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対象読者対象読者対象読者対象読者
『Oracle8i Workflowガイド』へようこそ。

このマニュアルは、次の作業上の知識を前提としています。

� 自分のビジネスエリアの原則と慣習

� Oracle Workflow

これまでに Oracle Workflowを使用したことがない場合は、Oracle Universityで開講さ
れている Oracle Workflow研修クラスを 1つ以上受講することをお薦めします。

Oracle Applications製品情報の詳細は、「その他の情報源」を参照してください。

また、このマニュアルは、オペレーティング・システムの概念を基本的に理解していて、
Oracle8または Oracle8i、PL/SQL、および Oracle WebDBまたは Oracle Web Application 
Server/Oracle Application Serverのテクノロジに精通している読者を想定しています。これ
らのシステムについての知識を得ていない場合は、Oracle Universityで開講されている研修
クラスを 1つ以上受講されることをお薦めします。

このマニュアルの構成このマニュアルの構成このマニュアルの構成このマニュアルの構成
このマニュアルには、Oracle Workflowを使用してビジネス・プロセスをニーズにあわせて
自動化するために必要な情報が記載されています。

ここでは、このマニュアルの構成とその他の役立つ情報源について説明します。このマニュ
アルの構成は、次のとおりです。

� 第 1章では、Oracle Workflowの概要について説明します。

� 第 2章では、Oracle Workflowをサイトに実装する方法について説明します。

� 第 3章では、ワークフロー・プロセスを定義する方法について説明します。

� 第 4章では、ワークフロー・プロセスの作成に必要なコンポーネントを定義する方法に
ついて説明します。

� 第 5章では、ワークフロー・プロセスのダイアグラムを作図および定義する方法につい
て説明します。

� 第 6章では、Oracle Workflowに用意されている標準アクティビティについて説明しま
す。

� 第 7章では、Oracle Workflowがコールできる PL/SQL関数の標準 APIについて説明し
ます。

� 第 8章では、Oracle Workflowの APIに関する詳細情報について説明します。

� 第 9章では、Oracle Workflowホーム・ページについて説明します。ユーザーと管理者
は、このホーム・ページから Oracle WorkflowのすべてのWebベース機能に一元的に
アクセスできます。
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� 第 10章では、ワークフロー通知の表示方法と処理方法について説明します。

� 第 11章では、ワークフロー・モニターを使用してワークフロー・プロセスのステータス
を管理または表示する方法について説明します。

� 第 12章では、テストのためにワークフロー・プロセスを起動する方法について説明しま
す。

� 第 13章では、Oracle Workflowに含まれているデモンストレーション用のワークフ
ロー・プロセスについて説明します。

� 第 14章では、Oracle Workflowに含まれている、その他の管理用 SQLスクリプトについ
て説明します。

� 付録 Aでは、Oracle Workflow Builderのメニューとツールバーについて説明します。

� 付録 Bは、Oracle Applications embedded Workflowに含まれている、事前定義済みの
ワークフロー・プロセスの一覧です。Oracle Workflowのサポート・ポリシーも記載さ
れています。

このマニュアルの最後には、Oracle Workflowの用語集が記載されています。

新機能の参照先新機能の参照先新機能の参照先新機能の参照先
Oracle Applications embedded Workflowを使用している場合は、Oracle Workflowの
HTMLヘルプ・ウィンドウの拡張可能メニューから、新機能に関するセクションを選択して
ください。Oracle Workflowのスタンドアロン版を使用している場合は、HTMLヘルプの目
次ページから新機能に関するセクションを選択します。

このセクションの内容は、次のとおりです。

� このリリースの新機能。この情報は、Oracle Workflowのリリースごとに更新されます。

� このマニュアルの印刷時には使用可能になっていなかった機能に関する情報。たとえ
ば、システム管理者が、アップグレードとしてミニ・パックからソフトウェアをインス
トールすると、このヘルプに新機能の説明が記載されるようになります。

その他の情報源その他の情報源その他の情報源その他の情報源
オンライン・ドキュメント、研修およびサポート・サービスなど、複数の情報源から、
Oracle Workflowに関する知識と理解を深めることができます。

このマニュアルで他の Oracle Applicationsマニュアルに言及している場合は、特に明記され
ていない限り、リリース 11iのマニュアルを指しています。
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オンライン・ドキュメントオンライン・ドキュメントオンライン・ドキュメントオンライン・ドキュメント
Oracle Applications embedded Workflowを使用している場合は、すべての Oracle 
Applicationsマニュアルをオンライン（HTMLおよび PDF）で使用可能です。テクニカル・
リファレンス・マニュアルは、印刷物でのみ提供されます。HTML文書は、20か国語以上
に翻訳されています。

このマニュアルの HTML版は、画面上での参照用に最適化されており、ハイパーテキスト・
リンクを使用してライブラリ内の他の HTMLマニュアルに簡単にアクセスできます。
HTMLウィンドウを開いている場合は、ウィンドウ左側の機能を使用して、すべての
Oracle Applicationsマニュアル全体に自由にナビゲートできます。

� 検索機能を使用して、ワードまたはフレーズ単位で検索できます。

� 拡張可能メニューを使用して、メニュー構造からトピックを検索できます。メニューの
「ライブラリ」オプションを選択すると、すべての Oracle ApplicationsのHTML文書が
表示されます。

HTMLヘルプを表示するには、次の方法があります。

� アプリケーション・ウィンドウから「ヘルプ」アイコンまたは「ヘルプ」メニューを使
用して新規のWebブラウザを開き、そのウィンドウに関するヘルプを表示します。

� ドキュメント CDを使用します。

� システム管理者から提供される URLを使用します。

HTMLヘルプには、このマニュアルの印刷時には使用可能になっていない情報が含まれてい
る場合があります。

このマニュアルは、Windowsヘルプ・フォーマットのオンライン・ヘルプとしても使用可
能です。Windowsヘルプ版は、画面上での参照用に最適化されており、ハイパーテキスト・
リンクを使用して様々なトピックにアクセスできます。Windowsヘルプには、Oracle 
Workflow Builderの「ヘルプ」メニューからアクセスできます。

スタンドアロン版の Oracle Workflowを使用している場合は、このマニュアルをWindows
ヘルプ形式と HTML形式の両方でオンライン表示できます。Windowsヘルプには、Oracle 
Workflow Builderの「ヘルプ」メニューからアクセスできます。HTML文書には、システ
ム管理者から提供される URLを使用してアクセスできます。

関連するユーザーズ・ガイド関連するユーザーズ・ガイド関連するユーザーズ・ガイド関連するユーザーズ・ガイド
Oracle Workflowは、他の Oracle Applications製品で使用されて、埋込みのワークフローを
提供します。したがって、Oracle Applications embedded Workflowを使用している場合は、
埋込みのワークフローの詳細を知るために他のユーザーズ・ガイドを参照してください。

オンライン・ドキュメントを参照するには、HTMLヘルプ・ウィンドウの拡張可能メニュー
から「ライブラリ」を選択する方法、メディア・パックに同梱されている Oracle 
xiv



Applicationsドキュメント・ライブラリ CDから参照する方法、またはシステム管理者から
提供される URLを使用してWebブラウザから参照する方法があります。

マニュアルのハード・コピー版が必要な場合は、http://oraclestore.oracle.comの
Oracleストアから購入できます。

全製品に関連するガイド全製品に関連するガイド全製品に関連するガイド全製品に関連するガイド

『『『『Oracle Applicationsユーザーズ・ガイド』ユーザーズ・ガイド』ユーザーズ・ガイド』ユーザーズ・ガイド』
このマニュアルは、システムのナビゲート、データ入力および情報の問合せの方法と、この
リリースの Oracle Applications embedded Workflow（および他の Oracle Applications製
品）で使用可能な GUIの他の基本機能について説明しています。

このマニュアルには、Oracle Applicationsヘルプ・システムから「スタート・ガイド」を選
択してオンラインでアクセスできます。

『『『『Oracle Applications Implementation Wizardユーザーズ・ガイド』ユーザーズ・ガイド』ユーザーズ・ガイド』ユーザーズ・ガイド』
複数の Oracle製品を実装する場合は、Oracle Applications Implementation Wizardを使用
してセットアップ作業を調整できます。このマニュアルは、ウィザードの使用方法を説明し
ています。

『『『『Oracle Applications Developer's Guide』』』』
このマニュアルには、Oracle Applications開発スタッフが従う必要のあるコーディングの標
準が含まれています。『Oracle Applications User Interface Standards』に記載されている
Oracle Applicationsのユーザー・インタフェースを実装するために必要な、Oracle 
Applications Object Libraryコンポーネントについて説明しています。また、カスタムの
Oracle Developerフォームを作成して Oracle Applicationsに統合する場合に役立つ情報も記
載されています。

『『『『Oracle Applications User Interface Standards』』』』
このマニュアルには、Oracle Applications開発スタッフが従う必要のあるユーザー・インタ
フェース（UI）の標準が含まれています。Oracle Applications製品の UIと、この UIを
Oracle Formsで作成するアプリケーションの設計に適用する方法を説明しています。

この製品に関連するガイドこの製品に関連するガイドこの製品に関連するガイドこの製品に関連するガイド

『『『『Oracle General Ledgerユーザーズ・ガイド』ユーザーズ・ガイド』ユーザーズ・ガイド』ユーザーズ・ガイド』
このマニュアルには、仕訳入力、予算処理、複数会社会計および連結に関する情報が記載さ
れています。
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『『『『Oracle Purchasingユーザーズ・ガイド』ユーザーズ・ガイド』ユーザーズ・ガイド』ユーザーズ・ガイド』
このマニュアルには、発注と購買申請を入力して管理する方法が記載されています。

『『『『Oracle Self-Service Human Resources (SSHR)ユーザーズ・ガイド』ユーザーズ・ガイド』ユーザーズ・ガイド』ユーザーズ・ガイド』
このマニュアルには、管理者と従業員を対象として、セルフサービス人事管理機能をセット
アップする方法が記載されています。管理者と従業員は、インターネットとWebブラウザ
を使用して、個人情報およびキャリア管理機能に簡単にアクセスできます。

『『『『Oracle Payablesユーザーズ・ガイド』ユーザーズ・ガイド』ユーザーズ・ガイド』ユーザーズ・ガイド』
このマニュアルには、仕入先、請求書および支払を入力して管理する方法が記載されていま
す。

『『『『Oracle Projectsユーザーズ・ガイド』ユーザーズ・ガイド』ユーザーズ・ガイド』ユーザーズ・ガイド』
このマニュアルには、プロジェクト、予算、費用、原価および請求の入力および管理方法が
記載されています。

『『『『Oracle Receivablesユーザーズ・ガイド』ユーザーズ・ガイド』ユーザーズ・ガイド』ユーザーズ・ガイド』
このマニュアルには、顧客、入金、回収および取引の入力および管理方法が記載されていま
す。

『『『『Oracle Business Intelligence System インプリメンテーション・ガイド』インプリメンテーション・ガイド』インプリメンテーション・ガイド』インプリメンテーション・ガイド』
このマニュアルには、環境に Oracle Business Intelligence（BIS）をインプリメントする方法
が記載されています。

BIS 11i ユーザーズ・ガイドのオンラインヘルプユーザーズ・ガイドのオンラインヘルプユーザーズ・ガイドのオンラインヘルプユーザーズ・ガイドのオンラインヘルプ
このマニュアルは、BISアプリケーション専用のオンライン・ヘルプとして提供されるもの
で、インテリジェンス・レポート、Discovererワークブックおよび Performance 
Management Frameworkに関する情報が含まれています。

『『『『Oracle Financials オープン・インタフェース・ガイド』オープン・インタフェース・ガイド』オープン・インタフェース・ガイド』オープン・インタフェース・ガイド』
このマニュアルは、Oracle Financial Applicationsのすべてのユーザーズ・ガイドに記載さ
れているオープン・インタフェースの説明を集約したものです。

『『『『Oracle Applicationsフレックスフィールド・ガイド』フレックスフィールド・ガイド』フレックスフィールド・ガイド』フレックスフィールド・ガイド』
このマニュアルには、Oracle Workflow導入チームおよび Oracle Applications製品データの
進行中のメンテナンスの担当者を対象として、フレックスフィールドの計画作成、設定およ
び参照情報が記載されています。また、フレックスフィールド・データのカスタム・レポー
トを作成する方法も記載されています。
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インストレーション・マニュアルとシステム管理ガイドインストレーション・マニュアルとシステム管理ガイドインストレーション・マニュアルとシステム管理ガイドインストレーション・マニュアルとシステム管理ガイド

『『『『Oracle Applications 概要』概要』概要』概要』
このマニュアルでは、Oracle Applicationsリリース 11iの概念、機能、テクノロジ・スタッ
ク、アーキテクチャおよび用語が紹介されています。Oracle Applicationsのインストール前
に参照すると役立つ入門書です。また、Business Intelligence（BIS）、言語とキャラクタ・
セットおよびセルフサービス・アプリケーションなど、Oracle Applications全体の機能の基
盤となる概念と重要事項も紹介しています。

『『『『Oracle Applicationsのインストール』のインストール』のインストール』のインストール』
このマニュアルには、Oracle Applications製品のインストレーションを管理する手順が記載
されています。リリース 11iの場合、大部分のインストール処理は Oracle Rapid Installを使
用して処理されます。これにより多数の必須手順が自動化され、Oracle Applicationsと
Oracle8i Serverのテクノロジ・スタックを最短時間でインストールできます。このマニュア
ルには、Oracle Rapid Installの使用方法と、インストール完了までに必要なタスクの一覧が
記載されています。このマニュアルは、個々の製品のユーザーズ・ガイドおよび実装ガイド
と併用する必要があります。

『『『『Upgrading Oracle Applicationsのアップグレード』のアップグレード』のアップグレード』のアップグレード』
Oracle Applicationsリリース 10.7またはリリース 11.0製品からリリース 11iにアップグレー
ドする場合は、このマニュアルを参照してください。このマニュアルには、アップグレー
ド・プロセス全体の説明と、データベース・アップグレード・タスクおよび製品固有のアッ
プグレード・タスクの一覧が記載されています。リリース 11iには、リリース 10.7（NCA、
SmartClient、またはキャラクタ・モード）またはリリース 11.0からアップグレードする必
要があります。10.7以前のリリースからリリース 11iに直接アップグレードすることはでき
ません。

『『『『Oracle Applicationsの保守』の保守』の保守』の保守』
このマニュアルを参考にして、Rapid Install、AutoPatch、AD Administration、AD 
Controller、Relinkなどの各種 ADユーティリティを実行します。このマニュアルには、操
作手順、スクリーンショットおよび ADユーティリティの実行に必要な他の情報が含まれて
います。

『『『『Oracle Applications製品アップデート・ノート』製品アップデート・ノート』製品アップデート・ノート』製品アップデート・ノート』
このマニュアルは、Oracle Applicationsのアップグレード担当者のためのリファレンスで
す。リリース 11.0からリリース 11iへの個々の Oracle Applications製品の変更履歴が記載さ
れています。また、この 2つのリリース間でデータベース・オブジェクト、プロファイル・
オプションおよびシード・データに加えられた新機能、機能拡張および変更も含まれていま
す。
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『『『『Oracle Applicationsシステム管理者ガイド』システム管理者ガイド』システム管理者ガイド』システム管理者ガイド』
このマニュアルには、Oracle Applicationsのシステム管理者向けの計画およびリファレンス
情報が記載されています。セキュリティの定義方法、メニューとオンライン・ヘルプのカス
タマイズ方法および処理の管理方法が含まれています。

『『『『Oracle Application Object Library/Workflow Technical Reference 
Manual』』』』
このリファレンス・マニュアルには、Oracle Application Object Library、Oracle Workflow
および関連アプリケーションのデータベース・ダイアグラムと、データベース表、フォー
ム、レポートおよびプログラムの詳細説明が記載されています。この情報を参考にして、既
存アプリケーションからのデータ変換、Oracle Workflowと Oracle以外のアプリケーション
の統合および Oracle Workflow向けカスタム・レポートの記述を行うことができます。

ライセンス取得済みの製品については、テクニカル・リファレンス・マニュアルを注文でき
ます。テクニカル・リファレンス・マニュアルは、ハード・コピー形式でのみ提供されま
す。

研修とサポート研修とサポート研修とサポート研修とサポート

研修研修研修研修
オラクル社は、完全な研修コース・セットを用意しており、管理者とスタッフが Oracle 
Applicationsをマスターできるようにお手伝いします。プロジェクト・チームとエンド・
ユーザーの両方を対象とした研修計画の作成をお手伝いします。また、業務や職責分野にあ
わせたコース編成も可能です。

必要なときに必要な人に適切な量の情報を提供できるように、研修の専門家が実装プロセス
全体の研修計画の作成方法を紹介します。オラクル社の数ある研修センターでのコースに参
加することもできますし、御社の施設でオラクル社の講師による研修を開催することもでき
ます。また、インターネットを利用して研修を行うネット・クラスや、CD形式による多数
のマルチメディア・ベースのコースも用意されています。さらに、ニーズにあわせて標準の
コースを調整したり、カスタム・コースを開催することもできます。

サポートサポートサポートサポート
オンサイト・サポートからセンターでのサポートまで、経験豊富な専門家チームが、Oracle 
Workflowの継続的運用に必要な支援や情報を提供します。このチームには、サービス技術
員、会計管理担当の他、顧客の業務部門、Oracle Server、顧客のハードウェアおよびソフト
ウェア環境に精通した、オラクル社のコンサルタントとサポートの専門家からなる大勢のス
タッフが含まれます。
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Oracle Workflowデータの変更を目的としたデータベース・データの変更を目的としたデータベース・データの変更を目的としたデータベース・データの変更を目的としたデータベース・
ツール使用の禁止ツール使用の禁止ツール使用の禁止ツール使用の禁止

特にマニュアルに明記されていない限り、Oracle Workflow表の変更には、SQL*Plus、
Oracle Data Browser、データベース・トリガーまたは他のツールを使用しないでください。

オラクル社は、Oracleデータベース内の情報の作成、格納、変更、取出しおよび保守に使用
できるように、強力なツールを提供しています。ただし、SQL*Plusなどの Oracle Toolsを
使用して Oracle Workflowデータを変更すると、データの整合性が破壊され、データ変更を
監査できなくなる恐れがあります。

Oracle Workflow表は相関関係を持っているため、Oracle Workflowのユーザー・インタ
フェースまたは APIを使用して変更を加えると、一度に多数の表が更新される可能性があり
ます。ただし、Oracle Workflowのユーザー・インタフェースや API以外のツールを使用し
て Oracle Workflowデータを変更すると、ある表の行を変更しても、関連する表にはそれに
対応する変更が加えられない場合があります。表が相互に同期しなくなると、誤った情報を
取り出したり、Oracle Workflow全体で予測できない結果を生じる恐れがあります。

Oracle Workflowのユーザー・インタフェースや APIを使用してデータを変更すると、変更
が有効かどうかが Oracle Workflowにより自動的にチェックされます。ただし、データベー
ス・ツールを使用してデータベース表に情報を入力すると、無効な情報を格納する可能性が
あります。

オラクル社についてオラクル社についてオラクル社についてオラクル社について
オラクル社は、Oracle Applicationsのみでなく、データベース管理、アプリケーション開
発、意思決定支援およびオフィス・オートメーション用の統合ソフトウェア製品ラインの開
発および販売を行っています。Oracle Applicationsは、財務管理、インターネット調達、ビ
ジネス・インテリジェンス、サプライ・チェーン管理、製造、プロジェクト・システム、人
事、販売およびサービス管理用の 70以上のソフトウェア・モジュールが完全に統合された
E-Business Suiteを提供します。

Oracle製品は、メインフレーム、ミニコンピュータ、パーソナル・コンピュータ、ネット
ワーク・コンピュータおよびパーソナル・デジタル・アシスタントで使用できます。そのた
め、組織内の異なるコンピュータ、オペレーティング・システム、ネットワークおよびデー
タベース管理システムを単一の統一コンピューティングおよび情報リソースに統合できま
す。

オラクル社は、情報管理ソフトウェアのリーディング・カンパニーであり、世界第二位の規
模を誇るソフトウェア会社です。データベース、ツールおよびアプリケーション製品のみで
なく、関連コンサルティング、研修およびサポート・サービスを世界 145ヶ国以上で提供し
ています。
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Oracle Workflowの
1

Oracle Workflowの概要の概要の概要の概要

この章では、ワークフロー・プロセスの概念と、Oracle Workflowの主要な機能について説
明します。ここで説明する機能は、次のとおりです。

� Oracle Workflow Builder－ビジネス・プロセスの定義を作成できるグラフィカル・ツー
ルです。

� ワークフロー・エンジン－実行時にプロセス定義を実装します。

� 通知システム－ワークフロー内のユーザーに通知を送信し、ユーザーからの応答を処理
します。

� グラフィカル・モニタリング・ツール－このツールにより、Webブラウザを使用して
ワークフロー・プロセスを追跡できます。
概要 1-1



Oracle Workflowの概要
Oracle Workflowの概要の概要の概要の概要
現代のビジネス・プロセスでは、常に変化するルールに応じて、複数の人に多くの種類の情
報を伝達する必要があります。Oracle Workflowを使用すると、ビジネス・プロセスを自動
化して継続的に改善していくことができます。また、簡単に変更できるビジネス・ルールに
基づいて、どんな種類の情報でも企業内外の人々に発信できます。1-3ページの「主な機能
と定義」を参照してください。

情報のルーティング情報のルーティング情報のルーティング情報のルーティング
使用できる情報が多く、その形式が多様な場合、どのようにして適切な情報を適切な人に伝
達しますか ? Oracle Workflowを使用すると、それぞれの人に、その人が必要としているす
べての情報を提供できます。また、ビジネス・プロセス上の各意思決定者に支援情報を提供
することもできます。

ビジネス・ルールの定義と変更ビジネス・ルールの定義と変更ビジネス・ルールの定義と変更ビジネス・ルールの定義と変更
Oracle Workflowでは、ドラッグ・アンド・ドロップで操作できるプロセス・デザイナを使
用してビジネス・プロセスを定義し、継続的に改善していくことができます。

単に文書をあるユーザーから他のユーザーへと、いくつかの承認手順を経てルーティングし
ていくワークフロー・システムとは異なり、Oracle Workflowでは洗練されたビジネス・プ
ロセス・モデルを作成できます。ループするプロセス、並列フローに分岐して再び合流する
プロセス、サブフローやさらにそこから細かい流れに分割されるプロセスなどを定義できま
す。Oracle Workflowでは、ストアド・プロシージャの結果に基づいて選択するパスを判別
できるため、Oracle8i Serverの言語である PL/SQLの機能をフルに活用して、ワークフ
ロー・プロセスに影響するあらゆるビジネス・ルールを定義できます。1-4ページの「ワー
クフロー・プロセス」を参照してください。

電子通知の配信電子通知の配信電子通知の配信電子通知の配信
Oracle Workflowでは、ビジネス・プロセスの自動化の範囲を企業全体、さらに電子メール
やインターネット・ユーザーを含む企業外のユーザーにまで拡張できます。Oracle 
Workflowでは、人々に彼らの対応が待たれる項目の通知を電子メールにより発信し、電子
メールの応答に基づいて処理します。また、必要な支援情報が含まれた作業リストを表示
し、標準のWebブラウザを使用して処理を実行することもできます。
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Oracle Workflowの概要
主な機能と定義主な機能と定義主な機能と定義主な機能と定義

Oracle Workflow Builder
Oracle Workflow Builderでは、簡単なドラッグ・アンド・ドロップ操作で、ビジネス・プ
ロセスを作成、表示または変更できます。ワークフロー・ビルダーを使用して、アクティビ
ティ、項目タイプおよびメッセージなど、あらゆるワークフロー・オブジェクトを作成、変
更できます。1-4ページの「ワークフロー・プロセス」を参照してください。

いつでもワークフロー・アクティビティを追加、削除または変更でき、アクティビティ間に
必要な新しい関連を設定できます。作業はワークフローの要約レベルのモデルで簡単に行う
ことができます。必要に応じて、ワークフロー内のアクティビティを展開して、より詳細な
レベルで表示することもできます。Oracle Workflow Builderは、デスクトップ PCからで
も、ネットワークに接続していないラップトップ PCからでも操作できます。

ワークフロー・エンジンワークフロー・エンジンワークフロー・エンジンワークフロー・エンジン
Oracle8i Serverに埋め込まれたワークフロー・エンジンによって、ワークフローの状態を監
視し、プロセスのアクティビティのルーティングを調整します。たとえば、ワークフロー・
アクティビティの完了など、ワークフローの状態が変化すると、PL/SQL APIまたは Java 
APIを介してエンジンにシグナルが送られます。エンジンは、柔軟に定義されているワーク
フロー・ルールに基づいて実行対象のアクティビティを判別し、そのアクティビティを実行
します。ワークフロー・エンジンでは、ループ、分岐、並列フロー、サブフローなど、高度
なワークフロー・ルールをサポートしています。

ワークフロー定義ローダーワークフロー定義ローダーワークフロー定義ローダーワークフロー定義ローダー
ワークフロー定義ローダーは、ワークフロー定義をデータベースとそれに対応するフラッ
ト・ファイル間で移動するユーティリティ・プログラムです。このプログラムを使用して、
ワークフロー定義を開発用データベースから本番データベースに移行したり、既存の定義を
アップグレードできます。ワークフロー定義ローダーはスタンドアロン・サーバー・プログ
ラムですが、Oracle Workflow Builderにも統合されており、データベースやファイル内の
ワークフロー定義のオープンや保存が可能です。

完全なプログラム拡張性完全なプログラム拡張性完全なプログラム拡張性完全なプログラム拡張性
Oracle Workflowでは、独自の PL/SQLプロシージャや外部関数をアクティビティとして
ワークフローに入れることができます。アプリケーション・コードを変更しなくても、ワー
クフロー・エンジンによりプログラムの前提条件が満たされていることが確認されれば、い
つでも独自のプログラムを実行できます。

電子通知電子通知電子通知電子通知
Oracle Workflowでは、ユーザーをワークフローに組み込んで、購買申請や受注の承認な
ど、自動化できないアクティビティを処理できます。電子通知はロールにルーティングされ
ます。ロールは、個々のユーザーまたはユーザー・グループです。そのロールに関連付けら
れているユーザーなら誰でも、その通知に基づいて作業を実行できます。
Oracle Workflowの概要 1-3



ワークフロー・プロセス
各通知には意思決定に必要なすべての情報を含むメッセージが入っています。情報は、メッ
セージの本文に埋め込まれているか、別の文書として添付されています。Oracle Workflow
ではそれぞれの通知アクティビティの応答を理解し、次のワークフロー・アクティビティに
移動する方法を判断します。

電子メールの統合電子メールの統合電子メールの統合電子メールの統合
電子メール（E-mail）・ユーザーは、未処理の作業項目に関する通知を受信し、選択した電
子メール・アプリケーションを使用してその通知に応答できます。電子メール通知には、通
知に対する応答の別手段となる添付ファイルを添付できます。

インターネット対応ワークフローインターネット対応ワークフローインターネット対応ワークフローインターネット対応ワークフロー
標準のWebブラウザにアクセスできるユーザーは、誰でもワークフローに組み込むことが
できます。Webユーザーは、「通知」Web画面にアクセスして未処理の作業項目を表示し、
別のページに移動して、より詳細な内容の表示や応答が可能です。

監視と管理監視と管理監視と管理監視と管理
ワークフローの管理者とユーザーは、Javaサポート機能を持つ標準Webブラウザを使用し
て、ワークフロー・モニターに接続し、ワークフロー・プロセスの作業項目の進捗を表示で
きます。ワークフロー・モニターでは、ワークフロー・プロセスの特定インスタンスのプロ
セス・ダイアグラムが説明付きのビューで表示されるため、ユーザーは作業項目のステータ
スをグラフィカルに見ることができます。また、作業項目、プロセスおよびプロセス内の各
アクティビティについて、個別のステータス要約も表示されます。

ワークフロー・プロセスワークフロー・プロセスワークフロー・プロセスワークフロー・プロセス
Oracle Workflowは、ユーザーが定義したルールに従ってビジネス・プロセスを管理しま
す。ルールはワークフロー・プロセス定義と呼ばれ、プロセス内で発生するアクティビティ
と各アクティビティ間の関連を含みます。プロセス定義に含まれるアクティビティには、
PL/SQLのストアド・プロシージャや外部関数によって定義された自動化関数、任意に応答
を要求する場合があるユーザーやロールへの通知、より細かいアクティビティの集合で構成
されるサブフローなどがあります。

ワークフロー・プロセスは、アプリケーションで一連の Oracle Workflow Engine APIを
コールしたときに起動されます。ワークフロー・エンジンには、アプリケーションで定義さ
れている関連作業項目を、特定のワークフロー・プロセス定義を介して実行する機能があり
ます。ワークフロー・エンジンでは、ワークフロー・プロセス定義に従って自動化の手順を
実行し、外部処理が必要な場合は該当するエージェントを起動します。

次のダイアグラムは、購買申請を管理者や複数の管理者承認をもらうためにルーティングす
る、簡単なワークフロー・プロセス定義を表しています。
1-4 Oracle8i Workflowガイド



ワークフロー・プロセス
この全体図を、プロセスまたはプロセス・ダイアグラムと呼びます。アイコンはアクティビ
ティを表し、矢印はアクティビティ間の遷移を表しています。この表の例では、ユーザーが
該当するアプリケーションで購買申請を作成して送信すると、プロセスに新規項目が作成さ
れます。

このプロセスには、PL/SQLのストアド・プロシージャとして実装されている次のような複
数のワークフロー・アクティビティが含まれています。

� 承認者の選択 :ビジネス・ルールに従って、購買申請を承認するユーザーを選択します。

� 承認権限の検証 :選択された承認者に、購買申請の承認権限があるかどうかを検証しま
す。
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Oracle Workflowの設定の設定の設定の設定

この章では、Oracle Workflowの要件と、Oracle Workflowサイトで設定するための手順に
ついて説明します。
設定 2-1



Oracle Workflowのハードウェア要件とソフトウェア要件
Oracle Workflowのハードウェア要件とソフトウェア要件のハードウェア要件とソフトウェア要件のハードウェア要件とソフトウェア要件のハードウェア要件とソフトウェア要件
Oracle Workflowのコンポーネントに必要なハードウェアとソフトウェアの構成は、次のとお
りです。

� Oracle Workflow Builderは、Oracle Universal Installerを使用してインストールします。
また、Oracle Net8（パッケージに同梱）をインストールする必要があります。Oracle 
Workflow Builderは、次の要件を満たす IBM、Compaqまたは完全に互換性のある
パーソナル・コンピュータにインストールしてください。

– 486以上のプロセッサ

– 66 MHz以上のクロック・スピード（90 MHz以上を推奨）

– ネットワーク・カード

– SVGAカラー・モニター

– ダイヤルイン・アクセスが設定されているモデム（オラクル社カスタマ・サポー
ト・センターとの通信で使用）。少なくとも 1台の PCにモデムが構成されている必
要があります。

– 論理ドライブとして使用可能な ISO 9660フォーマットの倍速 CD-ROM

– Microsoft Windows 95、Windows 98、Windows 2000またはWindows NT

– Oracle Universal Installer、Oracle Workflow BuilderおよびOracle Net8のインストール
に使用可能な 8 MB以上のディスクの空き容量

� ワークフロー・サーバーには、Oracle WebDB リリース 2.0以上、Oracle Web 
Application Server リリース 3.0.1以上または Oracle Application Server リリース 4.0.7
以上があらかじめインストールされている必要があります。

� 電子メール通知コンポーネントには、Oracle Internet Messaging 4.2、UNIXの Sendmail
またはWindows NTのMAPI互換メール・アプリケーション経由でメールを送信でき
るプログラムが含まれます。また、選択した電子メール・アプリケーションと通信でき
る適切な Oracle Internet Messaging 4.2または UNIXの Gateway製品がインストールさ
れていれば、Oracle Workflowから他の電子メール・アプリケーションにメールを送信
することもできます。

� HTMLファイルが添付された電子メール通知の送信、またはそれに対して応答するに
は、電子メール・アプリケーションに HTML添付ファイルのサポート機能が必要です。
また、添付ファイルを表示するには、JavaScriptとフレームをサポートするWebブラウ
ザ・アプリケーションが必要です。

注意注意注意注意 : Oracle Net8ではMicrosoftの TCP/IPドライバが必要であり、この
ドライバのみをサポートしています。
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設定の概要
� Web通知とワークフロー・モニターのコンポーネントの場合は、先に Oracle WebDBま
たは Oracle Application Serverをインストールしておく必要があります。通知を表示す
るには、JavaScriptとフレームをサポートするWebブラウザ・アプリケーションが必要
です。ワークフロー・モニターを表示するには、Java Development Kit（JDK）のバー
ジョン 1.1.4以上と Abstract Windowing Toolkit（AWT）をサポートするWebブラウ
ザが必要です。

設定の概要設定の概要設定の概要設定の概要
Oracle Workflowのインストール後に、自社に適したロール、アイコン、通知テンプレート、
バックグラウンド・エンジンおよびアクセス・レベルを設定し、自社サイト用に実装しま
す。

Oracle Workflowスタンドアロン版での設定手順の概要（必須）スタンドアロン版での設定手順の概要（必須）スタンドアロン版での設定手順の概要（必須）スタンドアロン版での設定手順の概要（必須）
1. 「グローバル設定項目」Web画面を使用して、自社組織に対するデフォルトの Oracle 

Workflowユーザー設定項目を設定します。「グローバル設定項目」Web画面では、
Workflow管理者ロールとWorkflow Web Agentを定義できます。2-9ページの「手順
WF-2 グローバル・ユーザー設定項目の設定」を参照してください。

2. 組織のディレクトリ・リポジトリで現在定義されているユーザーとロールに、Oracle 
Workflowのディレクトリ・サービスをマッピングします。そのためには、これらの
データベース表に基づいてビューを作成します。通知システムでは、これらのビューを
使用してアクティビティに指定されている実行者に通知を送信します。ロールは、個々
のユーザーまたはグループです。Oracle Workflowには、ディレクトリ・サービスのサ
ンプル・ビューが用意されているため、それを変更して再ロードできます。2-14ページ
の「手順WF-3 Oracle Workflowのディレクトリ・サービスの設定」を参照してくださ
い。

3. Oracle8iのインストールで定義した言語を識別するWF_LANGUAGESビューを作成し
ます。Oracle Workflowでは、このビューを使用して、インストールされている言語別
に、変換前のベース表に見つかった行にマッピングする行を変換表に作成します。2-21
ページの「手順WF-4 WF_LANGUAGESビューの作成」を参照してください。

4. 通知メーラーを使用する場合は、環境変数 http_proxyを定義します。2-24ページの
「手順WF-6 環境変数 http_proxyの設定」を参照してください。

5. ワークフロー・サーバーが UNIXプラットフォームにインストールされている場合は、
環境変数WF_RESOURCESを定義します。2-25ページの「手順WF-7 環境変数WF_
RESOURCESの設定」を参照してください。

6. システム上のメインのワークフロー・エンジンの負荷とスループットを管理できるよう
に、バックグラウンドのワークフロー・エンジンを設定します。メインのエンジンと
バックグラウンド・エンジンのコストのしきい値レベルを指定して、エンジンで処理す
るアクティビティと延期するアクティビティを決定します。2-28ページの「手順WF-9 
バックグラウンドのワークフロー・エンジンの設定」を参照してください。
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Oracle Applications embedded Workflowでの設定手順の概要（必須）での設定手順の概要（必須）での設定手順の概要（必須）での設定手順の概要（必須）
1. 「グローバル設定項目」Web画面を使用して、自社組織に対するデフォルトの Oracle 

Workflowユーザー設定項目を設定します。「グローバル設定項目」Web画面では、
Workflow管理者ロールとWorkflow Web Agentを定義できます。2-9ページの「手順
WF-2 グローバル・ユーザー設定項目の設定」を参照してください。

2. システム・プロファイル・オプション「ソケット・リスナー有効化」を「Yes」に設定
します。2-23ページの「手順WF-5 「ソケット・リスナー有効化」プロファイル・オプ
ションの設定」を参照してください。

3. 通知メーラーを使用する場合は、環境変数 http_proxyを定義します。2-24ページの
「手順WF-6 環境変数 http_proxyの設定」を参照してください。

4. システム上のメインのワークフロー・エンジンの負荷とスループットを管理できるよう
に、バックグラウンドのワークフロー・エンジンを設定します。メインのエンジンと
バックグラウンド・エンジンのコストのしきい値レベルを指定して、エンジンで処理す
るアクティビティと延期するアクティビティを決定します。2-28ページの「手順WF-9 
バックグラウンドのワークフロー・エンジンの設定」を参照してください。

オプションの設定手順オプションの設定手順オプションの設定手順オプションの設定手順
1. Oracle Applications embedded Workflowを使用する場合は、WF_ITEM_ACTIVITY_

STATUSES、WF_ITEM_ACTIVITY_STATUSES_H、WF_ITEM_ATTRIBUTE_VALUES
およびWF_ITEMS表をパーティション化し、パフォーマンスを改善できます。2-7ペー
ジの「手順WF-1 ワークフロー表のパーティション化」を参照してください。

2. 認定済みのドキュメント管理システムを Oracle Workflowに統合する場合は、「ドキュ
メント・ノード」Web画面でドキュメント管理システムのノードを定義します。2-25
ページの「手順WF-8 ドキュメント管理リポジトリの定義」を参照してください。

3. ユーザーが電子メールで通知を受け取れるようにする場合は、通知メーラー・プログラ
ムを設定します。2-31ページの「手順WF-10 通知メーラーの導入」を参照してくださ
い。

4. 電子メール通知用のテンプレートを変更できます。2-49ページの「手順WF-11 メッ
セージ・テンプレートの変更」を参照してください。

注意注意注意注意 : Oracle Workflowのインストールでは、次の情報が自動的に設定
されますが、該当するセクションを参照してバックグラウンド情報を追加
することもできます。

ディレクトリ・サービス :  2-14ページ

WF_LANGUAGESビュー :  2-21ページ

言語依存リソース・ファイルへのパス :  2-25ページ
2-4 Oracle8i Workflowガイド



設定の概要
5. Oracle WorkflowのWeb画面に表示される会社のロゴをカスタマイズします。2-59
ページの「手順WF-12 Oracle WorkflowのWeb画面のロゴのカスタマイズ」を参照し
てください。

6. Oracle Workflowのアイコン・サブディレクトリにアイコンを追加して、ワークフ
ロー・プロセスのダイアグラム表示をカスタマイズできます。定義した各アクティビ
ティに、カスタム・アイコンを使用できます。2-60ページの「手順WF-13 Oracle 
Workflowへのカスタム・アイコンの追加」を参照してください。

その他のワークフロー機能その他のワークフロー機能その他のワークフロー機能その他のワークフロー機能
Oracle Workflowとカスタム・プロセス定義を他の支社に展開する前に、ユーザーがその
データにアクセスできるレベルを指定して、データが変更されるのを防ぐことができます。
2-60ページの「Oracle Workflowのアクセス保護の概要」を参照してください。

ワークフロー定義ローダーを使用すると、Oracle Workflow Builderを使用せずに、フラッ
ト・ファイルからデータベースにワークフロー・プロセスの定義をロードできます。2-65
ページの「ワークフロー定義ローダーの使用」を参照してください。

Oracle Workflow Serverのバージョンの確認のバージョンの確認のバージョンの確認のバージョンの確認
実行中の Oracle Workflow Serverのバージョンを判断する場合は、SQL*Plusを使用してス
クリプト wfver.sqlを実行すると、Oracle Workflow Serverのアカウントに接続できます。
14-12ページの「wfver.sql」を参照してください。

また、ワークフロー定義ローダー、Oracle Workflow Builder、通知メーラーおよびワークフ
ロー・モニターなど、Oracle Workflowのすべてのモジュールでは、稼働している Oracle 
Workflow Serverのバージョンとの互換性が自動的に検証されます。このバージョンの互換
性チェックを使用すると、Oracle Workflow 2.0.3データベース上で Oracle Workflow 
Builder 2.5を実行するなどの問題を回避できます。
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設定の概要
設定フローチャート設定フローチャート設定フローチャート設定フローチャート
このフローチャートと設定チェックリストには、必須必須必須必須手順とオプション手順が含まれていま
す。オプションオプションオプションオプション手順を実行する必要があるのは、その関連機能や特定のビジネス機能全体を
使用する計画がある場合のみです。

Oracle Workflow の設定の設定の設定の設定

手順WF-1

表のパーティ
ション

手順WF-6

環境変数
http_proxy

手順WF-10

通知メーラー

手順WF-2

グローバル・
ユーザー設定

項目

手順WF-7

環境変数
WF_RESOURCES

手順WF-11

メッセージ・
テンプレート

手順WF-3

ディレクトリ・
サービス

手順WF-8

ドキュメント
管理リポジトリ

手順WF-12
Oracle

Workflowの
Web画面の
ロゴ

手順WF-4

WF_LANGUAGES

ビュー

手順WF-9

バックグラウン
ド・エンジン

手順WF-13

カスタム・
アイコン

手順WF-5

ソケット・
リスナー有効化
プロファイル・
オプション

凡例凡例凡例凡例
必須手順

デフォルトが
ある必須
手順

オプション
手順
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設定の概要
設定チェックリスト設定チェックリスト設定チェックリスト設定チェックリスト
次の表は、Oracle Workflowの設定手順を示しています。手順が Oracle Workflowのスタン
ドアロン版と埋込み版のどちらに関連しているか、またオプションか必須かを明記してあり
ます。

設定手順設定手順設定手順設定手順

手順手順手順手順WF-1 ワークフロー表のパーティション化ワークフロー表のパーティション化ワークフロー表のパーティション化ワークフロー表のパーティション化

Oracle Applications embedded Workflowを使用する場合は、必要に応じてスクリプト
wfupartb.sqlを実行し、特定のワークフロー表をパーティション化できます。パフォーマン
ス改善のため、この手順を実行することをお薦めします。

