算元通貨と換算後通貨の各ペアにつ
いて、通貨建値方法を設定および管理し
ます。

通貨建値方法ページ
通貨建値方法ページ (CURR_QUOTE_PNL) を使用して、換算元通貨と換算後通貨の各ペアについて
通貨建値方法を設定および管理します。

ナビゲーション

[<製品ライン>の設定], [基本テーブル], [通貨・市場レート], [通貨建値方法]

画像: 通貨建値方法ページ

次の例では、通貨建値方法ページのフィールドおよびコントロールを説明します。このページのフィールドお
よびコントロールの定義は後で説明します。

為替レートに対して定義する通貨建値方法により、ユーザーが入力した表示レート (または、3 通貨参照を
行った為替レートの場合は複数のレート) がアプリケーションでどのように解釈されるかを決定するデータ
が、市場レート データ テーブル内の RATE_MULT 値および RATE_DIV 値に格納されます。逆に、通貨
建値方法では格納されている RATE_MULT 値と RATE_DIV 値が、ユーザーに表示される表示レートに
どのように反映されるかも決定されます。
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建値方法には直接または間接がある他、非 3 通貨参照にすることも、第 3 の参照通貨を使用した 3 通
貨参照換算にすることもできます。通貨建値方法では、換算元通貨の建値単位も決定されます。

「換算係数フィールドおよび表示レートについて」を参照してください。

全ての為替レートに対して通貨建値方法を定義する必要はありません。市場レートの管理中に、為替レー
トに対する建値方法が見つからない場合、ページ ロジックは次をデフォルトと見なします。

• 為替レートは直接。

• 建値単位は 1。

• 為替レートは 3 通貨参照されない。

注: このデフォルト値を使用する場合は、以前の為替レート データ (計算済の相互レートを含む) との下位
互換性がサポートされます (実装環境で必要な場合)。

「換算係数フィールドおよび表示レートについて」を参照してください。

注: 為替レートに対する通貨建値方法は、市場レート ページで操作中に、為替レート詳細ページで表示で
きます。

「市場レートの定義」を参照してください。

直接、間接 [為替レートの建値基準] セクションで、この通貨ペアのレートが
直接的に値付けされるか、間接的に値付けされるかを指定しま
す。たとえば、アメリカ ドルとフランス フランの通貨建値方法を
定義する際は、次の基準で選択します。

• 1 アメリカ ドルを x.xxxx フランス フランと等価にするに
は、[直接] を選択します。

• x.xxxx アメリカ ドルを 1 フランス フランと等価とするに
は、[間接] を選択します。

3 通貨参照を行う通貨ペアの通貨建値方法についても、直接ま
たは間接の分類が必要です。その場合、計算済のクロス レート
を表示するために値が使用されます。

直接および間接の建値方法がサポートされることにより、計算
済の相互レートを使用する必要がなくなり、換算方法が直接か
間接かに応じて乗算または除算を行う単一レートを使用できま
す。

建値単位 一部の通貨での一般的な商慣行に従い、為替レートの建値単
位を入力します。このフィールドには任意の値を指定できます
が、通常は 10 の累乗値です。
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建値単位はスケール変更係数とも呼ばれ、小数点以下桁数の
保持によく使用されます。たとえば、スイス フラン (CHF) とドイ
ツ マルク (DEM) 間の為替レートを、"1 CHF = 1.19335 DEM"
ではなく "100 CHF = 119.335 DEM" と表すことができます。

自動相互参照 オンにすると、市場レート ページで、為替レートが追加または更
新されるたびに、相互通貨ペアのレートが自動的に作成または
更新されます。

たとえば、アメリカ ドルからユーロへの通貨建値方法を作成した
とします。この設定とは関係なく、ユーロからアメリカ ドルへの相
互通貨建値方法が自動的に作成されます。

市場レート ページでアメリカ ドルからユーロのレートを作成する
場合、その通貨ペアに対してこの [自動相互参照] オプション
がオンになっていると、ユーロからアメリカ ドルへの相互レートが
自動的に作成されます。

通貨ペアのどちらかのレートが市場レート ページで更新される
と、いずれかの通貨に対して [自動相互参照] オプションがオン
になっている場合は相互レートが更新されます。

3 通貨参照 オンの場合、この通貨ペアの間での 3 通貨参照による換算が
参照通貨を使用して行われます。

参照通貨 3 通貨参照による換算に使用する参照通貨を入力します。

主表示レート 3 通貨参照が行われた通貨ペアについては、考慮すべき為替
レートが 3 つあります。

• 換算元通貨と参照通貨との間のレート

• 参照通貨と換算先通貨との間のレート

• 換算元通貨と換算先通貨との間の計算済クロス レート

3 つのレートのうち、主表示レートとして使用するレートを選択しま
す。このレートは、主ページとレポートに表示されます。オンライン
アプリケーションの場合は、為替レート詳細ページで、レートの他
の部分を表示および変更できます。

上書き許可 3 通貨参照を行った通貨ペアに対し、ユーザーが市場レート ペー
ジと為替レート詳細ページでクロス レートを上書きできるように
するには、これをオンにします。

再計算 [上書き許可] オプションがオンの場合に、残りの 2 つのレート
のうち、3 通貨の均衡を図るために再計算するレートを選択しま
す。3 通貨参照レートは元々は計算済レートなので、上書きを許
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可する場合、このレートを最初に計算するために使用したレート
は再計算する必要があります。

市場レートの定義

このセクションでは、市場レートの定義方法を説明します。

市場レートの定義に使用するページ
ページ名 定義名 用途

市場レート インデックス ページ RT_INDEX_TBL PeopleSoft システムで市場レートを編
成する手段を提供する、市場レート イン
デックスを作成します。

市場レート タイプ ページ RT_TYPE_TBL 市場レートをさらに分類するレート タイプ
を定義します。レート タイプの例として、
現行、商用、浮動、平均、履歴がありま
す。

市場レート ページ RT_RATE_PNL 市場レートを管理および表示します。この
ページで使用できるフィールドは、レート
カテゴリに応じて変わります。このページ
には、任意の 2 通貨のレート定義が表示
されます。

市場レート定義ページ RT_RATE_DEF_TBL レートの許容限度を定義し、新しいレート
がこの許容限度を超えた場合の処理を
指定します。市場レート定義ページ (RT_
RATE_DEF_TBL) には、レート インデッ
クスに対する全てのレート定義が表示さ
れます。

レート定義ページ RT_RATE_DEF_SEC 市場レート定義の詳細を表示します。た
とえば、通貨ペアに対して指定された最
大差異やエラー処理の定義がレート定義
ページに表示されます。

為替レート詳細ページ EXCH_RT_DTL 為替レートの詳細情報にアクセスします。

市場レート インデックス ページ
市場レート インデックス ページ (RT_INDEX_TBL) を使用して、PeopleSoft システムで市場レートを編成
する手段を提供する市場レート インデックスを作成します。
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ナビゲーション

[<製品ライン>の設定], [基本テーブル], [通貨・市場レート], [市場レート インデックス]

画像: 市場レート インデックス ページ

次の例では、市場レート インデックス ページのフィールドおよびコントロールを説明します。このページの
フィールドおよびコントロールの定義は後で説明します。

市場レート インデックスは、RT_INDEX_TBL テーブルに格納されます。

インデックス アプリケーションの市場レートに対する、最上位レベルの組織の
キー タームを表示します。

レート カテゴリ 市場レート インデックスの一般カテゴリを選択します ([為替レー
ト]、[商品価格]、[利率] など)。

デフォルト為替レート インデックス オンの場合、選択した市場レート インデックスがデフォルトの為
替レート インデックスになります。このフィールドは、次の場合に
のみ使用できます。

• [レート カテゴリ] フィールドが [為替レート] に設定されてい
る。

• 他のインデックスがデフォルトの為替レート インデックスとし
て現在定義されていない。

市場レート インデックス ページは、デフォルトの市場レート イン
デックスが定義されていることを保証するわけではありません。
ただし、デフォルト値が定義されていない場合、[市場レート デ
フォルト ビュー] からはデータが返されません。

[市場レート定義デフォルト ビュー] (RT_DEF_DFLT_VW) は、
タームがゼロの行と、デフォルトの為替レート インデックスとして
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定義されているインデックスを [市場レート定義] テーブルから選
択します。

市場レート タイプ ページ
市場レート タイプ ページ (RT_TYPE_TBL) を使用して、市場レートをさらに分類するレート タイプを定義し
ます。

レート タイプの例として、現行、商用、浮動、平均、履歴があります。

ナビゲーション

• [<製品ライン>の設定], [基本テーブル],  [通貨・市場レート],  [為替レート タイプ]

• [<製品ライン>の設定], [共通定義], [市場レート], [市場レート タイプ]

画像: 市場レート タイプ ページ

次の例では、市場レート タイプ ページのフィールドおよびコントロールを説明します。このページのフィール
ドおよびコントロールの定義は後で説明します。

レート タイプは RT_TYPE_TBL 編集テーブルに格納されます。レート タイプは、市場レート インデックス内
のカテゴリとして機能します。たとえば、為替レートの一般的なタイプとして、公定レート、スポットレート、自
由市場レートなどがあります。

名称と略称を入力して、使用する各市場レート タイプを定義してください。

市場レート定義ページ
市場レート定義ページ (RT_RATE_DEF_TBL) を使用して、レートの許容限度を定義し、新しいレートがこ
の許容限度を超えた場合の処理を指定します。
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ナビゲーション

• [<製品ライン>の設定], [基本テーブル], [通貨・市場レート], [市場レート定義]

• [<製品ライン>の設定], [共通定義], [市場レート], [市場レート定義]

画像: 市場レート定義ページ

次の例では、市場レート定義 ページのフィールドおよびコントロールを説明します。このページのフィールド
およびコントロールの定義は後で説明します。

このページには、レート インデックスに対する全てのレート定義が表示されます。

市場レートの定義では、有効な期間、通貨、その他市場レートに関するフィールドの組合せを指定します。
たとえば、為替レートの期間が 30、換算元通貨がスイス フラン、換算先通貨がアメリカ ドルの市場レート
定義の場合、この組合せを使用してレートを市場レート ページに入力します。

市場レート ページで市場レートを作成するときに、市場レート定義がまだ作成されていない場合は、最大差
異 2.5% というデフォルト値と警告メッセージ処理を使用して、市場レート定義が自動的に作成されます。

多くの場合、アプリケーションでは、為替レートの入力または上書きを行うあらゆる場面で、(ユーザー指定
の許容値に対する) 許容チェックがサポートされます。間接的な建値方法や建値単位が導入されたこと
により、チェックの重要性は、正確なデータ入力を実現するためにますます必要とされています。

注: このページに表示される情報は、選択した市場レート インデックスに応じて変わります。たとえば、[利
率] というレート カテゴリに関連付けられたインデックスを選択した場合、このページのフィールドには利率
に関連するデータが表示されます。

換算元通貨コード このページの全ての [換算元通貨] フィールドにロードする換算
元コードを入力します。
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リフレッシュ クリックすると、[換算元通貨] フィールドに、[換算元通貨コード]
フィールドで選択した通貨がロードされます。

レート定義

期間 期間を日数で入力します。ゼロの場合はスポット レートの期間
がゼロであることを示します。ゼロ以外の期間を使用するのは
PeopleSoft Treasury のみです。それ以外のアプリケーションで
は、スポット レートにゼロを使用する必要があります。

換算元通貨コード [換算元通貨コード] フィールドを使用して、このページの全ての
[換算元通貨] フィールドにロードする方法以外に、手動で適切
な換算元通貨を入力することもできます。この値は、為替レート
ペアの片方である、関連する [換算先通貨] フィールドの値と共
に使用されます。3 通貨参照を使用する場合は、3 通貨参照に
関与する各通貨ペアの定義行を含めてください。

換算先通貨コード 適切な換算先通貨を入力します。この値は、為替レート ペアの
片方である、関連する [換算元通貨] フィールドの値と共に使用
されます。

通貨 このフィールドは、レート カテゴリが [利率] に設定されているレー
ト定義の操作中に表示されます。

利率の定義を作成する通貨を選択します。

[換算元通貨] フィールドと [換算先通貨] フィールドは表示され
ません。

日数計算基準 このフィールドは、利率の定義を操作するときに表示されます。

利率の基準を選択します。

30/360

30E/360

実績/360

実績/365

実績/実績

最大差異 ユーザーが市場レートを管理または上書きした場合に許容され
る差異のパーセンテージを入力します。変更によって許容値を上
回ると、エラーになります。デフォルト値は 2.50 (2.5%) です。

エラー タイプ データ入力時に、定義されている最大差異を超えた場合に返す
エラー タイプを選択します。
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なし: 最大差異を超えてもエラー処理は発生せず、新しいレート
が使用されます。

停止: 処理を停止します。ユーザーが新しいレートを保存すること
はできません。

警告: これがデフォルト値です。警告が表示されますが、無視し
て新しいレートを保存してください。

市場レート ページ
市場レート ページ (RT_RATE_PNL) を使用して、市場レートを管理および表示します。

このページで使用できるフィールドは、レート カテゴリに応じて変わります。このページには、任意の 2 通貨
のレート定義が表示されます。

ナビゲーション

• [<製品ライン>の設定], [基本テーブル], [通貨・市場レート], [市場レート]

• [<製品ライン>の設定], [共通定義], [市場レート], [市場レート]

画像: 市場レート ページ

次の例では、市場レート ページのフィールドおよびコントロールを説明します。このページのフィールドおよ
びコントロールの定義は後で説明します。
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注: 市場レート ページには、2 通貨間の為替レートに関する詳細が表示されます。為替レート詳細ページ
は、市場レート ページ (RT_RATE_PNL) の 2 次ページです。市場レート ページへのアクセス後、為替レート
詳細ページにアクセスするには、市場レート ページの [レート] フィールドの横にある [為替レート詳細] アイ
コンをクリックする必要があります。

このページに入力するデータは、為替レートや利率など、全ての市場レート用の共通リポジトリである
RT_RATE_TBL テーブルに格納されます。

次の全ての項目に当てはまる場合は、このページを編集できません。

• レートが 3 通貨参照されている。

• 主表示レートがクロス レートである。

• 通貨建値方法ページで、為替レートの建値方法に対する [上書き許可] オプションがオフになってい
る。

注: 利率を扱う場合、[換算元通貨コード] フィールドと [換算先通貨コード] フィールドには同じフィールド値
が指定されることがあります。

インデックス アプリケーションの市場レートに対する、最上位レベルの組織の
キー タームを表示します。

レート カテゴリ 市場レートの一般カテゴリを表示します ([為替レート]、[商品価
格]、[利率] など)。

レート タイプ この市場レートに対して選択されたレート タイプを表示します。

レート タイプの例として、商用、平均、浮動、履歴があります。

期間 入力された期間を表示します。

換算元通貨コード 選択した換算元通貨を表示します。

換算先通貨コード 選択した換算先通貨を表示します。

レート定義 クリックすると、レート定義ページにアクセスし、市場レート定義の
詳細を表示できます。たとえば、通貨ペアに対して指定定義さ
れた最大差異やエラー処理の定義が表示されます。