手順手順手順手順
番号番号番号番号 必須必須必須必須 手順手順手順手順

スタンドアロンスタンドアロンスタンドアロンスタンドアロン /
埋込み埋込み埋込み埋込み /両方両方両方両方

手順WF-1 オプション 2-7ページ「手順WF-1 ワークフロー表のパーティション化」 埋込み

手順WF-2 必須 2-9ページ「手順WF-2 グローバル・ユーザー設定項目の設定」 両方

手順WF-3 必須 2-14ページ「手順WF-3 Oracle Workflowのディレクトリ・サー
ビスの設定」

スタンドアロン

手順WF-4 必須 2-21ページ「手順WF-4 WF_LANGUAGESビューの作成」 スタンドアロン

手順WF-5 必須 2-23ページ「手順WF-5 「ソケット・リスナー有効化」プロ
ファイル・オプションの設定」

埋込み

手順WF-6 必須 2-24ページ「手順WF-6 環境変数 http_proxyの設定」 両方

手順WF-7 必須 2-25ページ「手順WF-7 環境変数WF_RESOURCESの設定」 埋込み

手順WF-8 オプション 2-25ページ「手順WF-8 ドキュメント管理リポジトリの定義」 両方

手順WF-9 必須 2-28ページ「手順WF-9 バックグラウンドのワークフロー・エ
ンジンの設定」

両方

手順WF-10 オプション 2-31ページ「手順WF-10 通知メーラーの導入」 両方

手順WF-11 オプション 2-49ページ「手順WF-11 メッセージ・テンプレートの変更」 両方

手順WF-12 オプション 2-59ページ「手順WF-12 Oracle WorkflowのWeb画面のロゴ
のカスタマイズ」

両方

手順WF-13 オプション 2-60ページ「手順WF-13 Oracle Workflowへのカスタム・アイ
コンの追加」

両方
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このスクリプトにより、次の表がパーティション化され、関連する索引が再作成されます。

wfupartb.sqlが失敗した場合にリストアできるように、このスクリプトを実行する前に、前述
の 4つの表のバックアップを作成する必要があります。

このスクリプトを実行するには、表と索引の表領域に十分な空き領域が必要です。このスク
リプトでパーティション表を作成中には、基礎となる表と同じ表領域内に、表より少し大き
いディスク領域が必要となります。同様に、索引の表領域にも十分な空き領域が必要です。

また、スクリプト完了までに十分な時間を見込む必要があります。所要時間は、表データの
量に応じて異なります。旧リリースからのアップグレード後のように、表に既存のデータが
含まれている場合は、Oracle Workflowの初回インストール後のように表が空の場合に比べ
て、スクリプトの完了までに時間がかかります。最短時間で完了するには、このスクリプト
を設定プロセスのできるだけ早い段階で実行します。

このスクリプトは、$FND_TOPの admin/sqlサブディレクトリにあります。このスクリプト
の使用方法は、次のとおりです。

sqlplus <apps_user>/<apps_passwd> @wfupartb <fnd_user> \
<fnd_passwd> <apps_user> <apps_passwd>

表表表表 2-1

表表表表 索引索引索引索引

WF_ITEM_ACTIVITY_STATUSES WF_ITEM_ACTIVITY_STATUSES_PK

WF_ITEM_ACTIVITY_STATUSES_N1

WF_ITEM_ACTIVITY_STATUSES_N2

WF_ITEM_ACTIVITY_STATUSES_H WF_ITEM_ACTIVITY_STATUSES_H_N1

WF_ITEM_ACTIVITY_STATUSES_H_N2

WF_ITEM_ATTRIBUTE_VALUES WF_ITEM_ATTRIBUTE_VALUES_PK

WF_ITEMS WF_ITEMS_PK

WF_ITEMS_N1

WF_ITEMS_N2

WF_ITEMS_N3

注意注意注意注意 : SQL*Netを介してwfupartb.sqlを実行する場合は、開始前に TWO_
TASK変数を設定する必要があります。
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次に例を示します。

sqlplus apps/apps @wfupartb applsys apps apps apps

このスクリプトが失敗した場合は、必要なクリーン・アップを手動で実行する必要がありま
す。このスクリプトによる操作は nologgingモードでの DDL操作のため、ロールバックはで
きません。

コンテキストコンテキストコンテキストコンテキスト :この手順を実行する必要があるのは、1度のみです。

手順手順手順手順WF-2 グローバル・ユーザー設定項目の設定グローバル・ユーザー設定項目の設定グローバル・ユーザー設定項目の設定グローバル・ユーザー設定項目の設定

「ユーザー設定項目」Web画面から設定できるユーザー設定項目を指定し、Oracle 
Workflowとの対話方法を制御できます。ワークフロー管理者は、「グローバル設定項目」
Web画面にアクセスできます。このWeb画面では、会社全体のユーザー設定項目のデフォ
ルト値をグローバルに設定できます。各ユーザーは、「ユーザー設定項目」Web画面でユー
ザー設定項目の値を変更して、いつでもデフォルトのユーザー設定項目を上書きできます。
どちらのWeb画面にも Oracle Workflowホーム・ページからアクセスできますが、「グロー
バル設定項目」ページにアクセスできるのはワークフロー管理者のみです。

コンテキストコンテキストコンテキストコンテキスト :この手順を実行する必要があるのは、1度のみです。

➤ ➤ ➤ ➤ グローバル・ユーザー設定項目の設定グローバル・ユーザー設定項目の設定グローバル・ユーザー設定項目の設定グローバル・ユーザー設定項目の設定

1. Webブラウザを使用して Oracle Workflowホーム・ページに接続し、次のように「グ
ローバル設定項目」のリンクを選択します。

<webagent>/wfa_html.home

または、次のように「グローバル設定項目」Web画面に直接接続します。

<webagent>/wf_pref.edit?edit_defaults=Y

<webagent>は、Webサーバーで Oracle Workflow用に構成されたWebエージェント
のベース URLを表します。

注意注意注意注意 : 「グローバル設定項目」および「ユーザー設定項目」Web画面の
言語、地域および通知の各設定は、ディレクトリ・サービス・ビューに
よって、「Language」、「Territory」および「Notification_Preference」の各
列が Oracle Workflow設定項目表にマップされている場合のみ有効です。
他の設定ソースにマップしている場合や、ハードコード化された値をこれ
らの列に設定している場合には、設定用のWeb画面経由で行った変更は
すべて無視されます。2-14ページの「手順WF-3 Oracle Workflowのディ
レクトリ・サービスの設定」を参照してください。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 9-4ページ「ユーザー設定項目の設定」
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2. 「グローバル設定項目」Web画面に、現在のグローバル設定項目の要約が表示されます。
「更新」を選択し、この設定項目を変更します。

注意注意注意注意 : これらのページにはセキュリティが適用されるので、現行のWeb
セッションで有効なユーザーとしてログインしていない場合は、ページが
表示される前に有効なユーザーとしてのログインを求めるプロンプトが表
示されます。
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3. 「Workflow管理者」フィールドで値リストを使用し、ワークフロー管理者権限を割り当
てるロールを選択します。このロールを割り当てられたユーザーは、Oracle Workflow
の「プロセス検索」Web画面を実行でき、Oracle Workflowの管理機能へのフルアクセ
ス権が付与されます。さらに、管理ロール内のユーザーは他の全ユーザーの通知を閲覧
できます。

開発環境のように、すべてのユーザーとロールにワークフロー管理権限を付与する場合
は、「Workflow管理者」フィールドにアスタリスク（*）を入力します。2-14ページの
「手順WF-3 Oracle Workflowのディレクトリ・サービスの設定」を参照してください。

4. Oracle WebDB、Oracle Web Application ServerまたはOracle Application ServerでOracle 
Workflow用に定義した Oracle Web Agentのベース URLを、「Workflow Web Agent」
フィールドに入力します。

注意注意注意注意 : このフィールドに Oracle Workflow Web Agentのベース URLを
指定しないと、Oracle Workflowの多くのWeb画面で、表示されている
値リストの各フィールドが正しく機能しなくなります。
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設定の概要
� Webサーバーとして Oracle WebDBを使用している場合、ベースURLは次のように
なります。

http://<server.com:portID>/<DAD_name>

<server.com:portID>は、Web Listenerが要求を受け取るサーバーと TCP/IP
ポート番号を表し、<DAD_name>は Oracle Workflowのデータベース・スキーマ
用に構成された DADの名前を表します。

� WebサーバーとしてOracle Web Application Serverを使用している場合、ベースURL
は次のようになります。

http://<server.com:portID>/<plsqlagent>/plsql

<plsqlagent>は、Oracle Workflowのデータベース・スキーマ用に構成された
PL/SQL Agentの名前を表します。

� WebサーバーとしてOracle Application Serverを使用している場合、ベースURLは次
のようになります。

http://<server.com:portID>/<plsql_agent_virtual_path>

<PLSQL_agent_virtual_path>は、Oracle Workflowのデータベース・スキー
マ用に構成された PL/SQL Agentのアプリケーション仮想パスを表します。

詳細は、Oracle WebDB、Oracle Web Application ServerまたはOracle Application Serverの
ドキュメントを参照してください。

5. 「言語」フィールドと「地域」フィールドでは、リストの値を使用して NLS_
LANGUAGEとNLS_TERRITORYの組合せを選択し、通知セッションのデフォルトの言
語依存動作と地域依存書式設定を定義します。

6. 「日付書式」フィールドでは、全ユーザーのワークフロー・データベース・セッション
についてデフォルトの日付書式を定義する Oracle8i準拠の日付書式を入力します。

7. 「日付書式」フィールドでは、全ユーザーのワークフロー・データベース・セッション
についてデフォルトの日付書式を定義する Oracle8i準拠の日付書式を指定します。
Oracle8i準拠の日付書式の例としては、DD-Mon-RRRRがあります。日付書式を指定し
なかった場合、日付書式のデフォルトは DD-MON-YYYYになります。

注意注意注意注意 : Oracle Applications embedded Workflowを使用している場合は、
APPS_WEB_AGENTのプロファイル・オプションも編集する必要があり
ます。
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設定の概要
8. 「ドキュメント・ホーム・ノード」フィールドでは、値リストを使用して、添付された
ドキュメント管理文書を添付またはアクセスするときに、ユーザーがアクセスするデ
フォルトのドキュメント管理リポジトリを選択します。

9. 「電子メール通知を送信してください」セクションで、次の通知設定項目を選択します。

– HTML mail:  通知が HTML電子メールとして送られてきます。ユーザーがメール
を読むには、HTML形式の電子メール・ビューアを使用する必要があります。

– HTML添付ファイル付きのプレーン・テキスト・メール :  通知がプレーン・テキス
ト電子メールとして送信されますが、添付ファイルとして HTML形式の通知が添
付されます。

– プレーン・テキスト・メール :  通知がプレーン・テキストの電子メールとして送ら
れてきます。

– プレーン・テキスト要約メール :  すべての通知の要約がプレーン・テキストの電子
メールとして送られてきます。個々の通知を処理するには、「通知」Web画面を使
用する必要があります。

– メールを送信しないでください : 通知は電子メールとして送信されません。通知の
表示と処理には、「通知」Web画面を使用する必要があります。

10. 変更の終了後に「OK」をクリックします。

注意注意注意注意 : Oracle Workflowでは、日付書式に時間書式を指定しなくても、表
示される日付によっては時間要素が含まれる場合があります。日付書式と
ともに時間書式を指定すると、Oracle Workflowで時間要素が表示される場
合に、日付の後に 2つの時間要素が表示されます。

注意注意注意注意 : 言語、地域、ドキュメント・ホーム・ノードおよび通知のグロー
バルな設定項目は、-WF_DEFAULTS-という特殊なユーザー名で、Oracle 
Workflowの設定項目表に保存されます。Workflow管理者ロールおよび
Workflow Web Agentの情報は、ワークフロー・リソース表に保存されま
す。
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設定の概要
手順手順手順手順WF-3 Oracle Workflowのディレクトリ・サービスの設定のディレクトリ・サービスの設定のディレクトリ・サービスの設定のディレクトリ・サービスの設定

Oracle Workflowでは、ワークフロー・ユーザーやロールのユーザーを柔軟に定義できま
す。リポジトリを構成するデータベースの表を基に 3つのビューを作成し、Oracle 
Workflowがユーザーとロールの情報を参照するディレクトリ・リポジトリを決定します。
この 3つのビューは次のとおりです。

� WF_USERS

� WF_ROLES

� WF_USER_ROLES

また、Oracle Workflowには、WF_LOCAL_USERS、WF_LOCAL_ROLESおよびWF_
LOCAL_USER_ROLESという 3つのローカル表があり、各表にはそれぞれWF_USERS、
WF_ROLESおよびWF_USER_ROLESビューで定義される列と類似の列があります。これら
の表を使用し、適切なディレクトリ・サービス PL/SQL APIをコールして、既存のディレク
トリ・リポジトリに含まれていないユーザーとロールを保存できます。8-86ページの
「Workflow Directory Services API」を参照してください。

コンテキストコンテキストコンテキストコンテキスト :この手順を実行する必要があるのは、1度のみです。

WF_USERS
WF_USERSビューでは、ワークフロー通知を受信する組織内のすべてのユーザーに関する
情報を参照する必要があります。このビューの作成時には、次の列を必ず含めます。

� Name:  ワークフロー・エンジンと通知システムが参照するユーザーの内部名。たとえ
ば、ユーザーの内部名として mbeechや 009を使用できます。この場合、009は、
ユーザーの従業員 IDを表します。

注意注意注意注意 : ディレクトリ・サービス・ビューにユーザーおよびロールを追加
するときには、DUALからは選択しないでください。これはビューの特定
の列に対する一意の制約に違反し、「select from DUAL」文の間の不要な結
合によってパフォーマンスが低下するためです。

関連項目関連項目関連項目関連項目 :

2-19ページ「事前に定義されたディレクトリ・サービス」

5-19ページ「アド・ホックのユーザーおよびロール」
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設定の概要
� Display_Name:  ユーザーの表示名。表示名の例は「Beech, Matthew」です。

� Description:  ユーザーの説明（オプション）。

� Notification_Preference:  このユーザーの通知の受信方法を指定します。値に
MAILTEXT、MAILHTMLまたはMAILATTHを指定すると、ユーザーはそれぞれプ
レーン・テキストの電子メール、HTML形式の電子メールまたはHTML添付ファイル
付きのプレーン・テキストの電子メールで、通知を受信して応答できます。値に
QUERYを指定すると、ユーザーは「通知」Web画面から通知を問合せできます。ま
た、値に SUMMARYを指定すると、ユーザーは処理中の通知の要約を示す電子メール
を定期的に受信できます。ただし、個々の通知に応答するには、その通知を「通知」
Web画面で問い合せる必要があります。10-2ページの「通知処理の概要」および 2-32
ページの「通知環境設定」を参照してください。

� Language:  Oracle8iのNLS_LANGUAGE初期化パラメータの値。この値では、ユー
ザーの通知セッションのデフォルトの言語依存動作を指定します。サポートされている
言語の表記法一覧は、Oracle8iのユーザーズ・ガイドまたはインストレーション・マ
ニュアルを参照してください。

注意注意注意注意 : Name列のソースには、長さ 30文字以内で大文字のみの列を使用
する必要があります。この条件と一致する列がソース表になくても、文字
列関数を使用してこの制限を回避しないでください。かわりに、Name列
を<orig_system>:<orig_system_id>として定義すると、ユーザーが格納され
ている元の実表とその表内の特定のユーザーを Oracle Workflowで参照で
きます。たとえば、「PER_PEOPLE:009」は、従業員 IDが 009で、PER_
PEOPLEという人事表に格納されているユーザーを表します。

注意注意注意注意 : 通知環境設定がMAILTEXT、MAILHTMLまたはMAILATTHの
場合、ユーザーは自分の通知を「通知」Web画面から問い合せることもで
きます。

注意注意注意注意 : 次の文を使用して、Oracle Workflow環境設定表に「Notification_
Preference」列をマップできます。これにより、「グローバル設定項目」
Web画面を使用して、社内の全ユーザーにデフォルトの通知環境設定をグ
ローバルに設定でき、各ユーザーは「ユーザー設定項目」Web画面の通知
環境設定を変更して、このデフォルト値を上書きできます。2-9ページの
「手順WF-2 グローバル・ユーザー設定項目の設定」、9-4ページの「ユー
ザー設定項目の設定」および 8-109ページの「get_pref」を参照してくだ
さい。

NVL(wf_pref.get_pref(USR.USER_NAME,'MAILTYPE'),'MAILHTML')
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設定の概要
� Territory:  Oracle8iの NLS_TERRITORY初期化パラメータの値。この値では、ユーザー
の通知セッションで使用される地域依存の書式のデフォルト値を指定します。サポート
されている地域の表記法一覧は、Oracle8iのユーザーズ・ガイドまたはインストレー
ション・マニュアルを参照してください。

注意注意注意注意 : 「グローバル設定項目」Web画面で言語を指定すると、社内の全
ユーザーに言語をグローバル設定できます。各ユーザーは、「ユーザー設
定項目」Web画面で言語を変更し、このデフォルト値を上書きできます。
2-9ページの「手順WF-2 グローバル・ユーザー設定項目の設定」、9-4
ページの「ユーザー設定項目の設定」および 8-109ページの「get_pref」
を参照してください。

注意注意注意注意 : 次の文を使用して、Oracle Workflow環境設定表に「Language」
列をマップできます。これにより、「グローバル設定項目」Web画面を使
用して、社内の全ユーザーにデフォルトの言語をグローバルに設定でき、
各ユーザーは「ユーザー設定項目」Web画面の言語を変更して、このデ
フォルト値を上書きできます。2-9ページの「手順WF-2 グローバル・
ユーザー設定項目の設定」および 9-4ページの「ユーザー設定項目の設定」
を参照してください。

NVL(wf_pref.get_pref(USR.USER_NAME,'LANGUAGE'),FNDL.NLS_
LANGUAGE)

注意注意注意注意 : 通知の送信時に通知メーラーによって使用される電子メール・テ
ンプレートが、設定する言語に変換されていることを必ず確認してくださ
い。電子メール・テンプレートは、サブディレクトリ
$ORACLE_HOME/wf/res/<lang>の下にある wfmail.wftというファイ
ルで送信されます。適切な言語サブディレクトリをチェックし、設定する
言語にテンプレートが変換されているかどうかを確認します。2-49ページ
の「手順WF-11 メッセージ・テンプレートの変更」を参照してください。
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設定の概要
� Email_Address:  ユーザーの有効な電子メール・アドレス、または電子メール・システ
ムで定義されているメール配布リスト。

� Fax:  ユーザーのファックス番号。

� Orig_System:  ビューの元になっているディレクトリ・リポジトリに割り当てるコード。
たとえば、このビューが人事管理システムに保存されている個人データを元にしている
場合は、Orig_Systemを PERとして定義できます。

� Orig_System_ID: リポジトリ・システムのユーザーを識別する主キー。たとえば、
Orig_System_IDを、PER_PEOPLEという人事管理データベース表の PERSON_ID列に
格納されている値として定義できます。

� Status: ワークフロー・プロセスに参加するユーザーの使用可能ステータス。考えられる
ステータスには、アクティブ（ACTIVE）、長時間使用不可（EXTLEAVE）、永久的に使
用不可（INACTIVE）、一時的に使用不可（TMPLEAVE）があります。これらのステー
タスは、WFSTD_AVAILABILITY_STATUSという選択肢タイプにも保存されています。

� Expiration_Date: ディレクトリ・サービスにおいて、ユーザーが有効でなくなる日付。

WF_ROLES
WF_ROLESビューでは、Workflow通知を受信する組織内のすべてのロールに関する情報を
参照する必要があります。このビューの作成時には、リポジトリ内のロールに関する次の列
を含める必要があります。アスタリスク（*）で始まる列は、WF_USERSビューに関して前
述した同じ列と同様です。

注意注意注意注意 : 次の文を使用して、Oracle Workflow環境設定表に「Territory」
列をマップできます。これにより、「グローバル設定項目」Web画面を使
用して、社内の全ユーザーにデフォルトの地域をグローバルに設定でき、
各ユーザーは「ユーザー設定項目」Web画面の地域を変更して、このデ
フォルト値を上書きできます。2-9ページの「手順WF-2 グローバル・
ユーザー設定項目の設定」、9-4ページの「ユーザー設定項目の設定」およ
び 8-109ページの「get_pref」を参照してください。

NVL(wf_pref.get_pref(USR.USER_NAME,'TERRITORY'),FNDL.NLS_TERRITORY)

注意注意注意注意 : WF_USERSで識別される各ユーザーも、ロールとして定義してお
く必要があります。
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設定の概要
� Name: ロールの内部名。Name列のソースには、長さ 30文字以内で大文字のみの列を使
用する必要があります。この条件と一致する列がソース表になくても、文字列関数を使
用してこの制限を回避しないでください。かわりに、Name列を <orig_system>:<orig_
system_id>として定義すると、ロールが格納されている元の実表とその表内の特定の
ロールを Oracle Workflowで参照できます。たとえば、「PER_POSITION:009」は、IDが
009で、PER_POSITIONという人事表に格納されている職階を表します。

� *Display_Name

� Description

� Notification_Preference

� Language

� Territory

� Email_Address:　指定したロールについてメール・アドレスがNULLの場合、通知メー
ラーはロール内の各ユーザー宛てに個別の電子メールを送信します。

� Fax

� Orig_System

� Orig_System_ID

� Expiration_Date

WF_USER_ROLES
WF_USER_ROLESビューは、WF_USERSおよびWF_ROLES内のユーザーとロールの共通
部分です。このビューの作成時には、次の列を必ず含めます。

� User_Name: WF_USERSビューに表示されているユーザーの内部名

� User_Orig_System: WF_USERSビューに表示されているユーザー・ディレクトリ・リポ
ジトリに割り当てるコード

注意注意注意注意 : ユーザーがロールのメンバーであり、そのユーザーの情報がロー
ル情報とは異なる場合、通知システムによってロールに通知が配信される
ときに、ユーザー情報がロール情報で上書きされます。たとえば、ある
ユーザーの通知環境設定に SUMMARYが設定されていて、同時にその
ユーザーが通知環境設定にMAILHTMLが設定されているマルチユー
ザー・ロールのメンバーを兼ねている場合を考えます。マルチユーザー・
ロールに通知が割り当てられると、このユーザーはその通知が含まれる要
約メッセージではなく、ロールに送信された 1つの通知メッセージを受信
します。
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設定の概要
� User_Orig_System_ID: WF_USERSビューに表示されているユーザー・ディレクトリ・
リポジトリ内のユーザーを識別する主キー

� Role_Name: WF_ROLESビューに表示されているロールの内部名

� Role_Orig_System: WF_ROLESビューに表示されているロール・ディレクトリ・リポジ
トリに割り当てるコード

� Role_Orig_System_ID: WF_ROLESビューに表示されているロール・ディレクトリ・リ
ポジトリ内のロールを識別する主キー

事前に定義されたディレクトリ・サービス事前に定義されたディレクトリ・サービス事前に定義されたディレクトリ・サービス事前に定義されたディレクトリ・サービス
Oracle Workflowには、3つのディレクトリ・サービス環境のうちの 1つを実現するための
スクリプトが用意されています。Oracle Applications embedded Workflowを使用している
場合は、次の処理が自動的に実行されます。

� Oracle Workflowディレクトリ・サービスと Oracle Applicationsの統一環境との統合

Oracle Workflowのスタンドアロン版を使用する場合は、次の 2つのディレクトリ・サービ
スのどちらかを選択するか、または独自に作成できます。

� ネイティブの Oracleユーザーとのディレクトリ・サービス

� ローカルのワークフロー・ユーザーとのディレクトリ・サービス

これらのディレクトリ・サービス環境は、それぞれのスクリプトを編集してワークフロー・
サーバーに対して再実行すると、さらにカスタマイズできます。

注意注意注意注意 : ユーザーの問合せ時に一意の索引を利用するには、データベース
にすべて大文字でユーザー名を入力してください。ビュー定義でユーザー
名を大文字に変換すると、ビューへのアクセス・パフォーマンスが低下し
ます。

警告警告警告警告 : データベース・パフォーマンスが低下するため、UNIONを含む
ビューへの結合は作成しないでください。このような結合を作成すると、
Oracle8iではビューの索引を保存できません。ほとんどの場合、UNION
を含むワークフロー・ディレクトリ・サービスのビューを作成することに
なるため、これらのビューに直接結合しないでください。ディレクトリ・
サービスの 3つのビューからデータを取り出す必要がある場合は、該当す
るディレクトリ・サービス APIを使用してください。8-86ページの
「Workflow Directory Services API」を参照してください。
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設定の概要
➤ ➤ ➤ ➤ Oracle Workflowディレクトリ・サービスとディレクトリ・サービスとディレクトリ・サービスとディレクトリ・サービスと Oracle Applicationsの統一環境の統合の統一環境の統合の統一環境の統合の統一環境の統合

Oracle Applications embedded Workflowを使用する場合は、Oracle Workflowディレクト
リ・サービス・ビューの基礎として Oracle Applications統一環境が自動的に使用されます。
統一環境には、Oracle Human Resources表、Oracle Application Object Library表、Oracle 
Applicationsの各種の表およびWF_LOCAL表がマップされます。

Oracle Workflowには、この統一環境にマップするWF_USERS、WF_ROLESおよびWF_
USER_ROLESビューを定義する sqlスクリプトが用意されています。このスクリプトは、
Oracle Applicationsの導入時に自動的にインストールされ、統一環境が作成されます。ただ
し、このスクリプトをなんらかの理由で編集して実行し直す必要がある場合、このスクリプ
トは wfdirhrv.sqlという名前でサーバー上の $FND_TOPの admin/sqlサブディレクトリ
に格納されています。

WF_LOCAL_USERSとWF_LOCAL_ROLESに格納されているユーザーおよびロールの他
に、統一環境のすべてのワークフロー・ユーザーとロールのデフォルト通知環境設定は
「MAILHTML」に設定されます。

➤ ➤ ➤ ➤ Oracle Workflowディレクトリ・サービスとネイティブディレクトリ・サービスとネイティブディレクトリ・サービスとネイティブディレクトリ・サービスとネイティブ Oracleユーザーの統合ユーザーの統合ユーザーの統合ユーザーの統合

Oracle Workflowのスタンドアロン版を使用する予定であれば、ディレクトリ・サービスを
Oracle RDBMS内でネイティブのユーザーとロールにマップできます。各ビューの基礎とし
て DBA_USERS、WF_LOCAL_USERS、DBA_ROLESおよびWF_LOCAL_ROLES表を使用
します。

Oracle Workflowには、ビューの設定に使用可能なスクリプトが用意されています。サーバー
上の、Oracle Workflowの sqlサブディレクトリにあるwfdirouv.sqlスクリプトを使用し
ます。このスクリプトでは、3つのビューが作成されます。

WF_USERSビューでは、各 DBAユーザーと、WF_LOCAL_USERSに格納されている任意
のユーザーに対してワークフロー・ユーザーが作成されます。各 DBAユーザーの場合、元
のシステムは ORACLEと呼ばれ、元のシステム IDは DBA_USERSの USERNAME列にな
ります。各 DBAユーザーに対するデフォルトの通知環境設定は、MAILHTMLです。

WF_ROLESビューには、WF_USERSビューの全ユーザー、WF_LOCAL_ROLES表で定義
される全ロールおよび DBA_ROLESの全ロールが含まれます。role_nameはWFで始まりま
す。各 DBAロールの場合、元のシステムは ORACLEと呼ばれ、元のシステム IDは DBA_

注意注意注意注意 : 独自のディレクトリ・サービスを作成するか、前述の事前に定義
されたディレクトリ・サービスを編集する場合は、wfdirchk.sqlスクリプ
トを実行し、ディレクトリ・サービスのデータ・モデルを検証する必要が
あります。このスクリプトは、Oracle Workflowのスタンドアロン版の場
合はサーバー上の Oracle Workflowの admin/sqlサブディレクトリに、
Oracle Applications embedded Workflowの場合は $FND_TOPの sqlサ
ブディレクトリに格納されています。14-8ページの「wfdirchk.sql」を参
照してください。
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ROLESの ROLE列になります。各 DBAロールに対するデフォルトの通知環境設定は、
MAILHTMLです。

WF_USER_ROLESビューは、WF_USERSとWF_ROLES内のユーザーおよびロールの名前
と元のシステム情報で構成されます。

➤ ➤ ➤ ➤ Oracle Workflowディレクトリ・サービスとローカル・ワークフロー・ユーザーの統合ディレクトリ・サービスとローカル・ワークフロー・ユーザーの統合ディレクトリ・サービスとローカル・ワークフロー・ユーザーの統合ディレクトリ・サービスとローカル・ワークフロー・ユーザーの統合

スタンドアロン版の Oracle Workflowを使用する予定で、ディレクトリ・リポジトリのユー
ザーおよびロールが既存のデータベース表に格納されていない場合、WF_LOCAL表にユー
ザーおよびロールの情報を入力し、ディレクトリ・サービスをその表にマップできます。

Oracle Workflowには、ビューの設定に使用可能なスクリプトが用意されています。サーバー
上の、Oracle Workflowの sqlサブディレクトリにあるwfdircsv.sqlスクリプトを使用しま
す。このスクリプトでは、3つのビューが作成されます。このスクリプトでビューをカスタ
マイズし、カスタム・ディレクトリ・リポジトリからユーザーとロールを取り込むことがで
きます。

WF_USERSビューの元のシステムはWF_LOCAL_USERSで、元のシステム IDは 0です。

WF_ROLESビューには、WF_LOCAL_USERSの全ユーザーと、WF_LOCAL_ROLESで定
義される全ロールが含まれます。元のシステムはWF_LOCAL_ROLESで、元のシステム ID
は 0です。

WF_USER_ROLESビューは、WF_USERSとWF_ROLES内のユーザーおよびロールの名前
と元のシステム情報で構成されます。

手順手順手順手順WF-4 WF_LANGUAGESビューの作成ビューの作成ビューの作成ビューの作成

Oracle Workflow Builderのプロパティ画面のフィールド値とユーザーに送信される
Workflow通知を、Oracleのインストール先で定義された言語に変換できます。ただし、そ
のためには、Oracleのインストール時に定義された言語を識別するWF_LANGUAGESとい
うビューを作成する必要があります。Oracle Workflowでは、このビューを使用して、変換
前の実表で見つかった行にマップする各言語用の行が、変換可能な表内に作成されます。

WF_LANGUAGESビューには次の列が必要です。

� Code: 言語コード

� Display_Name: 言語の表示名

� NLS_Language: セッションのデフォルトの言語依存動作を指定する Oracle NLS_
LANGUAGE初期化パラメータの値

� NLS_Territory: セッションの地域依存の日付書式と数値書式のデフォルト値を指定する
Oracle NLS_TERRITORY初期化パラメータの値

� NLS_Codeset: 言語のキャラクタ・セット

� Installed_Flag: 言語が導入済みで使用可能かどうかを示すフラグ
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Oracle Workflowの事前に定義された各ディレクトリ・サービスのスクリプトには、WF_
LANGUAGESビューの例が含まれています。

コンテキストコンテキストコンテキストコンテキスト :この手順を実行する必要があるのは、1度のみです。

➤ ➤ ➤ ➤ Oracle Workflow Builderのユーザー定義オブジェクトの他言語による表示（スタンドアロのユーザー定義オブジェクトの他言語による表示（スタンドアロのユーザー定義オブジェクトの他言語による表示（スタンドアロのユーザー定義オブジェクトの他言語による表示（スタンドアロ
ン版のみ）ン版のみ）ン版のみ）ン版のみ）

1. Oracle Workflowをインストールします。

2. ワークフロー・サーバーでWF_LANGUAGESビューを作成します。

3. wfnlena.sqlスクリプトを実行し、該当する言語を使用可能にします。14-8ページの
「wfnlena.sql」を参照してください。

4. WFNLADD.sqlスクリプトを実行し、使用可能にした言語のための行を各ワークフ
ロー・オブジェクト変換表に作成します。14-4ページの「WFNLADD.sql」を参照して
ください。

5. 環境変数 NLS_LANGを、新しい言語に設定します。

たとえば、UNIXでは次のコマンドを使用します。

setenv NLS_LANG = 'language.territory_characterset'

Windows NTの場合は、regedit32コマンドを実行し、HKEY_LOCAL_
MACHINE/SOFTWARE/ORACLE階層の下で NLS_LANG設定を検索します。NLS_
LANGをダブルクリックして変数を新しい言語コードに設定し、編集結果を保存しま
す。

6. ワークフロー・プロセス定義の翻訳版を作成し、それをフラット・ファイル（.wft）と
して保存します。

7. 現在の NLS_LANG設定が正しいことを確認して、翻訳後の .wftファイルをWorkflow
データベースにロードします。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 『Oracle8i NLS ガイド』

注意注意注意注意 : Oracle Workflowリリース 2.0.3では、ワークフロー定義ローダー
とワークフロー・リソース・ジェネレータのどちらでも、NLS_LANGの
現在の設定を使用してロードする言語が決定されます。

Oracle Workflowリリース 2.5では、ワークフロー定義ローダーが .wft
ファイルに指定された言語を使用してロードする言語を決定し、ワークフ
ロー・リソース・ジェネレータが言語パラメータを受け取ります。言語パ
ラメータを指定しなければ、ワークフロー・リソース・ジェネレータでは
デフォルトで現在の NLS_LANGに設定されます。
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➤ ➤ ➤ ➤ Oracle WorkflowののののWebセッションの他言語による表示（スタンドアロン版のみ）セッションの他言語による表示（スタンドアロン版のみ）セッションの他言語による表示（スタンドアロン版のみ）セッションの他言語による表示（スタンドアロン版のみ）

� ワークフロー管理者として Oracle Workflowに複数の言語をインストールしている場合
は、「グローバル・ユーザー設定項目」Web画面の「言語」パラメータを設定し、ユー
ザーのWebセッションで表示されるデフォルトの言語を指定できます。各ユーザーは、
「ユーザー設定項目」Web画面で「言語」パラメータを設定し、このデフォルト言語を
上書きできます。2-9ページの「手順WF-2 グローバル・ユーザー設定項目の設定」お
よび 9-4ページの「ユーザー設定項目の設定」を参照してください。

➤ ➤ ➤ ➤ 電子メール通知の他言語による表示電子メール通知の他言語による表示電子メール通知の他言語による表示電子メール通知の他言語による表示

1. 適切な言語サブディレクトリ $ORACLE_HOME/wf/res/<lang>にあるファイル
wfmail.wftをチェックして、電子メール通知のテンプレートが、設定する言語に翻訳
されているかどうかを確認します。2-49ページの「手順WF-11 メッセージ・テンプ
レートの変更」を参照してください。

2. 表示する言語用の電子メール・テンプレートが使用可能であれば、「グローバル設定項
目」Web画面で、ユーザーおよびロールのデフォルト言語設定をその言語に設定できま
す。2-9ページの「手順WF-2 グローバル・ユーザー設定項目の設定」を参照してくだ
さい。

手順手順手順手順WF-5「ソケット・リスナー有効化」プロファイル・オプションの設定「ソケット・リスナー有効化」プロファイル・オプションの設定「ソケット・リスナー有効化」プロファイル・オプションの設定「ソケット・リスナー有効化」プロファイル・オプションの設定

「通知の詳細」Web画面には、通知メッセージのフォーム属性をサポートする添付フォー
ム・アイコンを表示できます。Oracle Applicationsユーザーは、Oracle Applicationsメニュー
から Oracle Workflowの通知の「ワークリスト」を起動できます。

この「ワークリスト」から、ユーザーは通知リンクを選択し、「通知の詳細」ページに通知
の内容を表示できます。「通知の詳細」ページに添付フォーム・アイコンが表示される場合
は、そのアイコンをクリックして Oracle Applicationsフォームを起動できます。

Oracle Workflowで「通知の詳細」ページからフォームを起動する前に、Oracle Applications
で適切なコンテキスト情報をチェックする必要があります。そのためには、フォーム側のソ
ケット・リスナーを有効化します。

Oracle Applicationsのソケット・リスナーを有効化するには、「システム・プロファイル値」
ウィンドウで「ソケット・リスナー有効化」プロファイル・オプションを「Yes」に設定し
ます。

注意注意注意注意 : Oracle WorkflowのWebセッションでは、Oracle Web Application 
ServerまたはOracle Application ServerのDADで指定するNLS設定は無視
されます。
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また、ワークフロー管理者は、Javaプラグイン用に $FND_
TOP/resource/<language>/wfcfg.msg内で次のトークン値を指定する必要がありま
す。

WF_CLASSID <Class ID for Jinitiator>
(Required if you are using Microsoft Internet Explorer.)

WF_PLUGIN_DOWNLOAD <Plugin location>
(Such as http://<server>/OA_JAVA/.)

WF_PLUGIN_VERSION <Plugin version>
(Such as 1.1.7.27.)

ワークフロー・リソース・ジェネレータを実行し、wfcfg.msgの内容をWF_RESOURCES
表にロードします。

コンテキストコンテキストコンテキストコンテキスト :この手順を実行する必要があるのは、1度のみです。

手順手順手順手順WF-6 環境変数環境変数環境変数環境変数 http_proxyの設定の設定の設定の設定

「属性」プロパティ画面で「内容の添付」がオンになっていれば、通知メーラーで URL属性
の URLコンテンツをフェッチします。参照されている URLが組織のファイアウォールの外
にある場合、通知メーラーは URLコンテンツをフェッチするために組織のプロキシ・サー
バーを通過する必要があります。Oracle Workflow Databaseと通知メーラーを起動する前
に、環境変数 http_proxyがプロキシ・サーバーを示すように設定します。

たとえば、UNIXの場合は、次のコマンドを使用して、環境変数 http_proxyを
www-proxy.yourcompany.com:80というプロキシ・サーバーに設定します。

setenv http_proxy "http://www-proxy.yourcompany.com:80/"

Oracle Workflowデータベースがリモート・データベースの場合は、Oracle Net8の listener.ora
ファイルを編集し、SID記述に環境変数 http_proxyを追加します。たとえば、次の SID記述
では、http_proxyは www-proxy.yourcompany.com:80に設定されます。

(SID_DESC=
(SID_NAME=V817)
(ORACLE_HOME=/oracle/app/oracle/product/8.1.7)
(ENVS='http_proxy=www-proxy.yourcompany.com:80')

)

コンテキストコンテキストコンテキストコンテキスト :この手順を実行する必要があるのは、1度のみです。

関連項目関連項目関連項目関連項目 :

『Oracle Applicationsシステム管理者ガイド』の「ユーザー・プロファイ
ル設定の概要」

8-71ページ「ワークフロー・リソース・ジェネレータの実行」
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手順手順手順手順WF-7 環境変数環境変数環境変数環境変数WF_RESOURCESの設定の設定の設定の設定

Oracle Workflowのスタンドアロン版を使用していて、ワークフロー・サーバーを UNIXプ
ラットフォーム上にインストールしている場合は、環境変数WF_RESOURCESを、言語依
存の Oracle Workflowリソース・ファイル（wf<language>.res）を指すように設定する
必要があります。通常、リソース・ファイルは、Oracle Workflow Serverのディレクトリ構
造のうち resサブディレクトリに格納されています。

ワークフロー・サーバーがWindows NTプラットフォームにインストールされていれば、
この環境変数を設定する必要はありません。Windows NT上のワークフロー・ サーバーで
は、wf<language>.resファイルのパスを識別するWF_RESOURCESのレジストリ設定が
自動的に行われます。

また、Oracle Applications embedded Workflowを使用する場合も、この環境変数の設定は
不要です。Oracle Applicationsの場合、言語依存の Oracle Workflowリソース・ファイルの
パスは $FND_TOP/$APPLRSC/wf<language>.resです。

コンテキストコンテキストコンテキストコンテキスト :この手順を実行する必要があるのは、1度のみです。

手順手順手順手順WF-8 ドキュメント管理リポジトリの定義ドキュメント管理リポジトリの定義ドキュメント管理リポジトリの定義ドキュメント管理リポジトリの定義

Oracle Workflowでは、オラクル社のサード・パーティ製のドキュメント管理（DM）統合
パートナとの間に、シームレスでオープンな統合が実現されています。

Oracle Workflowは、Webサーバー・エージェントのインタフェースを介して、これらの
DMシステムと通信します。<protocol>://<server:port>/の構文を使用して、使用
する DMシステムのWebサーバーを識別できる必要があります。

Oracle Workflowに DMシステムを登録するには、「Oracle Workflowドキュメント・ノー
ド」Web画面を使用し、DMシステムをドキュメント・ノードとして識別します。Oracle 
Workflowでは、特定のドキュメント管理システムへのゲートウェイとしてドキュメント・
ノードを使用し、ノードで定義された情報を使用してドキュメント管理システムのドキュメ
ントを表示する URLを作成します。

コンテキストコンテキストコンテキストコンテキスト :この手順を実行する必要があるのは、1度のみです。

➤ ➤ ➤ ➤ ドキュメント・ノードの定義ドキュメント・ノードの定義ドキュメント・ノードの定義ドキュメント・ノードの定義

1. ワークフロー管理者権限を持っている場合は、Webブラウザを使用して Oracle 
Workflowホーム・ページに接続し、「ドキュメント・ノード」のリンクを選択します。

<webagent>/wfa_html.home

注意注意注意注意 : 環境変数の値を二重引用符（" "）で囲まないでください。サポー
トされていません。
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ワークフロー管理者権限を持っている場合、別の方法として「ドキュメント管理ノー
ド」Web画面に直接接続することもできます。

<webagent>/fnd_document_management.dm_nodes_display

<webagent>は、Webサーバーで Oracle Workflow用に構成されたWebエージェント
のベース URLを表します。2-9ページの「手順WF-2 グローバル・ユーザー設定項目の
設定」を参照してください。

2. 「ドキュメント管理ノード」Web画面に、以前に定義されたドキュメント管理ノードの
要約が表示されます。この要約には、DMシステムのノード名、DMシステムのバー
ジョン番号、ノード ID、ノードの説明および DMシステム用のWebサーバーが表示さ

注意注意注意注意 : これらのページにはセキュリティが適用されるため、現行Web
セッションで有効なユーザーとしてログオンしていない場合は、ページが
表示される前に有効なユーザーとしてのログオンを求めるプロンプトが表
示されます。
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れます。DMシステム製品の名前、DM製品のベンダーおよび DMシステムのバージョ
ン番号も表示されます。

3. ノード名のリンクをクリックしてノードの詳細を編集するか、または「新規作成」を選
択して「ドキュメント・ノード」Web画面で新規ノードを定義します。

4. 「ドキュメント・ノード」Web画面で、ノードの名前と説明を入力または編集します。

5. ドキュメント管理システム用のWebサーバー・エージェントを入力または編集します。
構文は <protocol>://<server:port>です。

6. このノードのドキュメント管理製品名を選択します。これは、ワークフロー・プロセス
に文書をリンクする全ユーザーに対するノードを表す名前です。

7. 「OK」を選択してノードを更新または定義します。

ノードを定義し終わると、ブラウザは再ロードされた「ドキュメント管理ノード」Web
画面に戻ります。Oracle Workflowにより、新規ノードにノード IDが割り当てられま
す。

8. 「削除」列の削除アイコンをクリックして、ノードを削除することもできます。
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手順手順手順手順WF-9 バックグラウンドのワークフロー・エンジンの設定バックグラウンドのワークフロー・エンジンの設定バックグラウンドのワークフロー・エンジンの設定バックグラウンドのワークフロー・エンジンの設定

ワークフロー・エンジンは、プロセスを開始して実行すると、必要なアクティビティをすべ
て完了してから、次の適切なアクティビティに進みます。場合によっては、アクティビティ
の完了までに大量の処理リソースや時間が必要になることがあります。Oracle Workflowで
は、このようなコストの高いアクティビティをバックグラウンド・タスクとして実行する補
助エンジンを設定して、ワークフロー・エンジンの負荷を管理できます。このような場合、
コストの高いアクティビティはワークフロー・エンジンによって遅延され、後でバックグラ
ウンド・エンジンによって実行されます。その後、メインのワークフロー・エンジンは、次
に使用可能なアクティビティに進むことができますが、これによりプロセスの別の並列する
分岐が発生する可能性があります。

また、バックグラウンド・エンジンは、タイムアウトになった通知アクティビティを処理す
るように設定する必要があります。ワークフロー・エンジンは、応答を必要とする通知アク
ティビティに到達すると、通知システムをコールして該当する実行者に通知を送信し、実行
者が通知アクティビティを完了するまで、通知アクティビティを「NOTIFIED」ステータス
に設定します。一方、タイムアウトになったアクティビティを処理するように設定された
バックグラウンド・エンジンは、「NOTIFIED」のアクティビティを定期的にチェックし、
指定されたタイムアウト値になっていないかどうかをチェックします。「NOTIFIED」のア
クティビティにタイムアウト値があり、現在の日付と時刻がそのタイムアウト値を超えてい
る場合、バックグラウンド・エンジンはそのアクティビティをタイムアウトとしてマーク
し、ワークフロー・エンジンをコールします。次に、ワークフロー・エンジンは <タイムア
ウト >トランジション・アクティビティを実行して処理を再開します。

必要な数だけバックグラウンド・エンジンを定義して起動し、遅延されてタイムアウトに
なったアクティビティをチェックできます。バックグラウンド・エンジンは、特定の項目タ
イプに関連付けられている特定のコスト範囲内のアクティビティを処理するように制限でき
ます。また、バックグラウンド・エンジンは、実行時に適切なアクティビティを完了するま
で実行されます。通常は、バックグラウンド・エンジンを定期的に再起動するスクリプトを
使用するか（Oracle Workflowのスタンドアロン版の場合）、または定期的に再発行するよ
うにバックグラウンド・プロセス・コンカレント・プログラムのスケジュールを設定して
（Oracle Applications embedded Workflowの場合）、バックグラウンド・エンジンを定期的
に実行するように設定する必要があります。

コンテキストコンテキストコンテキストコンテキスト :この手順を実行する必要があるのは、1度のみです。

注意注意注意注意 : ノードを削除する前に、現在そのノードを参照している文書タイ
プ属性がないことを確認してください。

関連項目関連項目関連項目関連項目 :

4-40ページ「アクティビティ・コスト」

5-3ページ「タイムアウト・トランジション」
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➤ ➤ ➤ ➤ バックグラウンド・エンジンの起動バックグラウンド・エンジンの起動バックグラウンド・エンジンの起動バックグラウンド・エンジンの起動

Oracle Workflowのスタンドアロン版を使用している場合は、WF_
ENGINE.BACKGROUND( ) APIでバックグラウンド・エンジンを起動します。スタンドア
ロン版には、バックグラウンド・エンジンを繰り返し実行するサンプル・スクリプトが用意
されています。8-33ページの「Background」を参照してください。

Oracle Applications embedded Workflowを使用している場合は、「要求の発行」フォームを
使用してバックグラウンド・プロセス・コンカレント・プログラムを発行し、バックグラウ
ンド・エンジンを起動できます。2-29ページの「バックグラウンド・エンジンのスケジュー
リング」を参照してください。

バックグラウンド・エンジンのスケジューリングバックグラウンド・エンジンのスケジューリングバックグラウンド・エンジンのスケジューリングバックグラウンド・エンジンのスケジューリング
Oracle Applications embedded Workflowを使用している場合は、バックグラウンド・エン
ジンのプロシージャをコンカレント・プログラムとして発行し、様々なバックグラウンド・
エンジンを異なるタイミングで実行するようにスケジューリングできます。ワークフロー・
バックグラウンド・プロセスを発行するには、Oracle Applicationsの「要求の発行」ウィン
ドウを使用します。

➤ ➤ ➤ ➤ ワークフロー・バックグラウンド・プロセスをコンカレント・プログラムとして実行する手ワークフロー・バックグラウンド・プロセスをコンカレント・プログラムとして実行する手ワークフロー・バックグラウンド・プロセスをコンカレント・プログラムとして実行する手ワークフロー・バックグラウンド・プロセスをコンカレント・プログラムとして実行する手
順は、次のとおりです。順は、次のとおりです。順は、次のとおりです。順は、次のとおりです。

1. 「要求の発行」フォームにナビゲートします。

2. ワークフロー・バックグラウンド・プロセス・コンカレント・プログラムを要求として
発行します。『Oracle Applicationsユーザーズ・ガイド』の「要求の発行」を参照して
ください。

3. 「パラメータ」ウィンドウで次のパラメータの値を入力します。

注意注意注意注意 : タイムアウトになったアクティビティをチェックできるバックグ
ラウンド・エンジンと、遅延したアクティビティを処理できるバックグラ
ウンド・エンジンが、1つ以上あることを確認してください。最低でも、
タイムアウトになったアクティビティと遅延したアクティビティの両方を
処理できるバックグラウンド・エンジンを 1つ設定する必要があります。

項目タイプ項目タイプ項目タイプ項目タイプ 項目タイプを指定して、このエンジンをその項目タイプに関連した
アクティビティに制限します。項目タイプを指定しなければ、エン
ジンでは遅延されたアクティビティが項目タイプに関係なく処理さ
れます。

下限下限下限下限 バックグラウンド・エンジンでアクティビティを実行するために必
要な最小コストを 100分の 1秒単位で指定します。
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4. 「OK」を選択して「パラメータ」ウィンドウを閉じます。

5. 実行オプションを変更してバックグラウンド・エンジンの予定を定義した後に、「発行」
を選択して要求を発行します。

➤ ➤ ➤ ➤ エンジンのしきい値の設定エンジンのしきい値の設定エンジンのしきい値の設定エンジンのしきい値の設定

バックグラウンド・エンジンのしきい値を設定するには、エンジンの起動時に
minthreshold引数と maxthreshold引数を指定します。その後は、コストが指定した範
囲に含まれるアクティビティのみがバックグラウンド・エンジンで処理されます。

ワークフロー・エンジンのデフォルトのしきい値は、50です。これより高いコストのアク
ティビティは、バックグラウンド・エンジンにまわされ、処理が延期されます。

上限上限上限上限 バックグラウンド・エンジンでアクティビティを実行するために使
用可能な最大コストを、100分の 1秒単位で指定します。

「下限」と「上限」を使用すると、複数のバックグラウンド・エンジ
ンを作成して特定タイプのアクティビティを処理できます。この 2
つの引数のデフォルト値は 0と 100なので、バックグラウンド・エ
ンジンではコストに関係なくアクティビティが実行されます。

プロセス繰延プロセス繰延プロセス繰延プロセス繰延 バックグラウンド・エンジンで、延期されたアクティビティを
チェックするかどうかを指定します。このパラメータを「Yes」に設
定すると、延期されたアクティビティをエンジンでチェックできま
す。

プロセス・プロセス・プロセス・プロセス・
タイムアウトタイムアウトタイムアウトタイムアウト

バックグラウンド・エンジンで、タイムアウトになったアクティビ
ティをチェックするかどうかを指定します。このパラメータを
「Yes」に設定すると、タイムアウトになったアクティビティをエン
ジンでチェックできます。

注意注意注意注意 : タイムアウトになったアクティビティをチェックできるバックグ
ラウンド・エンジンと、遅延したアクティビティを処理できるバックグラ
ウンド・エンジンが、1つ以上あることを確認してください。最低でも、
タイムアウトになったアクティビティと遅延したアクティビティの両方を
処理できるバックグラウンド・エンジンを 1つ設定する必要があります。

関連項目関連項目関連項目関連項目 :

『Oracle Applicationsシステム管理者ガイド』の「コンカレント・プログ
ラムとコンカレント要求の概要」

『Oracle Applicationsユーザーズ・ガイド』の「標準要求発行の使用」
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場合によっては、アクティビティのコストが 50未満でも、エンジンでアクティビティを遅
延させる方がよいことがあります。そのためには、関数アクティビティ用の PL/SQLストア
ド・プロシージャでワークフロー・エンジンのしきい値を変更します。

ワークフロー・エンジンのしきい値は、THRESHOLDという外部定数で設定されます。こ
のしきい値を別の値に設定するには、PL/SQLプロシージャに次の行を挿入します。

WF_ENGINE.THRESHOLD := n;

他のアクティビティが期待通りに処理されるように、SQL*Plusの後か次の関数アクティビ
ティ内でしきい値を再設定する必要があります。

手順手順手順手順WF-10 通知メーラーの導入通知メーラーの導入通知メーラーの導入通知メーラーの導入

通知メーラーは、電子メールの送信や Oracle Workflow通知システムへの応答処理を実行す
るプログラムです。この手順を実行する必要があるのは、ワークフロー・ユーザーが、「通
知ワークリスト」Web画面のみでなく電子メール経由でも通知を受け取るようにする場合の
みです。通知メーラーにより、データベース内で送信する必要のあるメッセージが検索さ
れ、メッセージごとに次の処理が実行されます。

� 受信者のロールを分析して、1つの電子メール・アドレスを判別します。ロール自体が
メール・リストになる場合もあります。

� ディレクトリ・サービスの定義に従って、データベース・セッションをロールに設定さ
れている言語と地域に切り替えます。

� 該当するメッセージ・テンプレートを使用し、メッセージやオプションの添付ファイル
を生成します。

� UNIXの Sendmail、Oracle Internet Messaging 4.2またはWindows NT上のMAPI準拠
のメール・アプリケーション経由でメッセージを送信します。

また、通知メーラーは、応答メール・アカウントにメールされたメッセージのテキストを解
析して応答を処理し、該当する通知応答関数をコールして通知を完了します。

電子メール通知は、Oracle Workflow Builderで定義されている標準テンプレートに基づいて
います。テンプレートでは、返信に必要な構文が記述され、通知の確認に必要な情報が表示
されます。生成された電子メール・メッセージでは、カスタム・サイト情報、締切日、応答
処理に必要なすべての情報なども指定されます。2-49ページの「手順WF-11 メッセージ・
テンプレートの変更」を参照してください。

通知メーラーを実行するように設定すると、送信するメッセージがあるかどうかがデータ
ベースで定期的に検索され、処理する応答があるかどうかが応答メール・アカウントで
チェックされます。シャットダウンして別のパラメータを指定して再起動する必要がない限
り、他の作業は不要です。
Oracle Workflowの設定 2-31



設定の概要
コンテキストコンテキストコンテキストコンテキスト :この手順を実行する必要があるのは、1度のみです。

MIMEのフル・サポートのフル・サポートのフル・サポートのフル・サポート
Oracle Workflowでは、MIME（Multi-purpose Internet Mail Extensions）でコード化された
メッセージを完全にサポートします。そのため、ワークフローのユーザーは、キャラクタ・
セットの異なる言語やマルチメディアでコード化されたコンテンツが含まれるメッセージを
通知メーラーで変換できます。

通知環境設定通知環境設定通知環境設定通知環境設定
Oracle Workflowでは、「ユーザー設定項目」Web画面の通知環境設定によって、通知の表
示方法を決定できます。9-4ページの「ユーザー設定項目の設定」を参照してください。

通常、ユーザーの通知環境設定は、そのユーザーが使用するメール・リーダーの機能によっ
て決定されます。メール・リーダーには、プレーン・テキストのみを表示できるもの、
HTML形式を表示できるもの、さらには添付ファイル内のHTML形式のみを表示できるも
のがあります。使用できる通知環境設定は次の 5つです。

� プレーン・テキスト・メール（MAILTEXT）:  通知メッセージはプレーン・テキストと
して表示され、添付ファイルはありません。2-33ページの「プレーン・テキスト電子
メール」を参照してください。

� HTML mail（MAILHTML）:  通知メッセージは HTML形式のテキストとして表示さ
れ、1つ以上の添付ファイルがあります。これは「通知」Web画面にある通知へのリン
クです。通知メッセージに「内容の添付」のメッセージ属性がある場合、これらの属性
もメッセージへの添付ファイルとして追加表示されます。2-34ページの「HTML形式の
電子メール」を参照してください。

注意注意注意注意 : データベースに障害が発生したり、セッションに対するパッケー
ジ定義が削除または置換されたために PL/SQLパッケージのステータスが
無効な場合は、通知メーラー自体がシャットダウンされます。Oracle 
Workflowのスタンドアロン版を使用している場合に、障害が継続すると
きは、通知メーラーを手動で再起動するか、通知メーラーを再起動する
シェル・スクリプトを実行します。2-48ページの「通知メーラーの常駐
シェル・スクリプトの実行」を参照してください。Oracle Applications 
embedded Workflowを使用している場合は、コンカレント・マネージャ
を使用して通知メーラー・プログラムを手動で再起動するか、定期的に再
起動するようにスケジュールを設定します。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 10-2ページ「電子メールによる通知の閲覧」
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� HTML添付ファイル付きのプレーン・テキスト・メール（MAILATTH）:  通知メッ
セージはプレーン・テキストとして表示され、少なくとも 2つの添付ファイルがありま
す。1つはメッセージの HTML形式版、もう 1つは「通知」Web画面にある通知への
リンクです。通知メッセージに「内容の添付」のメッセージ属性がある場合、これらの
属性もメッセージへの添付ファイルとして追加表示されます。2-36ページの「HTML添
付ファイル付きのプレーン・テキスト電子メール」を参照してください。

� プレーン・テキスト要約メール（SUMMARY）:  メッセージは、すべてのオープン通知
のプレーン・テキスト要約です。要約にある個々の通知に応答するには、「通知」Web
画面から通知にアクセスする必要があります。

� メールを送信しないでください（QUERY）:  通知メーラーでは電子メール通知が送信さ
れません。かわりに、「通知」Web画面から、自分の通知を問い合せて応答する必要が
あります。

プレーン・テキスト電子メールプレーン・テキスト電子メールプレーン・テキスト電子メールプレーン・テキスト電子メール
通知の実行者が通知環境設定を「プレーン・テキスト・メール」（MAILTEXT）に設定して
いる場合、通知にはワークフローの通知表でそのようにフラグが設定されます。通知メー
ラーが通知表を検索してそのフラグを識別すると、表の情報からプレーン・テキスト電子
メールが生成され、実行者ロールに送信されます。通知メーラーがプレーン・テキスト電子
メールを生成するときには、Oracle Workflow Builderのメッセージ・プロパティ画面で定
義したテキスト本文を使用します。そのトークンは、メッセージ本文中で参照されているす
べての属性値をプレーン・テキスト値に置き換えます。次に例を示します。

注意注意注意注意 : 使用中のメール・リーダーではメール・メッセージ本文中の
HTML形式を解釈できない場合に、HTML形式の通知を表示するには、通
知環境設定を「HTML添付ファイル付きのプレーン・テキスト・メール」
（MAILATTH）に変更してください。MAILATTHの環境設定では、通知の

HTML形式版が、プレーン・テキスト通知への添付ファイルとして配信さ
れます。

注意注意注意注意 : 通知環境設定がメールを送信するように設定されていても、「通
知」Web画面から、いつでも自分の通知を問い合せて応答できます。

関連項目関連項目関連項目関連項目 :

10-2ページ「電子メールによる通知の閲覧」

10-11ページ「Webブラウザによる通知の表示」

10-22ページ「電子メールによる通知要約の確認」
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� PL/SQL文書属性は、プレーン・テキスト版の PL/SQL文書に置換されるトークンで
す。

� 文書管理タイプの文書属性は、文書属性のプレーン・テキスト表示名に置換されるトー
クンです。

� URL属性は、後にコロン（:）と URLを伴う URL属性の表示名に置換されるトークンで
す。

<URL_Attribute_Display_Name>:<URL>

プレーン・テキスト電子メールの受信者が応答するときは、手動で通知に返信し、通知で提
供された指示に続けて応答値を入力します。10-4ページの「テンプレートによる応答を使用
したプレーン・テキストの電子メール通知への応答」および 10-5ページの「直接応答を使用
したプレーン・テキストの電子メール通知への応答」を参照してください。

HTML形式の電子メール形式の電子メール形式の電子メール形式の電子メール
通知の実行者が通知環境設定を「HTML mail」（MAILHTML）に設定している場合、通知
にはワークフローの通知表でフラグが設定されます。通知メーラーが通知表を検索してその
フラグを識別すると、表内の情報から HTML形式の電子メール通知が生成され、実行者
ロールに送信されます。実行者ロールは、メッセージ本文に含まれる HTMLコンテンツを
解釈および表示できる電子メール・ソフトウェアを使用する必要があります。

注意注意注意注意 : 「属性」プロパティ画面で「内容の添付」がオンになっているメッ
セージ属性は、親通知にプレーン・テキストとして添付されます。添付
ファイルに特殊な書式が含まれていると、この処理によって添付ファイル
の一部が解読不能になったり、プレーン・テキストの電子メール・ソフト
ウェアで添付ファイルが認識されない場合があるため注意してください。
このような添付ファイルを表示するには、「通知ワークリスト」Web画面
で通知を表示する必要があります。10-11ページの「Webブラウザによる
通知の表示」を参照してください。

注意注意注意注意 : 使用中の電子メール・ソフトウェアでメッセージ本文中のHTML
形式を解釈できない場合は、通知環境設定を「HTML添付ファイル付きの
プレーン・テキスト・メール」（MAILATTH）に設定してください。
2-34 Oracle8i Workflowガイド



設定の概要
通知メーラーでは、「メッセージ本文」プロパティ画面のメッセージに定義された HTML本
文を使用して、HTML電子メールが生成されます。HTML本文が定義されていなければ、
テキスト本文を使用して HTML形式のメールが生成されます。通知メーラー・トークンは、
メッセージ本文で参照されているメッセージ属性を HTML形式値に置換します。

� PL/SQL文書属性は、HTMLタグ <pre>...</pre>で囲まれた HTMLテキストまたはプ
レーン・テキストを置換するトークンです。

� 文書管理の文書属性は、HTMLアンカーに置換されるトークンです。

� URL属性は、HTMLアンカーに置換されるトークンです。

– メッセージ属性が URL属性または PL/SQL文書属性の場合、完全 URLコン
テンツまたは完全に生成された PL/SQL文書がフェッチされ、メッセージに添
付されます。通知メーラーでは、画像、ビデオまたは音声の URLコンテンツ
は特殊処理されません。

– メッセージ属性がドキュメント管理の文書属性である場合、ドキュメント管理
統合画面への URLアンカーが添付されます。ドキュメント管理統合画面のロ
グイン・ページを表示するには、このアンカーを選択する必要があります。ロ
グインすると、参照された文書が画面に表示されます。

HTML形式の電子メール通知には、常に 1つは添付ファイルが含まれています。添付ファイ
ルは「通知の詳細リンク」と呼ばれます。この添付ファイルを選択すると、電子メール・ソ
フトウェアによってブラウザのウィンドウが開かれ、「通知の詳細」Web画面に通知が表示
されます。このWeb画面からは、通知メーラーを介して応答を処理する必要がなく、通知
に直接応答できます。

注意注意注意注意 : 「属性」プロパティ画面で「内容の添付」がオンになっているメッ
セージ属性は、親メッセージに HTML形式の添付ファイルとして添付さ
れます。次に例を示します。
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または、HTMLメッセージ本文中で応答を表すリンクをクリックして、HTML形式の通知
に応答することもできます。応答リンクによって、選択した事前定義済みの応答値で変更さ
れた応答テンプレートを含むプレーン・テキスト電子メールの応答が生成されます。10-8
ページの「HTML形式の電子メール通知への応答」を参照してください。

HTML添付ファイル付きのプレーン・テキスト電子メール添付ファイル付きのプレーン・テキスト電子メール添付ファイル付きのプレーン・テキスト電子メール添付ファイル付きのプレーン・テキスト電子メール
通知の実行者が通知環境設定を「HTML添付ファイル付きのプレーン・テキスト・メール」
（MAILATTH）に設定している場合、通知にはワークフローの通知表でそのようにフラグが
設定されます。通知メーラーが通知表を検索してそのフラグを識別すると、表内の情報から
HTML添付ファイル付きのプレーン・テキスト電子メール通知が生成され、実行者ロールに
送信されます。実行者ロールは、HTML添付ファイルをサポートする電子メール・ソフト
ウェアを使用する必要があります。

通知メーラーは、「メッセージ本文」プロパティ画面でメッセージとして定義されたテキス
ト本文を使用して、電子メールのプレーン・テキスト本文を生成します。通知メッセージの
HTML版も生成され、プレーン・テキスト電子メールへの添付ファイルとして送信されま
す。この添付ファイルは、「HTMLメッセージ本文」と呼ばれます。通知メーラーは、その
メッセージに定義された HTML本文から HTML添付ファイルの内容を生成します。HTML
本文が定義されていなければ、テキスト本文を使用して HTML形式のメールが生成されま
す。通知メーラー・トークンは、プレーン・テキスト本文で参照されているすべてのメッ
セージ属性をプレーン・テキスト値に置換し、添付の HTMLメッセージで参照されている
すべてのメッセージ属性を HTML形式値に置換します。プレーン・テキスト電子メールの
送信については 2-33ページ、HTML形式電子メールの送信については 2-34ページを参照し
てください。

注意注意注意注意 : 「通知の詳細リンク」添付ファイルのファイル名は、WF_URL_
NOTIFICATIONリソース・トークンのテキスト値、または、テキスト値
が定義されていない場合はトークン名によって決定されます。デフォルト
のファイル名は「Notification Detail Link.html」です。この添
付ファイルに異なるファイル名を指定する場合は、最初にWF_URL_
NOTIFICATIONリソース・トークンのテキスト値として新規ファイル名
を指定して、.msgソース・ファイルを作成する必要があります。次に、
ワークフロー・リソース・ジェネレータ・プログラムを使用して、ソー
ス・ファイルから Oracle Workflowの新規リソース・ファイル
（wf<language>.res）を生成し、ソース・ファイルからデータベース表

WF_RESOURCESに新規シード・データをアップロードします。8-71ペー
ジの「ワークフロー・リソース・ジェネレータの実行」および 2-25ページ
の「環境変数WF_RESOURCESの設定」を参照してください。

注意注意注意注意 : 電子メール・ソフトウェアがメッセージ本文中のHTML形式をサ
ポートしている場合は、メッセージ本文中の行に HTML添付ファイルも
表示されます。
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– メッセージ属性が URL属性または PL/SQL文書属性の場合、完全 URLコンテ
ンツまたは完全生成された PL/SQL文書がフェッチされ、メッセージに添付さ
れます。

– メッセージ属性がドキュメント管理の文書属性である場合、ドキュメント管理
統合画面への URLアンカーが添付されます。ドキュメント管理統合画面のロ
グイン・ページを表示するには、このアンカーを選択する必要があります。ロ
グインすると、参照された文書が画面に表示されます。10-31ページの「通知
によって送られた DM文書へのアクセス」を参照してください。

通知環境設定を「HTML添付ファイル付きのプレーン・テキスト」に設定しているユーザー
が通知を受け取ると、常に 2つ以上の添付ファイルが含まれます。1つの添付ファイルは
「HTMLメッセージ本文」、もう 1つの添付ファイルは「通知の詳細リンク」です。「通知の
詳細リンク」を選択すると、電子メール・ソフトウェアによってブラウザのウィンドウが開
かれ、「通知の詳細」Web画面に通知が表示されます。このWeb画面からは、通知メーラー
を介して応答を処理する必要がなく、通知に直接応答できます。10-10ページの「HTML添
付ファイル付きのプレーン・テキスト電子メール通知への応答」を参照してください。

または、このタイプの通知の受信者は次のいずれかの方法で応答することもできます。

� 通知に手動で返信し、通知で提供された指示に従って応答値を入力します。10-4ページ
の「テンプレートによる応答を使用したプレーン・テキストの電子メール通知への応
答」および 10-5ページの「直接応答を使用したプレーン・テキストの電子メール通知へ
の応答」を参照してください。

� 「HTMLメッセージ本文」添付ファイルを選択して HTML形式版の電子メール・メッ
セージを表示し、応答を表す HTMLリンクをクリックします。応答リンクによって、
選択した事前定義済みの応答値で更新された応答テンプレートを含むプレーン・テキス
ト電子メールの応答が生成されます。

注意注意注意注意 : 「属性」プロパティ画面で「内容の添付」がオンになっているメッ
セージ属性は、HTML形式の添付ファイルとして添付されます。次に例を
示します。
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通知メーラーの起動通知メーラーの起動通知メーラーの起動通知メーラーの起動
通知メーラーをインストールし、UNIXの Sendmail、Oracle Internet Messaging 4.2または
Windows NT上のMAPI準拠のメール・アプリケーションで動作するように設定できます。
ただし、その前に、これら 3つのメール・アプリケーションのうち 1つに、通知メーラー専
用のメール・アカウントを 1つ以上設定する必要があります。また、応答処理に使用するた
めに、メール・アカウント内で 3つのフォルダまたはファイルを定義する必要があります。

ユーザーは、Windows NT上で動作するMAPI準拠の電子メール・ソフトウェアや、Oracle 
Internet Messagingまたは UNIXの Sendmailでゲートウェイを提供できる電子メール・ソ
フトウェアを使用して、電子メール通知を受け取ります。

注意注意注意注意 : 「HTMLメッセージ本文」添付ファイルのファイル名は、WF_
HTML_MESSAGEリソース・トークンのテキスト値、またはテキスト値が
定義されていない場合はトークン名によって決定されます。同様に、「通
知の詳細リンク」添付ファイルのファイル名は、WF_URL_
NOTIFICATIONリソース・トークンのテキスト値、または、テキスト値
が定義されていない場合はトークン名によって決定されます。デフォルト
のファイル名は、それぞれ「HTML Message Body.html」および
「Notification Detail Link.html」です。これらの添付ファイルに
異なるファイル名を指定する場合は、最初にWF_HTML_MESSAGEおよ
びWF_URL_NOTIFICATIONリソース・トークンのテキスト値として新
規ファイル名を指定し、.msgソース・ファイルを作成する必要がありま
す。次に、ワークフロー・リソース・ジェネレータのプログラムを使用し
て、ソース・ファイルから Oracle Workflowの新規リソース・ファイル
（wf<language>.res）を生成し、ソース・ファイルからデータベース表

WF_RESOURCESに新規シード・データをアップロードします。8-71ペー
ジの「ワークフロー・リソース・ジェネレータの実行」および 2-25ページ
の「手順WF-7 環境変数WF_RESOURCESの設定」を参照してください。
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➤ ➤ ➤ ➤ UNIX Sendmailまたはまたはまたはまたは Oracle Internet Messaging 4.2の通知メーラーを起動する手順の通知メーラーを起動する手順の通知メーラーを起動する手順の通知メーラーを起動する手順

Oracle Workflowスタンドアロン版の場合スタンドアロン版の場合スタンドアロン版の場合スタンドアロン版の場合

1. 通知メーラーは、サーバー上の $ORACLE_HOME/binサブディレクトリにあります。通
知メーラーを実行するには、次のコマンド構文を使用します。

wfmail.<xxx> -f <config_file>

<xxx>を、Oracle Internet Messaging 4.2バージョンの通知メーラーを使用する場合はofc
に、UNIX Sendmailバージョンを使用する場合は sndに置き換えます。<config_
file>は、通知メーラーの実行時に指定するパラメータを含む構成ファイルのフルパス
名に置き換えます。

関連項目関連項目関連項目関連項目 :

2-24ページ「手順WF-6 環境変数 http_proxyの設定」

2-39ページ「UNIX Sendmailまたは Oracle Internet Messaging 4.2の通知
メーラーを起動する手順 Oracle Workflowスタンドアロン版の場合」

2-40ページ「UNIX Sendmailまたは Oracle Internet Messaging 4.2の通知
メーラーを起動する手順 Oracle Applications embedded Workflowの場
合」

2-41ページ「MAPI準拠メール・アプリケーションの通知メーラーの起動」

2-41ページ「通知メーラーの構成ファイルの作成」

2-48ページ「通知メーラーの常駐シェル・スクリプトの実行」

2-48ページ「応答処理」

注意注意注意注意 : Oracle Internet Messaging 4.2版の通知メーラーを使用する場合は、
フル・インストールしたOracle Internet Messaging 4.2 Messaging Optionの
メール・サーバーに接続できるようにする必要があります。Internet 
Messaging 4.2のメール・サーバーは、同じ $ORACLE_HOME上に常駐して
いる必要はなく、Oracle Workflowと同じマシン上になくてもかまいませ
ん。ただし、Oracle Internet Messaging 4.2のメッセージ・ファイルは、
すべて通知メーラーの実行環境にあることが必要です。そのためには、通
知メーラーが常駐する $ORACLE_HOMEの下に、Oracle Internet Messaging 
4.2インストール領域の $ORACLE_HOME/oacore21および $ORACLE_
HOME/officeサブディレクトリへのリンクを作成します。または、
$ORACLE_HOMEの下に oacore21および officeサブディレクトリを手
動で作成し、Internet Messaging 4.2インストール領域の
$ORACLE_HOME/oacore21および $ORACLE_HOME/officeサブディレ
クトリからのファイルに上書きコピーします。
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2. または、次のコマンドを入力して、通知メーラーのパラメータを構成ファイルではなく
コマンドラインで引数として指定できます。

wfmail.<xxx> <arg1> <arg2> ...

構成ファイルを指定している場合でも、パラメータをコマンドラインの値で指定して、
構成ファイル内で特定のパラメータ値を上書きできます。

wfmail.<xxx> -f <config_file> <arg1> <arg2> ...

<arg1> <arg2> ...は、parameter=value形式を使用して、必要な数のオプション・
パラメータと値に置き換えます。

Oracle Applications embedded Workflowの場合の場合の場合の場合

1. 通知メーラー・プログラムは、コンカレント・プログラムとして登録されています。通
知メーラーのコンカレント・プログラムは、「要求の発行」フォームまたはコマンドラ
インから実行できます。

2. このコンカレント・プログラムを「要求の発行」フォームから実行するには、「要求の
発行」フォームにナビゲートします。

3. 通知メーラー・コンカレント・プログラムを要求として発行します。『Oracle 
Applications User's Guide』の「Submitting a Request」を参照してください。

4. 「パラメータ」ウィンドウで、構成ファイルのパスとファイル名を入力します。構成
ファイルには、通知メーラーの実行時に指定するパラメータが含まれています。

5. 「OK」を選択して「パラメータ」ウィンドウを閉じます。

6. この要求の印刷オプションと実行オプションを変更してから、「発行」を選択して要求
を発行します。

7. 「要求の発行」フォームを使用しない場合は、コマンドラインから通知メーラー・コン
カレント・プログラムを実行できます。次のように入力します。

WFMAIL apps/pwd 0 Y FILE config_file

apps/pwdを APPSスキーマのユーザー名とパスワードに置き換え、config_
fileを通知メーラーの実行時に指定するパラメータを含む構成ファイルのファイ
ル指定に置き換えます。

注意注意注意注意 : システム管理者は、このプログラムを実行する職責の要求セキュ
リティ・グループに、このコンカレント・プログラムを追加する必要があ
ります。『Oracle Applications System Administrator's Guide』の
「Overview of Concurrent Programs and Requests」を参照してください。
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config_fileのファイル指定は、次のように指定できます。

@<application_short_name>:[<dir>/.../]file.ext

または

<native path>

➤ ➤ ➤ ➤ MAPI準拠メール・アプリケーションの通知メーラーの起動準拠メール・アプリケーションの通知メーラーの起動準拠メール・アプリケーションの通知メーラーの起動準拠メール・アプリケーションの通知メーラーの起動

1. Oracle Universal Installerを使用して、Windows NTの PCにMAPI準拠メール・アプ
リケーション用の通知メーラーをインストールします。通知メーラー・プログラムは、
<drive>:¥<ORACLE_HOME>¥binにあります。

2. MS-DOSプロンプト・ウィンドウに次のコマンドを入力し、通知メーラー・プログラム
を起動します。

<drive>:¥<ORACLE_HOME>¥bin¥wfmlr20.exe -f <config_file>

<config_file>は、通知メーラーの実行時に指定するパラメータを含む構成ファイル
のフルパス名に置き換えます。

3. または、通知メーラーのパラメータを構成ファイルではなくコマンドラインで引数とし
て指定する場合は、次のコマンドを入力します。

wfmlr20.exe <arg1> <arg2> ...

構成ファイルを指定している場合でも、パラメータをコマンドラインの値で指定して、
構成ファイル内で特定のパラメータ値を上書きできます。

wfmlr20.exe -f <config_file> <arg1> <arg2> ...

<arg1> <arg2> ...は、parameter=value形式を使用して、必須パラメータおよびオ
プション・パラメータと値に置き換えます。

➤ ➤ ➤ ➤ 通知メーラーの構成ファイルの作成通知メーラーの構成ファイルの作成通知メーラーの構成ファイルの作成通知メーラーの構成ファイルの作成

1. Oracle Workflowには、構成ファイルのサンプルとして wfmail.cfgが用意されてい
ます。Oracle Workflowのスタンドアロン版を使用している場合、このファイルは
Oracle Workflow Serverのディレクトリ構造のうちサブディレクトリ resにあります。
Oracle Applications embedded Workflowの場合は、サーバー上の $FND_TOPの

注意注意注意注意 : このプログラムを起動するには、「Oracle - <SID NAME>」プログラ
ム・グループにある Oracle Workflow通知メーラー・アイコンをダブルク
リックする方法もありますが、最初にこのアイコンのプロパティを編集
し、ターゲットとして前述のコマンドを挿入する必要があります。
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resourceサブディレクトリにあります。また、このファイルは PC上の
<drive>:¥<ORACLE_HOME>¥wf¥dataサブディレクトリにもあります。

2. 構成ファイルの内容は、次の形式になっています。

#Description

PARAMETER1=<value1>

#Description

PARAMETER2=<value2>

...

#で始まる行は解析されないため、コメントとして使用できます。各パラメータ名を等
号（=）の左側に、各パラメータの値を右側に指定します。

3. パラメータは、次のとおりです。

� CONNECT:（必須）Oracle Workflow Serverがインストールされているデータベー
ス・アカウントに接続するための情報で、username/password@connect_
string（または alias）形式を使用します。

� ACCOUNT: （必須）プログラムが通知メッセージの送信に使用するメール・アカ
ウントに接続するための情報です。MAPI準拠メール・プログラムの場合、アカウ
ント情報はメール・アカウントのプロファイル名とパスワードです。Oracle 
Internet Messaging 4.2の場合、アカウント情報は Oracle Internet Messaging 4.2の
データベース・アカウントで、username/password@connect_string（または
alias）形式を使用します。Sendmailの場合、アカウント情報は着信メッセージが
格納されるメール・スプール・ファイルのフルパスで、/var/mail/applmgr3の
ようになります。これは、通知メーラー起動元のアカウント（この例では、
applmgr3）に対応していることに注意してください。

注意注意注意注意 : 通知メーラーの Sendmailバージョンを起動する場合、環境変数
PATHに、Sendmail実行ファイルのディレクトリのフルパスも指定する必
要があります。

注意注意注意注意 : Oracle Applications embedded Workflowを使用していて、通知
メーラー・コンカレント・プログラムの Sendmail版を起動する場合は、
Accountパラメータをコンカレント・マネージャの起動元アカウントに設
定する必要があります。
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� NODE: （必須）ノードの識別子名。同じメール・アカウントを通じてメッセージ
をルーティングする複数のワークフロー・データベースを持つことができます。
データベースごとに稼働している各通知メーラーの構成ファイルに対して一意の
ノード名を定義すると、メッセージにデータベース接続情報が含まれていなくて
も、適切なデータベースに応答が返されます。ノード名は送信通知 IDに含まれて
います。デフォルト名は wfです。

� FROM: 通知メッセージがユーザーに配信されるときに、メッセージ・ヘッダーの
「送信元」フィールドに表示される値。デフォルトは Oracle Workflowです。

� SUMMARY_ONLY: （必須）この通知メーラーでは、通知環境設定が
「SUMMARY」に指定されたユーザー /ロールに割り当てられる通知のみを処理す
るのか、あるいは「MAILTEXT」、「MAILATTH」または「MAILHTML」に指定
されたユーザー /ロールの通知のみを処理するのかを指定します。有効な値は Yま
たは Nで、デフォルト値はNです。通知環境設定を「MAILTEXT」、
「MAILATTH」、「MAILHTML」または「SUMMARY」に指定したワークフロー・
ユーザーまたはロールがある場合は、少なくとも 2つの通知メーラーを設定し、一
方では SUMMARYONLY=Y、他方では SUMMARYONLY=Nを指定する必要があ
ります。ディレクトリ・リポジトリからのユーザーとロールの設定は、2-14ページ
を参照してください。

SUMMARYONLY=Yに設定すると、データベースを検索して該当する通知要約を
配信した後に、通知メーラー自体がシャットダウンされます。したがって、通知要
約を配信する頻度で通知メーラーが実行されるように、スケジュールを設定する必
要があります。要約には処理中のすべての通知が含まれるため、通知メーラーによ
る要約を 1日に一度は実行してください。スタンドアロン環境で動作する Oracle 
Workflowの場合は、UNIXの cronジョブなど、オペレーティング・システム・ス
クリプトを作成して、通知メーラーのスケジュールを設定する必要があります。
Oracle Applications embedded Workflowの場合は、「要求の発行」フォームで通知
メーラー・コンカレント・プログラムのスケジュールを指定するのみですみます。

� DIRECT_RESPONSE: 通知環境設定で「MAILTEXT」または「MAILATTH」が指
定されているユーザーに、テンプレートによる応答を必要とするプレーン・テキス
ト通知を送信するには、Nまたは nを指定します。Yまたは yを指定すると、これ
らの通知環境設定が指定されているユーザーに、直接応答を要求するプレーン・テ
キスト通知が送信されます。デフォルトは Nです。

テンプレートによる応答方式の場合、ユーザーは応答プロンプトのテンプレートを
使用して返信し、各プロンプトの後に応答値を二重引用符で囲んで入力する必要が
あります。直接応答方式の場合、ユーザーは応答値を返信の 1行目として直接入力
する必要があります。10-2ページの「電子メールによる通知の閲覧」を参照してく
ださい。

� AUTOCLOSE_FYI: この通知メーラーで、FYI（参考）通知のように応答不要な通
知を、電子メールで送信後に自動的に閉じるかどうかを指定します。有効な値は Y
または Nで、デフォルトは Yです。
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値 Nを指定すると、すべての FYI通知はユーザーが手動で閉じるまで、通知ワーク
リスト内で開いたままになります。

� ALLOW_FORWARDED_RESPONSE: 他のロールから転送された電子メール通知
に対する応答を許可するかどうかを指定します。有効な値は Yまたは Nで、デ
フォルトは Yです。

値が Nの場合、応答通知の「送信元」欄のメール・アドレスが、記録されている宛
先ロール（またはそのロール内のユーザー）のメール・アドレスと一致するかどう
かがチェックされます。2つのメール・アドレスが正確に一致する場合、その通知
は有効なルーティング規則に従って転送された、または転送されなかったことを意
味し、通知メーラーでは有効な応答として扱われます。2つのメール・アドレスが
正確に一致しなければ、その通知は単に電子メール転送コマンドを使用して転送さ
れたことを意味し、通知メーラーではこの応答が処理されず、応答なしメールとし
て処理されます。

値が Yの場合、応答通知の「送信元」欄のメール・アドレスはチェックされず、応
答は必ず処理されます。

� IDLE: 送信するメッセージをチェックするまでの待機時間（秒）。この値には 0以上
の整数を指定する必要があります。デフォルトは 30です。

� LOG: アクティビティを記録するログ・ファイルの名前。有効な値はファイル名で
す。このパラメータを指定できるのは、スタンドアロン版の通知メーラーのみで
す。コンカレント・プログラム版の通知メーラーの場合、アクティビティの出力は
コンカレント・マネージャのログ・ファイルに送られます。

� SHUTDOWN: 通知メーラーにシャットダウンを指示するファイルの名前。これに
より、プロセスを中断せずに通知メーラーを安全にシャットダウンできます。通知
メーラーは、処理対象の通知を探す前に、常に現在の作業用ディレクトリにシャッ
トダウン・ファイルがあるかどうかを探します。ファイルがあれば、通知メーラー
はシャットダウンします。通知メーラーを再起動するには、シャットダウン・ファ
イルを削除する必要があります。デフォルトのファイル名は、shutdownです。