レート

有効日 通貨の換算を開始する日付を入力します。

レート 表示レートを表示します。3 通貨参照による為替レートを扱って
いる場合、このフィールドには主表示レート (通常はクロス レート)
が表示されますが、3 通貨のうちの他のレートにすることもでき
ます。
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市場レートのオンライン メンテナンス中は、RATE_MULT と
RATE_DIV の値を直接表示したり変更しない代わりに、この表
示レートにアクセスします。表示レートは、通貨建値方法ページに
ある、通貨ペアの RATE_MULT、RATE_DIV、および通貨建値
方法に基づき、ページ ロジックによって計算されます。表示レー
トは、ページのワーク レコードに一時的に格納されます。

[レート] フィールドの右側にある [為替レート詳細] アイコンをク
リックして、為替レート詳細ページ (EXCH_RT_DTL) にアクセス
すると、3 通貨参照を使用した為替レートの 3 つ全ての表示レー
トを表示できます。

通貨ペアの建値方法が定義されており、その通貨建値方法の [自動相互参照] オプションがオンになっ
ている場合、その通貨ペアに対するレートをこのページで作成または管理すると、通貨ペアのもう一方に
対するレートが自動的に作成および更新されます。たとえば、アメリカ ドルから英国ポンドのレートを変更
すると、英国ポンドからアメリカ ドルのレートが自動的に更新されます。自動相互参照できる通貨ペアは、
通貨建値方法ページで通貨建値方法が定義されているものだけです。

「通貨建値方法ページ」を参照してください。

注: レート定義に対する更新は、市場レート ページを保存、終了し、再び開くまで反映されません。

レート定義ページ
レート定義ページ (RT_RATE_DEF_SEC) を使用して、市場レート定義の詳細を表示します。たとえば、通
貨ペアに対して指定された最大差異やエラー処理の定義がレート定義ページに表示されます。

ナビゲーション

市場レート ページにある [レート定義] リンクをクリックします。

画像: レート定義ページ

次の例では、レート定義ページのフィールドおよびコントロールを説明します。このページのフィールドおよび
コントロールの定義は後で説明します。

為替レート詳細ページ
為替レート詳細ページ (EXCH_RT_DTL) を使用して、為替レート詳細の情報にアクセスします。
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ナビゲーション

市場レート ページにある [為替レート詳細] アイコンをクリックします。

画像: 為替レート詳細ページ

次の例では、為替レート詳細 ページのフィールドおよびコントロールを説明します。このページのフィールド
およびコントロールの定義は後で説明します。

このページの主要レコードは [為替レート] ワーク レコードです。3 通貨参照を行ったレートについては、3 通
貨参照によるレートを構成する 3 要素全てのレート値を更新できます。

為替レートの建値基準 通貨建値方法ページで定義されている為替レートの建値基準
を表示します。

建値単位 通貨建値方法ページで定義されている為替レートの建値単位
を表示します。

3 通貨参照 通貨建値方法ページで定義されている為替レートの 3 通貨参
照設定を表示します。

参照通貨 3 通貨参照による為替レートについて、3 通貨参照による換算で
使用される参照通貨を表示します。

現為替相場 換算元通貨から換算先通貨への変換に使用される、現在の為
替レートを表示します。
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直接の 3 通貨参照によるレートの場合、このフィールドでは、等
号の左側に建値単位 (または 1)、右側に表示レートが表示され
ます。以下に例を示します。

1 アメリカ ドル = 1.40000000 カナダ ドル

間接の非 3 通貨参照によるレートの場合、このフィールドでは、
等号の左側に表示レート、右側に建値単位 (または 1) が表示さ
れます。以下に例を示します。

1.400000000 カナダ ドル = 1 アメリカ ドル

3 通貨参照によるレートの場合、このフィールドには 3 通貨のう
ち 2 通貨の構成レートが表示されます。1 つは換算元通貨から
参照通貨 (アメリカ ドルからユーロ) への換算用レートで、もう 1
つは参照通貨から換算先通貨 (フランス フランからユーロ) へ
の換算用レートです。以下に例を示します。

1.25 アメリカ ドル = 1 ユーロ = 6.8 フランス フラン

過去為替相場 ページ ロジックによって、データベースに格納されている為替
レートが現在の建値方法と整合しないと判断された場合、この
フィールドには、レート有効日にアクティブになっている建値方法
ではなく、現在の建値方法に基づいた建値が表示されます。

[過去為替相場] フィールドのデータにより、建値方法が実際に
変更された場合でも、過去の一定期間における為替レートの変
化を、一貫した建値方法を使用して確認できます。

たとえば、計算済の相互レート "1 フランス フラン = 0.1470588
アメリカ ドル" を使用してフランス フランがアメリカ ドルに直接
変換され、この通貨ペアの現在の建値方法が "間接" の場合
に過去の建値を表示すると、変換関数によって表示レートが間
接的な建値をベースに再計算され、"6.8000001 フランス フラン
= 1 アメリカ ドル" になります。

過去の建値方法が 3 通貨参照以外で、現在の建値方法が 3
通貨参照である場合、このフィールドには建値も表示されます。

過去の建値は、クロス レートの上書きや 3 通貨参照の省略を
行った場合にも表示されます。使用中の為替レートが現在の建
値方法と矛盾しているためです。

システムで、為替レートが現在の建値方法と矛盾していないと
判断された場合、フィールドには [該当なし] と表示されます。

為替レート 3 通貨参照を使用しない為替レートについて、単一の表示レート
を表示します。または、3 通貨参照による為替レートの場合は、構
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成される 3 要素全てを表示します。3 通貨参照による為替レー
トのクロス レートは、通貨建値方法ページで [上書き許可] オプ
ション ボックスが選択されている場合にのみ編集できます。

クロス レート、3 通貨参照レート、および相互レートの計算

このセクションでは、EOP_RATECALC アプリケーション エンジン プロセスを実行してクロス レート、3 通
貨参照レート、および相互レートを計算する方法を説明します。

EOP_RATECALC プロセスの実行に使用するページ
ページ名 定義名 用途

クロス/相互レート計算 - パラメータ ペー
ジ

RUN_EO9030 ラン コントロール パラメータを設定し、ク
ロス レート、3 通貨参照レート、および相
互レートを計算する EOP_RATECALC
アプリケーション エンジン プロセスを実
行します。

EOP_RATECALC プロセスについて
レートを計算し、市場レート テーブルを更新するには、EOP_RATECALC プロセスを実行します。

このプロセスでは、次の 3 つの機能が実行されます。

• 3 通貨参照を行わない通貨ペアに対し、クロス レートを生成します。

たとえば、アメリカ ドルに対する全てのレートを提供するレート サービスに組織が登録したとします。シ
ステムでは、アメリカ ドルからカナダ ドル、アメリカ ドルからメキシコ ペソのレートを計算した後で、新
たにカナダ ドルからメキシコ ペソのクロス レートを計算できます。

• 3 通貨参照を行う通貨ペアに対し、3 通貨参照のレートを生成します。

たとえば、ユーロから EPC (ユーロ参加通貨) の固定レートが市場レート テーブルで作成されている状
態で、ユーロからアメリカ ドルのレートが新たに入力されたとします。この情報を使用して、プロセスで
は、アメリカ ドルから EPC への 3 通貨参照レートを作成できます。3 通貨参照のレートとクロス レート
との差異は、データがどのようにデータベースに格納されるかに影響を及ぼします。クロス レートを計算
する際、実際には新しいレートを作成します。3 通貨参照レートを計算する際、ソース レートの各構成要
素はターゲットに保存されます。

• 自動相互参照が行われない通貨ペアに対し、相互レートを生成します。

たとえば、アメリカ ドルからカナダ ドルのレートをソース レートとして使用すると、プロセスでは、カナ
ダ ドルからアメリカ ドルのレートが自動的に計算されます。通貨建値方法が設定されている場合、
表示レートは変わりませんが、データベースへのデータの格納方法が変わります (RATE_MULT と
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RATE_DIV が逆になる)。通貨建値方法が使用されていない場合、プロセスでは実際に計算される
のは逆算レートです。つまり、表示レートが変わります。

クロス/相互レート計算 - パラメータ ページ
クロス/相互レート計算 - パラメータ ページ (RUN_EO9030) を使用して、ラン コントロール パラメータを設
定し、クロス レート、3 通貨参照レート、および相互レートを計算する EOP_RATECALC アプリケーション エ
ンジン プロセスを実行します。

ナビゲーション

• [ファイナンシャルズ/サプライチェーン設定], [共通定義], [市場レート], [クロス/相互レート計算]

• [HCM 基本設定], [基本テーブル], [通貨・市場レート], [クロス/相互レート計算]

• [CRM 設定], [共通定義], [市場レート], [クロス/相互レート計算]

画像: クロス/相互レート計算 - パラメータ ページ

次の例では、"クロス/相互レート計算 - パラメータ" ページのフィールドおよびコントロールを説明します。こ
のページのフィールドおよびコントロールの定義は後で説明します。

オラクル社では、Oracle Business Intelligent Publisher (別名 BI Publisher または BIP) を使用したクロ
ス/相互レート計算 (EO9030) レポートの作成をサポートしています。

重要 この計算プロセスには、クロス/相互レート計算 (EO9030) および 履歴のレートの更新 (EO9031) と
いう 2 つの SQR レポートが含まれます。お使いのシステムでアプリケーション統合アーキテクチャ (AIA)
を実装しない場合は、EO9030 の実行を選択します。AIA ユーザーがこのプロセスを介して履歴レートを更
新する場合は、EO9031 の実行を選択します。

市場レート インデックス 市場レート インデックスを選択します。PeopleSoft Treasury 以外
のアプリケーションでは、為替レート用に選択したインデックスの
デフォルト値を使用する必要があります。
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期間 この値のデフォルト値は、市場レート定義ページで入力した値で
す。

換算元共通通貨 相互レートを計算するための通貨コードを選択します。

為替レート タイプ この計算に使用する為替レート タイプを選択します。

指定日 新規作成した為替レート (プロセスの出力) の発効日を選択しま
す。この日付により、計算基準として使用されるレート (プロセス
の入力) も決まります。

レポートは、プロセスの入力として、通貨ペアの最新の通貨建値
方法を使用します。この日付が、指定レートに対する現在の発効
日である場合は、3 通貨参照にも影響します。たとえば、2004 年
4 月 1 日発効の "アメリカ ドルから EPC (ユーロ参加通貨)" の
3 通貨参照レートが、同じく 2004 年 4 月 1 日発効の "ユーロか
らアメリカ ドル" レートと、新規加入した EPC が正式にユーロ参
加通貨になった日を発効日とする "ユーロから EPC" レートで構
成される場合があります。

レポート作成 オンの場合、プロセスによって実行された、クロス レート、3 通貨
参照レート、および相互レートの計算を表示するレポートが生成
されます。

既存レート上書き オンの場合、指定日に関係なく、計算されたレートによって為替
レート タイプのレートが上書きされます。

相互レート作成 オンの場合、通貨建値方法ページで [自動相互参照] オプショ
ンがオフになっている通貨ペアに対し、相互レートが計算されま
す。

このオプションは単独でオンにすることも、[クロス レート作成]
オプションや [3 通貨参照レート] オプションと一緒にオンにする
こともできます。

このプロセスでは、為替レートが直接操作されることはありませ
ん。システムでは、次の式が成り立つように、分子や分母の値が
使用されます。

(換算元通貨 / RATE_DIV) × RATE_MULT = 換算先通貨

たとえば、アメリカ ドルとスイス フランとの間の相互レートを 2:1
の比率で求めているとします。アメリカ ドルからスイス フランへ
の為替レートが直接値付けされる場合 (選択した直接方式の
建値方法またはシステムのデフォルト値を使用)、このレートは
RATE_MULT = 2 および RATE_DIV = 1 として格納されます。
レートは 1 アメリカ ドル = 2 スイス フランと表され、表示レートは
2 です。
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逆に、スイス フランからアメリカ ドルへのレートは間接方式で
す。逆は簡単な換算で算出でき、レートは RATE_MULT = 1 お
よび RATE_DIV = 2 として格納されます。表示レートは 2 のまま
です。

建値方法を使用していない場合、スイス フランからアメリカ ド
ルへのレートは直接方式 (デフォルト設定) で値付けされる必要
があり、相互レートは実質的には逆の計算で算出されます。この
レートは RATE_MULT = 0.5 および RATE_DIV = 1 として格納
され、表示レートは 0.5 です。

このアメリカ ドルとスイス フラン間の例では、建値方法と逆計
算を使用することで同じ結果が得られます (1/2 = 0.5)。しかし
実際の場面では、為替レートの操作は大がかりな作業であり、そ
れが通貨建値方法を使用する理由の 1 つでもあります。

クロス レート作成 オンの場合、クロス レートが自動的に生成されます。たとえば、
アメリカ ドル、カナダ ドル、およびメキシコ ペソについてクロス
レートを生成するには、"アメリカ ドルからカナダ ドル = 1.473" お
よび "アメリカ ドルからメキシコ ペソ = 9.8793" と入力します。
これにより、"カナダ ドルからメキシコ ペソ = 9.8793/1.473 = 6.
7069246" が自動的に生成されます。

クロス レートの生成を選択すると、[換算元通貨] フィールドと
[換算先通貨] フィールドが表示され、ここで換算元通貨と換算
先通貨を選択する必要があります。片方または両方のフィール
ドに、全ての通貨を表すワイルドカードの % を入力することもで
きます。

3 通貨参照レート オンの場合、2 通貨間の換算が第 3 の通貨によって行われま
す。

オンの場合、2 通貨間の換算が第 3 の通貨によって行われま
す。[3 通貨参照レート] をオンにすると、[換算元通貨] フィールド
と [換算先通貨] フィールドが表示され、ここで換算元通貨と換
算先通貨を選択する必要があります。片方または両方のフィー
ルドに、全ての通貨を表すワイルドカードの % を入力することも
できます。

見積方法必須 通貨ペアに対して通貨建値方法が既に定義されている場合に
のみ、選択した計算が実行されるようにするには、これをオンに
します。
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通貨換算の使用

このセクションでは、通貨換算を使用した通貨の換算方法を説明します。

通貨換算を使用した通貨換算に使用するページ
ページ名 定義名 用途

通貨換算ページ CURRENCY_EXCHNG_PN 通貨間の換算を行います。

このツールを使用すると、基本通貨以外
のレート タイプを選択できます。ただし、
為替レートを上書きすることはできませ
ん。

通貨換算ページ
通貨換算ページ (CURRENCY_EXCHNG_PN) を使用して、通貨間の為替レートを計算します。

このツールを使用すると、基本通貨以外のレート タイプを選択できます。ただし、為替レートを上書きするこ
とはできません。
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ナビゲーション

• [<製品ライン>の設定], [基本テーブル], [通貨・市場レート], [通貨換算]

• [<製品ライン>の設定], [共通定義], [通貨], [通貨換算]

画像: 通貨換算ページ

次の例では、通貨換算ページのフィールドおよびコントロールを説明します。このページのフィールドおよび
コントロールの定義は後で説明します。

換算前金額 通貨の換算は、入力する換算元金額と、市場レート ページで設
定された現在の為替レートに基づいて行われます。

「市場レートの定義」を参照してください。

換算元通貨コード 換算金額の計算元となる通貨コードを選択します。

換算先通貨コード 換算金額の計算先となる通貨コードを選択します。

為替レート タイプ この計算に使用する為替レート タイプを選択します。

換算後金額 [計算] ボタンをクリックして金額を計算し、このフィールドに表示
します。
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第6章