Oracle Workflowのスタンドアロン版の場合、通知メーラーの現行の作業用ディレ
クトリは、通知メーラーを起動するディレクトリです。Oracle Applications 
embedded Workflowの場合、現行の作業用ディレクトリは $APPLCSF/$APPLLOG

警告警告警告警告 : ALLOW_FORWARDED_RESPONSEを Nに設定する場合は、制
限事項があるため注意してください。たとえば、Oracle Workflowディレ
クトリ・サービスに USER/ROLEの関係を持っていない配布リストの
メール・エイリアスに通知が送信されたとします。配布リスト内のユー
ザーがこの通知に応答した場合、「送信元」欄のメール・アドレスは各
ユーザーのメール・アドレスであり、配布リストのメール・エイリアスと
は一致しないため、通知メーラーでは常に応答なしメールとして扱われま
す。
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ディレクトリです。環境変数 $APPLCSFを設定していない場合は、シャットダウ
ン・ファイルを $FND_TOP/$APPLLOGディレクトリに格納してください。

� FAILCOMMAND: 通知メーラーに重大なエラーが発生した場合に実行するコマン
ド。

� DEBUG: デバッグ情報をログに出力するかどうかを指定します。有効な値は Yまた
は Nで、デフォルトはNです。

� TEST_ADDRESS: すべての送信電子メール通知をダイレクトするテスト用電子
メール・アドレスを指定します。テスト・アドレスによって各宛先の電子メール・
アドレスが上書きされるため、各宛先の電子メール・アドレスを変更せずにテスト
通知にアクセスし、ワークフロー・プロセスをテストできます。

� REPLYTO: （必須）応答を処理する電子メール・アカウントが、発信通知を送信す
る電子メール・アカウントとは異なる場合に、デフォルトの返信先となる電子メー
ル・アドレス。

� HTMLAGENT: HTML通知応答を処理する HTML Web Agentを識別するベース
URL。HTML添付ファイル付きの電子メール通知をサポートするには、このURL
が必須です。デフォルトの URLは、「グローバル設定項目」Web画面で指定した
Workflow Web Agentから取り出されますが、このパラメータに異なる値を入力す
ると、デフォルトを上書きできます。2-9ページの「手順WF-2 グローバル・ユー
ザー設定項目の設定」を参照してください。

� HTMLDESC: デフォルト添付ファイルのファイル名。この引数が必須となるのは、
Oracle Internet Messaging 4.2を使用していて、電子メール通知にHTML添付ファイ
ルを添付する場合のみです。デフォルトは HTMLです。

� HTMLTYPE: HTML添付ファイルのタイプ番号。この引数が必須となるのは、
Oracle Internet Messaging 4.2を使用していて、電子メール通知にHTML添付ファイ
ルを添付する場合のみです。デフォルトは 10003です。

� DISCARD: 破棄されたメッセージを入れるメール・フォルダの名前、またはメー
ル・ファイルのフルパス名。名前の先頭に「－」が付いている場合、通知メーラー
は起動時にそのフォルダまたはファイルを削除します。デフォルトは -discardで
す。

注意注意注意注意 : HTMLDESCおよび HTMLTYPEパラメータは、「通知」Web画面
のデフォルト添付ファイルを指定する場合にのみ使用してください。これ
らのパラメータは、通知メッセージに他のタイプの文書を添付するための
ものではありません。他のタイプの文書を通知に添付する場合は、文書の
コピーにリンクする URLをメッセージ本文に埋め込むことができます。
4-30ページの「メッセージ属性の定義」を参照してください。
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� PROCESS: 処理された通知メッセージを入れるメール・フォルダの名前、または
メール・ファイルのフルパス名。名前の先頭に「－」が付いている場合、通知メー
ラーは起動時にそのフォルダまたはファイルを削除します。デフォルトは
processedです。

� UNPROCESS: 未処理の通知メッセージを入れるメール・フォルダの名前、または
メール・ファイルのフルパス名。名前の先頭に「－」が付いている場合、通知メー
ラーは起動時にそのフォルダまたはファイルを削除します。デフォルトは
unprocessedです。

� TAGFILE: タグ・ファイルのフルパス名。タグ・ファイルには、特殊なメッセージ
で見つかった文字列と、メッセージの応答にそのような文字列が含まれている場合
に割り当てるステータスが表示されます。特殊なメッセージには、休暇デーモンや
一括メール・リストで送信されるものなど、返されたり、配信できなかったり、自
動返信されたメッセージが含まれます。返されたメッセージ、配信不能メッセージ
または無効なメッセージの識別方法は、メール・システムによって異なります。そ
のため、タグ・ファイルを使用して、メール・システムによる宛先不明メッセージ
の識別方法と、そのメール・システムを通して送られてきたこのようなメッセージ
の通知メーラーによる処理方法を指定できます。

タグ・ファイルで使用される書式は、次のとおりです。

Status "Matching string"

Status値は、ERROR、IGNOREまたは UNAVAILで、"Matching string"は
「送信元」行、「件名」行またはメッセージ本文で検索するテキストです。通知メー
ラーでは、このいずれかのステータス値が割り当てられたメッセージが次のように
処理されます。

– IGNORE: メッセージを破棄フォルダに移動し、オープン通知に対する有効な返
信を待ち続けます。通知のステータスは OPENのままであり、メール・ステー
タスは SENTのままです。

– ERROR: メッセージを破棄フォルダに移動し、エラー処理が定義されていれば
それを開始します。通知のステータスは OPENのままですが、メールとアク
ティビティのステータスはどちらも ERRORに更新されます。原則的には、
ワークフロー管理者が問題点を修正し、メール・ステータスをMAILに更新し
て通知を再送信します。

注意注意注意注意 : タグ・ファイルによってチェックされるのは、通知 IDを持つメッ
セージ応答のみです。通知 IDを持たないメッセージ応答を受け取ると、
通知メーラーはそのメッセージ応答を破棄フォルダに移動し、応答なし
メールを受け取ったという警告メッセージを送信者に送ります。2-58ペー
ジの「「ワークフローの警告メール」メッセージ」を参照してください。
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– UNAVAIL（またはユーザーの定義した任意のタグ）:  通知のステータスが
OPENのままであるため、メッセージを破棄フォルダに移動し、通知への返信
を待ち続けます。ただし、メール・ステータスは UNAVAILに更新されます。
UNAVAILのステータスは情報表示のためのみのものです。この通知による追
加処理はありません。

返信される応答値が、特定の選択肢（結果）タイプにある有効な値ではない場合、
メッセージ応答に INVALIDステータスを割り当てることもできます。この場合、
メッセージを破棄フォルダに移動し、「無効」メッセージを送信しますが、通知の
ステータスやメール・ステータスは変更されないため、有効な返信を待ち続けま
す。2-55ページの「「ワークフロー無効のメール」メッセージ」を参照してくださ
い。

たとえば、件名またはメッセージ本文に文字列 "-- Unsent message follows --"を含
むすべてのメッセージ応答にエラー・マークを設定する場合は、タグ・ファイルに
次の行を含めます。

ERROR "–– Unsent message follows ––"

Oracle Workflowには、タグ・ファイルのサンプルとして wfmail.tagが用意さ
れています。Oracle Workflowのスタンドアロン版を使用している場合、このファ
イルは Oracle Workflow Serverのディレクトリ構造のうちサブディレクトリ res
にあります。Oracle Applications embedded Workflowの場合は、サーバー上の
$FND_TOPの resourceサブディレクトリにあります。

注意注意注意注意 : タグ・ファイルでは、返されたメッセージおよび自動返信メッ
セージを、通常の応答と一意に識別することが重要です。返されたメッ
セージおよび自動返信メッセージを識別しないと、通知メーラーはこれら
を無効な応答と誤って判断し、無効なメッセージを送って返信を待ち続け
ます。どちらの場合にも、通知メーラーが無効なメッセージを発信し、そ
の無効なメッセージが返されるか自動返信されるという永久ループが発生
してしまいます。

注意注意注意注意 : メッセージ応答がタグ・ファイル内の複数の文字列と一致する場
合は、一致する最初の文字列のステータスが付けられます。つまり、通知
メーラーではタグ・ファイルに対して上から順に比較が実行されます。こ
のような動作があるため、ERRORタグを先頭にして、次に UNAVAILタ
グ、次に IGNOREタグという優先度順に文字列を並べる必要があります。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 10-23ページ「自動通知処理ルールの定義」
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➤ ➤ ➤ ➤ 通知メーラーの常駐シェル・スクリプトの実行通知メーラーの常駐シェル・スクリプトの実行通知メーラーの常駐シェル・スクリプトの実行通知メーラーの常駐シェル・スクリプトの実行

1. Oracle Workflowのスタンドアロン版を実行している場合は、障害のためにシャットダウ
ンした場合に、その通知メーラーを再起動する常駐シェル・スクリプトを設定する必要
があります。Oracle Workflowには、UNIX Sendmailまたは Oracle Internet Messaging 
4.2の通知メーラーを再起動するためのサンプル・シェル・スクリプトが用意されてい
ます。このスクリプトは wfmail.cshという名前で、サーバー上の Oracle Homeの
binサブディレクトリにあります。

2. オペレーティング・システムのスクリプト・プロンプトから、次のコマンドを入力して
シェル・スクリプトを実行します。

wfmail.csh -f <config_file>

<config_file>は、通知メーラーの実行時に指定するパラメータを含む構成ファイル
のフルパス名に置き換えます。シェル・スクリプトにより、すべてのコマンドライン引
数が通知メーラーの実行ファイルに直接渡されます。

応答処理応答処理応答処理応答処理
通知メーラーを起動して応答を処理する前に、応答メール・アカウントで 3つのフォルダま
たはファイルを作成する必要があります。この 3つのフォルダまたはファイルには、破棄さ
れたメッセージ、未処理のメッセージおよび処理済みのメッセージが保持されます。

通知メーラーは次の処理を行って、応答メッセージをチェックします。

� 応答用メール・アカウントにログインします。

� メッセージをチェックします。メッセージがあればそれを読み込み、通知 IDとノード識
別子をチェックします。

� メッセージが通知でない場合は、それを破棄フォルダに移動します。

� メッセージが現行のノードに対する通知であれば、それを未処理フォルダに移動しま
す。

� メッセージが異なるノード宛の通知の場合は、後で正しいノードの通知メーラーが読み
込めるようにメッセージを移動しません。

次に、通知メーラーは未処理フォルダをオープンし、各応答を処理します。メッセージごと
に次の処理を行います。

� 通知 IDを取り出します。

� 指定されたタグ・ファイルがある場合はそれを参照し、そのメッセージがバウンスされ
たのかどうかをチェックします。メッセージがバウンスされている場合は、タグ・ファ

注意注意注意注意 : Windows NTの通知メーラーを再起動する場合も、同じ技法を使用
します。
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イルの指定に応じて、それを再ルーティングするか、または通知のステータスを更新し
てそれ以降の処理を中止します。

� Oracle Workflowデータベース内で、この通知をチェックします。

– 通知が存在しない場合は、それを破棄フォルダに移動します。

– 通知があっても、完了または取消しされている場合は、破棄フォルダに移動しま
す。

– 通知が存在していて処理中の場合は、データベースにあるメッセージの応答属性の
定義を使用して応答値を検証します。応答が無効な場合は、宛先のロールに「ワー
クフロー無効のメール」メッセージを送信します。応答が有効な場合には、応答関
数をコールして通知の応答を完了し、変更をデータベースに保存します。

� 完了した通知メッセージを処理済みフォルダに移動し、未処理フォルダを閉じます。

構成ファイルで指定された discardパラメータと processパラメータが「－」で始まってい
る場合、通知メーラーは破棄フォルダと処理済みフォルダの中身を削除し、メール・アカウ
ントとデータベース・アカウントからログアウトします。

手順手順手順手順WF-11 メッセージ・テンプレートの変更メッセージ・テンプレートの変更メッセージ・テンプレートの変更メッセージ・テンプレートの変更

Oracle Workflow Builderの「システム :  メール・システム」項目タイプを使用すると、
Oracle Workflowが電子メール通知の送信に使用するテンプレートを構成できます。「シス
テム :  メール・システム」項目タイプには、通知メッセージの各部分を指定する属性があり
ます。これらの属性のレイアウトを各テンプレート内で変更し、通知システムによって送信
される電子メール・メッセージをカスタマイズできます。

「システム :  メール・システム」項目タイプのメッセージは、本当のメッセージではなく、
通知システムによって送信される電子メール・メッセージのテンプレートとして機能しま
す。「システム :  メール・システム」メッセージによって、組み込まれるヘッダー情報、
メッセージの期日と優先度などの詳細を含めるかどうか、または含める場合はどこに入れる
かなど、電子メール通知の基本的な書式が決まります。

コンテキストコンテキストコンテキストコンテキスト :この手順を実行する必要があるのは、1度のみです。

「ワークフロー・オープン・メール（テンプレート）」メッセージ「ワークフロー・オープン・メール（テンプレート）」メッセージ「ワークフロー・オープン・メール（テンプレート）」メッセージ「ワークフロー・オープン・メール（テンプレート）」メッセージ
テンプレートによる応答方法を選択すると、通知システムでは、応答を必要とする電子メー
ル通知のテンプレートとして、「ワークフロー・オープン・メール（テンプレート）」メッ
セージが使用されます。この通知テンプレートには、通知の応答方法に関する一般的な指示
が含まれています。また、メッセージ優先度、応答期日、通知が他のユーザーから転送され

警告警告警告警告 : 「システム :  メール・システム」項目タイプのメッセージ・テンプ
レートには、新規の属性を追加、または既存の属性を削除しないでくださ
い。
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たものかどうか、メッセージの送信者や転送者からのコメントなど、メッセージに関する情
報も含まれます。

プレーン・テキスト・メッセージ本文に含まれる応答指示では、テンプレートによる応答方
法を使用して手動で返信する方法が記述されます。このメッセージは、通知環境設定を
「MAILTEXT」または「MAILATTH」に指定している実行者に送られる通知に使用されます。

HTML形式のメッセージ本文に含まれる応答指示では、自動的に生成される応答テンプレー
トを使用して返信する方法が記述されます。このメッセージは、通知環境設定を
「MAILHTML」に指定している実行者に送られる通知に使用されます。また、通知環境設定
を「MAILATTH」に指定している実行者に送られる通知にも添付されます。

「ワークフロー・オープン・メール（テンプレート）」メッセージには、次のメッセージ属性
があります。その値は、通知アクティビティに関連付けられているメッセージ定義から取り
出されます。

「ワークフロー・オープン・メール（テンプレート）」メッセージの本文に表示されるボイ
ラープレート・テキストをカスタマイズできます。このメッセージでは、アンパサンド（&）
で始まる属性は、通知の送信時に実行時の値に置き換えられるトークンです。

注意注意注意注意 : テンプレートによる応答方法を選択するには、通知メーラーの構
成ファイル内で DIRECT_RESPONSE=Nに設定します。2-41ページの
「通知メーラーの構成ファイルの作成」を参照してください。

START_DATE メッセージの送信日

TO 通知の送信先のロール（実行者）

SUBJECT メッセージで定義される件名

BODY メッセージで定義される本文のテキスト

COMMENT 送信者または転送者によって追加されるコメント

PRIORITY 通知メッセージの優先度

DUE_DATE 通知アクティビティで指定される応答期日

NOTIFICATION 通知情報の識別に使用される必須の通知コード

RESPONSE 実際の通知メッセージ定義の「応答」メッセージ属性で定義される
ユーザー応答セクション。

MAILTO 受信者が通知に応答する際クリックする HTMLタグの内容。この属
性は HTML電子メール通知にのみ使用されます。
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プレーン・テキスト・メッセージ本文のボイラープレート・テキストは、次のとおりです。

Oracle Workflow Notification
&COMMENT

____________Start of Response Template____________

Response Template for &NOTIFICATION

To submit your response, reply to this message, including this response template 
with your reply.Copy and paste from this message if necessary to obtain an editable 
copy of the template.Insert your response value between the quotes following each 
response prompt.

&RESPONSE

____________End of Response Template_____________

Notification Details:
&BODY

Due Date:&DUE_DATE

HTML形式のメッセージ本文のボイラープレート・テキストは、次のとおりです。

<HTML> <HEAD> <TITLE> Oracle Workflow Notification </TITLE>
</HEAD>
<BODY BGCOLOR="#FFFFFF" >
<P><B><FONT SIZE=+1>&COMMENT</FONT> </B>
<P>&BODY
<P><B>Please click on one of the following choices to automatically generate an 
E-mail response.Before sending the E-mail response to close this notification, 
ensure all response prompts include a desired response value within double 
quotes.</B>
<P>&MAILTO
</BODY>
</HTML>

「ワークフロー・オープン・メール（直接）」メッセージ「ワークフロー・オープン・メール（直接）」メッセージ「ワークフロー・オープン・メール（直接）」メッセージ「ワークフロー・オープン・メール（直接）」メッセージ
直接応答方法を選択すると、通知システムでは、応答を必要とする電子メール通知のテンプ
レートとして、「ワークフロー・オープン・メール（直接）」メッセージが使用されます。こ
の通知テンプレートには、通知の応答方法に関する一般的な指示が含まれています。また、
メッセージ優先度、応答期日、通知が他のユーザーから転送されたものかどうか、メッセー
ジの送信者や転送者からのコメントなど、メッセージに関する情報も含まれます。
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プレーン・テキスト・メッセージ本文に含まれる応答指示では、直接応答方法を使用して返
信する方法が記述されます。このメッセージは、通知環境設定を「MAILTEXT」または
「MAILATTH」に指定している実行者に送られる通知に使用されます。HTML形式のメッ
セージ本文に含まれる応答指示では、自動的に生成される応答テンプレートを使用して返信
する方法が記述されます。このメッセージは、通知環境設定を「MAILHTML」に指定して
いる実行者に送られる通知に使用されます。また、通知環境設定を「MAILATTH」に指定し
ている実行者に送られる通知にも添付されます。

「ワークフロー・オープン・メール（直接）」メッセージには、次のメッセージ属性がありま
す。その値は、通知アクティビティに関連付けられているメッセージ定義から取り出されま
す。

「ワークフロー・オープン・メール（直接）」メッセージの本文に表示されるボイラープレー
ト・テキストをカスタマイズできます。このメッセージでは、アンパサンド（&）で始まる
属性は、通知の送信時に実行時の値に置き換えられるトークンです。

注意注意注意注意 : 直接応答方法を選択するには、通知メーラーの構成ファイル内で
DIRECT_RESPONSE=Yに設定します。2-41ページの「通知メーラーの構
成ファイルの作成」を参照してください。

注意注意注意注意 : HTML形式の通知または添付ファイルから自動的に生成される応
答には、DIRECT_RESPONSEパラメータで選択した応答方法に関係なく、
常に応答テンプレートが使用されます。

START_DATE メッセージの送信日

TO 通知の送信先のロール（実行者）

SUBJECT メッセージで定義される件名

BODY メッセージで定義される本文のテキスト

COMMENT 送信者または転送者によって追加されるコメント

PRIORITY 通知メッセージの優先度

DUE_DATE 通知アクティビティで指定される応答期日

NOTIFICATION 通知情報の識別に使用される必須の通知コード

RESPONSE 実際の通知メッセージ定義の「応答」メッセージ属性で定義される
ユーザー応答セクション。

MAILTO 受信者が通知に応答する際クリックする HTMLタグの内容。この属
性は HTML電子メール通知にのみ使用されます。
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プレーン・テキスト・メッセージ本文のボイラープレート・テキストは、次のとおりです。

Oracle Workflow Notification
&COMMENT
____________________________________________________

Response Instructions for &NOTIFICATION

To submit your response, reply to this message, including this note with your 
reply.The first lines of your reply must be your responses to the notification 
questions.Instructions below detail exactly what should be placed on each line of 
your reply.

&RESPONSE

____________________________________________________

Notification Details:
&BODY

Due Date:&DUE_DATE

HTML形式のメッセージ本文のボイラープレート・テキストは、次のとおりです。

<HTML> <HEAD> <TITLE> Oracle Workflow Notification </TITLE>
</HEAD>
<BODY BGCOLOR="#FFFFFF" >
<P><B><FONT SIZE=+1>&COMMENT</FONT> </B>
<P>&BODY
<P><B>Please click on one of the following choices to automatically generate an 
E-mail response.Before sending the E-mail response to close this notification, 
ensure all response prompts include a desired response value within double 
quotes.</B>
<P>&MAILTO
</BODY>
</HTML>

「ワークフロー・オープン参考メール」メッセージ「ワークフロー・オープン参考メール」メッセージ「ワークフロー・オープン参考メール」メッセージ「ワークフロー・オープン参考メール」メッセージ
通知システムでは、応答の必要がないすべての電子メール通知のテンプレートとして、
「ワークフロー・オープン参考メール」メッセージが使用されます。このテンプレートは、
その通知が参考用（FYI）で、応答の必要がないことを示します。このテンプレートには、
メッセージに加えて、そのメッセージの送信者や転送者からのコメントも含まれます。

「ワークフロー・オープン参考メール」メッセージには、次のメッセージ属性があります。
その値は、通知アクティビティに関連付けられているメッセージ定義から取り出されます。
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「ワークフロー・オープン参考メール」テンプレートの本文に表示されるテキストをカスタ
マイズできます。このメッセージでは、アンパサンド（&）で始まる属性は、通知の送信時
に実行時の値に置き換えられるトークンです。プレーン・テキスト・メッセージ本文のボイ
ラープレート・テキストは、次のとおりです。

Oracle Workflow Notification (FYI)
&COMMENT

-------------------------------------------
&BODY

HTML形式のメッセージ本文のボイラープレート・テキストは、次のとおりです。

<HTML><HEAD></HEAD>
<BODY BGCOLOR="#FFFFFF"><b>Oracle Workflow Notification (FYI)</b>
<br>&COMMENT
<hr>
<P>&BODY
</BODY>
</HTML>

「ワークフロー取消のメール」メッセージ「ワークフロー取消のメール」メッセージ「ワークフロー取消のメール」メッセージ「ワークフロー取消のメール」メッセージ
「ワークフロー取消のメール」メッセージは、以前に送信された通知が取り消されたことを
受領者に知らせます。このメッセージには次のメッセージ属性があり、その値は取り消され
た通知アクティビティに関連したメッセージ定義から取り出されます。

START_DATE メッセージの送信日

TO 通知の送信先のロール（実行者）

SUBJECT メッセージで定義される件名

BODY メッセージで定義される本文のテキスト

COMMENT 送信者または転送者によって追加されるコメント

PRIORITY 通知メッセージの優先度

DUE_DATE 通知アクティビティで指定される応答期日

NOTIFICATION 通知情報の識別に使用される必須の通知コード

START_DATE 元のメッセージの送信日

TO 通知の送信先のロール（実行者）

SUBJECT 元のメッセージの件名

BODY 元のメッセージのテキスト

COMMENT 送信者または転送者によって追加されるコメント
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プレーン・テキスト・メッセージ本文のボイラープレート・テキストは、次のとおりです。

You earlier received the notification shown below.That notification is now canceled, 
and no longer requires your response.You may simply delete it along with this 
message.

-------------------------------------------- 
&BODY

HTML形式のメッセージ本文のボイラープレート・テキストは、次のとおりです。

<html><Head></Head><body>You earlier received the notification shown below.That 
notification is now canceled, and no longer requires your response.You may simply 
delete it along with this message.
<hr>
&BODY
</body></html>

「ワークフロー無効のメール」メッセージ「ワークフロー無効のメール」メッセージ「ワークフロー無効のメール」メッセージ「ワークフロー無効のメール」メッセージ
「ワークフロー無効のメール」メッセージは、通知に対するユーザーの応答が正しくないと
きに送信されます。メッセージは、通知に正しく応答する方法を説明します。メッセージ属
性は、次のとおりです。

PRIORITY 通知メッセージの優先度

DUE_DATE 通知アクティビティで指定される応答期日

NOTIFICATION 通知情報の識別に使用される必須の通知コード

START_DATE 元のメッセージの送信日

TO 通知の送信先のロール（実行者）

SUBJECT 元のメッセージの件名

BODY 元のメッセージのテキスト

COMMENT 送信者または転送者によって追加されるコメント

PRIORITY 通知メッセージの優先度

DUE_DATE 通知アクティビティで指定される応答期日。

NOTIFICATION 通知情報の識別に使用される必須の通知コード

RESPONSE 元のメッセージ定義の「応答」メッセージ属性で定義されるユー
ザー応答セクション。

MAIL_ERROR_
MESSAGE

応答処理中にエラーが発生した場合にメール・プログラムによって
生成されるエラー・メッセージ。
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プレーン・テキスト・メッセージ本文のボイラープレート・テキストは、次のとおりです。

Oracle Workflow Notification
&COMMENT

WARNING:Your previous response to this message was invalid (see error message 
below).Please resubmit your response.

Error Message:&MAIL_ERROR_MESSAGE
Error Stack:&MAIL_ERROR_STACK
--------------------------------------------------

Response Instructions for &NOTIFICATION

To submit your response, reply to this message, including this original with your 
reply.This note contains a special 'NID' string that is required to process the 
response.The first lines of your reply must be your responses to the notification 
questions.You should enter one line for each response required by the notification; 
any additional lines will be ignored.You may leave a line blank to accept the 
default value for that specific response.You must supply a value or a blank line for 
each question asked.Instructions below detail exactly what should be placed on each 
line of your reply.

&RESPONSE

-------------------------------------------

Notification Details:
&BODY

Due Date:&DUE_DATE

HTML形式のメッセージ本文のボイラープレート・テキストは、次のとおりです。

<html><Head></Head><body>WARNING:Your previous response to this message was invalid 
(see error message below).Please resubmit your response.
<P>Error Message:&MAIL_ERROR_MESSAGE
<BR>Error Stack:&MAIL_ERROR_STACK
<HR><P><B><FONT SIZE=+1>&COMMENT</FONT> </B>
<P>&BODY
<P><B>Please click on one of the following choices to automatically generate an 
E-mail response.Before sending the E-mail response to close this notification, 

MAIL_ERROR_
STACK

応答処理中にエラーが発生した場合にメール・プログラムによって
生成される引数のエラー・スタック。応答を訂正しても問題を解決
できない場合は、オラクル社カスタマ・サポート・センターにお問
い合せください。
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ensure all response prompts include a desired response value within double 
quotes.</B>
<P>&MAILTO
</BODY> </HTML>

「ワークフロー完了のメール」メッセージ「ワークフロー完了のメール」メッセージ「ワークフロー完了のメール」メッセージ「ワークフロー完了のメール」メッセージ
「ワークフロー完了のメール」メッセージは、以前に送信された通知が完了したことを受領
者に知らせます。このメッセージは次のメッセージ属性を持ち、その値は完了した通知アク
ティビティに関連付けられているメッセージ定義から取り出されます。

プレーン・テキスト・メッセージ本文のボイラープレート・テキストは、次のとおりです。

You earlier received the notification shown below.That notification is now closed, 
and no longer requires your response.You may simply delete it along with this 
message.

-------------------------------------------- 
&BODY

HTML形式のメッセージ本文のボイラープレート・テキストは、次のとおりです。

<html><Head></Head><body>You earlier received the notification shown below.That 
notification is now closed, and no longer requires your response.You may simply 
delete it along with this message.
<hr>
&BODY
</body></html>

「ワークフローの要約メール」メッセージ「ワークフローの要約メール」メッセージ「ワークフローの要約メール」メッセージ「ワークフローの要約メール」メッセージ
通知システムでは、Oracle Workflowのディレクトリ・サービス内で通知環境設定が
「SUMMARY」に設定されているユーザーとロールにWorkflow通知の要約を送信するため
のテンプレートとして、「ワークフローの要約メール」メッセージが使用されます。「ワーク
フローの要約メール」メッセージは、特定のユーザーまたはロールに関して現在処理中の全

START_DATE 元のメッセージの送信日

TO 通知の送信先のロール（実行者）

SUBJECT 元のメッセージの件名

BODY 元のメッセージのテキスト

COMMENT 送信者または転送者によって追加されるコメント

PRIORITY 通知メッセージの優先度

DUE_DATE 通知アクティビティで指定される応答期日

NOTIFICATION 通知情報の識別に使用される必須の通知コード
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通知の要約です。このメッセージは次のメッセージ属性を持ち、その値は処理中の通知アク
ティビティに関連付けられているメッセージ定義から取り出されます。

プレーン・テキスト・メッセージ本文のボイラープレート・テキストは、次のとおりです。

Summary of Notifications for '&USER_NAME'
(Please use the Notifications web page to see details or respond.)
------------------------------------------------------------

&SUMMARY

HTML形式のメッセージ本文のボイラープレート・テキストは、次のとおりです。

<HTML><HEAD></HEAD><BODY>
<P><FONT size=+1>Summary of Notifications for '&USER_NAME'</FONT>
<BR><i>Please use the Notifications web page to see details or respond.</i>
<HR>

&SUMMARY
</BODY>
</HTML>

「ワークフローの警告メール」メッセージ「ワークフローの警告メール」メッセージ「ワークフローの警告メール」メッセージ「ワークフローの警告メール」メッセージ
通知システムでは、ユーザーから不要なメールを受け取った場合に、そのユーザーにメッ
セージを送信するためのテンプレートとして、「ワークフローの警告メール」メッセージが
使用されます。このメッセージには、不要なメールから取り出した値と次のようなメッセー
ジ属性があります。

プレーン・テキスト・メッセージ本文のボイラープレート・テキストは、次のとおりです。

Messages sent to this account are processed automatically by the Oracle Workflow 
Notification Mailer.The message you sent did not appear to be in response to a 
notification.If you are responding to a notification, please use the response 
template that was included with your notification.Take care to include the 'NID' 
line of the template in your reply.If you are not responding to a notification, 
please do not send mail to this account.
------------------------------------------------------------

SUMMARY 要約レポート

USER_NAME 通知要約の発信先となるユーザー /ロール（実行者）

SYSDATE 現在の日付

UBODY 不要なメール・メッセージのテキスト

USUBJECT 不要なメールの件名のテキスト

UFROM 不要なメールを送信したユーザーのアドレス
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From:&UFROM
Subject:&USUBJECT
&UBODY

HTML形式のメッセージ本文のボイラープレート・テキストは、次のとおりです。

<html><head></head><body>
<b>Messages sent to this account are processed automatically by the Oracle Workflow 
Notification Mailer.The message you sent did not appear to be in response to a 
notification.If you are responding to a notification, please use the auto-generated 
reply created when responding to the original message.This contains the 'NID' line 
which is necessary for identification.If you are not responding to a notification, 
please do not send mail to this account.</b>
<hr>
<P>From:&UFROM
<BR>Subject:&USUBJECT

<P>&UBODY
</body></html>

手順手順手順手順WF-12 Oracle WorkflowののののWeb画面のロゴのカスタマイズ画面のロゴのカスタマイズ画面のロゴのカスタマイズ画面のロゴのカスタマイズ

Oracle WorkflowのWeb画面とワークフロー・モニターをサイトで使用するには、最初に
Oracle WebDBまたは Oracle Application Serverをインストールする必要があります。詳細
は、使用しているWebサーバーのドキュメントを参照してください。

Webサーバーのインストールおよび設定後に、Oracle WorkflowのWeb画面に表示される
会社のロゴをカスタマイズできます。

JavaScriptがサポートされるWebブラウザを使用して「通知」Web画面に接続するか、
バージョン 1.1.4以上の Java Development Kit（JDK）または Abstract Windowing Toolkit
（AWT）がサポートされるWebブラウザを使用して、ワークフロー・モニターに接続しま
す。

➤ ➤ ➤ ➤ Oracle WorkflowののののWeb画面のカスタマイズ画面のカスタマイズ画面のカスタマイズ画面のカスタマイズ

Oracle WorkflowのWeb画面右上隅に表示される会社のロゴをカスタマイズします。

1. 会社のロゴ・ファイル（.gif形式）を WFLOGO.gifにコピーするか、または名前を変更
します。

2. このファイルを、Webサーバーの /OA_MEDIA/仮想ディレクトリが指す物理ディレク
トリに移動します。

注意注意注意注意 : Oracle Applications embedded Workflowを使用している場合、
/OA_MEDIA/のマッピングは Oracle Applicationsのインストールおよび
設定手順の一部として実行されます。
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コンテキストコンテキストコンテキストコンテキスト :この手順を実行する必要があるのは、1度のみです。

手順手順手順手順WF-13 Oracle Workflowへのカスタム・アイコンの追加へのカスタム・アイコンの追加へのカスタム・アイコンの追加へのカスタム・アイコンの追加

Oracle Workflow Builderでは、PC上の Oracle Workflow領域の Iconサブディレクトリ内
でアイコンが検索されます。Iconサブディレクトリは、Oracle Workflow Builderのレジス
トリ内で定義されています。通常、Oracle Workflow領域は、ORACLE_HOMEディレクトリ
の Wfサブディレクトリです。

Oracle Workflowには、アクティビティやプロセスに使用できるように、様々なアイコンが
用意されています。この領域には、.ico拡張子が付いたWindowsのアイコン・ファイルで
あればどのファイルでも追加できます。

カスタム・アイコンを Oracle Workflow Builderのプロセス定義に組み込んで、プロセスを
表示するときにワークフロー・モニターに表示する場合は、次の操作を実行する必要があり
ます。

� カスタム・アイコン・ファイル（.ico）を gif形式（.gif）に変換します。

� .gifファイルを、ワークフロー・モニターでアクセスできるディレクトリにコピーしま
す。

/OA_JAVA/oracle/apps/fnd/wf/icons

コンテキストコンテキストコンテキストコンテキスト :この手順を実行する必要があるのは、1度のみです。

Oracle Workflowのアクセス保護の概要のアクセス保護の概要のアクセス保護の概要のアクセス保護の概要
アクセス保護は、シード・データの提供者によって作成されたワークフロー・シード・デー
タが、シード・データの使用者によって変更されないようにする機能です。「シード・デー
タの提供者」とは、他の組織（シード・データの使用者）がワークフロー・プロセスの定義
やカスタマイズに使用するシード・データを作成する組織を指します。Oracle Workflowで
は、シード・データは次のどちらかを指します。

� 特定の使用者のニーズにあわせてカスタマイズされるワークフロー・オブジェクト定義

� 標準であり、提供者によって将来アップグレードされる可能性があるため、カスタマイ
ズされないように保護するワークフロー・オブジェクト定義

注意注意注意注意 : スタンドアロン版の Oracle Workflowを使用している場合、/OA_
MEDIA/のマッピングは Oracle Workflow Serverのインストールとワーク
フロー・モニターの設定後に実行されます。

注意注意注意注意 : /OA_JAVA/は、Oracle WorkflowをインストールするときにWeb
サーバーに定義した、仮想ディレクトリのマッピングです。
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たとえば、Oracle Workflow開発チームは、標準項目タイプというシード・データの提供者
です。標準項目タイプには、カスタム・ワークフロー・プロセスに組み込むことができる標
準アクティビティが含まれます。組織の本社にある開発チームが、標準項目タイプのアク
ティビティを参照する、カスタム・ワークフロー・プロセスの定義を作成することがありま
す。この場合は、本社のチームが標準項目タイプのシード・データの使用者となります。

本社のチームが、作成したカスタム・ワークフロー定義を他の地域のオフィスのチームに展
開するとします。本社のチームは、シード・データの提供者として次のように規定する可能
性があります。

� カスタム・ワークフロー定義内の特定のワークフロー・オブジェクトを社内標準として
指定し、地方のチームはこれを遵守し、変更できないようにします。

� 展開されたプロセス内のあるオブジェクトをカスタマイズ可能なオブジェクトとして指
定し、地方のオフィスがそのニーズにあわせて変更できるようにします。

本社チームは、Oracle Workflowのアクセス保護機能を使用して、両方の要件を満たすことが
できます。アクセス保護を使用すると、シード・データの提供者は、あるデータを読取り専
用として保護し、他のデータのカスタマイズを許可できます。また、シード・データのアッ
プグレート中にアクセス保護を使用すると、シード・データ提供者は保護されている既存の
シード・データを新バージョンで上書きし、一方でカスタマイズ可能なシード・データに加
えられたカスタマイズは保存できます。

Oracle Workflowはデータベースに格納されるすべてのワークフロー・オブジェクト定義に
保護とカスタマイズのレベルを割り当て、Oracle Workflowの各ユーザーに特定のアクセ
ス・レベルで操作するように要求します。アクセス保護機能は保護、カスタマイズおよびア
クセスの各レベルの組合せで構成され、ユーザーが特定のワークフロー・オブジェクトを変
更できるかどうかを決定します。3つのすべての場合に、レベルは 0～ 1000の数値で、シー
ド・データの提供者と使用者としての異なる組織間の関連を示します。

Oracle Workflowでは、次の範囲のレベルを想定しています。

アクセス・レベルアクセス・レベルアクセス・レベルアクセス・レベル
Oracle Workflowの各ユーザーは、前述のレベルの範囲に従って特定のアクセス・レベルで
システムを操作します。この場合、Oracle Workflowのユーザーとは、Oracle Workflow 
Builder、またはファイルからデータベースへワークフロー・プロセス定義をロードするワー
クフロー定義ローダー・プログラムを操作するユーザーを示します。作業時のレベルは作成

0-9 Oracle Workflow

10-19 Oracle Application Object Library

20-99 Oracle Applicationsの開発

100-999 顧客の組織。この範囲の使用方法を定義できます。たとえば、100
が本社を示し、101が地方オフィスを示す、などです。

1000 制限なし
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するシード・データの保護レベルに影響するため、シード・データ提供者は、常に一貫して
同じアクセス・レベルで Oracle Workflow Builderを操作する必要があります。

アクセス・レベルを表示するには、次の方法があります。

� Oracle Workflow Builderで、「ヘルプ」メニューから「Oracle Workflow Builderのバージョ
ン情報」を選択します。

� ワークフロー定義ローダー・プログラムを実行して、ワークフロー・プロセス定義を
データベースからファイルにダウンロードする場合は、ワークフロー・サーバー上の環
境変数WF_ACCESS_LEVELの値をチェックします。2-65ページの「ワークフロー定義
ローダーの使用」を参照してください。

保護レベル保護レベル保護レベル保護レベル
Oracle Workflow Builderでワークフロー・オブジェクトを作成するときに、そのオブジェ
クトを特定のレベルで保護するかどうかを選択できます。オブジェクトの保護レベルによっ
て、そのオブジェクトを他のユーザーが各自のアクセス・レベルに基づいて変更できるかど
うかが管理されます。

オブジェクトの保護レベルを変更するには、そのオブジェクトのプロパティ画面の「アクセ
ス」タブを表示します。オブジェクトに対して設定する保護レベルは、現行のアクセス・レ
ベルによって異なります。オブジェクトへのアクセスを管理するには、次の 4通りの方法が
あります。

� 全員にアクセスを許可全員にアクセスを許可全員にアクセスを許可全員にアクセスを許可 : デフォルトでは、「アクセス」タブで「カスタマイズを保存」
と「このアクセス・レベルでロック」がオフになっていると、保護レベルが 1000のオ
ブジェクトには誰でもアクセスできます。

注意注意注意注意 : ワークフロー定義ローダー・プログラムでは、環境変数WF_
ACCESS_LEVELに格納されているアクセス・レベルが参照されます。こ
の環境変数は、Oracle Workflowをサーバーにインストールするときに定
義する必要があります。この環境変数を定義しなければ、ワークフロー定
義ローダーでは、デフォルトのアクセス・レベルである 100が想定されま
す。

注意注意注意注意 : Oracle Applications embedded Workflowをインストールする場合
は、この変数を環境ファイル内で定義する必要があります。デフォルトの
環境ファイルは APPLSYS.envです。この環境変数を定義しなければ、
ワークフロー定義ローダーではデフォルトのアクセス・レベルである 100
が想定されます。環境ファイルの詳細は、該当する製品の Oracle 
Applications のインストレーション・マニュアルを参照してください。
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� アクセス・レベルが自分と同じかそれ以上のユーザーにアクセスを制限アクセス・レベルが自分と同じかそれ以上のユーザーにアクセスを制限アクセス・レベルが自分と同じかそれ以上のユーザーにアクセスを制限アクセス・レベルが自分と同じかそれ以上のユーザーにアクセスを制限 :  「アクセス」
タブの「オプション」リージョンで「カスタマイズを保存」をオンにして、自分の現行
のアクセス・レベル以上であれば誰でもそのオブジェクトをカスタマイズできるように
指定します。カスタマイズ可能のマークを付けるのは、将来そのオブジェクトのバー
ジョンをアップグレードする場合に、他のユーザーによるカスタマイズを上書きしない
ことが確実な場合のみにしてください。

� 自分と同じかそれ以下のアクセス・レベルのユーザーにアクセスを制限自分と同じかそれ以下のアクセス・レベルのユーザーにアクセスを制限自分と同じかそれ以下のアクセス・レベルのユーザーにアクセスを制限自分と同じかそれ以下のアクセス・レベルのユーザーにアクセスを制限 :  「このアクセ
ス・レベルでロック」をオンにすると、そのオブジェクトは保護され、変更できるのは
自分の現行のアクセス・レベル以下のユーザーのみになります。上位のアクセス・レベ
ルで操作しているユーザーには、ワークフロー・オブジェクトのアイコンに小さなロッ
ク・アイコンが表示され、そのオブジェクトの使用は可能でも変更はできないことを示
します。グローバル・アップグレードを使用しない限り変更されない、標準コンポーネ
ントとして定義するオブジェクトを保護してください。このため、常に一貫して同じア
クセス・レベルで操作することが重要になります。

� 自分と同じアクセス・レベルのユーザーにアクセスを制限自分と同じアクセス・レベルのユーザーにアクセスを制限自分と同じアクセス・レベルのユーザーにアクセスを制限自分と同じアクセス・レベルのユーザーにアクセスを制限 :  「このアクセス・レベルで
ロック」と「カスタマイズを保存」の両方をオンにすると、そのオブジェクトを変更で
きるのは、自分の現行アクセス・レベルと同じレベルで操作するユーザーのみになりま
す。