PeopleSoft Forms and Approval Builder の
操作

PeopleSoft Forms and Approval Builder について

Forms and Approval Builder を使用すると、オンライン フォームをデザインして必要な承認プロセスを指
定し、それを組織内のユーザーに展開できます。この機能を使用して、組織内の手作業を、ワークフロー
ベースの承認および進捗追跡のための監査証跡を組み込んだペーパーレスのプロセスに変換してくださ
い。ユーザーがコードを作成する必要はなく、今後の PeopleSoft システムへのアップグレードでユーザーが
これらのフォームを更新する必要もありません (作成するフォームはカスタマイズではないため)。

フォームの公開後、ユーザーはメイン メニューからフォームに移動し、フィールドを埋めて、承認を受けるため
に送信します。パブリッシュされた各フォームには、[フォーム]、[説明]、[添付ファイル] の 3 つのタブがあり
ます。承認履歴とコメントの監査証跡は、フォームが承認プロセスを進んでいる間に自動的に生成されま
す。監査証跡を確認して、承認チェーンの各手順の履歴を見ることができます。

フォーム設計

フォームを作成するには、フォームの作成ウィザード コンポーネント (FORM_DESIGN_WIZARD) を使用
します。このウィザードでは、次のフォーム作成手順を案内します。

• フォーム ID やフォーム オーナーなど、フォームの基本情報を定義する。

• フォームの使用方法を示す説明を指定する。

• フォームに表示するフィールドを指定する。

• フォームにファイルを添付する (省略可)。

• フォームへのアクセスに使用するメニュー アイテムを定義する。

• フォームに必要な承認ワークフローを指定する。

• フォームをプレビュー、テスト、およびアクティブ化する。

フォームでは、複数のフィールドを 1 列または 2 列に編成できます。必須フィールドを指定したり、完成した
フォームを保存するためにフィールドで許可する編集を定義したりすることができます。フォームの作成時、
次のフィールド タイプを使用できます。

• 数値

• テキスト



PeopleSoft Forms and Approval Builder の操作 第6章

92 Copyright © 1988, 2014, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.

• 日付

• 時刻

• はい/いいえ

• プロンプト

フォーム ユーザーは、既存の PeopleSoft レコードから値を選択してフィールドを完成させることができま
す。

• コード

ドロップダウン リストに表示する値のリストを作成できます。フォーム ユーザーは、このリストから値を選
択してフィールドを完成させることができます。

• セクション

フォームを複数のセクションに編成できます。

フォーム ステータス

フォームとフォーム インスタンスの違いを理解しておくことが重要です。このドキュメントで使用する
"フォーム" という用語は、フォーム設計者がフォーム設計ウィザード コンポーネントを使用して作成する "マ
スター" フォームまたはテンプレートを指します。フォーム インスタンスは、フォーム ユーザーが完成させた、展
開済のフォームです。各フォーム インスタンスには独自の連番が自動的に割り当てられるため、完成した
フォームは個別に追跡および管理できます。

フォームのステータスは次のいずれかの値になります。

設計中 設計中で、まだアクティブになっていないフォームであることを
示します。

アクティブ アクティブであり、フォーム ユーザーが完成させることができる
フォームであることを示します。

ユーザー ロールによっては、次のページを使用してフォームをアク
ティブ化できます。

• フォーム設計ウィザード コンポーネントの "フォームの設計 :
完了" ページ

• フォーム管理ページ

注: フォームのアクティブ化や非アクティブ化、または新しいオー
ナーへのフォームの再割当ては、フォーム オーナーまたはフォーム
管理者のみが行えます。

非アクティブ フォーム オーナーまたはフォーム管理者によって非アクティブ
化されたフォームであることを示します。フォーム管理者または
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フォーム オーナーは、フォーム管理ページを使用してフォームを非
アクティブにすることができます。フォームが非アクティブの場
合、フォーム ユーザーがフォームを完成することはできません。

フォーム インスタンスのステータスは次のいずれかの値になります。

開始 フォーム ユーザーが、アクティブ化されたフォームにアクセスし、
作成を始めると、フォーム インスタンスのステータスが [開始] に
設定されます。

保留 フォーム ユーザーがフォーム インスタンスを確定し、承認を受け
るために送信すると、ステータスは [保留] に変わります。

保留 承認者またはレビュー担当者が、送信されたフォームに関する
詳しい情報を要求している場合、ステータスは [保留] に変わり
ます。

承認済、却下、キャンセル済 フォーム インスタンスが、必須の承認チェーンを通る過程で、そ
のステータスは [承認済]、[却下]、または [キャンセル済] と変わ
ります。

セキュリティおよび割り当てられるロール

ユーザー ロールにより、フォームに対するアクセス、設計、および管理が許可されるユーザーが決まります。
次の表では、Form and Approval Builder に対して割り当てられるロールと、それに関連付けられる権限の
リストを示します。

ロール名 説明 権限リスト アクセス権限

FORM_USER フォーム ユーザー:

フォームを完成させ、送信できま
す。

EOFM1000 フォーム ユーザーには、フォーム設計ウィ
ザード (フォーム インスタンス) を使用し
て作成されたフォームに対する追加、更
新、表示の権限があります。

FORM_DESIGNER フォーム設計者:

オーナーとして割り当てられた
フォームに対し、作成、送信、設
計、および管理を実行できます。

EOFM1000

EOFM2000

フォーム設計者には、フォーム設計ウィ
ザードを使用して作成されたフォームに
対する追加、更新、表示の権限に加え、
フォーム設計ウィザード コンポーネントに
対する追加、更新、表示の権限もありま
す。

[フォーム管理] (FORM_RPT) コンポー
ネントの使用中に、フォーム設計者が更
新または表示できるのは、自分が所有す
るフォームのみです。
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ロール名 説明 権限リスト アクセス権限

FORM_ADMIN フォーム管理者:

全てのフォームに対し、作成、送
信、設計、および管理を実行でき
ます。

EOFM1000

EOFM2000

EOFM3000

EOSD2000

フォーム管理者にはフォーム設計者と
同じアクセス権限があります。それに加
え、[フォーム管理] (FORM_RPT) コン
ポーネントの使用中は、全てのフォームを
更新および表示できます。

FORM_CI_
DEVELOPERS

Form To CI (コンポーネント イン
ターフェイス) 開発者:

全てのフォームに対し、作成、送
信、設計、および管理を実行でき
る他、フォームをコンポーネント イ
ンターフェイス (統合フォーム) に
マップできます。

EOFM1000

EOFM2000

EOFM3000

EOFM4000

EOSD2000

Form To CI 開発者にはフォーム管理者
と同じアクセス権限がある他、Form to
CI マッピング ページを使用してフォーム
をコンポーネント インターフェイスにマッ
プすることで、フォーム統合を設定でき
ます。

完成したフォームには行レベルのセキュリティが適用され、フォーム インスタンスにアクセスできるのは、
フォーム オーナー、承認者、またはレビュー担当者のみとなります。

注: セキュリティ管理者は、ユーザーが Form and Approval Builder の操作を始める前に、既存のユーザー
ID の更新またはユーザー ID の新規作成、あるいはその両方を行って、適切なロールを割り当てる必要が
あります。

『PeopleTools: Security Administration』の「Administering User Profiles」を参照してください。

要件

Form and Approval Builder は、従業員ポータルでのみ使用できます。

関連リンク
"承認機能について" (PeopleSoft 9.2: 承認フレームワーク)

フォームの設計

このセクションでは、フォーム設計ウィザード コンポーネント (FORM_DESIGN_WIZARD) を使用した
フォームの設計方法を説明します。

注: フォーム設計ウィザード コンポーネントにアクセスできるのは、フォーム設計者とフォーム管理者のみで
す。さらに、既存のフォームを変更できるのはフォーム オーナーのみです。
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フォームの設計に使用するページ
ページ名 定義名 用途

フォームの設計 - ステップ 1: 基本情報
ページ

FORM_DSN_WZR_MAIN フォームの基本情報を定義します。

フォームの設計 - ステップ 2: 説明ページ FORM_DSN_WZR_INST フォームの作成方法と送信方法を示す
説明を指定します。

フォームの設計 - ステップ 3: フォーム
フィールド ページ

FORM_DSN_WZR_FLDS フォームに表示するフィールドを定義しま
す。

フォーム フィールド編集ページ FORM_L_FLD_SEC フィールドに対するその他の要件を定義
します。

フォームの設計 - ステップ 4: 添付テンプ
レート ページ

FORM_DSN_WZR_ATCH フォームに添付ファイルを関連付けます。

フォームの設計 - ステップ 5: メニューへ
のパブリッシュ ページ

FORM_DSN_WZR_PRTL フォームのメニュー位置を指定します。

フォームの設計 - ステップ 6: 承認プロセ
ス ページ

FORM_DSN_WZR_AW フォームに必要な承認ワークフローを割り
当てます。

フォームの設計: 完了ページ FORM_DSN_WZR_DONE フォームをプレビュー、アクティブ化、また
は再設計します。

フォームの設計 - ステップ 1: 基本情報ページ
フォームの設計 - ステップ 1: 基本情報ページ (FORM_DSN_WZR_MAIN) を使用して、フォームの基本
情報を定義します。

ナビゲーション

[エンタープライズ コンポーネント], [フォーム], [フォーム設計]

画像: フォームの設計 - ステップ 1: 基本情報ページ

次の例では、"フォームの設計 - ステップ 1: 基本情報" ページのフィールドおよびコントロールを説明しま
す。このページのフィールドおよびコントロールの定義は後で説明します。
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フォーム フォームの固有 ID です。この ID は、新しいフォームを追加する
ときに指定します。

ステータス フォームの現在のステータスをリストします。このフィールドの値
は、自動的に割り当てられます。値は以下のとおりです。

• 設計中: フォームが設計中であり、まだパブリッシュされてい
ないことを示します。

• アクティブ: フォームの設計が完成し、フォームがパブリッシュ
されたことを示します。

• 非アクティブ: フォーム オーナーまたはフォーム管理者によっ
て、フォームが非アクティブにされたことを示します。

フォーム管理者またはフォーム オーナーは、フォーム管理ペー
ジを使用してフォームを非アクティブにすることができます。
フォームが非アクティブの場合、フォーム ユーザーがフォーム
を完成することはできません。

開始有効日 フォームを使用を有効にする日付を入力します。

終了有効日 フォームの期限を終了する日付を入力します。フォームを無期限
で使用する予定の場合、このフィールドは空白のままにしてくだ
さい。

ラベル フォームにアクセスするためにユーザーが選択するメニュー アイ
テムのラベルを入力します。

ラベル名に使用できるのは、英数字と下線のみです。

詳細説明 フォームの説明を入力します。この説明は、パブリッシュされた
フォームにユーザーがアクセスする際、フォーム ラベルの下に表
示されます。

オーナー ID フォームの責任者のユーザー ID を入力します。フォーム設計を
変更できるのはこの人物のみです。

フォームの設計 - ステップ 2: 説明ページ
フォームの設計 - ステップ 2: 説明ページ (FORM_DSN_WZR_INST) を使用して、フォームの作成方法と
送信方法を示す、ユーザー向けの説明を指定します。
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ナビゲーション

フォーム設計ウィザードの "フォームの設計 - ステップ 1: 基本情報" ページで、[次へ] をクリックします。

画像: フォームの設計 - ステップ 2: 説明ページ

次の例では、"フォームの設計 - ステップ 2: 説明" ページのフィールドおよびコントロールを説明します。こ
のページのフィールドおよびコントロールの定義は後で説明します。

HTML エディタを使用して、フォーム作成方法の説明を入力します。ツールバーのボタンを使用すると、テ
キストのコピー、貼り付け、書式設定が行える他、グラフィックやリンクを挿入できます。

フォームの設計 - ステップ 3: フォーム フィールド ページ
フォームの設計 - ステップ 3: フォーム フィールド ページ (FORM_DSN_WZR_FLDS) を使用して、フォーム
に表示するフィールドを定義します。
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ナビゲーション

フォーム設計ウィザードの "フォームの設計 - ステップ 2: 説明" ページで、[次へ] をクリックします。

画像: フォームの設計 - ステップ 3: フォーム フィールド ページ

次の例では、"フォームの設計 - ステップ 3: フォーム フィールド" ページのフィールドおよびコントロールを説
明します。このページのフィールドおよびコントロールの定義は後で説明します。

[左の列] グリッドおよび [右の列] グリッド内に行を挿入して、フォームの左右の列に表示するフィールドを
定義します。

各行について、次のパラメータの値を指定して、対象フィールドの要件を定義します。

ラベル このフィールドに使用するラベルを入力します。

使用タイプ フィールドのタイプと、必要に応じて (使用タイプに応じて) 長さ
を選択します。値は以下のとおりです。

コード: フォーム ユーザーがコード リストから応答を選択するため
のコード フィールドを定義する場合に使用します。

日付: 日付に使用します。

番号: 数値エントリに使用します (指定できるのは正の値のみ)。

プロンプト: ユーザーが既存の PeopleSoft データベース テーブル
からデータを選択するためのプロンプト フィールドを定義します。

セクション: フォームをセクションに分けるために使用します。セク
ションには説明テキストを伴うヘッダーを含めることができる他、
セクションを定義するための HTML エディタが用意されていま
す。
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符号付き: 符号付きの数値エントリに使用します (正または負の
値を指定可能)。

テキスト: テキスト エントリに使用します。

時刻: 時間のエントリに使用します。

Y/N: "はい" か "いいえ" の応答に使用します。

長さ フィールドの長さを選択します。このフィールドは、[番号] フィール
ド、[プロンプト] フィールド、[符号付き] フィールド、または [テキス
ト] フィールドに対してのみ変更できます。それ以外のフィールド
では、事前設定された長さが使用されます。

数値フィールドの構文は X.Y です。ここで、小数点の前にある
(X) は、整数部分の許容桁数を示し、小数点の後にある (Y) は、
小数点以下の許容数を示します。

フィールド ステータス フィールドのステータス ([アクティブ] または [設計中]) を示しま
す。

詳細 クリックすると、フォーム フィールドの詳細ページにアクセスでき
ます。このページでは、フィールドに対する追加要件 (必須フィー
ルドかどうかなど) を定義したり、ユーザーがフォームへの入力後
フィールドを編集できます。

「フォーム フィールド編集ページ」を参照してください。

 および 矢印アイコンをクリックして、フィールドの位置を変更できます。

右の列へ移動 クリックすると、選択したフィールドが右の列に移動します。

左の列へ移動 クリックすると、選択したフィールドが左の列に移動します。

単一列スタイル オンの場合、単一列のフォームが作成されます。右の列で定義
されたフィールドは、フォームを表示するときに左の列のフィール
ドに表示されます。

フォーム フィールド編集ページ
フォーム フィールド編集ページ (FORM_L_FLD_SEC) を使用して、フィールドの追加要件を定義します。
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ナビゲーション