表表表表 2-2

カスタマイズを保存カスタマイズを保存カスタマイズを保存カスタマイズを保存
このアクセス・レベルこのアクセス・レベルこのアクセス・レベルこのアクセス・レベル
でロックでロックでロックでロック オブジェクトに適用されるアクセス・レベルオブジェクトに適用されるアクセス・レベルオブジェクトに適用されるアクセス・レベルオブジェクトに適用されるアクセス・レベル

オブジェクトはどのアクセス・レベルでも更新
できます。

× オブジェクトは、現行アクセス・レベル以上の
アクセス・レベルでのみ更新できます。

× オブジェクトは、現行アクセス・レベル以下の
アクセス・レベルでのみ更新できます。

× × オブジェクトは、現行アクセス・レベルと同じ
アクセス・レベルでのみ更新できます。

注意注意注意注意 : Microsoft社の Internet Explorerのベータ版を PCにインストール
している場合は、ファイル comctl32.dllの旧バージョンが自動的にイ
ンストールされるため、Oracle Workflow Builderでロック・オブジェク
ト上にロック・アイコンが表示されないことがあります。この問題を修正
するには、Microsoft社の Internet Explorerの製品版をインストールして、
comctl32.dllを最新版に交換してください。
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Oracle Workflowのアクセス保護の概要
Oracle Workflowの保護レベルとアクセス・レベルは、特定のワークフロー・オブジェクト
の変更に関して、それが不可能であるか、または許可されたアクセス・レベルでこのツール
にアクセスするユーザーのみが可能であるかを示します。ワークフロー・オブジェクトの安
全性確保やソース管理のための手段ではありません。

カスタマイズ・レベルカスタマイズ・レベルカスタマイズ・レベルカスタマイズ・レベル
オブジェクトを変更してデータベースまたはファイルに保存すると、保護レベルのワークフ
ロー・オブジェクトのみでなく、すべてのワークフロー・オブジェクトに、自分のアクセ
ス・レベルと同じカスタマイズ・レベルが記録されます。たとえば、ワークフロー・オブ
ジェクトがカスタマイズ可能（保護レベル 1000）な場合に、それをアクセス・レベル 100で
カスタマイズすると、オブジェクトのカスタマイズ・レベルは 100に設定されます。カスタ
マイズ・レベルは、そのオブジェクトをさらに変更できるのは、そのレベルと同じかまたは
それ以上のアクセス・レベルのユーザーに限られることを示します。したがって、この例で
は、アクセス・レベルが 100以上のユーザーのみが、そのオブジェクトをカスタマイズでき
ます。オブジェクトのカスタマイズ・レベルより低いアクセス・レベルで操作している場合
は、そのワークフロー・オブジェクトのアイコン上に小型のロックが表示され、そのオブ
ジェクトの使用は可能でも変更はできないことを示します。

これにより、シード・データのアップグレード中に、すでにカスタマイズされているカスタ
マイズ可能オブジェクトが上書きされるのを防ぐことができます。これは、アップグレード
時には、カスタマイズされたオブジェクトのカスタマイズ・レベルよりも低いアクセス・レ
ベルで処理を行うワークフロー定義ローダーが常に使用されるためです。

デフォルトのアクセス・レベルの設定デフォルトのアクセス・レベルの設定デフォルトのアクセス・レベルの設定デフォルトのアクセス・レベルの設定
Oracle Workflow BuilderをMicrosoft Windows 95、Windows 98、Windows 2000または
Windows NTの PCにインストールする場合は、Oracle Universal Installerにより、インストー
ル先の PCとオペレーティング・システムに対してグローバルなデフォルトのアクセス・レ
ベルが割り当てられます。Oracle Workflow Builderのインストール後は、PC上の個々のユー
ザーに各自のアクセス・レベルを新しい設定に変更させることができます。これにより、そ
の PCに対して設定されたデフォルトのアクセス・レベルが上書きされます。ユーザーがア
クセス・レベルを定義しなければ、Oracle Workflow Builderでは PCのデフォルトのアクセ
ス・レベルの値が使用されます。このアクセス・レベルは、Microsoft Windowsのレジストリ
に保存されます。

注意注意注意注意 : Oracle Workflowのほとんどのワークフロー・オブジェクトは、
保護レベルが 0に設定されています。これは、そのオブジェクトが、アク
セス・レベル 0で操作する Oracle Workflowチームによってのみ、変更可
能であることを示します。自分のアクセス・レベルを 0に変更してデータ
を変更しようとすると、特に、Oracle Workflowでシード・データがアッ
プグレードされたために、もともと保護されていたデータに対して行う変
更が上書きされる可能性がある場合は、カスタマイズがサポートされなく
なります。
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ワークフロー定義ローダーの使用
Oracle Workflow Builderとワークフロー・シード・データを組織の他の部署のユーザーに
展開し、提供したシード・データをそれらのユーザーが変更しないようにするには、Oracle 
Workflow Builderでそのデータの保護レベルよりも高いアクセス・レベルで処理を行うよう
にできます。たとえば、シード・データ提供者としてアクセス・レベル 100で処理を行い、
作成したシード・データがレベル 100で保護されている場合、ユーザーまたはシード・デー
タ使用者のデフォルトのアクセス・レベルは 101以上に設定する必要があります。

Oracle Workflow Builderでユーザーのアクセス・レベルを設定するには、「ヘルプ」メニュー
から「Oracle Workflow Builderのバージョン情報」を選択するように指示します。「Oracle 
Workflow Builderのバージョン情報」ウィンドウで、「アクセス・レベル」フィールドを自分
のシード・データ保護レベルより大きい数値に変更し、「OK」を選択します。

ワークフロー定義ローダー・プログラムの場合は、環境変数WF_ACCESS_LEVELを定義
し、適切なオペレーティング・システム・コマンドで値を設定して、プログラムがプロセス
定義をファイルにダウンロードするときに動作するデフォルトのアクセス・レベルを設定し
ます。

ワークフロー定義ローダーの使用ワークフロー定義ローダーの使用ワークフロー定義ローダーの使用ワークフロー定義ローダーの使用
Oracle Workflow Builderで「ファイル」メニューの「上書き保存」または「開く」オプ
ションを使用するかわりに、ワークフロー定義ローダー・プログラムを使用してデータベー
スやフラット・ファイルからプロセス定義をロードしたり保存できます。

データベースをアップグレードする場合は、ワークフロー定義ローダーを使用してユーザー
のプロセス定義をフラット・ファイルに保存し、バックアップを作成します。データベース
のアップグレード完了後に、再度ローダー・プログラムを使用して、定義をデータベースに
アップロードして戻します。ローダー・プログラムを使用して、新バージョンのプロセス定
義でデータベースをアップグレードしたり、プロセス定義を他のデータベースに移動できま
す。

プロセス定義をアップロードまたはアップグレードすると、ワークフロー定義ローダーによ
り自動的にプロセス定義が検証され、特定のプロセス設計ルールに従っていることが確認さ
れます。ここでは、Oracle Workflow Builderの検証機能と同じ検証が行われます。5-16
ページの「プロセス定義の検証」を参照してください。

注意注意注意注意 : 自分のアクセス・レベルを変更することもできますが、Oracle 
Workflowでは、もともと 99以下のレベルで保護されていたシード・デー
タのカスタマイズはサポートされません。自分のアクセス・レベルを許可
されていないレベルに変更して、保護されているデータを変更すること
は、絶対にしないでください。
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ワークフロー定義ローダーの使用
➤ ➤ ➤ ➤ Oracle Workflowのスタンドアロン版のワークフロー定義ローダーの実行のスタンドアロン版のワークフロー定義ローダーの実行のスタンドアロン版のワークフロー定義ローダーの実行のスタンドアロン版のワークフロー定義ローダーの実行

1. ワークフロー定義ローダーは、サーバー上の Oracleホーム・ディレクトリ構造の bin
サブディレクトリにあります。

2. このプログラムをオペレーティング・システム・プロンプトから次のように実行します
（<username/password@database>をユーザー名、パスワードおよびデータベース
への Oracle Net8接続文字列または別名に置き換えます）。

� 入力ファイルからデータベースにシード・データのアップグレードを適用するに
は、次のように入力します。

wfload <username/password@database> <input_file>

ワークフロー定義ローダーは、デフォルトのアップグレード動作を使用して、ファ
イル作成者（シード・データ提供者）のアクセス・レベルを使用し、そのアップグ
レード・ファイルのアクセス・レベル以上のレベルで保護されているオブジェクト
を上書きします。アップグレード時には、ローダー・プログラムにより、データ
ベース内のカスタマイズ可能シード・データに対するカスタマイズも保存されま
す。<input_file>では、ロードするアップグレード・ファイルのフルパス名を
指定します。

� 入力ファイルからデータベースへプロセス定義をアップロードするには、次のよう
に入力します。

wfload -u <username/password@database> <input_file>

アップロード・モードは、ワークフロー・プロセスの開発者に役立ちます。この
モードでは、開発者は定義をデータベースに保存でき、既存のオブジェクトを不注
意にカスタマイズしたために、プロセス定義の一部の要素をアップロードできなく
なるかどうかを気にする必要がありません。ワークフロー定義ローダーでは、入力
ファイルで指定されたアクセス・レベルが使用されます。<input_file>では、
アップロード元となる入力ファイルのフルパス名を指定します。

� オブジェクトの保護レベルに関係なく、プロセス定義を入力ファイルからデータ
ベースへ強制的にアップロードするには、次のように入力します。

wfload -f <username/password@database> <input_file>

注意注意注意注意 : データベースの既存の定義上にワークフロー定義をアップロード
またはアップグレードすると、アップロード /アップグレード定義のオブ
ジェクトの表示名が、ターゲット・データベース内の異なるオブジェクト
にすでに使用されている場合があります。この場合、ワークフロー定義
ローダーでは、ターゲット・データベース内で競合している表示名の先頭
にアットマーク（＠）が追加され、この表示名の競合が自動的に解決され
ます。その後、アップロード /アップグレード定義がそのまま適用され、
警告メッセージが生成されます。
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ワークフロー定義ローダーの使用
<input_file>では、アップロード元となる入力ファイルのフルパス名を指定し
ます。データベースに保存されているプロセス全体が上書きされるため、強制オプ
ションを使用する場合は、あらかじめファイル内のプロセス定義が正しいことを確
認する必要があります。強制オプションは、信頼できる既存ファイルのバックアッ
プを使用して、データベースのデータの整合性に関する問題を修正する場合に役立
ちます。また、Oracle Workflow Release 1.0または 1.0.1から、旧データ・モデルを
反映する .wftファイルをロードする場合にも役立ちます。

� データベースから出力ファイルに 1つ以上の項目タイプのプロセス定義をダウン
ロードするには、次のように入力します。

wfload [-d <date>] <username/password@database>
<output_file> <item_type1> <item_type2> ...<item_typeN>

<output_file>では書込み先となる出力ファイルのフルパス名を指定し、
<item_typeN>ではダウンロードする各項目タイプの内部名を指定します。また、
<item_typeN>を '*'に置き換えると、すべての項目タイプを表すことができます
（アスタリスクは必ず一重引用符で囲みます）。-dオプションを使用して日付を指
定すると（カッコは除く）、その日付に有効だったプロセス定義をダウンロードで
きます。この日付は、書式 YYYY/MM/DD HH24:MI:SSを使用して指定します。

出力ファイルの拡張子は .wftである必要があります。プロセス定義をダウンロード
すると、ローダー・プログラムにより、出力ファイルのアクセス・レベルが環境変
数WF_ACCESS_LEVELに格納されている値に設定されます。

➤ ➤ ➤ ➤ Oracle Applications embedded Workflowのワークフロー定義ローダーの実行のワークフロー定義ローダーの実行のワークフロー定義ローダーの実行のワークフロー定義ローダーの実行

1. Oracle Applicationsの「要求の発行」フォームにナビゲートし、ワークフロー定義ロー
ダー・コンカレント・プログラムを発行します。Oracle Applicationsと Oracle 
Workflowをインストールして設定するときに、システム管理者はこのコンカレント・
プログラムを実行する職責の要求セキュリティ・グループに追加する必要があります。
『Oracle Applications System Administrator's Guide』の「Overview of Concurrent 

Programs and Requests」を参照してください。

2. ワークフロー定義ローダー・コンカレント・プログラムを要求として発行します。
『Oracle Applications User's Guide』の「Submitting a Request」を参照してください。

注意注意注意注意 : 強制オプションを使用して Oracle Workflowリリース 1.0または
1.0.1からデータベースに .wftファイルをロードする場合は、ロード後に
手動の手順も完了する必要があります。ロードする選択肢タイプを、項目
タイプに関連付ける必要もあります。そのためには、Oracle Workflow 
Builderの「ナビゲータ」ウィンドウで、選択肢タイプを独立した「選択肢
タイプ」のブランチから項目タイプに関連した「選択肢タイプ」のブラン
チにドラッグします。
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3. 「パラメータ」ウィンドウで次のパラメータの値を入力します。

モードモードモードモード 「ダウンロード」と指定すると、プロセス定義はデータベースからフ
ラット・ファイルにダウンロードされます。

「アップグレード」と指定すると、シード・データのアップグレード
が入力ファイルからデータベースに適用されます。ワークフロー定
義ローダーでは、ファイル作成者（シード・データ提供者）のアク
セス・レベルが使用され、アップグレード・ファイルのアクセス・
レベル以上のレベルで保護されているオブジェクトが上書きされま
す。データベースのカスタマイズ可能なシード・データに加えられ
たカスタマイズも、すべて保存されます。

「アップロード」と指定すると、プロセス定義がフラット・ファイル
からデータベースにロードされます。アップロード・モードは、
ワークフロー・プロセスの開発者に役立ちます。このモードでは、
開発者は定義をデータベースに保存でき、既存のオブジェクトを不
注意にカスタマイズしたために、プロセス定義の一部の要素をアッ
プロードできなくなるかどうかを気にする必要がありません。ワー
クフロー定義ローダーは、入力ファイルで定義されたアクセス・レ
ベルを使用してファイルからプロセス定義をアップロードするため、
そのファイルのアクセス・レベル以上のレベルで保護されていた
データベース内のオブジェクトが上書きされます。

「強制」を指定すると、オブジェクトの保護レベルに関係なく、プロ
セス定義が入力ファイルからデータベースに強制的にアップロード
されます。データベースに格納されているプロセス全体が上書きさ
れるため、ファイル内のプロセス定義が正しいことを確認しておく
必要があります。「強制」モードが役立つのは、既存の信頼できる
ファイル・バックアップを使用してデータベース内のデータ整合性
の問題を解決する場合です。

ファイルファイルファイルファイル プロセス定義のダウンロード先またはアップグレード元、アップ
ロード元となるファイルのフルパス名を指定します。

項目タイプ項目タイプ項目タイプ項目タイプ 「モード」を「ダウンロード」に設定した場合は、「リスト」ボタン
を使用して、ダウンロードするプロセス定義の項目タイプを選択し
ます。

注意注意注意注意 : 「要求の発行」フォームからワークフロー定義ローダーを発行して
プロセス定義をファイルにダウンロードする場合は、項目タイプを一度に
1つずつダウンロードするようにしか指定できません。同時に複数または
すべての項目タイプをダウンロードする場合は、ワークフロー定義ロー
ダー・コンカレント・プログラムをコマンドラインから発行する必要があ
ります。詳細は、後述の手順 6を参照してください。
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4. 「OK」を選択して「パラメータ」ウィンドウを閉じます。

5. この要求の印刷オプションと実行オプションを変更してから、「発行」を選択して要求
を発行します。

6. 「要求の発行」フォームを使用せずに、次のコマンドを入力し、ワークフロー定義ロー
ダー・コンカレント・プログラムをコマンドラインから実行することもできます。

アップグレードする場合 － WFLOAD apps/pwd 0 Y UPGRADE file.wft

アップロードする場合 － WFLOAD apps/pwd 0 Y UPLOAD file.wft

強制的にアップロードする場合 － WFLOAD apps/pwd 0 Y FORCE file.wft

ダウンロードする場合 － WFLOAD apps/pwd 0 Y DOWNLOAD file.wft
ITEMTYPE1 [ITEMTYPE2 ...ITEMTYPEN]

apps/pwdを APPSスキーマのユーザー名とパスワードに置き換え、file.wftをワー
クフロー・プロセス定義ファイルのファイル仕様に置き換え、ITEMTYPE1、
ITEMTYPE2、... ITEMTYPENをダウンロードする 1つ以上の項目タイプに置き換え
ます。また、ITEMTYPE1を「'*'」に置き換えると、すべての項目タイプを同時にダウ
ンロードできます（アスタリスクは必ず一重引用符で囲みます）。

ファイル仕様は次のように指定します。

@<application_short_name>:[<dir>/.../]file.ext

または

<native path>
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ワークフロー・プロセス定義ワークフロー・プロセス定義ワークフロー・プロセス定義ワークフロー・プロセス定義

この章では、Oracle Workflow Builderを使用してワークフロー・プロセスを定義する方法
について説明します。
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Oracle Workflow Builderの概要
Oracle Workflow Builderの概要の概要の概要の概要
Oracle Workflow Builderは、ワークフロー・プロセス定義の作成、表示および変更に使用
するグラフィカル・ツールです。Oracle Workflow Builderにはナビゲータ・ウィンドウが
あり、このウィンドウでビジネス・プロセスのアクティビティとコンポーネントを定義しま
す。次に、プロセス・ウィンドウでアクティビティを組み合せて、プロセス・ダイアグラム
を作成します。3-6ページの「Oracle Workflow Builderによるプロセス定義の作成」を参照
してください。

注意注意注意注意 : ナビゲータ・ウィンドウや Oracle Workflow Builderのプロセス・
ウィンドウを最大表示にすると、[Alt]キーを使用してキーボードからメ
ニューにアクセスできなくなります。
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ナビゲータ・ツリーの構造ナビゲータ・ツリーの構造ナビゲータ・ツリーの構造ナビゲータ・ツリーの構造
ナビゲータ・ウィンドウには、Oracle Workflow Builderで開いたり、ロードした各データ・
ストアのナビゲータ・ツリー階層が表示されます。データ・ストア（最上位のブランチ）
は、ワークフロー・プロセス定義を保存するデータベース接続またはフラット・ファイルで
す。各データ・ストア内に 1つ以上の項目タイプの見出し（2次ブランチ）があり、プロセ
スとそのコンポーネント・オブジェクトの特定セットのグループを表します。各項目タイプ
のブランチの下に次の 6つの 3次ブランチが表示されます。

� 属性 :  現行の項目タイプの属性リスト。項目タイプ属性は、項目タイプの特徴を示しま
す。たとえば、ある項目タイプが購買申請の場合、購買申請金額や購買申請 IDなどが
項目タイプ属性になります。4-2ページの「項目タイプ属性」を参照してください。

� プロセス :  現行の項目タイプのプロセス・アクティビティまたはワークフロー・プロセ
ス定義のリスト。5-2ページの「「プロセス」ウィンドウ」および 4-38ページの「アク
ティビティ」を参照してください。

� 通知 :  現行の項目タイプに関連した通知アクティビティのリスト。通知アクティビティ
は、ユーザーやロールにメッセージを送信します。メッセージには応答を求めるプロン
プトが表示されることもあれば、単に情報が表示されることもあります。4-38ページの
「アクティビティ」を参照してください。

� 関数 :  現行の項目タイプに関連した関数アクティビティのリスト。関数アクティビティ
は、ワークフロー・エンジンで自動的に実行される PL/SQLのストアド・プロシージャ
を示します。関数アクティビティには、アクティビティ属性が関連付けられることもあ
ります。4-38ページの「アクティビティ」を参照してください。

� メッセージ :  現行の項目タイプに関連した通知アクティビティがユーザーやロールに送
信できるメッセージのリスト。メッセージにはメッセージ属性が関連付けられることも
あります。4-22ページの「メッセージ」を参照してください。

� 選択肢タイプ :  現行の項目タイプに関連した選択肢タイプのリスト。選択肢タイプに
は、選択肢コードと呼ばれる 1つ以上の値が関連付けられています。選択肢タイプは、
メッセージで参照されたり、考えられる結果タイプとして通知、関数またはプロセスで
参照できる値のリストです。4-18ページの「選択肢タイプ」を参照してください。

データ・ストアがデータベース接続されており、そのデータベースに、Oracle Workflow 
Builderにロードされていない他の項目タイプが含まれている場合は、「その他の項目タイプ」
というブランチが表示されます。「その他の項目タイプ」をダブルクリックすると、「項目タ

注意注意注意注意 : それぞれのデータ・ストアには、「ディレクトリ・サービス」のブ
ランチも含まれています。「ディレクトリ・サービス」のブランチには、
Oracle Workflowデータベースからロードしたディレクトリ・サービスの
ロールがすべて表示されます。5-18ページの「ロール」を参照してくださ
い。
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イプの表示」ウィンドウが表示され、Oracle Workflow Builderに他の項目タイプをロードで
きます。

ナビゲータ・ツリーの表示ナビゲータ・ツリーの表示ナビゲータ・ツリーの表示ナビゲータ・ツリーの表示
ナビゲータ・ツリーは、ファイル・システムの階層とよく似た形で編成され、対象コンポー
ネントが見つかるまで、先頭にプラス記号（+）が付いているブランチをより詳細なサブブ
ランチに展開していくことができます。サブブランチは、展開元ブランチの下にインデント
されて表示されます。展開されたブランチの先頭にはマイナス記号（-）が付きます。ブラン
チにプラスやマイナスの記号が付かなくなるまで、展開していくことができます。ナビゲー
タ・ツリーを展開または縮小するには、マウスを使用する方法と、キーボードの矢印キーを
使用する方法があります。

ナビゲータ・ウィンドウには、そのウィンドウ内でのアクションの実行に使用できるツール
バーもあります。A-7ページの「ナビゲータのツールバー」を参照してください。
3-4 Oracle8i Workflow ガイド



Oracle Workflow Builderの概要
➤ ➤ ➤ ➤ ナビゲータ・ツリーでのオブジェクトの検索ナビゲータ・ツリーでのオブジェクトの検索ナビゲータ・ツリーでのオブジェクトの検索ナビゲータ・ツリーでのオブジェクトの検索

1. 「編集」メニューから「検索 ...」を選択して「検索」ウィンドウを表示します。この
ウィンドウで、ナビゲータ・ツリーでオブジェクトを検索する検索基準を指定します。

2. 「検索テキスト」フィールドに検索するテキストを入力します。検索時には大文字 /小文
字は区別されず、フィールドで指定したテキスト・パターンが検索されます。

3. このテキストをオブジェクトの「表示名」または「内部名」で検索するように指定しま
す。

4. この検索範囲を限定する場合はオブジェクト・タイプを指定し、すべてのオブジェクト
のプロパティ画面内でテキストを検索する場合は「すべてのオブジェクト」をオンにし
ます。

5. 「検索」を選択します。

6. 「編集」メニューから「再検索」を選択すると、「検索」ウィンドウで直前に定義した検
索基準を使用して検索を繰り返せます。
ワークフロー・プロセス定義 3-5



Oracle Workflow Builderによるプロセス定義の作成
Oracle Workflow Builderによるプロセス定義の作成によるプロセス定義の作成によるプロセス定義の作成によるプロセス定義の作成
Oracle Workflow Builderを使用する前に、プロセスで達成する内容を計画する必要がありま
す。特に、必要なアクティビティ、各アクティビティの順序、プロセスのブランチを左右す
る結果、通知する相手や通知内容などを決定します。Oracle Workflowには、デモンスト
レーション・ワークフローのサンプルがいくつか用意されています。13-2ページの「サンプ
ル・ワークフロー・プロセス」を参照してください。

ワークフロー・プロセスの定義を作成するには、次の方法があります。

� トップダウン・デザイン :  上位レベルからプロセス定義を設計する場合は、最初にプロ
セス・ダイアグラムとアクティビティの概要を決定してから、各アクティビティでサ
ポートしているオブジェクトを具体的に作成できます。3-9ページの「トップダウンに
よるプロセス定義の作成」を参照してください。

� ボトムアップ・デザイン :  最初に詳細な部分を定義して設計する場合は、最初に下位の
プロセスでサポートしているオブジェクトの定義を作成してから、上位レベルのプロセ
ス・ダイアグラムを作成します。3-7ページの「ボトムアップによるプロセス定義の作
成」を参照してください。

クイック・スタート・ウィザードクイック・スタート・ウィザードクイック・スタート・ウィザードクイック・スタート・ウィザード
クイック・スタート・ウィザードを使用すると、プロセス定義のテンプレートを使用して、
最初からプロセス定義を簡単に作成できます。クイック・スタート・ウィザードでは、まず
プロセスに関する新しい項目タイプを作成し、必要な最低限の情報を入力するように要求さ
れます。次に、基本のプロセス・ダイアグラムを作成し、それぞれの詳細なアクティビティ
を具体的に定義します。クイック・スタート・ウィザードでテンプレートを設定した後は、
トップダウンまたはボトムアップのアプローチを使用して設計を完成します。3-17ページの
「クイック・スタート・ウィザードの使用」を参照してください。

バージョンと有効日バージョンと有効日バージョンと有効日バージョンと有効日
新規のアクティビティを作成すると、Oracle Workflow Builderによりバージョン番号が割り
当てられます。既存アクティビティを変更するたびに、バージョン番号が更新されます。ア
クティビティの新バージョンはデータベースに保存され、旧バージョンが上書きされること
はありません。Oracle Workflowでは、アクティビティの有効日も設定され、常にアクティビ
ティの 1バージョンのみが有効になっています。Oracle Workflowでは、プロセスの実行中
は、そのプロセスの開始時に有効だったアクティビティのバージョンが使用されます。プロ
セスの途中でアクティビティのバージョンが切り替わることはありません。プロセス自体が
アクティビティであるため、そのプロセスのインスタンスが完了するまで、プロセス定義は
変化しないので注意してください。

また、Oracle Workflow Builderでは、有効日に従ってプロセス定義を保存し、ロードするこ
ともできます。たとえば、過去に有効になっていた定義を Oracle Workflow Builderにロード
できます。また、定義をデータベースに保存し、将来の任意の時点で有効にすることもでき
ます。
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Oracle Workflow Builderでは、項目タイプ、項目タイプ属性、メッセージおよび選択肢タ
イプなど、定数と見なされるオブジェクトのバージョン情報を管理しないので注意してくだ
さい。これらのオブジェクトの場合は常に最新の定義が適用されるため、これらのオブジェ
クトを変更した場合、変更前と矛盾しないかどうかを必ず考慮する必要があります。変更が
既存のプロセスに影響する場合は、既存のオブジェクトを編集するのではなく、新規のオブ
ジェクトを作成する必要があります。

プロパティ画面の「編集」ボタンの使用プロパティ画面の「編集」ボタンの使用プロパティ画面の「編集」ボタンの使用プロパティ画面の「編集」ボタンの使用
Oracle Workflow Builderでオブジェクトを作成するには、そのオブジェクトのプロパティ
画面で情報を入力します。入力する情報には、値リストから選択できるものもあります。
Oracle Workflow Builderの他のプロパティ画面で定義された値がドロップ・ダウン・
フィールドに表示される場合は、ドロップ・ダウン・リストの右に「編集」ボタンが表示さ
れます。ドロップ・ダウン・リストで値を選択すると、隣の「編集」ボタンを選択し、その
値のソース・プロパティ画面を表示して編集できます。ソース・プロパティ画面の設定を完
了して「OK」または「取消」をクリックすると、作業していた元のプロパティ画面に戻り
ます。

たとえば、通知アクティビティを作成する場合は、そのアクティビティの「結果タイプ」を
指定する必要があります。「結果タイプ」のドロップ・ダウン・フィールドを使用して、値
「<なし >」または事前定義の選択肢タイプを選択できます。選択肢タイプを選択した場合
は、隣の「編集」ボタンを選択し、その選択肢タイプのプロパティ画面を表示できます。選
択肢タイプのプロパティ画面を表示または編集した後は、「OK」または「キャンセル」を選
択すると、通知アクティビティのプロパティ画面に戻ります。

➤ ➤ ➤ ➤ ボトムアップによるプロセス定義の作成ボトムアップによるプロセス定義の作成ボトムアップによるプロセス定義の作成ボトムアップによるプロセス定義の作成

1. Oracle Workflow Builderを起動するには、「Oracle - <SID名 >」プログラム・グループ
の「Oracle Workflow Builder」アイコンをダブルクリックします。Windows 95または
NT 4.0以上を使用している場合は、「スタート」メニューから適切なプログラム・フォ
ルダの「Oracle Workflow Builder」アイコンを選択する方法もあります。

2. 「ファイル」メニューから「新規作成」を選択し、新しいプロセス定義のための作業領
域を作成します。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 4-55ページ「Oracle Workflow Builderのオブジェクトの変更」

提案提案提案提案 : クイック・スタート・ウィザードを使用して、新しいプロセス定
義の概略を最初に作成することもできます。一度クイック・スタート・
ウィザードで新しい項目タイプとプロセス・アクティビティを作成する
と、手順 4に進んで、新しい項目タイプとプロセス・アクティビティでサ
ポートするオブジェクトの定義を開始できます。3-17ページの「クイッ
ク・スタート・ウィザードの使用」を参照してください。
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3. 新しい項目タイプを作成します。項目タイプでは、プロセスで管理する作業項目を分類
します。4-6ページの「項目タイプの作成」を参照してください。

4. 項目タイプの属性を定義して項目タイプを具体的に記述し、プロセス内のアクティビ
ティでこれらの属性の情報を参照できるようにすることができます。4-8ページの「項
目タイプまたはアクティビティ属性の定義」を参照してください。

5. 新規の選択肢タイプを作成します。4-18ページの「選択肢タイプの作成」を参照してく
ださい。

アクティビティを定義する前に、その「結果タイプ」を表す選択肢タイプを定義する必
要があります。結果タイプは、アクティビティの完了時に考えられる結果のリストで
す。選択肢タイプとアクティビティを定義した後、選択肢をナビゲータ・ツリーのアク
ティビティにドラッグし、その選択肢をアクティビティの結果タイプに設定できます。
選択肢タイプは、項目タイプ属性、アクティビティ属性、メッセージまたはメッセージ
属性で参照することもできます。

6. 新規のメッセージを作成します。4-24ページの「メッセージの作成」を参照してくださ
い。

プロセスの通知アクティビティを作成する場合は、通知アクティビティで送信するメッ
セージを最初に作成する必要があります。新しいメッセージをナビゲータ・ツリーの通
知アクティビティにドラッグすると、対象アクティビティにメッセージを割り当てるこ
とができます。

メッセージのメッセージ属性も作成できます。動的な内容を表すように実行時にトーク
ンで置き換えられるメッセージには、「送信」タイプのメッセージ属性を組み込むこと
ができます。また、「応答」タイプのメッセージ属性を定義して、通知の受信者が受信
時に応答するように設定できます。4-30ページの「メッセージ属性の定義」を参照して
ください。

7. 新規のプロセス・アクティビティ、通知アクティビティまたは関数アクティビティを作
成します。標準項目タイプに関連付けられている事前定義済みの標準アクティビティを
使用することもできます。4-38ページの「アクティビティ」および 6-2ページの「標準
アクティビティ」を参照してください。

上位プロセス・ダイアグラムを表すプロセス・アクティビティを、1つ以上は定義する
必要があります。プロセス・ダイアグラムにより、プロセス内のすべてのアクティビ
ティ間の関連が設定されます。

8. プロセス・ダイアグラムを作成します。

該当するプロセス・アクティビティの「プロセス」ウィンドウを表示し、ワークフ
ロー・プロセスを定義するアクティビティとトランジションのダイアグラムを作成しま
す。アクティビティは、ナビゲータ・ツリーから「プロセス」ウィンドウにドラッグで
きます。5-4ページの「プロセスの図示」を参照してください。

9. 「ファイル」メニューから「保存」または「新規保存」を選択し、作業内容を保存しま
す。3-14ページの「作業内容の保存」を参照してください。
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10. Oracle Workflow Serverからアクセスできるデータベース内で、PL/SQL関数アクティビ
ティによってコールされる PL/SQLストアド・プロシージャを作成します。この操作に
は、SQL*Plusまたは Oracle Procedure Builderを使用できます。8-1ページの「Oracle 
Workflowの API」および 7-2ページの「関数アクティビティがコールする PL/SQLプ
ロシージャの標準 API」を参照してください。

➤ ➤ ➤ ➤ トップダウンによるプロセス定義の作成トップダウンによるプロセス定義の作成トップダウンによるプロセス定義の作成トップダウンによるプロセス定義の作成

1. Oracle Workflow Builderを起動するには、「Oracle - <SID名 >」プログラム・グループ
の「Oracle Workflow Builder」アイコンをダブルクリックします。Windows 95または
NT 4.0以上を使用している場合は、「スタート」メニューから適切なプログラム・フォ
ルダの「Oracle Workflow Builder」アイコンを選択する方法もあります。

2. クイック・スタート・ウィザードを使用して、新しいプロセス定義の概略を作成しま
す。新規の項目タイプとプロセス・アクティビティに必要な情報を指定します。3-17
ページの「クイック・スタート・ウィザードの使用」を参照してください。

3. 「プロセス」ウィンドウが表示され、「開始アクティビティ」と「終了アクティビティ」
のノードが示されます。開始ノードと終了ノードの間に新しいアクティビティ・ノード
を定義し、プロセスのダイアグラムを作成します。5-7ページの「プロセスのノードの
定義」を参照してください。

標準項目タイプに関連付けられている事前に定義された標準アクティビティを使用する
こともできます。6-2ページの「標準アクティビティ」を参照してください。

4. アクティビティ間の遷移を示して、プロセスをモデル化します。5-4ページの「プロセ
スの図示」を参照してください。

5. 「ファイル」メニューから「保存」または「新規保存」を選択し、作業内容を保存しま
す。3-14ページの「作業内容の保存」を参照してください。

関連項目関連項目関連項目関連項目 :

3-10ページ「プロセス定義の変更」

4-55ページ「Oracle Workflow Builderのオブジェクトの削除」

4-55ページ「Oracle Workflow Builderのオブジェクトの変更」

3-19ページ「「項目タイプの定義」Web画面」
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➤ ➤ ➤ ➤ プロセス定義の変更プロセス定義の変更プロセス定義の変更プロセス定義の変更

1. Oracle Workflow Builderを起動するには、「Oracle - <SID名 >」プログラム・グループ
の「Oracle Workflow Builder」アイコンをダブルクリックします。Windows 95または
NT 4.0以上を使用している場合は、「スタート」メニューから適切なプログラム・フォ
ルダの「Oracle Workflow Builder」アイコンを選択する方法もあります。

2. 「ファイル」メニューから「オープン」を選択し、データベースへの接続をオープンす
るか、変更するプロセス定義が含まれているファイルをオープンします。3-11ページの
「既存データ・ストア内のプロセス定義へのアクセス」を参照してください。

3. 変更するプロセス定義に関連付けられている既存の項目タイプを選択し、展開します。

4. 項目タイプ、項目タイプ属性、選択肢、メッセージ、メッセージ属性、プロセス・アク
ティビティ、通知アクティビティ、関数アクティビティまたはアクティビティ属性を変
更できます。4-6ページの「項目タイプの作成」、4-8ページの「項目タイプまたはアク
ティビティ属性の定義」、4-18ページの「選択肢タイプの作成」、4-24ページの「メッ
セージの作成」、4-30ページの「メッセージ属性の定義」または 4-38ページの「アク
ティビティ」を参照してください。

5. プロセス・アクティビティの「プロセス」ウィンドウを表示し、プロセス・ダイアグラ
ムを変更することもできます。5-4ページの「プロセスの図示」を参照してください。

6. 「ファイル」メニューから「保存」または「新規保存」を選択し、作業内容を保存しま
す。3-14ページの「作業内容の保存」を参照してください。

注意注意注意注意 : Oracle Workflowでは、作業内容を保存すると、不正なプロセス定
義や不足している情報が自動的に検証され、該当するものがあれば「ワー
クフロー・エラー」検証ウィンドウに表示されます。「ワークフロー・エ
ラー」ウィンドウは非モーダル・ウィンドウで、このウィンドウを開いた
まま、プロセスに戻って識別されたエラーを修正できます。また、作業内
容をそのまま保存してから、エラーを修正することもできます。他の文書
で後で参照できるように、情報をクリップボードに貼り付けるには、「コ
ピー」ボタンを使用して情報をコピーします。エラーを修正せずに作業内
容を保存すると、次にこのプロセス定義をオープンしたときに「ワークフ
ロー・エラー」ウィンドウが表示されます。

関連項目関連項目関連項目関連項目 :

3-10ページ「プロセス定義の変更」

4-55ページ「Oracle Workflow Builderのオブジェクトの削除」

4-55ページ「Oracle Workflow Builderのオブジェクトの変更」

3-19ページ「「項目タイプの定義」Web画面」
3-10 Oracle8i Workflow ガイド



Oracle Workflow Builderによるプロセス定義の作成
項目タイプのオープンと保存項目タイプのオープンと保存項目タイプのオープンと保存項目タイプのオープンと保存
すべてのプロセスは、項目タイプに関連付けられます。1つの項目タイプに、1つ以上のプ
ロセスを含めることができます。項目タイプは、データベースやフラット・ファイルに保存
できます。作業結果をデータベースに保存すると、実際には現行データ・ストア内で変更が
あった情報がすべて保存されます。フラット・ファイルに保存すると、実際には現行デー
タ・ストア内のすべての情報がファイルに保存されます。また、項目タイプをデータベース
やフラット・ファイルから Oracle Workflow Builderにロードすることもできます。項目タイ
プをオープンすると、その項目タイプに関連した属性、メッセージ、選択肢、通知、関数お
よびプロセスすべてが自動的に取り出されます。

➤ ➤ ➤ ➤ 既存データ・ストア内のプロセス定義へのアクセス既存データ・ストア内のプロセス定義へのアクセス既存データ・ストア内のプロセス定義へのアクセス既存データ・ストア内のプロセス定義へのアクセス

1. Oracle Workflow Builderを起動するには、「Oracle - <SID名 >」プログラム・グループ
の「Oracle Workflow Builder」アイコンをダブルクリックします。Windows 95または
NT 4.0以上を使用している場合は、「スタート」メニューから適切なプログラム・フォ
ルダの「Oracle Workflow Builder」アイコンを選択する方法もあります。Oracle 
Workflow Builderで、「ファイル」メニューから「オープン ...」を選択します。

関連項目関連項目関連項目関連項目 :

4-55ページ「Oracle Workflow Builderのオブジェクトの削除」

4-55ページ「Oracle Workflow Builderのオブジェクトの変更」

3-19ページ「「項目タイプの定義」Web画面」

注意注意注意注意 : ワークフロー・プロセス定義のコピーを常にフラット・ファイル
として保存し、そのファイルをソース・コントロール・システムにチェッ
クインして、プロセス定義の作業用バージョンを保守してください。デー
タベースにアクセスする他のユーザーが定義を更新できるように、データ
ベースに格納されたプロセス定義は、ソース・コントロール・バージョン
として使用しないでください。
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2. データベースまたはファイルを選択し、プロセス定義が関連付けられている項目タイプ
を含むソースに接続します。

3. ファイルを開く場合 :  ファイルのフルパスを指定して「OK」を選択するか、「参照」を
クリックし、ファイル位置を指定してファイル（拡張子 .wft）を開きます。

4. データベース接続を開く場合 :  データベースのユーザー名とパスワードを入力します。
データベースの別名または接続文字列を入力し、「OK」を選択します。

注意注意注意注意 : Microsoft Windows 95/98/2000やWindows NT 4.0の「エクスプ
ローラ」、またはMicrosoft Windows NTの「ファイル マネージャ」から、
.wftファイルをナビゲータ・ツリーにドラッグ・アンド・ドロップし、そ
のファイルを Oracle Workflow Builderで開くこともできます。

注意注意注意注意 : 「参照」を使用してファイルを検索してオープンすると、オープン
したファイルが含まれている現行のディレクトリが、次にファイルをオー
プンするときのデフォルトのディレクトリとなります。このデフォルトの
ディレクトリは、次に「参照」を使用して他のファイルを検索するまで保
持されます。
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5. 特定の日時に有効であったプロセス定義を取り出す場合は、「有効日」フィールドで日
時を指定して、そのデータをデータベースから取り出します。日時の指定に使用する書
式は、Windowsの「コントロール パネル」の「地域」設定で定義した日時の書式に基
づきます。

6. データ・ストアに複数の項目タイプが存在する場合は、「項目タイプの表示」ウィンド
ウが表示されます。表示する項目タイプを「非表示」リストから選択し、「<<」を選択
して「表示」リストに移動します。「OK」を選択し、選択した項目タイプをナビゲー
タ・ツリーにロードします。

7. 現行のデータ・ストア内で非表示の項目タイプを表示して変更する場合は、ナビゲー
タ・ツリーの「その他の項目タイプ」のブランチをダブルクリックして、「項目タイプ
の表示」ウィンドウを表示し、表示する項目タイプを選択します。また、「項目タイプ
の表示」ウィンドウを表示するには、「ファイル」メニューから「項目タイプの表示 /
非表示」を選択する方法もあります。

注意注意注意注意 : 項目タイプは、相互に参照している場合でも、データ・ストア間
では任意の順序でコピーできます。ただし、外部キーの参照によって、検
証エラーとなることがあります。このようなエラーは、外部キーの参照を
解決するために、場合によっては他の項目タイプを新しいデータ・ストア
へコピーする必要があるので、注意が必要です。参照されている項目タイ
プがすべて、コピー先の新しいデータ・ストアにコピーされると、新しい
データ・ストアの最終プロセス定義が有効になります。
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8. 作業の完了後に、「ファイル」メニューから「保存」を選択し、変更内容を保存して即
時に有効にします。3-14ページの「作業内容の保存」を参照してください。