"フォームの設計 - ステップ 3: フォーム フィールド" ページの [詳細] リンクをクリックします。

画像: プロンプト フィールドの例が表示されたフォーム フィールド編集ページ

次の例では、プロンプト フィールドのフォーム フィールド編集ページのフィールドおよびコントロールを説明
します。このページのフィールドおよびコントロールの定義は後で説明します。
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画像: コード フィールドの例が表示されたフォーム フィールド編集ページ

次の例では、コード フィールドのフォーム フィールド編集ページのフィールドおよびコントロールを説明しま
す。このページのフィールドおよびコントロールの定義は後で説明します。

このページに表示されるフィールドは、フィールドの使用タイプに応じて変わります。この例では、[プロンプ
ト] フィールドと [コード] フィールドについてページがどのように表示されるかを示します。次に示す情報は、
このページに表示できる全てのフィールドをまとめたものです。

必須 このフィールドに値を入力しないとユーザーがフォームを保存で
きないようにするには、これをオンにします。

大文字 (使用タイプが [プロンプト] ま
たは [テキスト] に設定されている場合
にのみ使用可能)。

オンにすると、フォームの保存時にフィールド値が大文字に変換
されます。[プロンプト] フィールドと [テキスト] フィールドについ
てのみ使用できます。このオプションは、ユーザー入力が大文字
でも小文字でもかまわないコード値 (部門 ID など) に使用して
ください。

名称 このフィールドの代替ラベルとして、最大 100 文字を入力しま
す。入力した名称は、短縮ラベル ("フォームの設計 - ステップ 3:
フォーム フィールド" ページの [ラベル] フィールドで指定された
値) ではなく、フォーム上に表示されます。
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プロンプト レコード、セットID ([使用タイ
プ] が [プロンプト] に設定されている
場合にのみ使用可能)

このフィールドに使用する値を含むレコードを選択します。セッ
トID ベースのテーブルでは、値の取得元のセットID を指定しま
す。フォーム ユーザーは、プロンプト リストから値を 1 つ選択す
るか、フィールドに値を入力してこのフィールド タイプを完成しま
す。

選択できるレコードは、プロンプト レコード定義ページを使用して
フォーム管理者が指定します。

「プロンプト レコードの定義」を参照してください。

プロンプト コントロール ([セクション] 以
外の全ての使用タイプで使用可能)

フォーム ユーザーがこのフィールドに入力した値を、使用可能な
値のリストをフィルタするためのキーとして、このフォームの別
の場所にある 1 つ以上のプロンプト フィールドで使用するに
は、[プロンプト コントロール] グリッドに行を挿入し、このフィール
ドを参照する各フォーム フィールドのレコード名とフィールド名を
選択します。

たとえばフォームを設計する際、フォーム作成中にプロンプト
フィールドで使用できるプロジェクト ID を、ユーザーが既に選択
したビジネス ユニットに関連付けられたものだけに制限するに
は、次を実行します。

• ビジネス ユニット フィールドの [プロンプト コントロール] グ
リッドに 1 行を追加し、プロジェクト レコードと同じレコード
名、およびそのレコード内にある、ビジネス ユニットと同じ
フィールド名を指定します。

• [プロジェクト ID] フィールドを [プロンプト] フィールドとして
定義し、ビジネス ユニットの [プロンプト コントロール] レコー
ド名に使用されたレコード名を、[プロジェクト ID] のプロンプ
ト レコードとして指定します。

選択できるレコードは、プロンプト レコード定義ページを使用して
フォーム管理者が指定します。

「プロンプト レコードの定義」を参照してください。

フィールド値、トランスレート名称 ([使用
タイプ] が [コード] に設定されている場
合にのみ使用可能)

このフィールドに対して有効なコードおよびそれに関連付けられ
たトランスレート値を定義するために使用します。トランスレート
値は、ユーザーがフィールドを完成したときにドロップダウン リス
トに表示されます。

フォームの設計 - ステップ 4: 添付テンプレート ページ
フォームの設計 - ステップ 4: 添付テンプレート ページ (FORM_DSN_WZR_ATCH) を使用して、フォーム
に添付ファイルを関連付けます。
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ナビゲーション

フォーム設計ウィザードの "フォームの設計 - ステップ 3: フォーム フィールド" ページで、[次へ] をクリックし
ます。

画像: フォームの設計 - ステップ 4: 添付テンプレート ページ

次の例では、"フォームの設計 - ステップ 4: 添付テンプレート" ページのフィールドおよびコントロールを説
明します。このページのフィールドおよびコントロールの定義は後で説明します。

添付 クリックしてファイルを添付します。表示されるウィンドウで [参
照] ボタンをクリックし、ファイルを見つけて選択したら、[アップ
ロード] ボタンをクリックします。

説明 ファイルの説明を入力します。このフィールドを空白のままにす
ると、ファイル名が使用されます。

添付ファイル 添付ファイルの名前が表示されます。

開く クリックして添付ファイルを開きます。

フォームの設計 - ステップ 5: メニューへのパブリッシュ ページ
フォームの設計 - ステップ 5: メニューへのパブリッシュ ページ (FORM_DSN_WZR_PRTL) を使用して、
フォームのメニュー位置を指定します。
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ナビゲーション

フォーム設計ウィザードの "フォームの設計 - ステップ 4: 添付テンプレート" ページで、[次へ] をクリックしま
す。

画像: フォームの設計 - ステップ 5: メニューへのパブリッシュ ページ (1/2)

次の例では、"フォームの設計 - ステップ 5: メニューへのパブリッシュ" ページ (1/2) のフィールドおよびコ
ントロールを説明します。このページのフィールドおよびコントロールの定義は後で説明します。

画像: フォームの設計 - ステップ 5: メニューへのパブリッシュ ページ (2/2)

次の例では、"フォームの設計 - ステップ 5: メニューへのパブリッシュ" ページ (2/2) のフィールドおよびコ
ントロールを説明します。このページのフィールドおよびコントロールの定義は後で説明します。

ページ上部のフォーム名の下に、メニュー階層が表示されます。最上位レベルの [ルート] は、メニュー階層
の [メイン メニュー] と同じです。リンクをクリックして、フォームを表示するメニュー階層レベルに移動して
ください。次に、メニューに表示する順序を制御する連番を [連番] に入力します。この例では、フォームは
[メイン メニュー]、[管理者セルフサービス] の下に最後のアイテムとしてレビュー予定時刻やトラベル/経
費センターと共に表示されます。
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連番 フォームに表示するメニュー内での順序を指定する値を入力し
ます。アイテムは昇順で表示されます。

フォルダ このグリッドには、現在選択されているメニュー レベルのフォル
ダと、それらに関連付けられた連番がリストされます。フォルダを
クリックすると、メニュー階層内のそのフォルダのレベルに移動
します。

コンテンツ参照 このグリッドには、選択したメニュー階層レベルで使用可能なコ
ンポーネントと、それらに関連付けられた連番がリストされます。
これは、メニュー内でフォームが表示されるレベルです。

注: 割り当てられたロールでアクセスが許可されているコンポー
ネントのみがグリッドに表示されます。

フォームの設計 - ステップ 6: 承認プロセス ページ
フォームの設計 - ステップ 6: 承認プロセス ページ (FORM_DSN_WZR_AW) を使用して、フォームに必
要な承認ワークフローを割り当てます。

ナビゲーション

フォーム設計ウィザードの "フォームの設計 - ステップ 5: メニューへのパブリッシュ" ページで、[次へ] をク
リックします。

画像: フォームの設計 - ステップ 6: 承認プロセス ページ

次の例では、"フォームの設計 - ステップ 6: 承認プロセス" ページのフィールドおよびコントロールを説明し
ます。このページのフィールドおよびコントロールの定義は後で説明します。

ロックダウン オプション フォーム インスタンスを送信後に変更できるようにするかどう
か、およびどのような条件でそれを許可するかを指定します。値
は以下のとおりです。

• ロックダウンしない:  フォーム インスタンスをいつでも変更で
きるようにするには、このオプションを選択します。このオプ
ションにより、ユーザーはフォームが送信および承認された後
もフォームを更新できます。
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• 送信後にロックダウン:  フォームの送信後 (承認ステータスが
[保留] または [承認済]) にフォームへの変更を許可しない
場合は、このオプションを選択します。

• 承認後にロックダウン: フォーム インスタンスの承認後 (承認
ステータスが [承認済])、このフォーム インスタンスへの変
更を一切許可しない場合は、このオプションを選択します。
フォーム送信後も、承認されるまではフォームを変更するこ
とができます。

注: PeopleSoft アプリケーションに統合されているフォームの
場合、PeopleSoft トランザクション テーブルに送信された後に
フォームを変更することはできません。

承認者リスト 行を挿入し、このフォームに必要な承認者リストを選択します。
承認者のパスはシーケンシャルでなければならず、ブランチ処
理はサポートされていません。

承認者リストは、ユーザー リスト定義ページ ([エンタープライズ コンポーネント], [承認], [承認], [ユーザー
リスト設定]) を使用して作成されます。

"ユーザー リスト定義ページ" (PeopleSoft 9.2: 承認フレームワーク) を参照してください。

必須の全ての承認者リストを指定したら、[OK] をクリックします。フォーム名と同じ名前を使用して、承認
プロセス定義 ID が自動的に作成されます。

事前設定されたフォーム承認設定では、通知イベントの [承認へ転送]、[レビューへ転送]、[最終承認時]、お
よび [最終却下時] がサポートされます。

フォームの設計: 完了ページ
フォームの設計 - 完了ページ (FORM_DSN_WZR_DONE) を使用して、フォームのプレビュー、アクティブ
化、または再設計を行います。
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ナビゲーション

"フォームの設計 - ステップ 6: 承認プロセス" ページで [OK] をクリックします。

画像: フォームの設計: 完了ページ

次の例では、フォームの設計: 完了ページのフィールドおよびコントロールを説明します。このページの
フィールドおよびコントロールの定義は後で説明します。

このページでは、次のリンクを使用して、フォームをプレビューし、必要に応じて変更し、設計を確定した後
でアクティブ化できます。

フォームのプレビュー クリックしてフォームをプレビューします。設計したフォームのプレ
ビューが、ユーザーがフォーム作成を完了したときのように表示さ
れます。各ページをプレビューしてフォーム内を移動し、フォーム
フィールドを操作してテストしてください。

フォームの再設計 クリックすると、フォーム設計ウィザード コンポーネントに戻りま
す。ここからフォーム設計を続行できます。

フォームのアクティブ化 クリックしてフォームをアクティブ化し、パブリッシュします。確認
メッセージが表示されます。フォームのステータスが [アクティブ]
に更新されます。

プロンプト レコードの定義

このセクションでは、Form and Approval Builder でプロンプト フィールドとして使用できる PeopleSoft
データベース レコードの指定方法を説明します。このページにアクセスできるのは管理者のみです。

プロンプト レコードの指定に使用するページ
ページ名 定義名 用途

プロンプト レコード定義ページ FS_SD_PROMPTREC プロンプト フィールドのレコードを指定し
ます。
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プロンプト レコード定義ページ
プロンプト レコード定義ページ (FS_SD_PROMPTREC) を使用して、プロンプト フィールドのレコードを指
定します。

ナビゲーション

[エンタープライズ コンポーネント], [フォーム], [プロンプト レコード定義]

画像: プロンプト レコード定義ページ

次の例では、プロンプト レコード定義ページのフィールドおよびコントロールを説明します。このページの
フィールドおよびコントロールの定義は後で説明します。

プロンプト レコード 行を挿入し、データベース レコードを選択します。フォーム設計
で、プロンプト フィールドおよびプロンプト コントロール フィールド
の選択肢として使用できるのは、このページで指定したレコード
のみです。

フォームの管理

このセクションでは、フォーム管理の概要を示し、フォームの管理方法を説明します。

フォームの監理に使用するページ
ページ名 定義名 用途

フォーム管理ページ FORM_RPT フォームを管理します。

フォーム管理について
フォーム設計者とフォーム管理者は、フォーム管理コンポーネントを使用して、フォームを確認および管理
できます。このページを使用して、システム内のフォーム数を確認したり、最新の承認ステータスを表示し
たり、フォームのアクティブ化や非アクティブ化を行うことができます。このコンポーネントは、よくある照会
ページのように機能します。つまり、まず検索条件を指定してから検索ボタンをクリックし、検索条件に合
致するフォームを取得します。データは、[アクション] タブ、[集計] タブ、および [オーナー] タブに分類され
ます。

フォーム設計者がアクセスできるのは、オーナーとして割り当てられているフォームのみです。フォーム管理
者は全てのフォームにアクセスできます。
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フォーム管理ページ
フォーム管理ページ (FORM_RPT) を使用してフォームを管理します。

ナビゲーション

[エンタープライズ コンポーネント], [フォーム], [フォーム管理]

画像: フォーム管理ページ

次の例では、フォーム管理ページのフィールドおよびコントロールを説明します。このページのフィールドおよ
びコントロールの定義は後で説明します。

検索条件

次のフィールドに値を入力し、[検索] ボタンをクリックしてフォーム情報を取得します。

ポータル ラベル フォームのラベル (フォームをパブリッシュするメニュー アイテム
の名前) を入力し、そのメニューにパブリッシュされたフォームの
サブセットのみを表示します。これは、フォーム設計時の [ラベ
ル] フィールドと同等です。全てのフォームの情報を確認する場
合は、これを空白のままにします。

時間枠 フォーム インスタンスの合計数を決定する時間枠を選択しま
す。

値は以下のとおりです。

• カスタム期間

特定の期間のフォームを確認する場合は、このオプションを
選択します。期間は、[開始日] フィールドと [終了日] フィー
ルドに日付を入力することで指定します。

• 過去 30 日間

• 過去 60 日間

• 過去 90 日間
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フォーム フィールド

各タブには、次のフォーム フィールドが表示されます。

フォーム フォーム作成時に、フォーム設計ウィザード コンポーネントで定義
されたフォーム ID です。

ポータル ラベル フォームに使用されるメニュー アイテムです。これは、フォーム設
計時に、フォーム設計ウィザードの "ステップ 1: 基本情報" ペー
ジで指定した [ラベル] フィールドの値です。

ポータル フォルダ フォームのパブリッシュ先フォルダの名前です。

ステータス フォームの現在のアクティブ化ステータスを [アクティブ] または
[設計中] で示します。

フォームのアクティブ化および非アクティブ化

[アクション] タブを選択して、フォームをアクティブ化または非アクティブ化します。

アクティブ このボタンをクリックすると、非アクティブなフォームがアクティ
ブになります。フォームの現在のステータスが [設計中] の場合
は、フォーム設計ウィザード コンポーネントが表示されます。ここ
でフォーム設計を完了し、アクティブ化します。

非アクティブ このボタンをクリックすると、アクティブなフォームが非アクティ
ブになります。

フォーム数の確認

[集計] タブを選択して、指定した期間のフォーム数を確認します。

合計 フォーム インスタンス (フォーム ユーザーによって完成したフォー
ム) の合計数をリストします。

開始 フォーム ユーザーによって完成したが、承認を受けるための送
信がまだ行われていないフォーム インスタンスの数をリストしま
す。

保留 承認を受けるために送信されたが、承認、却下、キャンセルのど
の結果になったかがまだ決まっていないフォーム インスタンス
の数をリストします。

キャンセル済 キャンセルされたフォーム インスタンスの数をリストします。

承認済 承認されたフォーム インスタンスの数をリストします。

却下 却下されたフォーム インスタンスの数をリストします。
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フォームのオーナーシップの再割当

[オーナー] タブを選択して、フォームを新しいオーナーに再び割り当てます。

オーナー ID 現在のオーナーをリストします。オーナーを変更するには、プロン
プト リストから新しいオーナーを選択します。

オーナー変更 クリックして、[オーナー ID] にリストされたユーザーを、フォームの
新規オーナーとして割り当てます。

フォームの操作

このセクションでは、フォームの操作方法を説明します。

フォームの操作に使用するページ
ページ名 定義名 用途

フォームの検索/入力ページ FORM_ADD 更新する既存のフォーム インスタンスを
検索するか、新しいフォーム インスタン
スを作成します。

フォーム ページ FORM

FORM2

フォーム インスタンスを完成し、承認を受
けるために送信します。

<ポータル ラベル (承認プレビュー)> ペー
ジ

FORM_APPR_MAP フォームの承認パスをプレビューします。

説明ページ FORM_INSTR 必要に応じて、フォームの説明を確認し
ます。

添付ファイルページ FORM_ATCH 必要に応じて、フォームへの添付ファイル
をダウンロードし、アップロードします。

フォーム承認ページ FORM_APPR_ACTION フォームを承認または却下します。

フォームの検索/入力ページ
フォームの検索/入力ページ (FORM_ADD) を使用して、更新する既存のフォーム インスタンスを検索す
るか、新しいフォーム インスタンスを作成します。
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ナビゲーション

フォームにアクセスするためのメニュー ナビゲーションは、フォームがパブリッシュされたメニューに応じて
変わります。フォームには、次のいずれかのパスを選択することでアクセスできます。

• [エンタープライズ コンポーネント], [フォーム], [フォームの検索/入力]

• <メニュー パス>,  <フォーム ラベル>

画像: フォームの検索/入力ページ

次の例では、フォームの検索/入力ページのフィールドおよびコントロールを説明します。このページのフィー
ルドおよびコントロールの定義は後で説明します。

既存のフォーム インスタンスを検索するには、次の手順に従います。

1. [既存値の検索] タブを選択します。

2. 条件に一致するフォーム インスタンスを検索するための値をフィールドに入力し、[検索] をクリックしま
す。

3. 表示するフォームをクリックすると、フォーム ページに移動します。ここでフォームを確認できます。

ドキュメント キー ストリングは、フォームのキー フィールド値をスラッシュ (/) で区切って連結したものです。

新しいフォーム インスタンスを追加するには、フォームがパブリッシュされるメニューを使用して、フォーム
コンポーネント ページに移動します。
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フォーム ページ
フォーム ページ (FORM または FORM2) を使用して、フォーム インスタンスを作成し、承認を受けるため
に送信します。
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ナビゲーション

フォームがパブリッシュされたメニューを使用して、フォームにアクセスします。

画像: 未完成の新しいフォーム インスタンスが表示されたフォーム ページ

次の例は、新しいフォーム インスタンスが追加されたときのフォーム ページを示しています。フォームはま
だ完成していません。このページのフィールドおよびコントロールの定義は後で説明します。

画像: 承認を受けるための送信準備が整った保存済のフォーム インスタンスが表示されたフォーム ペー
ジ

次の例は、保存され、承認を受けるための送信準備が整ったフォーム ページを示しています。
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画像: 送信済の統合フォーム インスタンスが表示されたフォーム ページ

次の例は、送信済の統合フォーム インスタンスが表示されたフォーム ページを示しています。

ユーザーは必要に応じて、フィールドに入力し、説明を確認し、添付ファイルをダウンロードおよびアップロー
ドできます。各フォーム インスタンスには、フォーム設計者が定義したフィールドに加え、次のフィールドが
表示されます。

連番 完成した各フォームを特定するため、フォーム インスタンスの保
存時に、一意の連番がシステムによって割り当てられます。

件名 件名を入力します。フォーム ユーザーは件名フィールドを使用し
てフォーム インスタンスを検索できます。

優先度 フォームの優先度を選択します。このフィールドは情報提供のみ
を目的としています。

ステータス フォームのステータスをリストします。この値は自動的に割り当て
られます。

期日 フォームの承認または却下を決める期日を指定します。この日
付は情報提供のみを目的としてます。

詳細情報 フォームの追加情報を入力します。

フォームの現在のステータスによっては、次のアクション ボタンも表示されます。

承認者ステータス クリックすると、フォームの現在の承認フローを表示できます。

ステータスが保留のフォームに対して使用できます。

送信 承認を受けるため、クリックしてフォームを送信します。

ステータスが開始またはキャンセル済のフォームに対して使用
できます。

承認をキャンセル クリックしてフォームをキャンセルします。
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ステータスが保留のフォームに対して使用できます。承認待ちは
キャンセルされます。

承認プレビュー クリックして承認ワークフローを表示します。

ステータスが開始またはキャンセル済のフォームに対して使用
できます。

フォームの保存と転送 このボタンをクリックすると、フォーム インスタンスが関連付けら
れたコンポーネントのトランザクション テーブルにデータが転送
されます。フォームがトランザクション テーブルに正常に転送さ
れたことを示すメッセージが表示されます。

このボタンは、コンポーネント インターフェイス マッピングが定
義された、[承認済] ステータスのフォーム インスタンスに対して
のみ使用できます。また、フォームのマッピング先コンポーネン
ト インターフェイスに関連付けられたアプリケーション コンポー
ネントへのアクセス権限を持つユーザーのみ使用できます。たと
えば、[部門] コンポーネントに対するアクセス権があるユーザー
は、フォーム インスタンスが承認され、[部門] コンポーネント イ
ンターフェイスと統合するようにフォームが設定されている場合
に、このボタンを使用できます。

関連ドキュメント このグリッド内のドキュメント キー ストリング リンクをクリックす
ると、関連コンポーネント内のデータにアクセスできます。正常に
転送されたフォームに対してのみ使用できます。

添付ファイル

添付ファイル ページでは、フォーム ユーザーは、フォームの一部として定義された添付ファイルをダウン
ロードできる他、フォームの承認に必要なドキュメントをアップロードできます。

<ポータル ラベル (承認プレビュー)> ページ
<ポータル ラベル (承認プレビュー)> ページ (FORM_APPR_MAP) を使用して、フォームの承認パスをプ
レビューします。
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ナビゲーション

フォーム ページの [承認プレビュー] ボタンをクリックします。

画像: <ポータル ラベル (承認プレビュー)> ページ

次の例では、<ポータル ラベル (承認プレビュー)> ページのフィールドおよびコントロールを説明します。こ
のページのフィールドおよびコントロールの定義は後で説明します。

[送信] ボタンをクリックして、承認を受けるためにフォームを送信するか、[OK] ボタンをクリックしてフォー
ム ページに戻ります。

クリックして、フォームの送信後に追加の承認者を挿入します。

注: 挿入できるのはアドホック承認者のみです。

関連リンク
"承認機能について" (PeopleSoft 9.2: 承認フレームワーク)

フォーム承認ページ
フォーム承認ページ (FORM_APPR_ACTION) を使用して、フォームを承認または却下します。

ナビゲーション

[エンタープライズ コンポーネント], [フォーム], [フォームの承認/レビュー]

承認者は、自分のワークリストから保留中のフォームにアクセスすることもできます。

コメントを入力し、[承認] または [却下] をクリックしてフォームを更新します。

関連リンク
"承認機能について" (PeopleSoft 9.2: 承認フレームワーク)
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PeopleSoft アプリケーションへのフォームの統合

このセクションでは、フォームの統合に関する概要を示します。

PeopleSoft アプリケーションへのフォーム統合に使用するページ
ページ名 定義名 用途

Form To CI コレクション マッピング ペー
ジ

EODC_CI_MAP フォーム フィールドをコンポーネント イン
ターフェイスにマッピングします。

ドキュメント フォーム参照ページ EODC_FORM_XREF コンポーネントを更新したフォーム インス
タンスを表示します。

フォーム統合について
Forms and Approval Builder は、PeopleSoft アプリケーション コンポーネントへのフォーム統合を実現する
フレームワークを備えています。この統合機能の使用は任意です。使用する際は、フォームを統合するコン
ポーネントのコンポーネント インターフェイスを作成した後で、フォーム フィールドを、関連付けられたコン
ポーネント インターフェイス フィールドに統合します。統合の設定は、PeopleTools の知識が豊富な上級
ユーザーが行ってください。統合は、新規レコードを追加する目的でのみ使用でき、既存データを更新する
ためには使用できません。

統合は単純なトランザクションに限定されます。コンポーネント レベルあたり 1 行しかマッピングできませ
ん。たとえば、有効日の 1 行 (レベル 1) と、チャートフィールドの属性/値ペア (Level 2) のみを持つ新しい
部門を作成できます。この機能を使用して、1 レベルに複数の行を挿入することはできません。

注: このドキュメントは、コンポーネント インターフェイス、セキュリティ、およびアプリケーション デザイナに
習熟したユーザーを対象としています。このフレームワークは、トランザクションを扱う PeopleSoft システム
に対するフォーム統合の実装を支援する目的で設計されており、エンド ユーザー向けではありません。こ
の機能の実装時、特に本番環境に展開する前のフォーム統合テストでは、あらゆるソフトウェア開発で求
められる標準的な方法に従って慎重に行う必要があります。

詳細は、次の製品ドキュメントを参照してください。

『PeopleTools: Application Designer Developer's Guide』および『PeopleTools: Component Interfaces』を
参照してください。

インテグレーション フレームワーク

フォームのインテグレーション フレームワークには次のオブジェクトが含まれます。

Form To CI コレクション マッピング コ
ンポーネント (EODC_CI_MAP) (Form

このコンポーネント内のページでは、次を実行できます。

• 1 つのフォームを 1 つ以上の PeopleSoft アプリケーション コ
ンポーネント インターフェイスに関連付ける。
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To CI (コンポーネント インターフェイス)
コレクション マッピング コンポーネント)

• フォーム フィールドをコンポーネント インターフェイスのプロ
パティにマッピングする。

これらのマッピングは、フォーム インテグレーション フレームワー
クに対する入力の役割を果たし、フォーム データを PeopleSoft ト
ランザクション テーブルに転送するために使用される他、フォー
ムからトランザクション コンポーネントへのリンクも提供します。

「Form To CI コレクション マッピング ページ」を参照してくださ
い。

フォーム インテグレーション フレームワー
ク アプリケーション クラス

これらのアプリケーション クラスは、Form to CI マッピングを使
用して、フォーム インスタンス データをコンポーネント インター
フェイスを介して PeopleSoft アプリケーションに転送します。

承認フレームワーク フォームに関する通知やワークリスト エントリを提供するために
使用されます。

セキュリティ フォームが承認されると、フォームに関連付けられたアプリケー
ション コンポーネントへの追加権限と更新権限を持つフォーム
ユーザー (フォームがマッピングされたコンポーネント インター
フェイスで指定) は、フォーム ページにある [フォームの保存と転
送] ボタンを使用して、PeopleSoft アプリケーションにフォームを
転送できます。

フォームが PeopleSoft アプリケーションに正常に送信されたら、
その後で変更を加えることはできません。

フォーム統合の実装ステップ

フォームの統合には、次のステップが伴います。

1. フォームを統合する PeopleSoft アプリケーションのコンポーネントを決定します。

2. この後で説明する「コンポーネント インターフェイスのガイドライン」セクションのガイドラインに従っ
て、統合に使用するコンポーネント インターフェイスを作成します。

このトピックの「コンポーネント インターフェイスのガイドライン」セクションを参照してください。

3. この後で説明する「フォーム設計のガイドライン」セクションに従い、フォーム設計ウィザードを使用して
フォームを設計します。

マッピング先のコンポーネント インターフェイス (CI) の構造に留意してください。作成するフォームの
フィールドが CI フィールドへのマッピングに適したデータ タイプであること、および CI で必要となる全
てのフィールドがフォームにリストされていることを確認してください。

このトピックの「フォーム設計のガイドライン」セクションを参照してください。



PeopleSoft Forms and Approval Builder の操作 第6章

120 Copyright © 1988, 2014, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.

4. Form To CI コレクション マッピング ページを使用して、フォームをコンポーネント インターフェイスのプ
ロパティにマッピングします。

「Form To CI コレクション マッピング ページ」を参照してください。

5. フォーム設計と Form To CI マッピングを正しくテストできたら、それら本番データベースにコピーしま
す。

必須の統合インテグレーション オブジェクト (Form to CI インテグレーション用に作成した新しいコン
ポーネント インターフェイス、新しいプロンプト レコードなど)、フォーム設計、および Form to CI マッピン
グをコピーする必要があります。Form To CI マッピングは、EODC_DOC_HDR、EODC_DOC_LN、お
よび EODC_CI_MAP のレコード内にあります。

基盤となる CI またはフォーム設計が本番データベースへのリリース後に変更された場合は、マッピン
グを見直し、それらが有効であることを確認します。

コンポーネント インターフェイスのガイドライン

Form to CI コレクション マッピングを簡素化するため、通常はフォームに大量のフィールドが含まれること
はありません。そのため、フォーム統合を実装する際は、コンポーネント インターフェイスを別途作成するこ
とをお勧めします。このようなコンポーネント インターフェイスを作成するときは、次の推奨事項を検討して
ください。

• 全レベルの CI コレクション名をコンポーネント レベルのメイン レコードと同じにします。コンポーネント
インターフェイスの作成時はこれがデフォルト設定のはずです。

• CI プロパティの読取専用属性を Y に設定しないようにします。

CI プロパティを読取専用に設定すると、統合が失敗する場合があります。

• 不要な CI プロパティを全て削除し、統合に必要なものだけが表示されるようにします。

• 適切な権限リスト (EOFM2000 や EOFM4000 など) を更新して、新たに作成されたコンポーネント イ
ンターフェイスにアクセス権限を付与します。

フォーム承認者には、統合されたフォームを転送するため、関連するコンポーネント インターフェイスに
対するアクセス権限が必要です。

フォーム設計のガイドライン

統合されたフォームを設計する際は、次の考慮事項を念頭に置いてください。

• CI プロパティにマッピングされる全てのフォーム フィールドについて、CI プロパティおよび対応する
フォーム フィールドのフィールド タイプとフィールド長が同じでなければなりません。

注: 同じでなければならないフィールド長をフォーム デザイナで実現できない場合は、それより短い、
または長いフィールド長を選択してください。長いフィールド長を選択した場合、その値は、関連付けら
れたトランザクション テーブルに転送される前に切り捨てられます。
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• プロンプト フィールドについては、プロンプト値はマッピング先の CI プロパティのプロンプト リストに
ある値と一致する必要があります。これを実現するため、新しいプロンプトの作成が必要になる場合
があります。