➤ ➤ ➤ ➤ 作業内容の保存作業内容の保存作業内容の保存作業内容の保存

1. 「ファイル」メニューから「保存」を選択し、変更内容を保存して即時に有効にします。

「保存」コマンドを使用すると、現在選択しているデータ・ストアの変更済みオブジェ
クトがすべて（非表示でも）データ・ストアに保存されます。特定の項目タイプのみを
保存する場合は、新規のデータ・ストアを作成し、保存する項目タイプを新規ストアに
コピーして、新規ストアを保存する必要があります。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 3-16ページ「コマンド プロンプトからの Oracle Workflow 
Builderの起動」

注意注意注意注意 : Oracle Workflow Builderでは、2つのモードのどちらかで作業結果
をデータベースに保存できます。「ヘルプ」メニューから「Oracle 
Workflow Builderのバージョン情報」ダイアログ・ボックスを表示すると、
「カスタマイズ済オブジェクトの変更を可能にする」というチェック・
ボックスが表示されます。このチェック・ボックスをオンにすると、編集
結果はアップロード・モードで保存され、以前にカスタマイズしたオブ
ジェクトと、変更のためにアクセスした保護対象のオブジェクトが上書き
されます。このチェック・ボックスをオフにすると、Oracle Workflow 
Builderはアップグレード・モードで実行されます。このモードでは、変更
のためにアクセスした保護対象のオブジェクトの編集結果のみが保存さ
れ、以前にカスタマイズしたオブジェクトは上書きされません。この 2つ
のモードは、ワークフロー定義ローダーのプログラムのアップグレードお
よびアップロードの動作と同じです。デフォルトでは、このチェック・
ボックスはオフになっています。4-17ページの「オブジェクトのアクセ
ス・レベルの設定」および 2-65ページの「ワークフロー定義ローダーの使
用」を参照してください。
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2. 作業結果を別のデータ・ストア（データベースまたはフラット・ファイル）に保存する
場合や、現在のシステム日付とは異なる有効日付でデータベースに保存する場合は、
「ファイル」メニューから「別名保存 ...」を選択します。「新規保存」ウィンドウで、プ
ロセス定義を保存するファイルまたはデータベースを指定し、プロセス定義がデータ
ベースで有効になる日付を指定します。「有効日」フィールドを空白にすると、変更を
保存した直後から有効にすることができます。8-8ページの「バージョン /有効日付」
を参照してください。

3. Oracle Workflowでは、作業内容を保存すると、不正なプロセス定義や不足している情報
が自動的に検証され、該当するものがあれば「ワークフロー・エラー」検証ウィンドウ
に表示されるため注意してください。情報を修正してから作業内容を保存することも、
作業内容を保存してからエラーを修正することもできます。後で参照するために、ク
リップボードに情報を貼り付けるには、「コピー」ボタンを使用して「ワークフロー・
エラー」ウィンドウの情報をコピーします。エラーを修正せずに作業内容を保存する
と、次にこのプロセス定義をオープンしたときに「ワークフロー・エラー」ウィンドウ
が再表示されます。

注意注意注意注意 : 将来の有効日を指定して作業結果をデータベースに保存し、同じ
Oracle Workflow Builderセッションでプロセスの変更を続けた後に、「ファ
イル」メニューから「保存」を選択すると、プロセス定義は以前に指定し
た有効日を使用して同じデータベースに自動的に保存されます。
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4. 「ファイル」メニューから「ストアを閉じる」を選択し、現行データベースまたはファ
イル・データ・ストアへの接続を終了します。

5. 「ファイル」メニューから「終了」を選択し、Oracle Workflow Builderを終了します。

➤ ➤ ➤ ➤ コマンドコマンドコマンドコマンド プロンプトからのプロンプトからのプロンプトからのプロンプトからの Oracle Workflow Builderの起動の起動の起動の起動

Windowsのアイコンをダブルクリックして Oracle Workflow Builderを起動するのではな
く、コマンド プロンプト（Windows95、98ではMS-DOSプロンプトと呼ぶ）からコマンド
を入力して、接続先のファイルやデータベースを指定することもできます。

1. 「コマンド プロンプト」ウィンドウで、特定のワークフロー・データ・ファイルを指定
して次のコマンドを入力し、Oracle Workflow Builderを起動します。

wfbldr20 <filename.wft>

<filename.wft>はデータ・ファイルのフルパス名を表します。

2. 特定のデータベース接続を指定して Oracle Workflow Builderを起動するには、コマン
ド プロンプトから次のコマンドを入力します。

wfbldr20 -c <username/password@connect>

<username/password@connect>は、username: ユーザー名、password: パスワー
ド、connect: 接続文字列を表します。

3. Oracle Workflow Builderを起動し、データ・ストア内で指定した項目タイプをオープ
ンするには、手順 1または 2の適切なコマンドを次のように修正します。

-E <item_type>

<item_type>は、オープンする項目タイプの内部名です。

次に例を示します。

wfbldr20 wfdemo.wft -E wfdemo

注意注意注意注意 : 「ファイル」メニューから「ストアを閉じる」および「終了」オプ
ションを使用できるのは、「ナビゲータ」ウィンドウが現行ウィンドウの
場合のみです。

注意注意注意注意 : Oracle Workflow BuilderをMicrosoft Windows 95または
Windows NT 4.0以上で実行する場合は、Windowsの「エクスプローラ」
上でワークフロー・データ・ファイル（.wft）をダブルクリックすると、
そのファイルが自動的に開き、Oracle Workflow Builderが起動します。
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4. Oracle Workflow Builderを起動し、データ・ストア内で指定したプロセス・ダイアグ
ラムをオープンするには、手順 1または 2の適切なコマンドを次のように修正します。
<item_type:process>は、オープンする項目タイプとプロセスの内部名です。

-E <item_type:process>

次に例を示します。

wfbldr20 wfdemo.wft -E WFDEMO:NOTIFYAPPROVER

クイック・スタート・ウィザードの概要クイック・スタート・ウィザードの概要クイック・スタート・ウィザードの概要クイック・スタート・ウィザードの概要
クイック・スタート・ウィザードを使用すると、ワークフロー・プロセスの設計をその場で
開始できます。このウィザードでは、最初に wftemplate.wftというファイル（ワークフ
ロー・プロセスの作成に必要なすべての必須オブジェクトの概略）がロードされ、プロセス
のダイアグラムを作成する「プロセス」ウィンドウが表示されます。クイック・スタート・
ウィザードを開始した後は、ボトムアップまたはトップダウンのアプローチを使用して、
ワークフロー・プロセスの定義を完了します。

➤ ➤ ➤ ➤ クイック・スタート・ウィザードの使用クイック・スタート・ウィザードの使用クイック・スタート・ウィザードの使用クイック・スタート・ウィザードの使用

1. 「ファイル」メニューから「クイック・スタート・ウィザード」を選択します。

関連項目関連項目関連項目関連項目 :

2-65ページ「ワークフロー定義ローダーの使用」

5-18ページ「ワークフロー・プロセスのショートカット・アイコンの作
成」
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2. ワークフローの「クイック・スタート・ウィザード」ウィンドウに、次の必須情報の入
力を求めるプロンプトが表示されます。

� 新規項目タイプ

– 内部名 :  大文字のみを使用し、半角英数字で 8文字以内の内部名を指定しま
す。すべての Oracle Workflow API、SQLスクリプトおよび PL/SQLプロシー
ジャでは、項目タイプの識別時に内部名が参照されます。

– 表示名 :  項目タイプを表す変換可能な表示名を入力します。

– 維持タイプ :  項目タイプの実行ステータス情報として「一時」または「永久」
を指定します。

– 日数 :  「維持タイプ」が「一時」の場合は、項目タイプのインスタンスが終了
してから、実行ステータス情報が削除可能になるまでの日数を指定します。4-4
ページの「維持タイプ」を参照してください。

� 新規プロセス

– 内部名 :  内部名を大文字のみで指定します。

– 表示名 :  プロセス・アクティビティを表す変換可能な表示名を入力します。表
示名は、「プロセス」ウィンドウのタイトル・バーにも表示されます。

注意注意注意注意 : 定義された項目タイプの内部名を更新するには、特別な SQLスク
リプトを使用する必要があります。14-6ページの「wfchitt.sql」を参照し
てください。

注意注意注意注意 : 内部名には、コロン（:）や空白を使用しないでください。

注意注意注意注意 : 定義されたアクティビティの内部名を更新するには、特別な SQL
スクリプトを使用する必要があります。14-5ページの「wfchact.sql」を参
照してください。

注意注意注意注意 : 内部名には、コロン（:）や空白を使用しないでください。
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3. クイック・スタート・ウィザードにより、次の処理が実行されます。

� 「ナビゲータ」ウィンドウに「タイトルなし - n」というデータ・ストアが作成され
ます。

� ワークフローのクイック・スタート・ウィザードのウィンドウに入力した情報が使
用され、データ・ストアに新しい項目タイプとプロセス・アクティビティが作成さ
れます。

� 作成するプロセスに標準のアクティビティを組み込めるように、標準項目タイプが
新しいデータ・ストアにロードされます。

� 定義した新しいプロセス・アクティビティの「プロセス」ウィンドウが開きます。
「プロセス」ウィンドウには、「開始アクティビティ」および「終了アクティビ
ティ」が表示されます。

4. 次の 2つの方法のどちらかを使用して、プロセスの定義をカスタマイズできます。

� ボトムアップ・デザイン :  ワークフロー・ダイアグラムを作成する前に、まずアク
ティビティを作成し、それらのアクティビティでサポートしているすべてのオブ
ジェクトを作成します。3-7ページの「ボトムアップによるプロセス定義の作成」
を参照してください。

� トップダウン・デザイン :  ワークフロー・ダイアグラムの作成に必要な、最低限の
情報が含まれているアクティビティを作成します。後で各アクティビティおよびサ
ポートしているオブジェクトに戻って、具体的な内容を詳しく記述できます。3-9
ページの「トップダウンによるプロセス定義の作成」を参照してください。

「項目タイプの定義」「項目タイプの定義」「項目タイプの定義」「項目タイプの定義」Web画面画面画面画面
Webベースの「項目タイプの定義」画面を使用すると、Oracle Workflowデータベースに格
納されているワークフロー定義への個別アクセスが可能になります。この画面では、特定の
項目タイプに関連した属性、プロセス、通知、関数、メッセージおよび選択肢タイプの詳細
を表示して、ワークフロー・プロセスを表示したり、その構成を検討できます。

項目タイプ定義を表示するには、最初に「項目タイプの検索」Web画面を使用して項目タイ
プを問い合せます。項目タイプは、有効な日付および時刻に基づいて問合せできます。

「項目タイプの定義」画面が表示されます。情報は、2つのフレームに表示されます。各フ
レームは Oracle Workflow Builderのようにモデル化されており、内容を簡単に効率よく検
討できます。左のフレームには、項目タイプ定義に含まれるすべてのオブジェクトが、展開
可能なナビゲータ・ツリーに表示されます。右のフレームには、ナビゲータ・ツリーで選択
したオブジェクトの詳細が表示されます。また、いつでも左右どちらかのフレームを選択
し、そのフレーム内のすべての情報をWebブラウザを使用して印刷できます。
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➤ ➤ ➤ ➤ 項目タイプの問合せ項目タイプの問合せ項目タイプの問合せ項目タイプの問合せ

1. Webブラウザに次の URLを入力します。

<webagent>/wf_item_definition.find_item_type

ここで <>内のテキストを次のように置き換えます。

<webagent>は、Webサーバーで Oracle Workflow用に構成されたWebエージェント
のベース URLを表します。2-9ページの「手順WF-2 グローバル・ユーザー設定項目の
設定」を参照してください。

注意注意注意注意 : 「項目タイプの検索」Web画面には、Oracle Workflowホーム・
ページからもアクセスできます。9-2ページの「Oracle Workflowホーム・
ページへのアクセス」を参照してください。

注意注意注意注意 : この URLにWebブラウザ・セッションで初めてアクセスする場
合、この URLは保護されているため、Oracle Web Serverからのログオン
に有効なユーザー名とパスワードの入力を求めるプロンプトが表示されま
す。
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2. 「項目タイプ」ドロップ・ダウン・フィールドを使用して、項目タイプを選択します。

3. 「ユーザー設定項目」Web画面の「日付書式」フィールドで指定した書式を使用して、
表示する項目タイプ定義の有効日時を指定します。9-4ページの「ユーザー設定項目の
設定」を参照してください。

4. 「検索」を選択して「項目タイプの定義」Web画面に項目タイプを表示します。
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➤ ➤ ➤ ➤ 項目タイプの定義の検討項目タイプの定義の検討項目タイプの定義の検討項目タイプの定義の検討

1. 「項目タイプの定義」Web画面には、2つのフレームが表示されます。左のフレームに
は、Oracle Workflow Builderのナビゲータ・ツリーと同様の階層形式で、項目タイプ
定義のコンポーネントが表示されます。右のフレームには、各コンポーネントの詳細が
表示されます。

2. 左側のフレームにあるいずれかのコンポーネントのリンクをクリックします。そのコン
ポーネントの詳細が右側のフレームに表示されます
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ワークフロー・プロセスのコンポーネントのワークフロー・プロセスのコンポーネントのワークフロー・プロセスのコンポーネントのワークフロー・プロセスのコンポーネントの

定義定義定義定義

この章では、Oracle Workflow Builderを使用して、ワークフロー・プロセス・ダイアグラ
ムの構成に必要なコンポーネントを定義する方法について説明します。
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ワークフロー・プロセスのコンポーネントワークフロー・プロセスのコンポーネントワークフロー・プロセスのコンポーネントワークフロー・プロセスのコンポーネント
作成するワークフロー・プロセスによっては、プロセスを構成する次のタイプのコンポーネ
ントのすべてまたは一部を定義する必要があります。

� 項目タイプ

� 選択肢タイプ

� メッセージ

� アクティビティ

� 属性

� ロール

項目タイプ項目タイプ項目タイプ項目タイプ
項目タイプは、ワークフロー・プロセスを構成するコンポーネントの分類です。プロセス用
に作成するコンポーネント（関数アクティビティやメッセージなど）は、すべて特定の項目
タイプに関連付ける必要があります。多くの場合、項目タイプを定義し、ワークフロー・プ
ロセスで管理する項目を記述すると理解しやすくなります。たとえば、購買申請を項目タイ
プとして定義し、特定の ID番号で識別される購買申請をその項目タイプの項目にすること
ができます。4-6ページ「項目タイプの作成」を参照してください。

項目タイプ属性項目タイプ属性項目タイプ属性項目タイプ属性
項目タイプ属性は、特定の項目タイプに関連付けられたプロパティです。項目タイプ属性は
グローバル変数として機能し、プロセス内のすべてのアクティビティから参照、更新できま
す。通常、項目タイプ属性は、ワークフロー・プロセスを完了させるために必要な項目の情
報を提供します。たとえば、「ワークフロー・デモンストレーション」という項目タイプに
は、「購買依頼金額」という項目タイプ属性があります。この例で、「購買依頼承認」プロセ
スのアクティビティでは、選択された承認者にその金額の購買申請を承認する権限があるか
どうかを判別するために、この項目タイプ属性の値が必要です。

関数アクティビティと同様に、アプリケーションでも、Oracle Workflow Engine APIを使用
して項目タイプ属性を参照したり設定できます。項目タイプに必要な数だけ、項目タイプ属
性を定義して保守できます。プロセス内のアクティビティに必要な情報や、通知メッセージ
での送信が必要な情報は、すべて項目タイプ属性として定義する必要があります。4-30ペー
ジ「メッセージ属性の定義」を参照してください。
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属性タイプ属性タイプ属性タイプ属性タイプ
次のように、属性は 9つのタイプに分かれています。タイプによって、使用可能な値や属性
の使用方法が決まります。

� テキスト :  属性値はテキストの文字列です。

� 数値 :  属性は、指定したオプションの書式マスク付きの数値です。

� 日付 :  属性値は、指定したオプションの書式マスク付きの日付です。

� 選択肢 :  属性値は、指定した選択肢タイプの選択肢コードの値の 1つです。

� フォーム :  属性値は、Oracle Applicationsの内部フォーム機能名とオプションのフォー
ム機能パラメータです。この属性タイプは、Oracle Workflowのスタンドアロン版には
関係ありません。

通知メッセージに、メッセージ属性としてフォーム・タイプの属性を含める場合、「通
知の詳細」Web画面から表示する通知には添付フォーム・アイコンが表示され、参照さ
れているフォームまでドリル・ダウンできます。『Oracle Applications Developer's 
Guide』の「Overview of Menus and Function Security」を参照してください。

� URL:  属性値は、ネットワーク位置の Universal Resource Locator（URL）です。通知
メッセージで、メッセージ属性として URL属性を参照すると、「通知の詳細」Web画面
から、または HTML形式の電子メールとして表示した通知には、URL属性で指定した
URLへのアンカーが表示されます。ユーザーはこの URLにアクセスして、アクティビ
ティを完了したり、アクティビティ関連の追加情報を表示できます。

� 文書 :  属性値は添付文書です。デフォルト値フィールドで、次のタイプの文書を指定で
きます。

– PL/SQL文書 :  PL/SQLプロシージャから生成された、データベースからのデータ
を表す文書。

– DM文書 :  外部ドキュメント管理システムによって管理される文書。

4-13ページ「文書属性の定義」を参照してください。

� ロール :  属性値はロールの内部名です。通知メッセージにロール・タイプのメッセージ
属性が含まれる場合、属性は自動的にロールの表示名に設定されるため、ロールの内部
名と表示名について別々の属性を保守する必要がなくなります。また、Webブラウザか
ら通知を表示する場合は、ロールの表示名がそのロールのメール・アドレスを示すハイ
パーテキスト・リンクになります。属性のデフォルト値を設定するには、最初にデータ
ベースからロールをロードする必要があります。5-18ページ「ロール」を参照してくだ
さい。

� 属性 :  属性値は、プロセスで参照を維持する別の既存項目タイプ属性の内部名です。
ワークフロー・プロセスのコンポーネントの定義 4-3



ワークフロー・プロセスのコンポーネント
維持タイプ維持タイプ維持タイプ維持タイプ
項目タイプを定義するときに、その維持タイプも指定する必要があります。維持タイプによ
り、項目タイプのインスタンスごとに維持される実行ステータス情報の期間を制御します。
「維持」を「永久」に設定すると、ランタイム・ステータス情報はプロシージャWF_

PURGE.TotalPerm( )をコールして情報を意図的に削除するまで、無期限に保存されます。

項目タイプの「維持」を「一時」に設定した場合は、維持日数も指定する必要があります。
「一時」項目タイプの各インスタンスの実行ステータス情報は、その完了日以後少なくとも n
日間は維持されます。n日間維持された後は、WF_PURGE APIのいずれかを使用して項目
タイプのランタイム・ステータス情報を削除できます。WF_PURGEについては、8-77ペー
ジを参照してください。

項目タイプのセレクタ関数項目タイプのセレクタ関数項目タイプのセレクタ関数項目タイプのセレクタ関数
項目タイプに複数の実行可能なプロセス・アクティビティが関連している場合、または今後
関連付ける予定の場合は、特定の状況でどのプロセス・アクティビティを実行するかを判別
する PL/SQL関数を定義します。たとえば、同じ項目タイプに 2つの異なる購買承認申請プ
ロセス・アクティビティが関連付けられている場合があります。Oracle Workflowで実行さ
れるプロセスは、購買申請方法と依頼元に応じて異なる可能性があります。このような場合
は、セレクタ関数により、特定の状況に適切なプロセスが判別されます。

また、プロセスの実行中に SQLセッションが割込みされた場合に、必要に応じて項目タイ
プのコンテキスト情報をリセットできるように、セレクタ関数を通常のコールバック関数に
拡張することもできます。これは、Oracle Applicationsの使用例で、「通知の詳細」Web画
面から通知を表示し、その通知に関連付けられた他のフォームを起動する場合に特に重要で
す。Oracle Workflowでは、Oracle Application Object Library関数のセキュリティ・システ
ムにフォームの起動が渡される前に、項目タイプに対するセレクタ /コールバック関数が
TEST_CTXモードでコールされて、Oracle Applicationsコンテキストがテストされます。
TEST_CTXモードでは、セレクタ /コールバック関数により、フォームの起動が適切かどう
かの判断に必要なあらゆるロジックを実行できます。7-7ページ「項目タイプのセレクタ関
数またはコールバック関数の標準 API」を参照してください。

注意注意注意注意 : Oracle Applications embedded Workflowを使用している場合、不
要な項目タイプのランタイム・ステータス情報を削除するには、「ワーク
フローの不要ランタイム・データのパージ」コンカレント・プログラムも
使用する必要があります。このコンカレント・プログラムの実行ファイル
名は Oracle Workflow Purge Obsolete Dataで、短縮名は FNDWFPRで
す。8-85ページ「ワークフローの不要ランタイム・データのパージ」を参
照してください。

注意注意注意注意 : 維持タイプは Oracle Workflowリリース 2.5で導入された機能の
ため、2.5以前のリリースで定義された項目タイプは、維持タイプが「一
時」に、「日数」が 0に自動的にアップグレードされます。
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外部文書の統合外部文書の統合外部文書の統合外部文書の統合
文書は、組織運営に大きな影響力を持ちます。デジタル・メディアとワールド・ワイド・
ウェブ（WWW）の急激な発展に伴い、印刷物以外のメディアなど様々な書式の電子文書が
出現したため、組織はこれらの文書を管理する必要に迫られています。このような文書の情
報は、管理および共有されて初めて価値を持ちます。ドキュメント管理システムにより、組
織では 1つの共有資源で重要なデジタル文書の共有、管理および再利用が可能になります。

ドキュメント管理システムとワークフロー・システムの統合により、管理された文書を適切
なタイミングで適切な個人に送り、文書情報の効果を最適化できます。Oracle Workflowで
は、オラクル社のサード・パーティのドキュメント管理（DM）統合パートナとの間に、
シームレスでオープンな統合が実現されています。ワークフロー・プロセスでは、ドキュメ
ント管理システムに格納されている文書（DM文書）、または PL/SQLプロシージャにより
生成された文書（PL/SQL文書）を添付できます。文書をワークフロー・プロセスに添付す
るには、事前定義済みの項目属性または「文書」タイプのメッセージ属性で文書を参照しま
す。4-3ページ「属性タイプ」、4-8ページ「項目タイプまたはアクティビティ属性の定義」
および 4-30ページ「メッセージ属性の定義」を参照してください。

PL/SQL文書の場合、項目属性またはメッセージ属性の値は、その文書の生成に使用された
PL/SQLパッケージおよびプロシージャの名前になります。PL/SQLプロシージャは、
Oracle Workflow標準インタフェースに従う必要があります。PL/SQLプロシージャにより
生成される文書は、通知のテキスト内で表示されます。7-10ページ「PL/SQL文書の標準
API」を参照してください。

DM文書の場合、項目属性またはメッセージ属性の値は、接頭辞 DMに、ドキュメント管理
システムのノード IDと、ドキュメント管理システムにより割り当てられる文書 IDが続いた
ものになります。ノード IDは、「ドキュメント・ノード」Web画面でドキュメント管理シ
ステムを最初に指定するときに割り当てられます。2-25ページ「手順WF-8 ドキュメント管
理リポジトリの定義」を参照してください。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 10-30ページ「通知におけるドキュメント管理の統合」
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➤ ➤ ➤ ➤ 項目タイプの作成項目タイプの作成項目タイプの作成項目タイプの作成

1. まだデータ・ストアをオープンしていない場合は、「ファイル」メニューから「新規作
成」を選択し、この新規項目タイプを定義する新規データ・ストアを作成します。次に
「編集」メニューから「新規項目タイプ」を選択し、ナビゲータ・ツリー内で新規項目
タイプを定義します。「項目タイプ」プロパティ画面が表示されます。

2. 各項目タイプには、すべて大文字の内部名（8文字以内）があります。すべての Oracle 
Workflow API、SQLスクリプトおよび PL/SQLプロシージャでは、項目タイプの識別
時に内部名が参照されます。

3. 「表示名」には、変換可能で内部名より長くてわかりやすい名前を入力します。また、
項目タイプの説明も入力できます。

注意注意注意注意 : 定義された項目タイプの内部名を更新するには、特別な SQLスク
リプトを使用する必要があります。このスクリプトは、設計時に項目タイ
プの内部名のエラーを訂正する場合にのみ使用してください。プロセスの
実行中のインスタンスに関連する項目タイプの名前の変更には、使用しな
いでください 14-6ページ「wfchitt.sql」を参照してください。

注意注意注意注意 : 内部名には、コロン（:）や空白を使用しないでください。
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4. 維持タイプとして「一時」または「永久」を指定します。「維持タイプ」を「一時」に
設定した場合は、項目のインスタンスが終了してから、実行ステータス情報が削除され
るまでの日数を指定します。4-4ページ「維持タイプ」を参照してください。

5. 項目タイプに複数のワークフロー・プロセスが関連している場合や、今後関連付ける予
定の場合は、<パッケージ名 >.<プロシージャ名 >構文を使用してセレクタ関数を指定
できます。セレクタ関数は PL/SQLのストアド・プロシージャで、この項目タイプに対
してワークフローが起動された場合に、ワークフロー・エンジンで実行される特定のプ
ロセス定義を自動的に識別します。また、ワークフロー・エンジンにより新規データ
ベース・セッションが確立されてアクティビティが実行されるたびに、コンテキスト情
報が再設定されるように、セレクタ関数を一般コールバック関数に拡張することもでき
ます。7-7ページ「項目タイプのセレクタ関数またはコールバック関数の標準 API」を
参照してください。

6. 「適用」を選択して変更内容を保存します。

7. 「ロール」タブを選択し、この項目タイプにアクセスできるロールを指定します。（この
機能は、今後のリリースでサポートされます。）

8. 「アクセス」タブを選択し、この項目タイプのアクセス・レベルとカスタマイズ・レベ
ルを設定します。4-16ページ「オブジェクトへのアクセス許可の設定」を参照してくだ
さい。

9. 「適用」を選択して変更内容を保存するか、「OK」を選択し、変更内容を保存してプロ
パティ画面を閉じるか、「キャンセル」を選択し、変更を取り消してプロパティ画面を
閉じます。

10. 作成した項目タイプを表す 2次ブランチがナビゲータ・ツリーに表示されます。ナビ
ゲータ・ツリーで項目タイプをダブルクリックするか、項目タイプを選択して「編集」
メニューから「プロパティ」を選択すると、いつでもこの項目タイプのプロパティを検
討または編集できます。

11. プロセス内でグローバル変数として使用する項目タイプ属性を、必要な数を定義しま
す。これらの項目タイプ属性を使用して、作成した関数または通知アクティビティとの
間で値を渡すことができます。4-8ページ「項目タイプまたはアクティビティ属性の定
義」を参照してください。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 3-7ページ「プロパティ画面の「編集」ボタンの使用」
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➤ ➤ ➤ ➤ 項目タイプまたはアクティビティ属性の定義項目タイプまたはアクティビティ属性の定義項目タイプまたはアクティビティ属性の定義項目タイプまたはアクティビティ属性の定義

1. 項目タイプ属性を作成するには、ナビゲータ・ツリーで項目タイプを選択し、「編集」
メニューから「新規属性」を選択します。

アクティビティ属性を作成するには、ナビゲータ・ツリーでアクティビティを選択し、
「編集」メニューから「新規属性」を選択します。
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どちらの場合も、「属性」プロパティ画面が表示されます。

2. 内部名をすべて大文字で空白を入れずに入力します。すべての Oracle Workflow API、
SQLスクリプトおよび PL/SQLプロシージャでは、属性の識別時に内部名が参照され
ます。

3. 表示名を入力します。これは、ナビゲータ・ツリーに表示される名前です。

4. オプションの説明を入力します。

5. 属性のデータ型を選択します。アクティビティ属性を定義する場合であれば、フォー
ム、URLおよび文書のデータ型は関係ありません。

注意注意注意注意 : 定義された属性の内部名を更新するには、特別な SQLスクリプト
を使用する必要があります。このスクリプトは、設計時に属性の内部名の
エラーを訂正する場合にのみ使用してください。プロセスの実行中のイン
スタンスに関連する属性の名前の変更には、使用しないでください。14-6
ページ「wfchita.sql」および 14-5ページ「wfchacta.sql」を参照してくだ
さい。

注意注意注意注意 : 内部名には、コロン（:）や空白を使用しないでください。
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6. 属性のデータ型に応じて、次のデフォルト値の情報を指定します。

� テキストテキストテキストテキスト :  テキスト属性の最大長と、オプションでデフォルトのテキスト文字列を
指定します。

� 数値数値数値数値 :  オプションで、数値の書式マスクとデフォルト値を指定します。

� 日付日付日付日付 :  オプションで、日付の書式マスクとデフォルト値を指定します。

� 選択肢選択肢選択肢選択肢 :  値を取り出す事前定義済みの選択肢タイプを選択します。その選択肢タイ
プから、デフォルト値の選択肢コードを選択します。

� URL:  オプションで、ネットワーク位置への Universal Resource Locator（URL）を
「デフォルト」の「値」フィールドに指定し、URLのフレーム・ターゲットを指定
します。4-12ページ「URL属性の定義」を参照してください。

� フォームフォームフォームフォーム :  この属性は、Oracle Applications embedded Workflowにのみ関係しま
す。

「デフォルト」の「値」フィールドで、開発者フォーム機能名と引数文字列
（フォーム機能のパラメータ）を指定します（いずれもオプション）。『Oracle 

Applications Developer's Guide』の「Overview of Menus and Function Security」
および 4-13ページ「フォーム属性の定義」を参照してください。

� 文書文書文書文書 :  文書を識別する文字列（オプション）を「デフォルト」の「値」フィールド
に入力します。4-13ページ「文書属性の定義」を参照してください。

� ロールロールロールロール :  ロール名を指定します。5-18ページ「ロール」を参照してください。

� 属性属性属性属性 :  既存の項目タイプ属性のリストから、プロセス内で参照を維持する項目タイ
プ属性の名前を選択して指定します。

7. 項目タイプ属性の場合、オプションのデフォルト値は、入力するか値リストから選択し
た定数になります。ただし、この定数は、実行時にトークンを置換するテキスト文字列
の場合もあります。

アクティビティ属性の場合は、オプションのデフォルト値として定数または項目タイプ
属性を指定できます。デフォルトで項目タイプ属性のすべての値を取得する場合は、

注意注意注意注意 : フレーム・ターゲット・フィールドは、URLタイプのメッセージ
属性のみに適用されます。項目タイプ属性やアクティビティ属性には使用
されません。

注意注意注意注意 : フレーム・ターゲット・フィールドは、DM文書タイプのメッ
セージ属性のみに適用されます。項目タイプ属性やアクティビティ属性に
は使用されません。
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「デフォルト」の「値」リージョンで「項目属性」を選択し、隣りにあるドロップ・ダ
ウン・フィールドを使用して項目タイプ属性を選択します。ここで選択する項目タイプ
属性は、アクティビティ自体が関連付けられているのと同じ項目タイプに関連付ける必
要があります。また、アクティビティ属性と同じデータ型の項目タイプ属性を選択する
必要があります。

8. 「適用」を選択して変更内容を保存するか、「OK」を選択し、変更内容を保存してプロ
パティ画面を閉じるか、「キャンセル」を選択し、変更を取り消してプロパティ画面を
閉じます。

9. 項目タイプ属性を定義している場合は、「アクセス」タブを選択し、この属性を変更で
きるアクセス・レベルを設定します。アクティビティ属性では、その親アクティビティ
のアクセス /保護レベルが想定されます。4-16ページ「オブジェクトへのアクセス許可
の設定」を参照してください。

10.「適用」を選択して変更内容を保存します。

11. 作成した項目タイプ属性は、ナビゲータ・ツリーの「属性」のブランチの下に表示され
ます。定義した関数アクティビティ属性は、ナビゲータ・ツリーで定義対象となった関
数アクティビティの下に表示されます。ナビゲータ・ツリーで属性をダブルクリックす
るか、属性を選択して「編集」メニューから「プロパティ」を選択すると、いつでもそ
の属性のプロパティを検討または編集できます。

注意注意注意注意 : 「テキスト」タイプのアクティビティ属性には、すべての項目属性
タイプとの互換性がありますが、他のアクティビティ属性タイプは、いず
れも項目属性タイプと完全に一致させる必要があります。

注意注意注意注意 : 「選択肢」タイプの属性の場合、デフォルト値はその選択肢タイプ
に属する選択肢コードにする必要があります。

注意注意注意注意 : これらの属性がナビゲータ・ツリーに表示される順序は、これら
の属性の取出し元となる値リストに表示される順序に関連しています。ナ
ビゲータ・ツリーのドラッグ・アンド・ドロップ機能を使用するか、属性
を選択して「編集」メニューから「属性を上へ移動」や「属性を下へ移
動」を選択して、属性セット内での属性の順序を変更できます。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 3-7ページ「プロパティ画面の「編集」ボタンの使用」
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➤ ➤ ➤ ➤ URL属性の定義属性の定義属性の定義属性の定義

1. 「属性」プロパティ画面の「デフォルト」の「値」フィールドに、ネットワーク位置へ
の Universal Resource Locator（URL）を指定します。URLには、定数または他の項目
属性から戻される値を使用できます。

2. URLには、テキスト文字列または他の項目タイプ属性に置換されるトークンを引数文字
列に含めることもできます。4-37ページ「トークンの属性への置換」を参照してくださ
い。

引数文字列内の他の項目タイプ属性についてトークンを置換するには、項目属性を次の
ように指定します。

-&item_attr-

たとえば、次の文字列は arg1および arg2という 2つの引数を持つ URLを表し、そ
の引数が実行時には項目タイプ属性の値 itemattr1および itemattr2でそれぞれ
トークンを置き換えます。

http://www.oracle.com?arg1=-&itemattr1-&arg2=-&itemattr2-

3. URL属性に引数文字列が含まれている場合、次の制限事項を厳守してください。

� その引数文字列を、文書タイプの別の項目属性でトークンを置換することはできま
せん。

� その引数文字列を別のフォーム属性またはURL属性でトークンを置換することはで
きますが、他の属性に対する引数文字列をそれ以上トークンを置換することはでき
ません。

4. 日付と時間を引数として URLに渡す場合は、TO_CHARを使用して文字列を
YYYY/MM/DD+HH24:MI:SSの書式にします。同様に、URLがコールする関数の中で
も、TO_DATEを使用して対応する書式変換を行う必要があります。このような書式設
定が必要なのは、マルチバイトのデータベースでは、書式 DD-MON-YYYYのうち
MON（月）に当たる部分が URL間で使用できない値に変換される可能性があるためで
す。

5. 操作の完了後に、「OK」を選択します。

注意注意注意注意 : URLタイプのメッセージ属性を定義する場合、引数文字列に
-&#NID-という特殊トークンを含めることもできます。このトークンは
ランタイム通知の通知 IDで置換されます。
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➤ ➤ ➤ ➤ フォーム属性の定義フォーム属性の定義フォーム属性の定義フォーム属性の定義

1. フォームの「属性」プロパティ画面の「デフォルト」の「値」フィールドで、開発者
フォーム機能名とオプションで引数文字列（フォーム機能のパラメータ）を指定しま
す。

2. デフォルト値は、次の書式で入力してください。

function_name:arg1=value1 arg2=value2 ...argN=valueN

argNの値は、引用符（" "）で囲んだテキスト文字列か、または次のいずれかの方法で
別の項目タイプ属性により置換されるトークンでもかまいません。&item_attrは項目
タイプ属性の内部名を表します。

� argN="&item_attr"

� argN="Value &item_attr"

3. フォーム属性に引数文字列が含まれている場合は、次の制限事項を厳守してください。

� argNの値を、「文書」タイプの別の項目属性でトークンを置換することはできませ
ん。

� その引数文字列の値を別のフォーム属性またはURL属性でトークンの置換をするこ
とはできますが、他の属性に対する引数文字列をそれ以上トークンの置換をするこ
とはできません。

4. 操作の完了後に、「OK」を選択します。

➤ ➤ ➤ ➤ 文書属性の定義文書属性の定義文書属性の定義文書属性の定義

1. 「属性」プロパティ画面の「デフォルト」の「値」フィールドに、文書を識別する文字
列を入力します。

2. 文書属性では、PL/SQL文書またはドキュメント管理リポジトリに格納される外部文書
の 2タイプの文書から 1つを指定します。

3. PL/SQL文書は、データベースからのデータを表すもので、PL/SQLプロシージャによ
り生成されます。PL/SQL文書のデフォルト値は、次のように指定します。

plsql:<procedure>/<document_identifier>.