• コード フィールドについては、コードが、マッピング先の CI プロパティのコードと同一であることを確認
する必要があります。

• 全ての必須フィールドを、CI に関連付けられたベース コンポーネントに基づいて設定します。そうしな
いと、フォーム ユーザーがフォーム データを保存して転送しようとするときに、必須フィールドが未完成
であることを示すエラー メッセージが表示されます。

Form To CI コレクション マッピング ページ
Form To CI コレクション マッピング ページ (EODC_CI_MAP) を使用して、フォーム フィールドをコンポー
ネント インターフェイスにマッピングします。

ナビゲーション

[エンタープライズ コンポーネント], [フォーム], [Form to CI マッピング]

画像: Form To CI コレクション マッピング ページ

次の例では、Form To CI コレクション マッピング ページのフィールドおよびコントロールを説明します。こ
のページのフィールドおよびコントロールの定義は後で説明します。

ドキュメント カテゴリ ドキュメントのタイプを示します。現在のところ、[フォーム] が有効
な唯一の値です。

ドキュメント名 マッピングするフォームを選択します。

説明 マッピングの説明を入力します。

フォーム タイプ [ドキュメント名] に同じ値を自動的にロードします。このフィール
ドは編集できません。

モード フォーム インスタンスの保存時にコンポーネントに許可するアク
ションを選択します。このリリースでは、[追加] が、唯一許可され
るオプションです。
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ドキュメント コンポーネント インターフェイス

フォームに関連付ける各コンポーネント インターフェイスに行を 1 つ挿入し、次のフィールドを指定します。

コンポーネント インターフェイス名 フォームに関連付けるコンポーネント インスタンスを選択します。

メニュー名 登録されている、コンポーネント インスタンスのメニュー アイ
テム名を選択します。このフィールドの値は、コンポーネント イ
ンターフェイス名を指定するときに自動的にロードされます。た
だし、コンポーネント インターフェイスに関連付けられているメ
ニューが複数ある場合は、必要なメニューを 1 つ選択できます。

フォーム ユーザーは、フォーム インスタンスの完成後、フォーム イ
ンスタンスの [関連コンポーネントへのリンク] をクリックしたとき
にこのメニュー アイテムに転送されます。

レベル0 レコード名 フォームに関連付ける、コンポーネント インターフェイスのレベ
ル0 レコードを選択します。

連番 コンポーネント インターフェイスの実行順序を指定するための番
号を入力します。データ間に依存関係がある場合に、複数のコ
ンポーネント インターフェイスを 1 つのフォームにマッピングする
際、これは特に重要です。

CI プロパティの取得 クリックして、指定したコンポーネント インターフェイスの値を [CI
コレクション プロパティ マッピング] グリッドにロードします。その
後で、必要に応じてフィールドを削除または更新できます。また
は、[CI コレクション プロパティ マッピング] グリッド内で、各行
を手動で追加することもできます。

CI コレクション プロパティ マッピング

このグリッドで、各フォーム フィールドのマッピングを定義します。マッピングする各フォーム フィールドの行
は個別に追加できる (マッピングするフィールドが少ない場合に推奨) 他、[CIプロパティの取得] をクリッ
クしてグリッドに全ての CI プロパティをロードしたり、各プロパティにマッピングするフォーム フィールドを
選択したり、フィールドのデフォルト値を指定したり、不要な行を削除できます。

連番 フィールド マッピングの処理順序を指定するための番号を入力
します。他のデータと依存関係のあるフォーム内データは、依存
するデータが入力された後で処理される必要があるため、処理
順序は重要です。

フォーム フィールド名 マッピングするフォーム フィールドの名前を選択します。選択
リストに表示されるのは、ステータスが [アクティブ] のフォーム
フィールドのみです。

CI スクロール レベル フィールドをマッピングする CI コンポーネントのバッファ レベル
を選択します。3 つのレベルがサポートされます。
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CI キー フィールド フィールドをキー フィールドに指定する場合はオンにします。レベ
ル0 のメイン レコードに関連付けられた全てのキー フィールドを
指定する必要があります。下位レベルについては、追加キーの
み指定します。レベル0 のキーを繰り返す必要はありません。

たとえば、レベル0 のキーが SETID と DEPTID で、レベル1 の
キーが SETID、DEPTID、EFFDT の場合、レベル0 の SETID と
DEPTID、および レベル1 の EFFDT について [CI キー フィール
ド] チェック ボックスをオンにします。

[CI キー フィールド] チェック ボックスは初期状態でオンになっ
ているため、各フィールドについてこれを確認し、調整する必要
があります。

CI コレクション このフォーム フィールドにマッピングする CI コレクションの名前
を選択します。

CI コレクション プロパティ名 このフォーム フィールドにマッピングする CI コレクション プロパ
ティの名前を選択します。

CI プロパティ デフォルト このフィールドに値を入力して、フォームの使用時にこのフィー
ルドに割り当てるデフォルト値を定義します。たとえば、SETID
フォーム フィールドを SETID の CI プロパティにマッピングし、デ
フォルト値を SHARE に設定するとします。フォーム ユーザーが
新しいフォーム インスタンスを作成すると、フォーム上の SETID
フィールドは SHARE に初期設定されていますが、フォーム ユー
ザーは必要に応じてこのデフォルト値を上書きできます。

デフォルト値に現在指定できるのは、数字、テキスト、日付のみ
です。日付は YYYYMMDD 形式で入力する必要があります。

アクティブ フラグ フィールド マッピングをアクティブ化する場合はオンにし、非ア
クティブにする場合はオフにします。データをトランザクション
テーブルに転送する際、非アクティブ状態のマッピングは Form
to CI フレームワークで無視されます。

CI レベル メイン レコード CI コレクションに関連付けられている、コンポーネント レベルの
メイン レコードを選択します。この情報が必要なのは、CI プロパ
ティがワーク レコードに関連付けられている可能性があり、マッ
ピングの CI レベル メイン レコード情報をフレームワークで特定
するためにそれをシステム側で認識しておく必要があるためで
す。

CI 親コレクション名 対応する CI コレクションに関連付けられた親コレクションをリス
トします。たとえば、レベル 1 の CI コレクションの場合、親コレク
ションは常に PS_ROOT です。この値は自動的にロードされま
す。
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CI レコード名 対応する CI プロパティに関連付けられたコンポーネント レコー
ド名をリストします。この値は、CI コレクションと CI コレクション
プロパティに基づいて自動的にロードされます。

CI フィールド名 対応する CI プロパティに関連付けられたコンポーネント フィー
ルド名をリストします。この値は、CI コレクションと CI コレクショ
ン プロパティに基づいて自動的にロードされます。システムで
は、CI レコード名と CI フィールド名の両方を使用して、デフォ
ルト値の検証と変換を実行します。(デフォルト値として現在サ
ポートされているのは文字列のみのため、デフォルト値は適切
なフィールド タイプ (数字または日付) に変換する必要がありま
す。)

ドキュメント フォーム参照ページ
ドキュメント フォーム参照ページ (EODC_FORM_XREF) を使用して、コンポーネントを更新したフォーム
インスタンスを表示します。

ナビゲーション

[エンタープライズ コンポーネント], [フォーム], [ドキュメント フォーム参照]

指定したコンポーネント インターフェイスに統合された各フォーム インスタンスについて、次の情報を提供
します。

ドキュメント キー ストリング フォームの全てのキー フィールドを、スラッシュ (/) で区切って連
結した値を表示します (例: SHARE/0000000065)。

フォーム フォームの名前をリストします。

フォーム インスタンス 一意のフォーム インスタンスをリストします。

件名 フォームの件名をリストします。クリックしてフォーム ページにアク
セスします。

アクション コンポーネントが変更されたモードをリストします。現在サポート
されているのは、追加モードのみです。

最終更新者、最終更新日時 最後にフォームを更新したユーザーと、フォームが変更された日
時をリストします。
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第7章

ツールバーの設定

ツールバーについて

このセクションでは、以下の事項について説明します。

• ツールバーの構成要素

• 提供されるツールバー

• 提供されるツールバー ボタン

ツールバーの構成要素
ツールバーは次の部分で構成されています。

• タイトル領域

• ボタン バー

• コンポーネント固有のデータ

• ツールバー フッター

タイトル領域

設定に応じて、タイトル領域には次のうち 1 つ以上のコントロールが含まれます。

• ページ タイトル。これが有効な場合は、ツールバー ボタンの上部に左寄せで表示されます。

• 日時。これが有効な場合は、ツールバー ボタンの上部に右寄せで表示されます。

「ツールバー定義 - 説明ページ」を参照してください。

ボタン バー

ボタン バーは、ブラウザのツールバーに似ています。次の要素が含まれています。

• PeopleTools アクション

[保存]、[リフレッシュ]、[追加]、[リストの次アイテム]、[リストの前アイテム]、[検索に戻る]、[更新/表示]
などのボタンがあります。これらは、PeopleTools で定義された、対応するボタン (ページの下部で使
用可能) にマッピングされます。
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• カスタム アクション

これには、アプリケーション固有のアクション (ケースのコピーなど) を実行するボタンが含まれます。通
常は、カスタム ボタンをクリックすると、アクションを実行するページが表示されます。

• パーソナル アクション

これを使用すると、ユーザーはボタン バー上のボタンを再設定できます。

表示するツールバー要素を選択できる他、PeopleTools アクションやカスタム アクションについては表示
順序を定義できます。ツールバーのボタンには、主ボタンと副ボタンの 2 種類があります。主ボタンは、テ
キスト ラベルが付いたオレンジ色の四角形のボタンです。このボタンは常にツールバーの左側に表示さ
れ、ユーザーのパーソナル設定で非表示にすることはできません。一方、副ボタンについては、ボタン アイ
コンのみの表示、テキスト ラベルの表示、またはその両方が表示されるように設定できます。エンド ユー
ザーは、パーソナル設定を使用して副ボタンを非表示にすることができます (ツールバー定義でこの機能
がサポートされるようにボタンが設定されている場合)。

提供されているツールバー ボタンの定義を変更したり、アプリケーション クラスを使用して新しいツール
バー ボタンを作成することもできます。

「ツールバー定義 - ボタン ページ」を参照してください。

コンポーネント固有のデータ

ボタン バーの下では、ツールバーに表示オブジェクトのサマリ情報が表示されます。たとえば、[人材募集
の管理] ツールバーには、最新の人材募集に関するサマリ情報が表示されます。この情報を利用可能に
するには、基盤となるコンポーネントの PeopleCode を使用します。

ツールバーを設定する際は、表示するサマリ データとその表示方法を選択します。

「ツールバー定義 - コンテンツ ページ」を参照してください。

ツールバー フッター

単一のブラウザ ウィンドウに表示するにはページが長すぎ、スクロールしないとページ全体を表示できな
い場合は、ツールバー フッターを追加します。これにより、ページの下部を表示しているときにもツールバー
ボタンを使用できます。ツールバー フッターは、ページ上部のツールバー ボタン領域と同じです。唯一の違
いは、フッターには、ヘッダーにある [パーソナル設定] リンク ではなく、[ページの先頭] リンクが表示される
点です。右矢印または左矢印をクリックをして、どちらかの方向にある他のボタンを表示しようとすると、同
時に他のツールバーも移動します。

提供されるツールバー
システムで提供されるツールバーのリストを取得し、それらを使用するコンポーネントやページを特定す
るには、ツールバー定義コンポーネント ([エンタープライズ コンポーネント], [コンポーネント設定], [ツール
バー], [ツールバー定義]) に移動し、検索条件を入力せずに [検索] をクリックします。提供されている全て
のツールバーが検索結果リストに表示されます。
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ツールバーで使用できるボタンや表示アイテムを確認するには、選択したツールバーの「ツールバー定義 -
ボタン ページ」および「ツールバー定義 - コンテンツ ページ」にアクセスしてください。

提供されるツールバー ボタン
システムで提供されるツールバー ボタンのリストを取得するには、[ツールバー ボタン定義] コンポーネント
([エンタープライズ コンポーネント], [コンポーネント設定], [ツールバー], [ツールバー ボタン定義]) に移動
し、検索条件を入力せずに [検索] をクリックします。提供されている全てのツールバー ボタンが検索結果
リストに表示されます。

コンポーネントのツールバーにカスタム ボタンを追加する前に、ボタンが実行するアクションをサポートする
PeopleCode がそのコンポーネントにあることを確認してください。たとえば、コピー機能をサポートするため
に必要なコードがないコンポーネントのツールバーには、[コピー] ボタンを含めないでください。

ツールバー ボタンの定義

ツールバー ボタンを定義するには、ツールバー ボタン定義 (EOTL_TB_BUTTON) コンポーネントを使用し
ます。

ツールバー ボタンの定義に使用するページ
ページ名 定義名 用途

ツールバー ボタン定義ページ EOTL_TB_BUTTON ツールバーのボタンを定義します。

ツールバー ボタン定義ページ
ツールバー ボタン定義 ページ (EOTL_TB_BUTTON) を使用して、ツールバーのボタンを定義します。
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ナビゲーション

[エンタープライズ コンポーネント], [コンポーネント設定], [ツールバー], [ツールバー ボタン定義], [ツール
バー ボタン定義]

画像: ツールバー ボタン定義ページ

次の例では、ツールバー ボタン定義ページのフィールドおよびコントロールを説明します。このページの
フィールドおよびコントロールの定義は後で説明します。

ツールバー ボタン ID ツールバー ボタンの固有 ID を表示します。この ID は、ボタンの
プロパティを操作するため、PeopleCode で参照されます。

クラス メソッド ユーザーがボタンをクリックしたときに実行される PeopleCode を
格納する、拡張アプリケーション クラスのメソッド名を入力しま
す。

この値は、スペースや特殊文字を含みません。

注: このフィールドに値を指定する場合、[定義済ボタン] フィー
ルドは空白のままにしてください。

定義済ボタン PeopleTools が提供するアクションにボタンがマッピングされて
いる場合は、ボタンの値を選択します。値は、[追加]、[CTI 電話
起動]、[修正]、[コンポーネントの次のページ]、[リストの次アイテ
ム]、[コンポーネントの前のページ]、[リストの前アイテム]、[リフ
レッシュ]、[関連リンク]、[リストに戻る]、[保存]、[スペル チェッ
ク]、[更新/表示]、および [更新/全て表示] です。これらのアク
ションは、似た名前が付いた PeopleTools ボタン (通常はページ
の下部に表示) と同じです。
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注: このフィールドに値を指定する場合、[クラス フィールド]
フィールドは空白のままにしてください。

ツールバー ラベル デフォルトのボタン ラベルを入力します。これは、ボタンの実行
時にボタンのツール チップとして使用されます。

コンテンツ名 ツールバー ボタンがアクティブのときに表示するデフォルト アイ
コンを選択します。イメージの定義を PeopleSoft イメージ カタロ
グから選択してください。カスタム グラフィックを使用するには、
それをまずカタログに追加する必要があります。

無効 本来は、ツールバー ボタンが非アクティブのときに表示するデ
フォルト アイコンを指定するために使用されていました。非ア
クティブのツールバー ボタンは表示されなくなりました。そのた
め、[無効] イメージは使用されません。

説明 ボタンの使用方法やコメントなど、詳しい説明を入力します。

ツールバーの設定

ツールバーを設定するには、ツールバー定義 (EOTL_TOOLBAR) コンポーネントを使用します。

このセクションでは、ツールバーの設定方法を説明します。

ツールバーの設定に使用するページ
ページ名 定義名 用途

ツールバー定義 - 説明ページ EOTL_TOOLBAR_DEFN 一般的なツールバーの属性を定義しま
す。

ツールバー定義 - ボタン ページ EOTL_TOOLBAR_BTNS ツールバー ボタンを設定します。

ツールバー定義 - コンテンツ ページ EOTL_TOOLBAR_DISP コンポーネント固有のツールバー コンテン
ツを設定します。

ツールバー定義 - フィールドのフォーカス
ページ

EOTL_TOOLBAR_FFLD ページのデフォルトのカーソル位置を指
定します。

ツールバー定義 - 説明ページ
ツールバー定義 - 説明ページ (EOTL_TOOLBAR_DEFN) を使用して、一般的なツールバーの属性を定義
します。
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ナビゲーション

[エンタープライズ コンポーネント], [コンポーネント設定], [ツールバー], [ツールバー定義], [ツールバー定義
- 説明]

画像: ツールバー定義 - 説明ページ

次の例では、"ツールバー定義 - 説明" ページのフィールドおよびコントロールを説明します。このページの
フィールドおよびコントロールの定義は後で説明します。

ツールバー ID ツールバーの固有 ID を表示します。この ID は、ツールバーのプ
ロパティを操作するため、PeopleCode で参照されます。

ツールバー詳細

ツールバー ページ タイトル ページ左側のツールバー ボタンの上に表示されるページ タイト
ルを入力します。ページ タイトルはツールバーの必須要素ではあ
りませんが、指定することをお勧めします。
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ページ タイトルの表示 オンにすると、ページ タイトルが表示されます。デフォルトでは、
ページ タイトルの表示はオンになっています。ページ タイトル
は、PeopleCode を使用して動的に設定することができます。

説明 ツールバーの説明を入力します (名前など)。

これは、ユーザーが [ツールバー定義] コンポーネントのツールバー
を識別しやすくすることを目的とした必須フィールドです。

日時の表示 オンの場合、ツールバーに関連付けられたコンポーネントにユー
ザーがアクセスしたときに、ユーザーのタイムゾーンの日時がツー
ルバーに表示されます。

表示オプション [アイコンのみ]、[アイコンおよびテキスト ラベル]、または [テキストの
み] を選択します。ボタンとテキストを両方表示する場合、ツール
バーには一度に約 7 つのボタンが表示されます。表示されるボ
タン数は、テキストの長さやアプリケーションの使用言語に応じ
て変わります。ボタンとボタンの間には灰色の縦棒が表示され
ます。

テキスト リンクは、ロールオーバー状態のときだたけでなく、常時
アクティブなリンクです。ボタンだけでなく、ボタンとテキストの
間のスペースもクリック可能です。他のボタンには、ボタンの左
右にある [<<] ボタンや [>>] ボタンを使用してアクセスできま
す。スクロール可能なのは副ボタンのみです。主ボタンは常時
表示されます。右にスクロールすると、最も右のボタンが、次の
スクロール セットの最初のボタンになります。左にスクロールした
ときも同様です。

幅 (ピクセル) ツールバーの幅をピクセル単位で入力します。デフォルトでは、
ツールバーの幅は 745 ピクセルに設定されています。

コピー先 このページのツールバーにあるコピー ボタンをユーザーがクリック
したときに現在のツールバーからコピーされる新しいツールバー
の ID を入力します。

ツールバー パーソナル設定

ツールバー パーソナル設定の許可 ツールバーのパーソナル設定を許可する場合はオンにします。

パーソナル設定 ツールバーに現在ある、ユーザーのパーソナル設定の数を表示し
ます。

この情報は、現在のツールバー設定の使いやすさと、ツールバー
の更新がユーザーに与える影響を管理者が判断するのに役立
ちます。
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ツールバー パーソナル設定のリセット クリックすると、ユーザーが実行したツールバーのパーソナル設定
が削除されます。

ツールバー機能への変更が行われた場合、管理者はこのボタン
を使用してユーザーのツールバー設定を更新できます。

ツールバー サマリ領域レイアウト

サマリ レイアウト [列] または [行] を選択します。サマリ情報領域は、顧客または
連絡先が選択された場合にのみ、ボタン バーの下に表示され
ます。アプリケーションによっては、サマリ領域には顧客情報以
外の情報も含まれます。コンテンツ領域の情報は 2 列で表示さ
れ、フィールド数は設定可能です。

列数 (number of columns) サマリ レイアウトの列を選択する場合は、1 列表示または 2 列
表示を選択できます。推奨される列数は 2 です。

幅タイプ ピクセル数またはパーセンテージを使用して列の幅を定義しま
す。

列 1 の幅、列 2 の幅 アイテム表示領域の幅を、ピクセル数またはツールバーの合計
幅に対する割合で入力します。

ピクセルを使用する場合は、列幅の合計をツールバーの値以上
にしないでください。(特定の枠線やスペーシングの値を使用す
ると、指定したツールバー幅より小さい合計幅にすることができ
ます。)

パーセンテージを使用する場合は、列幅の合計が 100% を超え
ないようにしてください。

ツール バー制御プロパティ

オンの場合、ツールバー フッター、PeopleTools ボタン、および PeopleTools リンクが表示されま
す。PeopleTools のボタンとリンクの表示はオフにしておくことをお勧めします。これをオンにすると、同じ
機能に使用されるボタンがページ上で 2 か所に表示され、ユーザーの混乱を招く可能性があるためです。
新しいツールバーを使用する際は、PeopleTools によって生成されたフォルダのタブを、コンポーネントのプ
ロパティ設定から無効にすることをお勧めします。

ツールバー定義 - ボタン ページ
ツールバー定義 - ボタン ページ (EOTL_TOOLBAR_BTNS) を使用して、ツールバー ボタンを設定します。
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[エンタープライズ コンポーネント], [コンポーネント設定], [ツールバー], [ツールバー定義], [ツールバー定義
- ボタン]

画像: ツールバー定義 - ボタン ページ

次の例では、"ツールバー定義 - ボタン" ページのフィールドおよびコントロールを説明します。このページの
フィールドおよびコントロールの定義は後で説明します。

連番 ツールバー ボタンの順序を決定する連番を入力します。

ボタン名 ツールバーに配置するボタンを選択します。カスタム アクション
を実行するボタンは、必ずしもコンポーネント間で共有できるわ
けではありません。カスタム アクションは、コンポーネント固有の
アクションの場合があるためです。

必要に応じ、区切り文字のイメージ (縦棒) を使用してボタンを
グループ化してください。

ユーザーによる非表示可 オンにすると、ユーザーは ツールバーのパーソナル設定ページの
ツールバーからボタンを表示または非表示にできます。

重要な基本のツールバー機能 (保存や追加など) の表示切替操
作をユーザーに許可したくない場合があります。そのような場合
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は、対象のボタンのチェック ボックスをオフにしてください。そ
れらのボタンは必須ボタンとなり、ツールバーのパーソナル設定
ページでユーザーが操作することはできなくなります。これらの
ボタンはツールバーに常に表示されます。

テキスト ラベル ボタンのアイコンとテキストを表示するようにツールバーが設定
されている場合、ボタンに表示するテキスト (主ツールバー ボタ
ン用) またはボタンの横に表示するテキスト (副ツールバー ボタ
ン用) を指定します。

代替ラベル ユーザーがボタンの上にマウスを置いたときに表示されるテキス
トを入力します。

アクセス キー アクセス キーを入力すると、キーボード ショートカットとして Alt を
押しながらアクセス キーを押すことで関連ボタンにフォーカスが
移ります。

Enter キーを押して、ホットキーに関連付けられたツールバー ボタ
ン機能を実行することで、このアクセス キーを終了する必要が
あります。アクセス キーはツールバー フッターでは無効です。

ツールバー定義 - コンテンツ ページ
ツールバー定義 - コンテンツ ページ (EOTL_TOOLBAR_DISP) を使用して、コンポーネント固有のツール
バー コンテンツを設定します。

ナビゲーション

[エンタープライズ コンポーネント] [コンポーネント設定], [ツールバー], [ツールバー定義], [ツールバー定義 -
コンテンツ]

画像: ツールバー定義 - コンテンツ ページ

次の例では、"ツールバー定義 - コンテンツ" ページのフィールドおよびコントロールを説明します。このペー
ジのフィールドおよびコントロールの定義は後で説明します。
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表示アイテム ID ツールバーに表示するデータの ID を入力します。ID およびそれ
が参照するデータは、コンポーネント PeopleCode がロードするア
レイに基づきます。

行 コンテンツを表示するツールバーの行を入力します。行 1 がボタ
ン バーの下に表示されます。追加行に対して表示アイテムを定
義すると、それらの行は行 1 の下に順番に表示されます。

アイテム 行内のアイテムの位置を入力します。行の左端に表示するアイ
テムには 1、その右隣のラベルには 2、というように入力します。

タイトル アイテムのラベルを入力します。

幅のピクセル数、幅 %、ラベルのピクセ
ル数、ラベル (%)

表示アイテムのラベルとデータの幅を、ピクセル数またはツール
バーの合計幅に対する割合で入力します。後者の場合は、同一
行にあるフィールドの合計が 100% を超えないようにしてくださ
い。ツールバー レイアウトは自動的に調整されるため、幅はパー
センテージで指定することをお勧めします。標準のガイドライン
は、表示アイテム ラベルが 20%、表示アイテム データが 30%
です。ピクセルを使用する場合 (高度な HTML 用途の場合)、
同一行の表示列の合計幅が、定義済のツールバーの幅以上に
ならないようにしてください。

テキストの長さ この行に表示するデータ (ラベル テキストではない) の最大文
字数を入力します。テキスト値の長さを超えるテキストは、指定
された切捨てトークンによって切り捨てられます。また、指定した
幅より長いテキストは折り返されます。

切捨てトークン 切り捨てられたデータであることを示す文字を入力します。これ
は、[テキストの長さ] に入力した値よりデータが長い場合に表示
されます。

データのラップ オンにすると、テキスト長に指定した長さを超えるデータは折り
返されます。

新しい行の開始 表示アイテムを次の新しい行から開始するには、これをオンに
します。

データを広げる オンの場合、表示アイテムの長い値が他の列にまたがるように
横に表示されます。このオプションは、[新しい行の開始] フィー
ルドが選択されている場合にのみ有効です。

ツールバー定義 - フィールドのフォーカス ページ
ツールバー定義 - フィールドのフォーカス ページ (EOTL_TOOLBAR_FFLD) を使用して、ページのカーソ
ル位置のデフォルト値を指定します。
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ナビゲーション

[エンタープライズ コンポーネント], [コンポーネント設定], [ツールバー], [ツールバー定義], [ツールバー定義
- フィールドのフォーカス]

画像: ツールバー定義 - フィールドのフォーカス ページ

次の例では、"ツールバー定義 - フィールドのフォーカス" ページのフィールドおよびコントロールを説明しま
す。このページのフィールドおよびコントロールの定義は後で説明します。

ツールバーを使用するページに対しては、ページがレンダリングされたときに常にカーソルを表示するフィー
ルドを指定できます。ツールバーは、ツールバー定義でフォーカス フィールドが定義されていないページ、ま
たはフォーカス フィールドが存在しないページに対してはカーソル位置を設定しません。たとえば、ボタン
が非表示になっている場合や、ツールバーの定義後にボタンが削除された場合です。

コンポーネント、マーケット、ページ名 選択したツールバー定義が参照されるページのコンポーネントと
マーケットを入力します。入力するコンポーネントにより、ページ名
のドロップダウンの値が決まります。

レコード、フィールド名 フォーカス フィールドがあるレコードと、フォーカス フィールド自体
を入力します。入力するレコードにより、フィールド名のドロップダ
ウンの値が決まります。

同じページにある複数のフィールドを定義できます。これは、異な
るタイプのトランザクション モードでユーザーがページに入力す
る場合に、別のフィールドにカーソルを設定するのに便利です。
ツールバーは常に、ページ上にある編集可能かつ使用可能な最
初のフィールドにカーソルを置きます。
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実行時のツールバー表示
ツールバーを使用する任意の PeopleSoft ページにアクセスします。

画像: 人材募集の管理ページ (HRS_JO_360) で使用されるツールバー

次の例は、人材募集の管理ページ (HRS_JO_360) で使用されるツールバーを示しています。

ツールバーのボタン、コンテンツ、およびその他のコントロールが、想定したとおりに機能し、表示されている
ことを確認します。

実行時には、ページがどのツールバーを使用しているかを確認できます (デバック目的で)。これを行うに
は、ページ内のツールバー領域を右クリックして HTML ソース コードを表示し、TOOLBAR ID というキー
ワードを検索します。ページでツールバーが使用されている場合は、実際のツールバーが使用されているこ
とを示すコメントがソース コードに表示されます。次はその例です。

<!-- TOOLBAR ID: [HRS_JO_360] -->

ツールバーのパーソナル設定

エンド ユーザーは、ツールバーに表示するボタンをパーソナル設定できます。パーソナル設定はユーザー
ID と関連付けられ、基本のツールバー定義には影響しません。管理者は、ツールバーのパーソナル設定を
ユーザーに許可するかを (設定中に) 決定できる他、ツールバーのボタンのうち、パーソナル設定プロセス
でユーザーが非表示にできるボタンを指定できます。

このセクションでは、ツールバー設定の設定方法について説明します。

ツールバーのパーソナル設定に使用するページ
ページ名 定義名 用途

ツールバーのパーソナル設定ページ EOTL_TB_USER_PRSN ツールバー設定を設定します。
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ツールバーのパーソナル設定ページ
ツールバーのパーソナル設定ページ (EOTL_TB_USER_PRSN) を使用して、ツールバー設定を設定しま
す。

ナビゲーション

パーソナル設定を行うツールバーがあるページで、ツールバーの [パーソナル設定] リンクをクリックします。

画像: ツールバーのパーソナル設定ページ

次の例では、ツールバーのパーソナル設定ページのフィールドおよびコントロールを説明します。このページ
のフィールドおよびコントロールの定義は後で説明します。

注: ツールバーに [パーソナル設定] リンクがない場合、それはユーザーによる設定が許可されていないツー
ルバーです。

コントロール選択

ユーザーは、[使用可能なコントロール] から [選択済コントロール] にボタンを移動することで、それらのボ
タンを表示できます。さらに、アイコンかテキスト、またはその両方が表示されるように指定することもでき
ます。アスタリスクの付いたボタンは、ユーザーによるパーソナル設定の対象外です。これらのボタンはツー
ルバーに常に表示されます。

変更を加えた場合は、[プレビュー] ボタンをクリックすると、更新されたツールバーをリアルタイムで確認で
きます。

ページから戻ると、パーソナル設定は自動的に保存されます。
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第8章

PeopleSoft Fluid ユーザー インターフェイスの操
作

PeopleSoft Fluid ユーザー インターフェイスについて

ここでは、PeopleSoft Fluid ユーザー インターフェイスの概要を説明します。

PeopleSoft Fluid ユーザー インターフェイス
Oracle の PeopleSoft には 2 つのユーザー インターフェイスが用意されています。