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 4-37ページ「トークンの属性への置換」

注意注意注意注意 : 「フォーム」タイプのメッセージ属性を定義する場合、引数文字列
に &#NIDという特殊トークンを含めることもできます。このトークンは
ランタイム通知の通知 IDで置換されます。
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<procedure>は、PL/SQLパッケージおよびプロシージャの名前をピリオド（.）で区
切ったものに置き換えます。<document_identifier>は、プロシージャに直接渡さ
れる PL/SQL引数文字列に置き換えます。引数文字列では、文書を識別する必要があり
ます。

たとえば、次の文字列はプロシージャ po_wf.show_reqから生成された PL/SQL文書
po_req:2034を表しています。

plsql:po_wf.show_req/po_req:2034

4. PL/SQL文書の文書識別子を動的に生成する場合は、文書識別子を他の項目タイプ属性
でトークンを置換できます。4-37ページ「トークンの属性への置換」を参照してくださ
い。

次に例を示します。

plsql:po_wf.show_req/&item_attr1:&item_attr2

5. 外部ドキュメント管理システムによって管理される文書を指定する場合は、「デフォル
ト」の「値」フィールドに次のように入力します。

DM:<node_ID>:<document_ID>:[version]

<node_ID>は、「ドキュメント管理ノード」Web画面にリスト表示される、ドキュメ
ント管理システムのノード IDに置き換えます。<document_ID>は、ドキュメント管
理システムにより割り当てられる IDに置き換えます。文書に複数のバージョンがある
場合は、オプションで文書のバージョン番号も指定できます。2-25ページ「手順WF-8 
ドキュメント管理リポジトリの定義」を参照してください。

6. 操作の完了後に、「OK」を選択します。

➤ ➤ ➤ ➤ 項目タイプのコピー項目タイプのコピー項目タイプのコピー項目タイプのコピー

1. ナビゲータ・ツリーで、コピーする項目タイプを選択します。

2. マウスの左ボタンを押しながら、項目タイプをコピー先のデータ・ストアまたはワーク
スペースへドラッグします。

「編集」メニューの「コピー」および「貼り付け」コマンドも使用できます。

注意注意注意注意 : PL/SQLプロシージャは、標準API書式に準じてください。7-10
ページ「PL/SQL文書の標準 API」を参照してください。

注意注意注意注意 : 「文書」タイプのメッセージ属性を定義する場合、引数文字列に
&#NIDという特殊トークンを含めることもできます。このトークンはラン
タイム通知の通知 IDで置換されます。
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3. この項目タイプを同じデータ・ストアにコピーすると、「項目タイプ」プロパティ画面
に、その項目タイプの新規の内部名と表示名の入力を求めるプロンプトが表示されま
す。これは、項目タイプには一意の内部名と表示名を与える必要があるためです。操作
の完了後に「OK」を選択します。

項目タイプをコピーすると、その項目タイプに関連付けられているコンポーネントもす
べてコピーされるため注意してください。ほとんどのコンポーネントの内部名と表示名
も一意である必要があるため、これらのコンポーネントに関しても、そのプロパティ画
面に内部名と表示名の更新を求めるプロンプトが表示されます。

4. 同じ項目タイプの旧バージョンがすでに存在するデータ・ストアに項目タイプをコピー
すると、コピー先データ・ストア内の項目タイプの旧バージョンは、コピー元の項目タ
イプのバージョンの内容で更新されます。

➤ ➤ ➤ ➤ 属性のコピー属性のコピー属性のコピー属性のコピー

1. ナビゲータ・ツリーで、コピーする属性を選択します。

2. マウスの左ボタンを押しながら、属性をコピー先となるコンポーネントのブランチへド
ラッグします。

3. 属性を同じ項目タイプに関連付けられているコンポーネントにコピーすると、その属性
のプロパティ画面が表示されます。

その属性の一意の新しい内部名と表示名を入力します。

操作の完了後に「OK」を選択します。

注意注意注意注意 : 新規のストアに複数の項目タイプをドラッグする場合は、その順
序が重要になります。たとえば、ある項目タイプが標準項目タイプのオブ
ジェクトを参照する場合を考えます。その項目タイプと標準項目タイプを
新規データ・ストアにコピーする場合は、標準項目タイプを新規データ・
ストアにドラッグしてから、他方の項目タイプをドラッグする必要があり
ます。そうしないと、その項目タイプには標準項目タイプに対する未解決
の参照が含まれることになります。

注意注意注意注意 : 「編集」メニューの「コピー」および「貼り付け」オプションも使
用できます。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 3-7ページ「プロパティ画面の「編集」ボタンの使用」
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オブジェクトへのアクセス許可の設定オブジェクトへのアクセス許可の設定オブジェクトへのアクセス許可の設定オブジェクトへのアクセス許可の設定

「アクセス」タブの「編集可能なアクセス・レベルの範囲」インジケータ・バーには、オブ
ジェクトを編集できるアクセス・レベルの範囲が相対表示されます。影付きの部分はオブ
ジェクトを編集できるアクセス・レベルを表し、縦棒は現行のアクセス・レベルを表しま
す。2-60ページ「Oracle Workflowのアクセス保護の概要」を参照してください。

インジケータ・バーは、影付きの緑色の実線、または影付きの緑色の実線と灰色の交差線の
組合せとして表示できます。「ヘルプ」メニューの「Oracle Workflow Builderのバージョン
情報」ダイアログ・ボックスで、「カスタマイズ済オブジェクトの変更を可能にする」
チェック・ボックスのオン /オフによって、表示状態を次のように切り替えることができま
す。

� オン :  編集可能なアクセス・レベルの範囲を、緑色の実線と灰色の交差線による部分の
組合せとして表示できます。灰色の交差線が示すレベルは、通常はカスタマイズ済みの
オブジェクトを変更できませんが、Oracle Workflow Builderがアップロード・モード
で動作しているため変更可能になっているレベルを表します。アップロード・モード
は、変更するためにアクセスした保護対象のオブジェクトのみでなく、以前にカスタマ
イズしたオブジェクトも上書きして、Oracle Workflow Builderで編集結果を保存でき
ることを意味します。

� オフ :  編集可能なアクセス・レベルの範囲は、緑色の実線部分として表示されます。こ
れは、作業結果を保存すると、Oracle Workflow Builderはアップグレード・モードで
動作することを示します。この場合、変更のためにアクセスした保護対象のオブジェク
トの編集内容のみが保存され、以前にカスタマイズ済みのオブジェクトはそのまま残り
ます。
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この 2つのモードは、ワークフロー定義ローダーのプログラムのアップグレードおよびアッ
プロード動作と同じです。4-17ページ「オブジェクトのアクセス・レベルの設定」および
2-65ページ「ワークフロー定義ローダーの使用」を参照してください。

➤ ➤ ➤ ➤ オブジェクトのアクセス・レベルの設定オブジェクトのアクセス・レベルの設定オブジェクトのアクセス・レベルの設定オブジェクトのアクセス・レベルの設定

1. プロパティ画面の「アクセス」タブを選択します。

2. 「オプション」リージョンの「カスタマイズを保存」および「このアクセス・レベルで
ロック」チェック・ボックスを使用して、このオブジェクトを変更できるアクセス・レ
ベルを定義します。このリージョンでオンにするオプションは、「レベル」リージョン
に表示される値に直接影響します。

次の表は、各オプションの様々な組合せをオンにした場合に、オブジェクトのカスタマ
イズ・レベルと保護レベルにどのように影響するかを示しています。この表は、オプ
ションのアクセス・レベルが 100に設定されていることを前提としています。

表表表表 4-1

オンになっているオンになっているオンになっているオンになっている
チェック・ボックスチェック・ボックスチェック・ボックスチェック・ボックス 結果のレベル結果のレベル結果のレベル結果のレベル オブジェクトの変更が許可されるレベルオブジェクトの変更が許可されるレベルオブジェクトの変更が許可されるレベルオブジェクトの変更が許可されるレベル

なしなしなしなし :  オブジェクトは誰
でも随時更新できます。

カスタマイズ = 0
アクセス = 100
保護 = 1000

オブジェクトはどのレベル（0～ 1000）
でも更新が可能です。

カスタマイズを保存カスタマイズを保存カスタマイズを保存カスタマイズを保存 :  
ワークフロー定義のアッ
プグレード中は、カスタ
マイズされたオブジェク
トの上書きを禁止しま
す。

カスタマイズ = 100
アクセス = 100
保護 = 1000

アクセス・レベルが 100～ 1000の場合に
のみ、オブジェクトの更新が可能です。
「カスタマイズ済オブジェクトの変更を可
能にする」チェック・ボックスがオンの
場合は、インジケータ・バーの灰色の交
差線で表されるアクセス・レベル 0～ 99
でも、カスタマイズされたオブジェクト
を更新できます。

このアクセス・レベルでこのアクセス・レベルでこのアクセス・レベルでこのアクセス・レベルで
ロックロックロックロック :  オブジェクトを
現在のアクセス・レベル
で保護し、オブジェクト
のカスタマイズを許可し
ません。

カスタマイズ = 0
アクセス = 100

保護 = 100

アクセス・レベルが 0～ 100の場合にの
み、オブジェクトの更新が可能です。

両方両方両方両方 :  オブジェクトは、
それが保護されているレ
ベルでのみ更新できま
す。

カスタマイズ = 100
アクセス = 100

保護 = 100

アクセス・レベルが 100以外の場合には、
オブジェクトを更新できません。「カスタ
マイズ済オブジェクトの変更を可能にす
る」チェック・ボックスがオンの場合は、
インジケータ・バーの灰色の交差線で表
されるアクセス・レベル 0～ 99でも、カ
スタマイズされたオブジェクトを更新で
きます。
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3. 「適用」ボタンを選択して変更内容を保存します。

選択肢タイプ選択肢タイプ選択肢タイプ選択肢タイプ
選択肢タイプは、静的な値リストです。このリストは、アクティビティ、項目タイプ、メッ
セージまたはアクティビティの属性から参照できます。たとえば、アクティビティは選択肢
タイプで使用できる結果の値を参照し、メッセージ属性は選択肢タイプを参照して通知の実
行者が使用可能な応答のリストを提供します。

選択肢タイプを定義してから、それを特定の項目タイプに関連付けます。ただし、アクティ
ビティまたは属性を作成する場合は、選択肢タイプが関連付けられている項目タイプに関係
なく、現行のデータ・ストアのすべての選択肢タイプを参照できます。4-18ページ「選択肢
タイプの作成」を参照してください。

➤ ➤ ➤ ➤ 選択肢タイプの作成選択肢タイプの作成選択肢タイプの作成選択肢タイプの作成

注意注意注意注意 : オブジェクトは、ナビゲータ・ツリーに赤い小型のロック付きア
イコンとして表示されます。これは、オブジェクトの編集が許可されてい
ないアクセス・レベルで操作中の場合、つまり、アクセス・レベルが「編
集可能なアクセス・レベルの範囲」インジケータ・バーのうち白い部分に
含まれているときは、そのオブジェクトが読取り専用であることを示しま
す。
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1. ナビゲータ・ツリーから項目タイプを選択し、「編集」メニューから「新規選択肢タイ
プ」を選択します。「選択肢タイプ」プロパティ画面が表示されます。

2. 選択肢タイプには、すべて大文字で前後に空白を含まない「内部名」と、変換可能な
「表示名」が付いています。すべての Oracle Workflow API、SQLスクリプトおよび

PL/SQLプロシージャでは、選択肢タイプの識別時に内部名が参照されます。

選択肢タイプには任意で説明を加えることもできます。

3. 「アクセス」タブを選択し、この選択肢タイプを変更できるアクセス・レベルを設定し
ます。4-16ページ「オブジェクトへのアクセス許可の設定」を参照してください。

4. 「適用」を選択して変更内容を保存するか、「OK」を選択し、変更内容を保存してプロ
パティ画面を閉じるか、「キャンセル」を選択し、変更を取り消してプロパティ画面を
閉じます。

5. 定義した選択肢タイプが、ナビゲータ・ツリーの「選択肢タイプ」のブランチの下に表
示されます。ナビゲータ・ツリーで選択肢タイプをダブルクリックするか、選択肢タイ
プを選択して「編集」メニューから「プロパティ」を選択すると、いつでもこの選択肢
タイプのプロパティを検討または編集できます。

6. 作成した選択肢タイプの選択肢コードを定義します。4-20ページ「選択肢タイプの選択
肢コードの作成」を参照してください。

注意注意注意注意 : 定義された選択肢タイプの内部名を更新するには、特別な SQLス
クリプトを使用する必要があります。このスクリプトは、設計時に選択肢
タイプの内部名のエラーを訂正する場合にのみ使用してください。プロセ
スの実行中のインスタンスに関連する選択肢タイプの名前の変更には、使
用しないでください。14-7ページ「wfchlut.sql」を参照してください。

注意注意注意注意 : 内部名には、コロン（:）や空白を使用しないでください。
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➤ ➤ ➤ ➤ 選択肢タイプの選択肢コードの作成選択肢タイプの選択肢コードの作成選択肢タイプの選択肢コードの作成選択肢タイプの選択肢コードの作成

1. ナビゲータ・ツリーから選択肢タイプを選択し、「編集」メニューから「新規選択肢
コード」を選択します。「選択肢コード」プロパティ画面が表示されます。

2. 選択肢コードの「内部名」と「表示名」を入力します。内部名の前後に空白を入れるこ
とはできません。オプションで説明を入力することもできます。すべての Oracle 
Workflow API、SQLスクリプトおよび PL/SQLプロシージャでは、選択肢コードの識
別時に内部名が参照されます。

3. 「適用」を選択して変更内容を保存するか、「OK」を選択し、変更内容を保存してプロ
パティ画面を閉じるか、「キャンセル」を選択し、変更を取り消してプロパティ画面を
閉じます。

注意注意注意注意 : 定義された選択肢コードの内部名を更新するには、特別な SQLス
クリプトを使用する必要があります。このスクリプトは、設計時に選択肢
コードの内部名のエラーを訂正する場合にのみ使用してください。プロセ
スの実行中のインスタンスに関連する選択肢コードの名前の変更には、使
用しないでください。14-6ページ「wfchluc.sql」を参照してください。

注意注意注意注意 : 内部名には、コロン（:）や空白を使用しないでください。
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4. 定義した選択肢コードが、ナビゲータ・ツリーで作成した「選択肢タイプ」のブランチ
の下に表示されます。ナビゲータ・ツリーで選択肢コードをダブルクリックするか、選
択肢コードを選択して「編集」メニューから「プロパティ」を選択すると、いつでもこ
の選択肢コードのプロパティを検討または編集できます。

5. 特定の選択肢タイプの選択肢コードを追加作成する場合は、手順 1を繰り返します。

➤ ➤ ➤ ➤ 選択肢タイプのコピー選択肢タイプのコピー選択肢タイプのコピー選択肢タイプのコピー

1. ナビゲータ・ツリーで、コピーする選択肢タイプを選択します。

2. 「編集」メニューの「コピー」および「貼り付け」オプションを使用して、選択肢タイ
プを同じ項目タイプまたは別のデータ・ストアにコピーします。対応するプロパティ画
面が表示されるので、その選択肢タイプの一意の内部名と表示名を入力します。操作の
完了後に「OK」を選択します。

➤ ➤ ➤ ➤ 選択肢コードのコピー選択肢コードのコピー選択肢コードのコピー選択肢コードのコピー

1. ナビゲータ・ツリーで、コピーする選択肢コードを選択します。

2. マウスの左ボタンを押しながら、選択肢コードをコピー先の選択肢タイプまでドラッグ
します。

3. 選択肢コードを同じ選択肢タイプに、またはこのコードがすでに存在する選択肢タイプ
へドラッグすると、マウス・ボタンを放したときに、プロパティ画面が表示されるた
め、新規の選択肢コードの一意の内部名と表示名を入力します。操作の完了後に「OK」
を選択します。

注意注意注意注意 : 選択肢タイプをコピーすると、それに割り当てられている選択肢
コードもコピーされます。

注意注意注意注意 : 選択肢タイプを同じ項目タイプまたは別のデータ・ストアにド
ラッグ・アンド・ドロップすると、手順 2の動作が発生します。選択肢タ
イプを別のデータ・ストアにドラッグ・アンド・ドロップすると、実際に
は新しいデータ・ストアに移動します。

注意注意注意注意 : 「編集」メニューの「コピー」および「貼り付け」オプションも使
用できます。
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メッセージメッセージメッセージメッセージ
ナビゲータ・ツリーの「メッセージ」のブランチには、現行の項目タイプに使用可能なワー
クフロー・メッセージがすべて表示されます。

通知アクティビティがワークフロー・プロセスのロールに送信するのがメッセージです。
メッセージでは、ユーザーに応答やアクションを求めるプロンプトを表示して、プロセスの
次のアクティビティを決定するための情報を得ることができます。ワークフロー・メッセー
ジの受信者は実行者と呼ばれます。

各メッセージは、特定の項目タイプに関連付けられます。これにより、メッセージでは、そ
の項目タイプの属性を、そのメッセージが送信された場合の実行時に置き換えられるトーク
ンとして参照できます。

メッセージを定義するときに、そのメッセージで受信者に特別な応答値を要求するよう指定
できます。その場合、ワークフロー・エンジンでは、この応答値を使用して、プロセス内の
次の「適格」アクティビティに分岐する方法が決定されます。また、メッセージの件名と本
文に項目タイプ属性を参照するメッセージ属性を含めて、状況依存のコンテンツを持つメッ
セージを作成することもできます。文書全体または URLの内容を表すメッセージ属性を、
通知メッセージに添付することも可能です。さらに、メッセージに固有の応答セクションを
生成するメッセージ属性も作成できます。

メッセージを「通知」のブランチにドラッグし、そのメッセージを送信する新しい通知アク
ティビティを作成できます。また、メッセージを既存の通知アクティビティに直接ドラッグ
して、そのアクティビティで送られるメッセージを更新できます。

メッセージの結果メッセージの結果メッセージの結果メッセージの結果
通知アクティビティのためのメッセージを作成する場合は、通知アクティビティの結果タイ
プが指定されているかどうかに注意する必要があります。結果タイプが指定されている場合
は、通知アクティビティの結果として解釈される特別な応答を受信者に要求するようにメッ
セージを作成してください。ワークフロー・エンジンでは、その結果を使用して、プロセス
内の次の「適格」アクティビティに分岐する方法が決定されます。

この特別な応答を求めるメッセージを作成するには、メッセージのプロパティ画面の「結
果」タブに必要事項を入力します。入力した情報に基づいて、RESULTという内部名を持つ
特別な応答メッセージ属性がそのメッセージに作成されます。RESULTメッセージ属性は
データ型が「選択肢」であり、通知アクティビティの結果タイプと同じ選択肢タイプに設定
されている必要があります。これにより、通知の実行者は、通知アクティビティで予測され
る結果のリストと合致する応答値候補のリストから選択できます。4-23ページ「送信および
応答メッセージ属性」を参照してください。
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送信および応答メッセージ属性送信および応答メッセージ属性送信および応答メッセージ属性送信および応答メッセージ属性
メッセージの作成後に、そのメッセージに関して必要な数だけメッセージ属性を定義できま
す。メッセージ属性は、ナビゲータ・ツリーでメッセージの下に表示されます。

メッセージ属性のソース（送信または応答）により、メッセージ属性の使用方法が決まりま
す。「送信」のソースでメッセージ属性を定義する場合は、トークンの置換のためにメッ
セージの件名または本文（あるいはその両方）にそのメッセージ属性を埋め込むことができ
ます。さらに、通知の送信時にはメッセージにメッセージ属性を添付できます。

各メッセージ属性には、特定のデータ型があります。「送信」メッセージ属性の値は、定数
または同じデータ型の項目タイプ属性により戻される値です。トークンの置換のために、
メッセージ属性をメッセージの件名または本文に埋め込むには、件名またはテキスト本文内
で書式 &MESGATTRを使用して、メッセージ属性の内部名を指定します。

「応答」ソースを使用して定義されたメッセージ属性は、メッセージの応答セクションの構
成要素となります。「応答」メッセージ属性には、受信者に対して応答入力を求めるプロン
プトを表示するインストラクションが用意されています。「応答」メッセージ属性を定義す
る場合は、属性のデータ型を指定する必要があります。また、オプションで応答のデフォル
ト値を指定することもできます。デフォルト値には、定数、または同じデータ型の項目タイ
プ属性から戻される値を使用できます。

注意注意注意注意 : 「文書」メッセージ属性は件名内でトークンの置換ができないた
め、メッセージの件名には「文書」タイプのメッセージ属性を埋め込まな
いでください。「DM文書」メッセージ属性の場合は、属性の表示名が件
名内で代用されます。件名に埋め込まれた他のすべてのタイプの「文書」
メッセージ属性は無視されます。

ただし、「文書」メッセージ属性は、トークンの置換のためにメッセージ
本文に埋め込むことができます。
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➤ ➤ ➤ ➤ メッセージの作成メッセージの作成メッセージの作成メッセージの作成

1. ナビゲータ・ツリーで、メッセージを作成する項目タイプを選択し、「編集」メニュー
から「新規メッセージ」を選択します。「メッセージ」プロパティ画面が表示されます。

2. メッセージの内部名をすべて大文字で空白を入れずに入力し、表示名を指定します。オ
プションで説明を入力することもできます。すべての Oracle Workflow API、SQLスク
リプトおよび PL/SQLプロシージャでは、メッセージの識別時に内部名が参照されま
す。

3. メッセージのデフォルトの優先度に「高位」、「標準」および「低位」を選択します。こ
れは、メッセージの優先度を宛先に伝えるためのものです。メッセージの処理や配信に
は影響しません。

注意注意注意注意 : 定義されたメッセージの内部名を更新するには、特別な SQLスク
リプトを使用する必要があります。このスクリプトは、設計時にメッセー
ジの内部名のエラーを訂正する場合にのみ使用してください。プロセスの
実行中のインスタンスに関連するメッセージの名前の変更には、使用しな
いでください。14-7ページ「wfchmsg.sql」を参照してください。

注意注意注意注意 : 内部名には、コロン（:）や空白を使用しないでください。
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4. 「適用」を選択して変更内容を保存します。

5. 「本文」タブを選択し、メッセージの「本文」プロパティ画面を表示します。

6. 「件名」には、「メッセージ」タブで入力した表示名がデフォルト値として取得されま
す。デフォルトの件名を選択するか、またはメッセージの新しい件名を入力します。件
名には、メッセージの配信時にトークンをランタイム値で置き換えるメッセージ属性を
含めることができます。件名にメッセージ属性を含めるには、「&」に続けてメッセージ

注意注意注意注意 : このメッセージを通知アクティビティに割り当て、通知アクティ
ビティをノードとしてプロセス・ダイアグラムに組み込むと、このデフォ
ルト優先度を固定の、または実行時に動的に決定される新規の優先度で上
書きできます。5-7ページ「プロセスのノードの定義」を参照してくださ
い。

注意注意注意注意 : Oracle Workflowの旧バージョンでは、メッセージの優先度は 1
（高）～ 99（低）の数値で表されていました。このリリースの Oracle 

Workflowでは、旧バージョンで定義されていたすべてのメッセージ定義
の優先度が 1～ 33=高位、34～ 66=標準、67～ 99=低位として自動的に
変換されます。
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属性の内部名を指定します。4-23ページ「送信および応答メッセージ属性」および 4-30
ページ「メッセージ属性の定義」を参照してください。

7. 「テキスト本文」フィールドに、プレーン・テキストのメッセージ本文を入力します。
省略記号「...」ボタンを選択すると、「件名」および「テキスト本文」フィールドの表示
を別のウィンドウに展開できます。

Oracle Workflowでは、「テキスト本文」フィールドに入力した内容を使用して、通知
メッセージのプレーン・テキスト版が生成されます。プレーン・テキスト・メッセージ
は、プレーン・テキスト・メッセージを表示する電子メール・ソフトウェアで表示でき
ます。

8. 「HTML Body」タブを選択して内容を入力するか、「インポート」を選択して .HTMま
たは .HTMLファイルから内容をインポートすると、オプションで「HTML Body」
フィールドに HTML形式のメッセージ本文を入力できます。また、省略記号「...」ボタ
ンを選択すると、「件名」および「HTML Body」フィールドの表示を別のウィンドウに
展開できます。

Oracle Workflowでは、「HTML Body」フィールドに入力した内容を使用して、通知
メッセージの HTML形式版が生成されます。HTML形式の通知メッセージは、「通知の
詳細」Web画面から、または HTML形式のメッセージや HTML形式のメッセージ添付
ファイルを表示する電子メール・ソフトウェアから表示できます。

提案提案提案提案 : メッセージ属性には、参照先の項目タイプ属性と同じ名前を付け
ると、わかりやすくなります。

注意注意注意注意 : 「テキスト本文」フィールドには、プレーン・テキストのメッセー
ジ本文を入力してください。「テキスト本文」が空の場合、プレーン・テ
キスト用電子メール・ソフトウェアでメッセージ表示したときに通知が空
になります。

注意注意注意注意 : HTMLメッセージ本文を入力またはインポートするときには、
<Body>...</Body>の HTMLタグを含める必要はありません。これらのタ
グを使用すると、Oracle Workflowではタグで囲まれた内容が抽出され、
HTMLメッセージ本文として使用されます。そのため、<Body>タグより
前にある HTMLタグや内容は無視されることになります。

注意注意注意注意 : Oracle Workflow Builderでは、メッセージ本文の HTML形式は
検証されません。
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9. テキストまたは HTML本文にメッセージ属性を埋め込むことができます。Oracle 
Workflowトークンにより、メッセージ属性は通知の配信時にランタイム値で置き換え
られます。メッセージ属性を埋め込むには、「&」に続けてメッセージ属性の内部名を指
定します。

10.「適用」を選択して変更内容を保存します。

11.「ロール」タブを選択し、このメッセージにアクセスできるロールを指定します。（この
機能は、今後のリリースでサポートされます。）

12.「アクセス」タブを選択し、このメッセージを変更できるアクセス・レベルを設定しま
す。4-16ページ「オブジェクトへのアクセス許可の設定」を参照してください。

13. 通知メッセージによって実行者に応答値を要求し、Oracle Workflowでその応答値を通
知アクティビティの結果として解釈させるには、「結果」タブを選択して必要な情報を
入力します。ここで指定した情報を使用して、RESULTという特殊な応答メッセージ属
性が作成されます。4-22ページ「メッセージの結果」を参照してください。

注意注意注意注意 : 「HTML Body」が空の場合、Oracle Workflowでは「テキスト本
文」に入力されたメッセージ本文を使用して通知メッセージが生成されま
す。この場合は、<pre>...</pre>の HTMLタグ間にプレーン・テキスト
が挿入されます。

注意注意注意注意 : Oracle Workflowでは、HTMLメッセージ本文中のアイコンおよ
び画像ファイルへの参照が完全にはサポートされていません。使用中の
Webサーバーではこれらのファイル位置を検出して「通知の詳細」Web
画面に正しく表示できる場合でも、通知メーラーやサード・パーティの電
子メール・アプリケーションでは、ユーザーが電子メール通知の HTML
版を表示するときに、アイコンまたは画像ファイルの位置を識別できませ
ん。

注意注意注意注意 : メッセージ本文中のテキストは、4000バイト未満にする必要があ
ります。テキストにトークンの置換のためのメッセージ属性を挿入する
と、最終的なメッセージ本文は最大で 32000バイトまで増えることがあり
ます。

注意注意注意注意 : メッセージの件名または本文には、&#NIDという特殊トークンも
挿入できます。このトークンは、ランタイム通知の通知 IDに置き換えら
れます。
ワークフロー・プロセスのコンポーネントの定義 4-27



ワークフロー・プロセスのコンポーネント
RESULTの表示名および説明を指定します。ドロップ・ダウン・フィールドから選択肢
タイプを選択します。ここでは、通知アクティビティの結果タイプに指定した選択肢タ
イプと同一の選択肢タイプを選択する必要があります。「デフォルト」の「値」リー
ジョンで選択肢コードを選択します。その選択肢コードが、RESULTメッセージ属性の
デフォルト値として表示されます。

注意注意注意注意 : リリース 2.5以前の Oracle Workflowでは、メッセージで実行者
に応答を要求し、その応答を通知アクティビティの結果として解釈させる
には、RESULTという内部名を持つ特別な「応答」メッセージ属性を作成
する必要がありました。この特別な RESULT属性は、ナビゲータ・ツリー
では、メッセージ属性として親メッセージの下に表示されます。現行リ
リースの Oracle Workflow Builderでは、旧リリースで作成されたプロセ
ス定義をロードすると、特別な RESULT属性が親メッセージのプロパティ
画面の「結果」タブに自動的に表示されます。

注意注意注意注意 : 他のタイプのメッセージ属性の作成については、4-30ページ
「メッセージ属性の定義」を参照してください。
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14.「適用」を選択して変更内容を保存するか、「OK」を選択し、変更内容を保存してプロ
パティ画面を閉じるか、「キャンセル」を選択し、変更を取り消してプロパティ画面を
閉じます。

15. 定義したメッセージが、ナビゲータ・ツリーの「メッセージ」のブランチの下に表示さ
れます。ナビゲータ・ツリーでメッセージをダブルクリックするか、メッセージを選択
して「編集」メニューから「プロパティ」を選択すると、いつでもこのメッセージのプ
ロパティを検討または編集できます。

メッセージに「結果」が定義されている場合、ナビゲータ・ツリーではそのメッセー
ジ・アイコンに赤い疑問符が重なって表示されるため、「結果」定義を持たないメッ
セージと区別しやすくなります。

16. このメッセージの件名と本文に含めたメッセージ属性を、すべて定義する必要がありま
す。

17. 項目タイプ属性を参照するメッセージ属性を作成するには、参照される項目タイプ属性
をナビゲータ・ツリーで選択し、マウスの左ボタンを押したままメッセージにドラッグ
します。

表示されたプロパティ画面を編集して、メッセージ属性の「ソース」が正しいかどうか
確認します。「デフォルト」の「値」リージョンが自動的に「項目属性」に設定され、
元の項目属性が参照されます。

18. 既存の項目タイプ属性に無関係なメッセージ属性を作成することもできます。4-30ペー
ジ「メッセージ属性の定義」を参照してください。
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➤ ➤ ➤ ➤ メッセージ属性の定義メッセージ属性の定義メッセージ属性の定義メッセージ属性の定義

1. 既存の項目タイプ属性を参照しないメッセージ属性を作成するには、ナビゲータ・ツ
リーでメッセージを選択し、「編集」メニューから「新規属性」を選択します。

「属性」プロパティ画面が表示されます。

2. 内部名をすべて大文字で空白を入れずに入力します。すべての Oracle Workflow API、
SQLスクリプトおよび PL/SQLプロシージャでは、属性の識別時に内部名が参照され
ます。

3. 「ソース」フィールドで「送信」または「応答」を指定し、この属性で通知メッセージ
の受信者に情報を提供するか、応答を求めるプロンプトを表示するかを指定します。

注意注意注意注意 : 定義されたメッセージ属性の内部名を更新するには、特別な SQL
スクリプトを使用する必要があります。このスクリプトは、設計時にメッ
セージ属性の内部名のエラーを訂正する場合にのみ使用してください。プ
ロセスの実行中のインスタンスに関連するメッセージ属性の名前の変更に
は、使用しないでください。14-7ページ「wfchmsga.sql」を参照してくだ
さい。

注意注意注意注意 : 内部名には、コロン（:）や空白を使用しないでください。
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4. 表示名を入力します。これは、ナビゲータ・ツリーに表示される名前です。このメッ
セージ属性のソースを「応答」にした場合、この表示名は応答を求めるプロンプトとし
ても使用されます。

5. オプションの説明を入力します。「応答」メッセージ属性の場合は、このフィールドを
使用して応答インストラクションを指定します。

6. 属性のデータ型を選択します。

7. 属性の「タイプ」に応じて、次のデフォルト情報を指定します。

� テキストテキストテキストテキスト :  テキスト属性の最大長を指定します。

� 数値数値数値数値 :  オプションで、数値の書式マスクとデフォルト値を指定します。

� 日付日付日付日付 :  オプションで、日付の書式マスクとデフォルト値を指定します。

� 選択肢選択肢選択肢選択肢 :  値を取り出す事前定義済みの選択肢タイプの名前を選択します。デフォル
ト値の選択肢コードを選択します。

� URL:  「デフォルト」の「値」フィールドに、ネットワーク位置への Universal 
Resource Locator（URL）を指定します。4-12ページ「URL属性の定義」を参照し
てください。

注意注意注意注意 : 「送信」メッセージ属性の場合は、URLのドリルダウン先を記述
する「URL」タイプの属性の場合にのみ、プレーン・テキストの電子メー
ル通知に属性の表示名が表示されます。

注意注意注意注意 : URLタイプの「応答」メッセージ属性は、プレーン・テキスト用
電子メール・ソフトウェアから通知を表示すると正しく表示されません。
URLタイプの「応答」メッセージ属性を持つメッセージを作成する場合
は、ワークフローのユーザーに「通知の詳細」Web画面から通知を表示す
るように指示する必要があります。

注意注意注意注意 : URLタイプの単一の「応答」メッセージ属性により、「通知の詳
細」Web画面の応答フレームが置き換えられ、通知の受信者はカスタム
HTMLページにリンクさせられて通知への応答を完了します。カスタム
HTMLの応答ドキュメントには、特殊な RESULT属性（定義されている
場合）など、すべての「応答」メッセージ属性の参照が含まれている必要
があります。また、通知への応答完了をワークフロー・エンジンに知らせ
るために、ワークフロー・エンジンの CompleteActivity( ) APIのコールも
含まれている必要があります。
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� フォームフォームフォームフォーム :  この属性は、Oracle Applications embedded Workflowにのみ関係しま
す。

「デフォルト」の「値」フィールドで、開発者フォーム機能名とオプションの引数
文字列（フォーム機能のパラメータ）を指定します。『Oracle Applications 
Developer's Guide』の「Overview of Menus and Function Security」および 4-13
ページ「フォーム属性の定義」を参照してください。

� 文書文書文書文書 :  文書を識別する文字列を「デフォルト」の「値」フィールドに入力します。
4-13ページ「文書属性の定義」を参照してください。

� ロールロールロールロール :  ロール名を指定します。通知メッセージにロール・タイプのメッセージ属
性が含まれる場合、属性は自動的にロールの表示名に設定されるため、ロールの内
部名と表示名について別々の属性を保守する必要がなくなります。また、Webブラ
ウザから通知を表示する場合は、ロールの表示名がそのロールのメール・アドレス
を示すハイパーテキスト・リンクになります。属性のデフォルト値を設定するに
は、最初にデータベースからロールをロードする必要があります。5-18ページ
「ロール」を参照してください。

注意注意注意注意 : 「フォーム」タイプの「送信」および「応答」メッセージ属性が表
示されるのは、「通知」Web画面が Oracle Applicationsから起動される場
合のみです。通知メッセージに「フォーム」タイプの「送信」メッセージ
属性が含まれている場合は、添付フォーム・アイコンが使用可能になりま
す。通知の受信者は、添付フォーム・アイコンをクリックし、メッセージ
属性で定義されたフォームにドリルダウンできます。

注意注意注意注意 : メッセージに「フォーム」タイプの「応答」メッセージ属性が含
まれている場合は、通知の「応答」セクションに表示される添付フォー
ム・アイコンを選択するだけで、指定されたフォームに直接ドリルダウン
できます。このフォームは、通知応答が完了したことがワークフロー・エ
ンジンに通知されるように、ワークフロー・エンジンの
CompleteActivity( ) APIのコールを使用してコーディングする必要があり
ます。8-13ページ「Workflow Engine API」を参照してください。

注意注意注意注意 : メッセージ属性のデータ型として「属性」を指定しないでくださ
い。このデータ型は、通知メッセージには無意味であり、ワークフロー通
知システムでもサポートされません。
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8. メッセージ属性のタイプが「URL」または「DM文書」の場合は、「フレーム・ター
ゲット」を指定します。このメッセージ属性をメッセージ内で参照すると、フレーム・
ターゲットに何を指定したかに応じて、URLまたは DM文書への URLのフレームが
オープンします。フレーム・ターゲットは、次のとおりです。

� 新規ウィンドウ :  URLは新しい名称未設定のブラウザ・ウィンドウにロードされま
す。

� 同じフレーム :  URLは、その URL属性を参照する要素と同じフレームにロードさ
れます。

� 親フレーム :  URLは現在のフレームのすぐ上位の FRAMESETにロードされます。
現在のフレームに上位フレームがなければ、この値は「同じフレーム」と等価で
す。

� フル・ウィンドウ :  URLは、元のフル・ウィンドウにロードされ、他のフレームが
すべて取り消されます。現在のフレームに上位フレームがなければ、この値は「同
じフレーム」と等価です。

9. メッセージの属性が「送信」で、タイプが「URL」または「文書」の場合は、「内容の
添付」をオンにして、その属性の内容を通知メッセージに添付できます。「通知」Web
画面のインタフェースから通知を表示すると、通知メッセージ本文に続いて文書アイコ
ンが表示され、このアイコンをクリックすると添付されたメッセージ属性の内容が示さ
れます。電子メールから通知を表示した場合、添付ファイルの表示方法は、電子メール
通知の環境設定によって異なります。10-2ページ「電子メールによる通知の閲覧」を参
照してください。

10. メッセージ属性の場合は、デフォルト値として定数または項目タイプ属性を指定できま
す。デフォルトで項目タイプ属性の値全体を直接参照する場合は、「項目属性」を選択
し、ドロップ・ダウン・フィールドを使用して項目タイプ属性を選択します。ここで選
択する項目タイプ属性は、メッセージ自体が関連付けられているのと同じ項目タイプに
関連付ける必要があります。また、メッセージ属性と同じデータ型の項目タイプ属性を
選択する必要があります。

注意注意注意注意 : 「応答」メッセージ属性のタイプが「日付」、「数値」、「テキスト」、
「文書」または「ロール」の場合は、通知の受信者に対して、それぞれ日
付、数値、テキスト値、文書、ロール（内部名または表示名）による応答
を求めるプロンプトが表示されます。

「応答」メッセージ属性のタイプが選択肢の場合は、値リストから応答を
選択するように求めるプロンプトが通知の受信者に表示されます。

注意注意注意注意 : 通知メッセージには、URL属性と文書属性の添付も埋込み（トー
クンの置換を使用）もでき、両方行うことも可能です。
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11.「適用」を選択して変更内容を保存するか、「OK」を選択し、変更内容を保存してプロ
パティ画面を閉じるか、「キャンセル」を選択し、変更を取り消してプロパティ画面を
閉じます。

12. 定義したメッセージ属性は、ナビゲータ・ツリーで定義対象となったメッセージの下に
表示されます。ナビゲータ・ツリーで属性をダブルクリックするか、属性を選択して
「編集」メニューから「プロパティ」を選択すると、いつでもその属性のプロパティを
検討または編集できます。ナビゲータ・ツリーの「応答」メッセージ属性アイコンに
は、「送信」メッセージ属性アイコンと区別できるように、赤い疑問符が表示されます。

「応答」メッセージ属性の例「応答」メッセージ属性の例「応答」メッセージ属性の例「応答」メッセージ属性の例
次の例は、デフォルト値のない「応答」メッセージ属性のサンプル・セットを使用して、電
子メール通知の「応答」セクションが通知システムによって生成される状況を示していま
す。

注意注意注意注意 : 「テキスト」タイプのメッセージ属性には、すべての項目属性タイ
プとの互換性がありますが、他のメッセージ属性タイプは、いずれも項目
属性タイプと完全に一致させる必要があります。

注意注意注意注意 : メッセージ属性では、その親メッセージのアクセス /保護レベル
が想定されます。

注意注意注意注意 : ナビゲータ・ツリーで「応答」メッセージ属性を表示する順序は、
これらの属性が通知メッセージの応答セクションに表示される順序に関連
します。ナビゲータ・ツリーのドラッグ・アンド・ドロップ機能を使用す
るか、属性を選択して「編集」メニューから「属性を上へ移動」や「属性
を下へ移動」を選択して、属性セット内での属性の順序を変更できます。

関連項目関連項目関連項目関連項目 :

4-34ページ「「応答」メッセージ属性の例」

3-7ページ「プロパティ画面の「編集」ボタンの使用」

10-2ページ「電子メールによる通知の閲覧」
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「応答」メッセージ属性の例「応答」メッセージ属性の例「応答」メッセージ属性の例「応答」メッセージ属性の例

テンプレートによる応答方式の場合は、次のボイラープレート・テキストを使用して、電子
メール通知の「応答」テンプレート・セクションが生成されます。

<Description>
<Display Name>:" "

<list of lookup codes>

テンプレートによる応答の電子メール通知に表示される応答テンプレートの部分テンプレートによる応答の電子メール通知に表示される応答テンプレートの部分テンプレートによる応答の電子メール通知に表示される応答テンプレートの部分テンプレートによる応答の電子メール通知に表示される応答テンプレートの部分

表表表表 4-2

内部名内部名内部名内部名 タイプタイプタイプタイプ 書式書式書式書式 /選択肢タイプ選択肢タイプ選択肢タイプ選択肢タイプ 表示名表示名表示名表示名 説明説明説明説明

RESULT 選択肢 WFSTD_APPROVAL アクション 承認するかどうか。

COMMENT テキスト 2000 レビュー・コ
メント

REQDATE 日付 DD-MON-YYYY 必須の日付 必須の日付がない場合
は空白のままにします。

MAXAMT 数値 最大金額 これは承認額の最大値
です。

表表表表 4-3

承認しますか ?

アクション : " "

承認する

否認する

レビュー・コメント : " "

必須の日付がない場合は空白のままにします。

必須の日付 : " "

これは承認額の最大値です。

最大金額 : " "
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直接応答方式の場合は、次のボイラープレート・テキストを使用して、電子メール通知の
「応答」セクションが生成されます。

Enter the <Display Name> on line <Sequence>.<Description> <Type_Hint>

<Display Name>は、メッセージ属性の表示名に置き換えられます。<Sequence>は、ナ
ビゲータ・ツリーにすべての「応答」メッセージ属性とともに表示される相対順序番号に置
き換えられます（つまり、順序の決定時には、「送信」メッセージ属性の存在は無視されま
す）。<Description>は、メッセージ属性の説明に置き換えられます。また、<Type_
Hint>は、メッセージ属性が次のデータ型のいずれかと一致する場合は、右側の文で置換さ
れます。

直接応答の電子メール通知に表示される応答セクションの部分直接応答の電子メール通知に表示される応答セクションの部分直接応答の電子メール通知に表示される応答セクションの部分直接応答の電子メール通知に表示される応答セクションの部分

Type Type_Hint

Lookup Value must be one of the following:
<list of lookup codes>

Date Value must be a date [in the form "<format>"].

Number Value must be a number [in the form "<format>"].

Text Value must be <format> bytes or less.