• PeopleSoft クラシック ユーザー インターフェイス。ラップトップおよびデスクトップで使用するように設
計されています。このインターフェイスは、以前は PIA (PeopleSoft インターネット アーキテクチャ) と呼
ばれていました。

• PeopleSoft Fluid ユーザー インターフェイス。モバイル デバイスで使用するように設計されています
が、ラップトップおよびデスクトップでも使用できます。オラクル社は、各種モジュールで、さまざまな
PeopleSoft セルフサービス トランザクションのための Fluid ページを提供しています。

PeopleSoft Fluid ユーザー インターフェイスに関する PeopleTools ドキュメンテーションは以下のとおりで
す。

• PeopleTools: Applications User's Guide の「Working With PeopleSoft Fluid User Interface」

• PeopleTools: Fluid User Interface Developer's Guide

Fluid トランザクションおよび条件ナビゲーション
モバイル デバイスのユーザーが、Fluid ページのあるトランザクションに移動すると、そのユーザーがホーム
ページ タイルとクラシック メニュー構造のどちらを使用して移動したかに関係なく、Fluid ページが表示さ
れます。たとえば、モバイル デバイスのユーザーが自分の給与明細を表示するためにクラシック メニュー
を使用した場合、[セルフサービス給与小切手の表示] クラシック ページではなく、[給与] Fluid ページが
自動的に表示されます。ユーザーがクラシック メニューから移動してきたときに Fluid ページを表示するロ
ジックを条件付ナビゲーションと呼びます。条件ナビゲーションは、ユーザーがモバイル デバイスで最初に
システムにアクセスしたときに Fluid ホームを表示するメカニズムでもあります。

注: ユーザーは、Fluid ページに転送されるようにするため、適切な Fluid ロールを持っている必要がありま
す。デスクトップまたはラップトップのユーザーが Fluid ホーム ページにアクセスしてタイルをタップしても、
条件付ナビゲーションのロジックでは、ユーザーはクラシック ページにリダイレクトされません。
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PeopleSoft Fluid ユーザー インターフェイスのバナーについて

全ての Fluid ページの上部には、標準バナーが表示されます。バナーには、ページ タイトルといくつかの標
準のボタンが含まれています。これらがどのように表示されるかは電話とタブレット デバイスで異なりま
す。

タブレットでの PeopleSoft Fluid ユーザー インターフェイスのバナー

画像: タブレット デバイスでのバナー

タブレット デバイスでのバナー

タブレットのバナーでは、全てのページで次が表示されます。

[戻る] ボタン テキスト付の [戻る] ボタンは、ユーザーが直前に閲覧したペー
ジがあることを示します。

ページ タイトル 現在の Fluid ユーザー ページの名前が表示されます。

[ホーム] アイコン ホーム ページに戻ります。

[検索] アイコン 検索を実行できます。

[警告] アイコン タップすると、通知ウィンドウにアクションと警告が表示されま
す。

[アクション] アイコン タップすると、現在のウィンドウに対して実行できるアクション
のリストが表示されます。ページにアクセスしてホーム ページの
パーソナル設定を行うか、サインアウトします。

[NavBar] アイコン タップすると、[NavBar] ウィンドウが開きます。ここでは、[最近
表示した場所]、[お気に入り]、[ナビゲータ]、[自分のユーザー設
定]、[Fluid ホーム] などのウィンドウ コンテンツを選択できます。
もう一度タップして [NavBar] ウィンドウを閉じます。

電話での PeopleSoft Fluid ユーザー インターフェイスのバナー

画像: 電話でのバナー

電話でのバナー

電話の典型的なバナーでは、次が表示されます。
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[戻る] ボタン これはイメージのみのアイコンで、選択すると、直前に閲覧して
いたページに移動します。

ページ タイトル 現在の Fluid ユーザー ページの名前が表示されます。

[警告] アイコン タップすると、通知ウィンドウにアクションと警告が表示されま
す。

[メニュー] アイコン タップすると、[承認待ち]、[履歴] の他、[ホーム]、[バージョン情
報]、[サインアウト] などの Fluid ユーザー インターフェイスのメ
ニュー アイテムにアクセスできます。

PeopleSoft Fluid ユーザー インターフェイスでの承認操作

このトピックでは、PeopleSoft Fluid ユーザー インターフェイスでのさまざまなモバイル承認オプションにつ
いて説明します。モバイル承認オプションは、[モバイル承認オプション] コンポーネントでの設定に基づ
いて表示されます。

注: ユーザーが PeopleSoft Fluid ユーザー インターフェイスを使用して承認を得られるようにするには、そ
のユーザーが [承認 Fluid] ロールのメンバーであることが必要です。

モバイル承認オプションの設定に使用するページ
ページ名 定義名 用途

モバイル承認オプション ページ HMAP_MBL_TYPE_SET モバイル承認の一般設定を設定します。
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モバイル承認オプション ページ
モバイル承認オプション ページ (HMAP_MBL_TYPE_SET) を使用して、モバイル承認のオプションを設
定します。

画像: モバイル承認オプション - [一般設定] タブ

モバイル承認オプション - [一般設定] タブ

最大表示承認数 [トランザクション] タブでアクティブ化された各トランザクション
タイプについて、[モバイル承認] に表示される承認の最大数。

最大表示行数 行レベルでの承認を含む各トランザクションについて表示され
る承認行の最大数。

承認履歴の期間 (日単位) 承認履歴を表示するときに含める過去の日数。

グループ ID トランザクション グループの固有 ID。

名称 [モバイル承認] に表示されるグループの名前。
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イメージ [モバイル承認] に表示するグループに関連付けられたイメー
ジ。

画像: モバイル承認オプション - [トランザクション] タブ

モバイル承認オプション - [トランザクション] タブ

Fluid に含める トランザクションを Fluid ユーザー インターフェイスのモバイル
承認に表示するかどうかを示します。また、これをオンにする
と、[一括承認を許可] チェック ボックスと [トランザクション グ
ループ] ドロップダウンが有効になります。

一括承認を許可 タイプ別に表示しているときに、リスト内のトランザクションを複
数選択して、それら全体に対して承認アクションを実行すること
をユーザーに許可するかどうかを示します。

トランザクション グループ このフィールドは任意です。これを指定することにより、ユーザー
は複数のトランザクションを 1 つのグループ ([一般設定] タブで
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指定) に追加してトランザクション リストにまとめて表示するこ
とができます。

画像: 承認トランザクション - [ハンドラ] タブ

承認トランザクション - [ハンドラ] タブ

ルート パッケージ ID トランザクション用の DataHandler クラス、DetailDocuement ク
ラス、および SubPage クラスを格納するアプリケーション パッ
ケージ。

画像: 承認トランザクション - [アクション] タブ

承認トランザクション - [アクション] タブ
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PeopleSoft Fluid ユーザー インターフェイスのモバイル承認にプッシュ ボタンとして表示される承認アク
ションを選択します。注:

注: 承認トランザクション ハンドラでは、トランザクションがサポートされている必要があります。

画像: 承認トランザクション - [イメージ] タブ

承認トランザクション - [イメージ] タブ

PeopleSoft Fluid ユーザー インターフェイスの承認では小さいイメージ フィールドが必要です。これは、関
連付けられたトランザクションのトランザクション リストに表示されるイメージです。

電話またはタブレット デバイスでの承認アプリケーションの起動
画像: 承認タイル

電話またはタブレット デバイスでの承認タイル。

承認者が自分のタブレットで承認アプリケーションを開く方法は 2 つあります。



PeopleSoft Fluid ユーザー インターフェイスの操作 第8章

146 Copyright © 1988, 2014, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.

PeopleSoft アプリケーションのホーム
ページにあるタイル

[管理者] ランディング ページに、承認用のタイルがあります。こ
のタイルをタップして、[承認] ランディング ページを開きます。承
認待ちの合計数がタイルに表示されます。承認待ちがない場
合、数字は表示されません。

ナビゲーション バー ナビゲーション バーに、承認用のタイルがあります。ユーザーは、
どのページからもこのナビゲーション バーにアクセスできます。
ナビゲーション バーにある [承認] タイルをタップすると、[承認]
ランディング ページが開きます。
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承認待ちの表示
[承認] を開くと、[承認待ち] ランディング ページが [承認待ち] というページ タイトルで表示されます。

画像: タブレットでの [承認待ち] ランディング ページ

タブレットでの [承認待ち] ランディング ページ
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画像: 電話での [承認待ち] ランディング ページ

電話での [承認待ち] ランディング ページ

タブレットでは、横向き表示と縦向き表示が両方ともサポートされます。承認のランディング ページには横
向きモードの 2 つのパネルがあり、左側のパネルは固定されており、折りたたむことはできません。デフォ
ルトでは、左側のパネルには全カテゴリを選択対象として [タイプ] でグループ化した結果が表示され、右
側のパネルには、ユーザーのキューにある承認待ちの全ての承認が受付日時の古いものから順に表示さ
れます。右側のパネル タイトルには、選択したカテゴリの名前が表示されます。リストの右上には行数が
表示され、リストの左上にはフィルタ ボタンが表示されます。

縦向きモードでは左側のパネルは非表示になり、右側のパネルのみが全画面に表示されます。左側のパ
ネルは、オーバーレイとして呼び出すことができます。左側のパネルは非表示ですが、デフォルト表示とし
て設定されているのは [タイプ] グループの [全て] カテゴリです。縦向きモードのページには、承認者の
キューにある全ての承認待ちが表示されます。

承認待ちのサマリの表示
電話でユーザーが [承認] を開くと、トランザクション タイプでグループ化された承認待ちのリストが表示
されます。ページ タイトルは [承認待ち] です。ユーザーは、自分に割り当てられている承認待ちステータス
の承認を表示できます。
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[承認待ち] は 5 つのビューで分類できます。

1. タイプ (デフォルト ビュー)

2. 受信日

3. 優先度 (HCM では使用不可)

4. 個人 (FSCM では使用不可)

5. 送信元

ユーザーは、グループ化の種類をドロップダウンから選択することで、グループ分けを切り替えることができ
ます。優先度および個人によるグループ化は、全てのトランザクションには適用されません。承認者の承
認待ちキューにあるトランザクションのうち、優先度や個人に関連するトランザクションがない場合、これ
らのグループ化基準はドロップダウンに表示されません。

左側のパネルにあるいずれかのカテゴリをユーザーがタップすると、右側のパネルが更新され、選択した
カテゴリの承認待ちが表示されます。右側のパネルにあるパネル タイトルには、選択したカテゴリが反
映されます。ユーザーは、グリッド フィルタ アイコンをタップすることで、承認リストをフィルタ処理できま
す。[フィルタ] ウィンドウに次のフィルタ オプションが表示されます。

タイプ ユーザーに割り当てられた承認待ちがあるトランザクション タイ
プがドロップダウンに表示されます。

優先度 ユーザーに割り当てられた承認待ちがある優先度がドロップダウ
ンに表示されます。[優先度が関連付けられていません] という
値が表示されることもあります。[優先度] は HCM では使用で
きません。

受信 ユーザーに割り当てられた承認待ちがある日付がドロップダウン
に表示されます。該当する値は [今週]、[先週]、[2 週間前]、また
は [古い] です。

送信元 各承認の最後の送信者がドロップダウンに表示されます。最後
の送信者は、承認チェーンの最終承認者、または現在の承認者
が承認チェーンでの最初の承認者である場合はトランザクショ
ン依頼者です。

個人 ユーザーに割り当てられた承認待ちがある個人がドロップダウン
に表示されます。個人に関連付けられた承認待ち (人材募集の
承認待ちなど) がない場合、[個人が関連付けられていません]
という値が表示されることがあります。

右側のパネルにある [承認待ち] の各行には、承認リクエストに関する情報が 3 列で表示されます。

列 1: この列には、このトランザクションのトランザクション名とオブ
ジェクト名が表示されます (個人、位置など)。
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列 2: この列には、トランザクション サマリと優先度が表示されます (
該当する場合)。

列 3: この列には、承認を受け取った日付が表示されます。

承認待ちの詳細の表示
承認待ちリストのサマリ行をタップすると、その承認の詳細ページが表示されます。ページ タイトルには、ト
ランザクション名 (例: 休暇リクエスト、昇進) が表示されます。

画像: 承認詳細

タブレット デバイスでの承認の詳細ページ。

承認待ちに対するアクション
PeopleSoft Fluid ユーザー インターフェイスでは、全ての承認に対し、トランザクションの設定方法に基づ
いて 5 つのアクションを実行できます。

1. 承認

2. 却下

3. 差戻し

4. 保留

5. 情報のリクエスト
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該当するアクション ボタンが、右側のサブバナーに表示されます。

承認待ちに対する一括アクション

画像: 承認待ちに対する一括アクション

承認待ちに対する一括アクション

次の承認については、一括承認を実行できます。

• ユーザーに表示されるグループ化が [タイプ] の場合。

• 特定のトランザクションが一括アクションの対象として設定されている場合。

• トランザクション タイプが別のタイプと一緒にグループ化されていない場合。

一括承認が有効なトランザクション タイプが左側のパネルで選択されている場合、右側のパネルの承認
リクエストでは、各行にチェック ボックスが表示されます。該当するアクション ボタンが、グリッドの右上
に表示されます。承認リクエストは、デフォルトではオフになっており、承認アクション ボタンは無効です。
アクション ボタンは、1 行以上を選択しないと有効になりません。グリッドの上にある [全て選択] チェック
ボックスをオンにすると、グリッド内の全ての承認を選択できます。承認者は、承認アクションを実行する
前にコメントを入力できます。入力したコメントは、選択した全てのリクエストに反映されます。
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承認履歴の表示
ユーザーは、[承認履歴] で、既に処理した承認の履歴を確認できます。バナー内のメニュー アイコンに
は、[承認待ち] や [履歴] などのオプションのリストが表示されます。これらを使用して、たとえば、[承認待
ち] ビューと [履歴] ビューを切り替えることができます。

画像: [承認履歴] メニュー

[承認履歴] を表示するためのメニュー オプション。

画像: 承認履歴ページ

承認履歴ページ

ユーザーが [履歴] に切り替えると、バナーのタイトルが [承認履歴] に変わります。横向き表示と縦向き表
示については、[承認待ち] の場合と同じです。[履歴] ビューは、[承認待ち] のように、2 パネル レイアウト
を使用して表示することもできます。ユーザーは、承認履歴を 5 種類のビューで表示できます。
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• タイプ

• ステータス

• 優先度 (HCM では使用不可)

• 個人 (FSCM では使用不可)

• 送信元

優先度および個人によるグループ化は、全てのトランザクションには適用されません。承認者の承認履歴
にあるトランザクションのうち、優先度に関連するトランザクションがない場合、優先度によるグループ化
はドロップダウンに表示されません。これは、個人によるグループ化についても同じです。管理者は、どこ
まで遡って履歴を表示するかを定義するための設定を実行できます。左側のパネルでは、最終カテゴリ
の最後に、履歴の表示期間を示すメッセージが表示されます ([履歴には、過去 90 日間の承認が表示さ
れます。] など)。履歴の表示期間が設定されていない場合、このようなメッセージは表示されません。この
設定の詳細は、「モバイル承認オプション ページ」を参照してください。
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