表表表表 4-4

1行目にアクションを入力してください。承認しますか ?値は次のどちらかにしてください。

承認する

否認する

2行目にレビュー・コメントを入力してください。値は 2000バイト以内にしてください。

3行目に必須の日付を入力してください。必須の日付がない場合は空白のままにします。
値は「DD-MON-YYYY」形式の日付にしてください。

4行目に最大金額を入力してください。これは承認額の最大値です。値は数値にしてください。
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➤ ➤ ➤ ➤ トークンの属性への置換トークンの属性への置換トークンの属性への置換トークンの属性への置換

� Oracle Workflowでは、属性のランタイム・トークン置換がサポートされています。属
性は、他の属性の中に埋め込むことも、メッセージの件名および本文に埋め込むことも
できます。属性を埋め込むには、トークンの置換に使用する属性を、&attr_nameのよ
うに指定します。&attr_nameは、属性の内部名です。

トークンの置換を実行すると、Oracle Workflowによって属性の内部名とその値が
フェッチされます。トークンの置換が必要な属性が、他の属性とネストされている場
合、属性の内部名の長さに従って、ネストされた属性リストが整理され、最も長い内部
名から順に属性の置換が開始されます。

➤ ➤ ➤ ➤ メッセージのコピーメッセージのコピーメッセージのコピーメッセージのコピー

1. ナビゲータ・ツリーで、コピーするメッセージを選択します。

2. マウスの左ボタンを押しながら、メッセージをコピー先の「項目タイプ」ブランチまで
ドラッグします。

3. マウス・ボタンを離すと、新規メッセージのプロパティ画面が表示されます。

4. 新規の内部名と表示名を入力します。

5. メッセージのプロパティをさらに変更します。

6. 操作の完了後に「OK」を選択します。

注意注意注意注意 : 必要なメッセージ本文の内容を表示するために、2階層より深く
メッセージ属性をネストする必要がある場合、PL/SQL文書タイプのメッ
セージ属性を作成することを検討してください。4-5ページ「外部文書の
統合」を参照してください。

注意注意注意注意 : 「編集」メニューの「コピー」および「貼り付け」オプションも使
用できます。

注意注意注意注意 : メッセージをコピーすると、そのメッセージに割り当てられてい
るメッセージ属性もコピーされます。
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アクティビティアクティビティアクティビティアクティビティ
アクティビティは、プロセスを完了させるために行う作業の単位です。アクティビティに
は、通知アクティビティ、関数アクティビティまたはプロセス・アクティビティがありま
す。通知アクティビティは、ワークフローのユーザーにメッセージを送信します。メッセー
ジでは、単にユーザーに情報を提供したり、なんらかのアクションを要求できます。関数ア
クティビティは、PL/SQLのストアド・プロシージャまたは外部プログラムをコールして、
自動化関数を実行します。プロセス・アクティビティはモデル化されたワークフロー・プロ
セスで、他のプロセス内にアクティビティとして組み込んで、サブプロセスとして使用でき
ます。

アクティビティは、ナビゲータ・ツリーでそれぞれの「プロセス」、「通知」または「関数」
見出しの下に編成されます。ナビゲータ・ツリーでアクティビティの定義を作成、編集およ
び削除できます。また、アクティビティをツリーから「プロセス」ウィンドウにドラッグ
し、プロセス・ダイアグラムにそのアクティビティの新しい使用方法を作成することもでき
ます。各アクティビティは、プロセス・ダイアグラム内でアイコンとして表示されます。

Oracle Workflowには、「標準」という項目タイプが用意されており、定義するあらゆるプ
ロセスに使用できるように一般的なアクティビティが含まれています。たとえば、2つの値
を比較するなど、標準的な機能を実行するアクティビティがあります。6-2ページ「標準ア
クティビティ」を参照してください。

また、Oracle Workflowには、「システム :  エラー」という項目タイプも用意されており、
そこに含まれる標準エラー・プロセスとアクティビティを使用して、カスタム・エラー・プ
ロセスを作成できます。プロセス・アクティビティには、エラー・プロセスを割り当てるこ
とができ、エラーが発生するとエラー・プロセスによりエラーの処理方法が示されます。
6-17ページ「デフォルト・エラー・プロセス」を参照してください。

通知アクティビティ通知アクティビティ通知アクティビティ通知アクティビティ
ワークフロー・エンジンは、通知アクティビティに達すると、通知システムに Send( ) API
コールを発行し、割り当てられた実行者にメッセージを送信します。通知によって送信され
るメッセージはユーザーが定義します。メッセージとして、情報メモや、実行者に応答入力
を求めるプロンプトを使用できます。実行者が通知アクティビティに応答すると、その応答
が通知システムにより処理され、通知アクティビティを完了したため次の「適格」アクティ
ビティの処理を継続するように、ワークフロー・エンジンに通知されます。4-41ページ「通
知アクティビティの作成」を参照してください。

プロセスに通知アクティビティをノードとして組み込む場合は、通知アクティビティの実行
者を指定します。実行者として、特定のロール、または動的にロール名を戻す項目タイプ属
性を指定できます。5-7ページ「プロセスのノードの定義」および 5-18ページ「ロール」を
参照してください。

通知アクティビティを定義するときに、オプションで次のことも可能です。

� 「ロールの拡張」をオンにして、ロール内の各ユーザーに、通知メッセージの個別コ
ピーを送信できます。ユーザーが応答するか閉じるまで、通知はユーザーの通知キュー
に残ります。
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通知アクティビティのロールを拡張しなければ、割り当てた実行者ロールに通知メッ
セージが 1通送信され、その通知はロールの全ユーザーの通知キューで表示されます。
ロールのユーザーが 1人でも通知に応答するか、または通知を閉じると、この通知は
ロールの全ユーザーの通知キューから削除されます。

� 通知の送信後に通知の状態更新に応じてワークフロー・エンジンにより実行される、通
知後関数を指定します。ワークフロー・エンジンでは、受信者が通知に応答したか、通
知を転送したか、通知を譲渡したか、または通知がタイムアウトになったかに応じて、
通知後関数が RESPOND、FORWARD、TRANSFERまたは TIMEOUTのいずれかの
モードで実行されます。通知システムが RESPONDモードで通知後関数の実行を終了す
ると、ワークフロー・エンジンは RUNモードで通知後関数を再実行します。

たとえば、通知転送先のロールを制限する場合は、受信者が通知の転送を試行すると
FORWARDモードで通知後関数が実行されるように指定できます。通知後関数はロー
ルを監査して、転送を許可するか、またはエラーを戻して転送を拒否します。8-10ペー
ジ「通知後関数」および 8-151ページ「通知モデル」を参照してください。

通知後関数を作成するには、関数アクティビティの場合と同じ PL/SQL APIを使用する
必要があります。7-2ページ「関数アクティビティがコールする PL/SQLプロシージャ
の標準 API」を参照してください。

「ロールの拡張」をオンにして、通知後関数を指定すると、独自の投票集計アクティビティ
を作成できます。4-50ページ「投票アクティビティ」を参照してください。

関数アクティビティ関数アクティビティ関数アクティビティ関数アクティビティ
関数アクティビティは、PL/SQLストアド・プロシージャ、またはそれによりコールされる
外部プログラムによって定義されます。通常、関数アクティビティは、プロセスにおいて完
全に自動化された手順を実行するために使用します。PL/SQLストアド・プロシージャであ
るため、関数アクティビティは通常の引数を受け入れて実行後の結果を戻すことができま
す。

ストアド・プロシージャのパラメータを渡すと、パラメータをアクティビティ属性として外
部から識別できます。アクティビティ属性の値は、アクティビティをプロセスのノードとし
て定義するときに設定できます。このようなアクティビティ属性は、現行のアクティビティ
にのみ有効で、項目タイプ属性のようにグローバルではないため注意してください。5-12
ページ「アクティビティ属性値の定義」を参照してください。

外部プログラムとして、関数アクティビティではペイロード情報を Oracle8iの出力キューに
エンキューでき、それを外部エージェントがデキューして利用します。外部エージェントは
同様に、更新した属性と完了結果を入力キューにエンキューし、ワークフロー・エンジンが
これを使用して処理します。4-43ページ「関数アクティビティの作成」を参照してくださ
い。

注意注意注意注意 : ロールの全ユーザーが閲覧する必要のあるブロードキャスト・タ
イプのメッセージを送信する場合は、ロールを拡張してください。
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プロセス・アクティビティプロセス・アクティビティプロセス・アクティビティプロセス・アクティビティ
プロセス・アクティビティは、特定の関連を持つアクティビティの集まりを表します。プロ
セス・アクティビティが他のプロセスに含まれている場合、そのプロセスはサブプロセスと
呼ばれます。つまり、プロセス内のアクティビティは、それ自身がプロセスになることもあ
ります。この階層の深さには制限はありません。4-46ページ「プロセス・アクティビティの
作成」を参照してください。

アクティビティ・コストアクティビティ・コストアクティビティ・コストアクティビティ・コスト
各関数アクティビティには、コストが関連付けられています。コストは、ワークフロー・エ
ンジンがアクティビティを実行するために必要な秒数を表す値です。ワークフロー・エンジ
ンがそのアクティビティを実行する所要時間が不明な場合は、コストの見積りを入力し、後
でパフォーマンスに関する情報が集まってから更新できます。通常、複雑で長時間かかるア
クティビティには、高いコストを割り当てる必要があります。

コストの有効範囲は、0.00～ 1,000,000.00です。

通常の処理では、ワークフロー・エンジンは 1つのアクティビティの実行を完了してから次
のアクティビティに移ります。場合によっては、処理に長時間がかかるため、バックグラウ
ンド処理の方が適しているアクティビティもあります。

指定したしきい値よりコストが高いアクティビティをバックグラウンド処理にまわして延期
するように、ワークフロー・エンジンを定義できます。ワークフロー・エンジンでは、次に
適格な保留中のアクティビティの処理が続行されます。このアクティビティは、プロセスの
別の並列分岐で発生することがあります。

ワークフロー・エンジンのデフォルトのしきい値は、50/100秒です。これより高いコスト
のアクティビティは、バックグラウンド・エンジンにまわされます。バックグラウンド・エ
ンジンは、特定タイプのアクティビティのみを実行するようにカスタマイズできます。ワー
クフロー・エンジンのしきい値は、SQL*Plusで設定できます。2-28ページ「手順WF-9 
バックグラウンドのワークフロー・エンジンの設定」および 2-30ページ「エンジンのしきい
値の設定」を参照してください。

注意注意注意注意 : Oracle Workflowでは、1つのプロセス階層内でサブプロセス・ア
クティビティを複数回使用することはできません。

注意注意注意注意 : Oracle Workflow Builderにコストを秒単位で入力して表示して
も、実際には 100分の 1秒単位に換算されてデータベースに格納されま
す。
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➤ ➤ ➤ ➤ 通知アクティビティの作成通知アクティビティの作成通知アクティビティの作成通知アクティビティの作成

1. ナビゲータ・ツリーで、通知を作成する項目タイプを選択し、「編集」メニューから
「新規通知」を選択します。「アクティビティ」プロパティ画面で、通知アクティビティ
を定義します。

また、ナビゲータ・ツリーでメッセージを選択し、同じ項目タイプの「通知」ブランチ
にドラッグ・アンド・ドロップして、そのメッセージを送信する通知アクティビティを
作成することもできます。

2. 通知アクティビティには、内部名（すべて大文字で空白を含みません）と表示名が必要
です。表示名は、プロセス・ダイアグラムに表示される変更可能な名前です。説明を使
用して、このアクティビティに関する説明を入力します。

注意注意注意注意 : 定義されたアクティビティの内部名を更新するには、特別な SQL
スクリプトを使用する必要があります。このスクリプトは、設計時にアク
ティビティの内部名のエラーを訂正する場合にのみ使用してください。プ
ロセスの実行中のインスタンスに関連するアクティビティの名前の変更に
は、使用しないでください。14-5ページ「wfchact.sql」を参照してくださ
い。

注意注意注意注意 : 内部名には、コロン（:）や空白を使用しないでください。
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3. このアクティビティの結果タイプ（事前に定義された選択肢タイプ）を指定します。結
果タイプによって、アクティビティから戻される可能性がある結果のリストが表示され
ます。完了したアクティビティからの戻り値に応じて、ワークフロー・ダイアグラムが
分岐することがあります。4-18ページ「選択肢タイプの作成」を参照してください。

アクティビティから値が戻されない場合や、ワークフロー・プロセスが戻り値に依存し
ない場合は、結果タイプとして「<なし >」を選択できます。

4. この通知を送信するメッセージの名前を選択します。4-24ページ「メッセージの作成」
を参照してください。

5. この通知を複数のユーザーで構成されるロールに割り当てる予定があり、この通知のコ
ピーをロールの各ユーザーに送信する場合は、「ロールの拡張」をオンにします。「ロー
ルの拡張」をオフにすると、通知のコピーはロールに対して 1通のみ送信されます。
4-38ページ「通知アクティビティ」を参照してください。

6. オプションで、「関数」フィールドに PL/SQLストアド・プロシージャを指定できます。
このプロシージャは通知後関数と呼ばれ、通知アクティビティに処理のロジックをまと
めることができます。ワークフロー・エンジンでは、受信者が通知に応答したか、通知
を転送したか、通知を譲渡したか、または通知がタイムアウトになったかに応じて、こ
の通知後関数が RESPOND、FORWARD、TRANSFERまたは TIMEOUTのいずれかの
モードで実行されます。通知システムが RESPONDモードで通知後関数の実行を終了す
ると、ワークフロー・エンジンは RUNモードで通知後関数を再実行します。7-2ペー
ジ「関数アクティビティがコールする PL/SQLプロシージャの標準 API」および 8-10
ページ「通知後関数」を参照してください。

「ロールの拡張」をオンにし、この通知アクティビティに特殊な結果を含むメッセージ
を割り当て、「関数」フィールドで、この通知の各受信者から返信された応答を集計す
るカスタム PL/SQLストアド・プロシージャの名前を指定します。プロシージャを指定
するには、書式 <パッケージ名 >.<プロシージャ名 >を使用します。4-50ページ「投票
アクティビティ」を参照してください。

7. アクティビティを識別するアイコンを選択します。.icoファイルに保存されているアイ
コンを使用して、アクティビティの処理をシンボル化できます。2-60ページ「手順
WF-13 Oracle Workflowへのカスタム・アイコンの追加」を参照してください。

「参照」を選択すると、ワークフロー・アイコンのサブディレクトリ内のアイコン・
ファイルが表示されます。

また、Windowsの「エクスプローラ」や「ファイル マネージャ」からアイコン・ファ
イルをナビゲータ・ツリーのアクティビティ上にドラッグ・アンド・ドロップし、アク
ティビティにアイコンを設定することもできます。

8. 「適用」を選択して変更内容を保存します。

9. 「詳細」タブを選択し、アクティビティの詳細オプションを表示して変更します。4-48
ページ「オプションのアクティビティ詳細の定義」を参照してください。

10.「ロール」タブを選択し、この通知アクティビティにアクセスできるロールを指定しま
す。（この機能は、今後のリリースでサポートされます。）
4-42 Oracle8i Workflowガイド



ワークフロー・プロセスのコンポーネント
11.「アクセス」タブを選択し、この通知を変更できるアクセス・レベルを設定します。4-16
ページ「オブジェクトへのアクセス許可の設定」を参照してください。

12.「OK」を選択して変更を保存し、プロパティ画面を閉じます。

13. 通知アクティビティが、ナビゲータ・ツリーで「通知」の下に表示されます。ナビゲー
タ・ツリーでアクティビティをダブルクリックするか、アクティビティを選択して「編
集」メニューから「プロパティ」を選択するか、キーボードで [Enter]キーを押すと、
いつでもこのアクティビティのプロパティを参照または編集できます。

➤ ➤ ➤ ➤ 関数アクティビティの作成関数アクティビティの作成関数アクティビティの作成関数アクティビティの作成

1. ナビゲータ・ツリーで、関数を作成する項目タイプを選択し、「編集」メニューから
「新規関数」を選択します。「アクティビティ」プロパティ画面で、関数アクティビティ
を定義します。

2. 関数アクティビティには、内部名（すべて大文字で空白を含みません）と表示名が必要
です。表示名は、プロセス・ダイアグラムに表示される変換可能な名前です。説明を使
用して、このアクティビティに関する説明を入力します。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 3-7ページ「プロパティ画面の「編集」ボタンの使用」
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3. このアクティビティで実行する関数の名前を入力します。タイプのフィールドで、この
関数が PL/SQL関数か、外部関数かを指定します。PL/SQLの場合は、関数を <パッ
ケージ名 >.<プロシージャ名 >のように指定します。7-2ページ「関数アクティビティ
がコールする PL/SQLプロシージャの標準 API」を参照してください。

外部関数アクティビティを定義する場合は、「関数タイプ」を「外部」に設定します。
ワークフロー・エンジンで「出力」キューにエントリがエンキューされ、そのエントリ
と、「関数」フィールドで指定した値との相関値が設定されます。8-123ページ
「Workflow Queue API」を参照してください。

この種のレコードを「出力」キュー内で検索するには、独自のキュー・ハンドラを作成
する必要があります。このキュー・ハンドラでは、レコードに関連する処理を実行し、
処理結果を「入力」キューにシードする必要があります。バックグラウンド・エンジン
により、入力キューにあるメッセージが処理され、元のワークフロー・プロセスが再開
されます。8-6ページ「遅延処理」を参照してください。

4. このアクティビティの結果タイプ（事前に定義された選択肢タイプ）を指定します。結
果タイプによって、アクティビティから戻される可能性がある結果のリストが表示され
ます。完了したアクティビティからの戻り値に応じて、ワークフロー・ダイアグラムが
分岐することがあります。4-18ページ「選択肢タイプの作成」を参照してください。

アクティビティから値が戻されない場合や、ワークフロー・プロセスが戻り値に依存し
ない場合は、結果タイプとして「<なし >」を選択できます。

5. この関数アクティビティのコストを指定します。4-40ページ「アクティビティ・コス
ト」を参照してください。

6. アクティビティを識別するアイコンを選択します。.icoファイルに保存されているアイ
コンを使用して、アクティビティの処理をシンボル化できます。2-60ページ「手順
WF-13 Oracle Workflowへのカスタム・アイコンの追加」を参照してください。

「参照」を選択すると、ワークフロー・アイコン・サブディレクトリ内のアイコン・
ファイルが表示されます。

注意注意注意注意 : 定義されたアクティビティの内部名を更新するには、特別な SQL
スクリプトを使用する必要があります。このスクリプトは、設計時にアク
ティビティの内部名のエラーを訂正する場合にのみ使用してください。プ
ロセスの実行中のインスタンスに関連するアクティビティの名前の変更に
は、使用しないでください。14-5ページ「wfchact.sql」を参照してくださ
い。

注意注意注意注意 : 内部名には、コロン（:）や空白を使用しないでください。
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また、Windowsの「エクスプローラ」や「ファイル マネージャ」からアイコン・ファ
イルをナビゲータ・ツリーのアクティビティ上にドラッグ・アンド・ドロップし、アク
ティビティにアイコンを設定することもできます。

7. 「適用」を選択して変更内容を保存します。

8. 「詳細」タブを選択し、アクティビティのオプションの詳細を表示して変更します。4-48
ページ「オプションのアクティビティ詳細の定義」を参照してください。

9. 「ロール」タブを選択し、この関数アクティビティにアクセスできるロールを指定しま
す。（この機能は、今後のリリースでサポートされます。）

10.「アクセス」タブを選択し、この関数を変更できるアクセス・レベルを設定します。4-16
ページ「オブジェクトへのアクセス許可の設定」を参照してください。

11. 関数アクティビティが、ナビゲータ・ツリーで「関数」の下に表示されます。ナビゲー
タ・ツリーでアクティビティをダブルクリックするか、アクティビティを選択して「編
集」メニューから「プロパティ」を選択するか、キーボードで [Enter]キーを押すと、
いつでもこのアクティビティのプロパティを検討または編集できます。

12. 作成する関数に入力引数が必要な場合は、その引数を関数アクティビティの属性として
Oracle Workflow Builderに渡すことができます。関数アクティビティ属性は、プロセ
スでそのアクティビティが使用されるたびに変更可能な値を持つパラメータとして機能
します。関数アクティビティ属性は、関数アクティビティに限定され、プロセスに対し
てグローバルではありません。4-8ページ「項目タイプまたはアクティビティ属性の定
義」を参照してください。

項目タイプ属性を参照する関数アクティビティ属性を作成するには、参照される項目タ
イプ属性をナビゲータ・ツリーで選択し、マウスの左ボタンを押したまま関数アクティ
ビティにドラッグします。「デフォルト」の「値」リージョンが自動的に「項目属性」
に設定され、元の項目属性が参照されます。

プロセスにノードとして関数アクティビティを含めると、そのノードに固有の値を関数
アクティビティ属性に割り当てることができます。5-12ページ「アクティビティ属性値
の定義」を参照してください。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 3-7ページ「プロパティ画面の「編集」ボタンの使用」
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➤ ➤ ➤ ➤ プロセス・アクティビティの作成プロセス・アクティビティの作成プロセス・アクティビティの作成プロセス・アクティビティの作成

ワークフロー・プロセス・ダイアグラムを作成する前に、ナビゲータ・ツリーでプロセス・
ダイアグラムを表すプロセス・アクティビティを作成する必要があります。

1. ナビゲータ・ツリーで、プロセス・アクティビティを作成する項目タイプを選択し、
「編集」メニューから「新規プロセス」を選択します。「アクティビティ」プロパティ画
面で、プロセス・アクティビティを定義します。

プロセス・アクティビティが閉じており、それを再表示する場合は、ナビゲータ・ツ
リーでそのプロセス・アクティビティを選択して、[Enter]キーを押すか、またはマウス
を右クリックしてポップアップ・メニューから「プロパティ」を選択します。

2. プロセス・アクティビティには、内部名（すべて大文字で空白を含みません）と表示名
が必要です。表示名は、プロセス・ダイアグラムに表示される変換可能な名前です。説
明を使用して、このアクティビティに関する説明を入力します。

注意注意注意注意 : 定義されたアクティビティの内部名を更新するには、特別な SQL
スクリプトを使用する必要があります。このスクリプトは、設計時にアク
ティビティの内部名のエラーを訂正する場合にのみ使用してください。プ
ロセスの実行中のインスタンスに関連するアクティビティの名前の変更に
は、使用しないでください。14-5ページ「wfchact.sql」を参照してくださ
い。
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3. このアクティビティの結果タイプ（事前に定義された選択肢タイプ）を指定します。結
果タイプによって、このプロセスから戻される可能性がある結果のリストが表示されま
す。4-18ページ「選択肢タイプの作成」を参照してください。

プロセスの完了に関して特定の結果を記録する必要がない場合は、結果タイプとして
「<なし >」を選択できます。

4. アクティビティを識別するアイコンを選択します。.icoファイルに保存されているアイ
コンを使用して、アクティビティの処理をシンボル化できます。2-60ページ「手順
WF-13 Oracle Workflowへのカスタム・アイコンの追加」を参照してください。

「参照」を選択すると、ワークフロー・アイコン・サブディレクトリ内のアイコン・
ファイルが表示されます。

また、Windowsの「エクスプローラ」や「ファイル マネージャ」からアイコン・ファ
イルをナビゲータ・ツリーのアクティビティ上にドラッグ・アンド・ドロップし、アク
ティビティにアイコンを設定することもできます。

5. 「実行可能」をオンにすると、このアクティビティが表すプロセスをワークフロー・エ
ンジンの CreateProcess APIでコールし、独立したプロセスとして実行できます。プロ
セス・アクティビティがサブプロセスであり、上位レベルのプロセスからコールされた
場合に限り実行するのであれば、「実行可能」をオフにします。8-16ページ
「CreateProcess」を参照してください。

6. 「適用」を選択して変更内容を保存します。

7. 「詳細」タブを選択し、アクティビティのオプションの詳細を表示して変更します。4-48
ページ「オプションのアクティビティ詳細の定義」を参照してください。

8. 「アクセス」タブを選択し、このプロセスを変更できるアクセス・レベルを設定します。
プロセス・アクティビティに対して設定したアクセス・レベルによって、そのプロセ
ス・ダイアグラムにアクセスして編集できるユーザーが決定されます。4-16ページ「オ
ブジェクトへのアクセス許可の設定」を参照してください。

9. 「適用」を選択して変更内容を保存するか、「OK」を選択し、変更内容を保存してプロ
パティ画面を閉じるか、「キャンセル」を選択し、変更を取り消してプロパティ画面を
閉じます。

注意注意注意注意 : 内部名には、コロン（:）や空白を使用しないでください。

注意注意注意注意 : Oracle Workflowでは、1つのプロセス階層内でサブプロセス・ア
クティビティを複数回使用することはできません。1つのプロセス内でサ
ブプロセスを 2回以上使用する場合は、必要なインスタンスごとにサブプ
ロセスの個別コピーを作成する必要があります。
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10. プロセス・アクティビティが、ナビゲータ・ツリーで「プロセス」の下に表示されま
す。アクティビティを選択して「編集」メニューから「プロパティ」を選択するか、
キーボードで [Enter]キーを押すと、いつでもこのアクティビティのプロパティを参照
および編集できます。

➤ ➤ ➤ ➤ オプションのアクティビティ詳細の定義オプションのアクティビティ詳細の定義オプションのアクティビティ詳細の定義オプションのアクティビティ詳細の定義

1. アクティビティのプロパティ画面の「詳細」タブを選択します。

2. プロセス・アクティビティを作成する場合、現在のプロセスでエラーが発生した場合に
実行するエラー・プロセスを指定できます。エラー・プロセスを持つ項目タイプの内部
名を「エラー項目タイプ」に入力し、実行するエラー・プロセス・アクティビティの内
部名を「エラー・プロセス」に入力してください。エラー・プロセスの項目タイプは、
現在の Oracle Workflow Builderセッションでオープンしていなくても、ここで定義で
きることに注意してください。6-17ページ「デフォルト・エラー・プロセス」を参照し
てください。

3. 「有効日」には、このバージョンのアクティビティをワークフロー・エンジンで実行で
きるようになる日付が表示されます。「有効日」フィールドが空白の場合、アクティビ
ティはただちに有効になります。

有効日は、「ファイル」メニューの「新規保存」オプションを使用して変更内容を保存
するときに設定します。アクティビティに対するすべての変更内容には、保存するとき
に同じ有効日が適用されます。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 3-7ページ「プロパティ画面の「編集」ボタンの使用」
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4. 「再到達時」に値を指定して、このアクティビティに 2度以上推移した場合のワークフ
ロー・エンジンでの処理を決定します。このアクティビティがループ内で再実行される
最初のアクティビティの場合は、「再到達時」を設定し、ワークフロー・エンジンによ
るループの処理方法を指定する必要があります。ループ内の最初のアクティビティは、
ピボット・アクティビティとも呼ばれます。ループ内のそれ以外のアクティビティにつ
いては、「再到達時」の値は無関係です。

「再到達時」が「無視」に設定されている場合、ワークフロー・エンジンではアクティ
ビティが 1回のみ実行され、その後の再実行では無視されます。

「再到達時」が「再設定」に設定されている場合、ワークフロー・エンジンでは、ピ
ボット・アクティビティから逆の順序でループを通過してループ内の完了したアクティ
ビティがリセットされ、各アクティビティが CANCELモードで実行されます。各関数
の CANCELモードには、直前の操作を取り消す特別なロジックを含めることができま
す。その後、ワークフロー・エンジンはループ内を本来の順序で通過し、ピボット・ア
クティビティから始めて各アクティビティを RUNモードで再実行します。

「再到達時」が「ループ」に設定されている場合、ピボット・アクティビティと、それ
に続くループ内の全アクティビティが、リセットされず最初の実行どおりに再度実行さ
れます。8-7ページ「ループ」を参照してください。

5. 検証中のアクティビティの改訂が、バージョン番号で識別されます。アクティビティに
対する最新の更新が確実に使用されるように、そのアクティビティの有効な最新バー
ジョン番号が使用されます。

6. 「適用」を選択して変更内容を保存します。

➤ ➤ ➤ ➤ アクティビティのコピーアクティビティのコピーアクティビティのコピーアクティビティのコピー

1. ナビゲータ・ツリーで、コピーするアクティビティを選択します。

2. マウスの左ボタンを押しながら、アクティビティをコピー先の「項目タイプ」ブランチ
までドラッグします。

3. アクティビティを同じ項目タイプ内でコピーすると、プロパティ画面が表示され、コ
ピーしたアクティビティについて一意の新規内部名と表示名の入力を求めるプロンプト
が表示されます。

4. 操作の完了後に「OK」を選択します。

注意注意注意注意 : 「編集」メニューの「コピー」および「貼り付け」オプションも使
用できます。

注意注意注意注意 : 関数アクティビティまたは通知アクティビティをコピーすると、
それに関連付けられた属性やメッセージもコピーされます。
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投票アクティビティ投票アクティビティ投票アクティビティ投票アクティビティ
ロール内のユーザー・グループに通知を送信し、ユーザーからの応答を集計する、投票アク
ティビティを作成できます。集計結果によって、次のプロセスに進むアクティビティが決ま
ります。

投票アクティビティは通知アクティビティの 1つで、最初にユーザー・グループに通知メッ
セージを送信してから、PL/SQLの通知後関数を実行してユーザーの応答（投票）を集計し
ます。

定義するアクティビティ属性と、通知アクティビティのプロパティ画面にある次の 4つの
フィールドによって、投票の動作が決定されます。

� 「メッセージ」フィールド

� 「結果タイプ」フィールド

� 「ロールの拡張」チェック・ボックス

� 「関数」フィールド

➤ ➤ ➤ ➤ 投票アクティビティの作成投票アクティビティの作成投票アクティビティの作成投票アクティビティの作成

1. 投票アクティビティで集計する応答を含む投票選択肢タイプを作成します。4-18ページ
「選択肢タイプの作成」を参照してください。

2. 受信者に対して、投票選択肢タイプから 1つを選択して応答するように求める投票メッ
セージを作成します。メッセージの「結果」タブで必要事項を入力します。「結果」タ
ブの選択肢タイプを、手順 1で定義した投票選択肢タイプに設定します。4-24ページ
「メッセージの作成」を参照してください。

3. ナビゲータ・ツリーで、投票アクティビティを作成する項目タイプを選択し、「編集」
メニューから「新規通知」を選択します。

4. 内部名（すべて大文字で空白を含みません）と表示名を指定します。説明を使用して、
この投票アクティビティに関する説明を入力します。

注意注意注意注意 : 定義されたアクティビティの内部名を更新するには、特別な SQL
スクリプトを使用する必要があります。このスクリプトは、設計時にアク
ティビティの内部名のエラーを訂正する場合にのみ使用してください。プ
ロセスの実行中のインスタンスに関連するアクティビティの名前の変更に
は、使用しないでください。14-5ページ「wfchact.sql」を参照してくださ
い。

注意注意注意注意 : 内部名には、コロン（:）や空白を使用しないでください。
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5. 「結果タイプ」フィールドには、投票アクティビティで集計する応答を列挙した選択肢
タイプが含まれている必要があります。これは手順 1で定義した投票選択肢タイプで
す。

6. 投票アクティビティを識別するアイコンを選択します。

7. 「メッセージ」フィールドで、手順 2で作成した投票メッセージの名前を選択します。
投票メッセージによって、受信者は応答を求められます。応答では、投票選択肢タイプ
で指定した定義済みの値から 1つが選択されます。

8. ワークフロー・エンジンで、最初に応答したユーザーのみでなくロール内の複数ユー
ザーからの応答が集計されるように、「ロールの拡張」をオンにします。4-38ページ
「通知アクティビティ」を参照してください。

9. 「関数」フィールドに、ユーザーからの投票を集計する関数を指定します。標準の「は
い /いいえ投票」アクティビティによりコールされる PL/SQLプロシージャWF_
STANDARD.VOTEFORRESULTTYPEを使用できます。WF_
STANDARD.VOTEFORRESULTTYPEは、一般的な集計関数です。関数により集計され
る応答候補は、投票アクティビティに指定した結果タイプによって定義されます。関数
による応答の集計方法は、投票アクティビティに定義したアクティビティ属性によって
決定されます。6-9ページ「「はい /いいえ投票」アクティビティ」を参照してくださ
い。

別の方法として、カスタムの集計関数を指定することもできますが、これは関数アク
ティビティの標準 APIに準拠している必要があります。プロシージャを指定するには、
書式 <パッケージ名 >.<プロシージャ名 >を使用します。7-2ページ「関数アクティビ
ティがコールする PL/SQLプロシージャの標準 API」を参照してください。

10.「適用」を選択して変更内容を保存します。

11.「詳細」タブを選択し、アクティビティの「詳細」プロパティ画面を表示して変更しま
す。4-48ページ「オプションのアクティビティ詳細の定義」を参照してください。

12.「ロール」タブを選択し、この通知アクティビティにアクセスできるロールを指定しま
す。（この機能は、今後のリリースでサポートされます。）

13.「アクセス」タブを選択し、この通知を変更できるアクセス・レベルを設定します。4-16
ページ「オブジェクトへのアクセス許可の設定」を参照してください。

14. WF_STANDARD.VOTEFORRESULTTYPE集計関数を使用する場合は、投票に予測され
る応答ごとに「数値」タイプの「カスタム」アクティビティ属性を作成します。投票に
予測される各応答は、投票アクティビティの結果タイプに関連付けられた選択肢コード
であることに注意してください。そのため、「カスタム」アクティビティ属性を定義す
る場合は、アクティビティ属性の内部名が選択肢コードの内部名、つまり応答値と一致
する必要があります。

アクティビティ属性の値には、空白か、特定の結果に必要な票数のパーセンテージを表
す数値を使用できます。パーセンテージを指定すると、その応答の実際の集計パーセン
テージの方が指定したパーセンテージより大きい場合に、結果が一致します。アクティ
ビティ属性値を空白にすると、ワークフロー・エンジンではそのアクティビティ属性の
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応答がデフォルトとして扱われます。つまり、投票の集計後に特定のパーセンテージに
達しなければ、空白のアクティビティ属性に関連付けられている応答のうち最高票数を
獲得した応答が結果となります。

15. 集計関数WF_STANDARD.VOTEFORRESULTTYPEを使用する場合は、一連の「カス
タム」アクティビティ属性を定義するのみでなく、内部名 VOTING_OPTIONを指定し
て「投票オプション」というアクティビティ属性を定義する必要があります。「投票オ
プション」アクティビティ属性を、「はい /いいえ投票」標準アクティビティからコ
ピーすることもできます。

「投票オプション」アクティビティ属性では、投票の集計方法を指定します。指定でき
る値は、次のとおりです。

� 「すべての投票を待つ」:  ワークフロー・エンジンは、すべての投票が行われるまで
待ってから、通知を受けた全ユーザーに対する割合として結果を集計します。タイ
ムアウト条件が発生すると、タイムアウト発生前に出された投票の合計に対する割
合として投票結果が計算されます。

� 「投票のつど集計」:  ワークフロー・エンジンは、通知を受けたすべてのユーザーに
対する累積割合を、応答があるたびに集計します。タイムアウト条件が発生する
と、応答は合計投票数に対する割合として集計されます。カスタム「応答」アク
ティビティ属性のどれかの値が空白値の場合、このオプションは意味がなくなるた
め注意してください。

� 「すべての投票が必要」:  すべての投票が行われた後に限り、通知を受けた全ユー
ザーに対する割合で応答が評価されます。タイムアウト条件が発生すると、標準的
なタイムアウト・トランジションに従って進むか、使用可能なトランジションが 1
つも存在しない場合はエラーが発生し、投票結果は集計されません。

注意注意注意注意 : 集計された投票結果が複数の応答パーセンテージに達するか、応
答パーセンテージには達成しないが、デフォルトの応答のうち同じパーセ
ンテージのものがある場合、結果は #TIEになります。投票アクティビ
ティからの <一致 >トランジションが存在する場合、ワークフロー・エン
ジンではこのトランジションが選択され、それ以外は <デフォルト >トラ
ンジションが選択されます。<デフォルト >トランジションが存在しない
場合は、その結果に使用可能なトランジションがないことを示すエラー
（ERROR:#NOTRANSITION）が発生します。

集計された投票結果がどの応答パーセンテージにも達しない場合に、デ
フォルトの応答（空白のアクティビティ属性）が指定されていなければ、
結果は #NOMATCHになります。投票アクティビティからの <一致しな
い >トランジションが存在する場合、ワークフロー・エンジンではこのト
ランジションが選択され、それ以外は <デフォルト >が選択されます。<
デフォルト >トランジションが存在しない場合は、その結果に使用可能な
トランジションがないことを示すエラー（ERROR:#NOTRANSITION）が
発生します。
4-52 Oracle8i Workflowガイド



ワークフロー・プロセスのコンポーネント
投票方法の例投票方法の例投票方法の例投票方法の例

1. 単純過半数単純過半数単純過半数単純過半数

50パーセントを超える票を獲得した応答が結果となります。50パーセントを超える応
答が 1つもなければ、結果は該当なしとなります（#NOMATCH）。

2. デフォルト付き単純過半数デフォルト付き単純過半数デフォルト付き単純過半数デフォルト付き単純過半数

応答 Aが 50パーセントを超える票を得た場合、Aが結果となります。同様に、応答 B
が 50パーセントを超える票を得た場合は、Bが結果となります。Aと Bのどちらの得
票も 50パーセントを超えなかった場合は、Cが結果となります。

3. 複数のデフォルト付きの単純過半数複数のデフォルト付きの単純過半数複数のデフォルト付きの単純過半数複数のデフォルト付きの単純過半数

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 6-9ページ「「はい /いいえ投票」アクティビティ」

表表表表 4-5

応答応答応答応答 カスタムの「応答」アクティビティ属性の値カスタムの「応答」アクティビティ属性の値カスタムの「応答」アクティビティ属性の値カスタムの「応答」アクティビティ属性の値

A 50

B 50

C 50

表表表表 4-6

応答応答応答応答 カスタムの「応答」アクティビティ属性の値カスタムの「応答」アクティビティ属性の値カスタムの「応答」アクティビティ属性の値カスタムの「応答」アクティビティ属性の値

A 50

B 50

C 空白

表表表表 4-7

応答応答応答応答 カスタムの「応答」アクティビティ属性の値カスタムの「応答」アクティビティ属性の値カスタムの「応答」アクティビティ属性の値カスタムの「応答」アクティビティ属性の値

A 50

B 空白

C 空白
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応答 Aが 50パーセントを超える票を得た場合、Aが結果となります。Aの得票率が 50
パーセント以下の場合は、Bまたは Cのうち得票数の高い方が結果となります。Aが
50パーセント以下の得票率で、Bと C両方が同じ数の票を得た場合、結果は一致となり
ます（#TIE）。

4. 人気投票人気投票人気投票人気投票

最高得票の応答が結果となります。

5. 反対投票反対投票反対投票反対投票

応答 NOへの投票が 1票でもあれば、結果はNOとなります。

6. 評決評決評決評決

満場一致の応答が要求され、それ以外は該当なしとなります（#NOMATCH）。

表表表表 4-8

応答応答応答応答 カスタムの「応答」アクティビティ属性の値カスタムの「応答」アクティビティ属性の値カスタムの「応答」アクティビティ属性の値カスタムの「応答」アクティビティ属性の値

A 空白

B 空白

C 空白

表表表表 4-9

応答応答応答応答 カスタムの「応答」アクティビティ属性の値カスタムの「応答」アクティビティ属性の値カスタムの「応答」アクティビティ属性の値カスタムの「応答」アクティビティ属性の値

YES 100

NO 0

表表表表 4-10

応答応答応答応答 カスタムの「応答」アクティビティ属性の値カスタムの「応答」アクティビティ属性の値カスタムの「応答」アクティビティ属性の値カスタムの「応答」アクティビティ属性の値

GUILTY 100

NOT_GUILTY 100

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 6-9ページ「「はい /いいえ投票」アクティビティ」
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Oracle Workflow Builderのオブジェクトの削除のオブジェクトの削除のオブジェクトの削除のオブジェクトの削除
Oracle Workflow Builderのオブジェクトは、他のオブジェクトによって参照されている場
合でも、カスタマイズに対して保護されていなければ削除できます。削除するオブジェクト
が他のオブジェクトによって参照されている場合は、「ワークフロー・エラー」ダイアログ・
ボックスが表示され、失われる外部キー参照についての警告が示されます。そのまま続行し
てオブジェクトを削除するか、削除のアクションを取り消すことができます。削除を選択す
ると、ワークフロー・プロセス定義を保存または検証するときに「ワークフロー・エラー」
ダイアログ・ボックスが表示され、定義内に存在する失われた外部キー参照がすべて報告さ
れます。

この処理の結果、無効な外部キーを持つワークフロー定義を Oracle Workflow Builderに
ロードして修正できるようになります。Oracle Workflow Builderでは、欠落している外部
キーに対する元の内部名参照が保持され、プロセス定義のロード時にそれが検証エラー・
メッセージに表示されます。削除したオブジェクトを、元の内部名を使用して元の項目タイ
プで再作成すると、プロセス定義内で失われた外部キー参照をリストアできます。

Oracle Workflow Builderのオブジェクトの変更のオブジェクトの変更のオブジェクトの変更のオブジェクトの変更
ワークフロー・オブジェクトの定義を変更する前に、その定義に基づくアクティブな作業項
目に悪影響を及ぼさないことを確認する必要があります。Oracle Workflowのオブジェクト
に対する変更がアクティブな作業項目に及ぼす影響は、そのオブジェクトがバージョン管理
をサポートしているかどうかに応じて異なります。

ワークフロー・オブジェクトの場合、バージョン管理とは、オブジェクト自体またはそれを
所有するオブジェクトにより、データベース内の同じオブジェクトの複数のオカレンスが
バージョン番号、開始日付および終了日付のみで区別され、サポートされることを意味しま
す。たとえば、WF_ACTIVITIES表には、投票アクティビティの次の 2つのバージョンが同
時に存在することが可能です。

バージョン管理をサポートしているワークフロー・オブジェクトを変更すると、元のバー
ジョンと新バージョンの両方がデータベースに存在することになります。そのオブジェクト
を参照するアクティブな作業項目は、その開始時に有効だったのと同じバージョンを引き続

注意注意注意注意 : Oracle Workflow Builderの項目タイプ定義全体を削除することも
できます。

表表表表 4-11

名前名前名前名前 バージョンバージョンバージョンバージョン 開始日付開始日付開始日付開始日付 終了日付終了日付終了日付終了日付 メッセージメッセージメッセージメッセージ 選択肢タイプ選択肢タイプ選択肢タイプ選択肢タイプ

投票 1 1998年 1月 1日 1998年 12月 31日 投票メッセージ Yes/No

投票 2 1999年 1月 1日 新規投票メッ
セージ

承認
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き使用して完了まで進行します。新バージョンを使用するのは、変更後に開始された新規作
業項目のみです。

前述の例で、1998年 1月 1日～ 1998年 12月 31日に開始される作業項目では、1999年 1月
1日までに完了するかどうかに関係なく、結果オプション Yesまたは Noを持つメッセージ
「投票メッセージ」が送信されます。結果オプション「承認」または「否認」を含むメッ
セージ「新規投票メッセージ」が送信されるのは、1999年 1月 1日以後に開始される作業項
目のみです。

ただし、バージョン管理をサポートしていないワークフロー・オブジェクトを変更すると、
そのオブジェクトの以前の定義が更新され、データベースには変更後の定義のみが存在する
ことになります。そのオブジェクトを参照するアクティブな作業項目では、いずれも変更後
のオブジェクトが使用されます。

変更後のオブジェクトに、作業項目で使用されるワークフロー定義の残りの部分との互換性
がなくなると、エラーになることがあります。このようなエラーを回避するには、変更に
よって互換性が失われないように、変更の計画時にオブジェクトの参照をすべて考慮する必
要があります。

バージョン管理をサポートするワークフロー・オブジェクトバージョン管理をサポートするワークフロー・オブジェクトバージョン管理をサポートするワークフロー・オブジェクトバージョン管理をサポートするワークフロー・オブジェクト
次のワークフロー・オブジェクトでは、バージョン管理がサポートされます。

� 通知

� 関数

� プロセスとサブプロセス

� プロセス・アクティビティ（ノード）

� アクティビティ属性

� アクティビティ属性値

� アクティビティ・トランジション

注意注意注意注意 : プロセス定義情報は、すべてバージョン管理対象となります。

注意注意注意注意 : 可能であれば、アクティブな作業項目をすべて強制終了し、変更
後に再起動して、下位互換性が失われる危険性を回避できます。この方法
では、再起動した作業項目では、バージョン管理をサポートするかどうか
を問わず、すべてのワークフロー・オブジェクトの変更後の定義が使用さ
れます。
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Oracle Workflow Builderの前述のオブジェクトのいずれかを変更してデータベースに保存
すると、ワークフロー定義ローダーでは、そのオブジェクトの既存の定義は更新されませ
ん。かわりに、そのオブジェクトまたは所有オブジェクトの新バージョンが作成されます。

その結果、変更前に開始されていたアクティブな作業項目には影響を与えずに、これらのオ
ブジェクトを変更できます。

次に例を示します。

� 新規メッセージを参照するように通知アクティビティを更新する場合、その通知はバー
ジョン管理対象となります。

� 新規選択肢タイプを参照するように関数アクティビティを更新する場合、その関数は
バージョン管理対象となります。

� 新規 APIを参照するように関数アクティビティを更新する場合、その関数はバージョン
管理対象となります。

� プロセス・ダイアグラムからプロセス・アクティビティ（ノード）を削除する場合は、
そのプロセス内に存在するすべてのプロセス・アクティビティのみでなく、所有プロセ
スもバージョン管理対象となります。

� アクティビティにアクティビティ属性を追加する場合は、所有アクティビティがバー
ジョン管理対象となります。

前述のどの例でも、変更はそれ以後に開始される作業項目にのみ影響します。

バージョン管理をサポートしないワークフロー・オブジェクトバージョン管理をサポートしないワークフロー・オブジェクトバージョン管理をサポートしないワークフロー・オブジェクトバージョン管理をサポートしないワークフロー・オブジェクト
次のワークフロー・オブジェクトでは、バージョン管理がサポートされません。

� 項目属性

� メッセージ

� 選択肢

� 関数アクティビティにより参照される PL/SQLコード

Oracle Workflow Builderの項目属性、メッセージまたは選択肢のいずれかを変更してデー
タベースに保存すると、ワークフロー定義ローダーでは、そのオブジェクトの既存の定義が
更新されます。また、関数アクティビティの既存の PL/SQL APIを変更すると、その関数ア
クティビティではデータベースに格納された更新後の APIが参照されます。

その結果、前述のオブジェクトのいずれかを変更すると、変更結果はそのオブジェクトを参
照するアクティブな作業項目すべてに即時に反映されます。変更によって下位互換性が失わ
れないように慎重に計画を立ててください。
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項目属性項目属性項目属性項目属性
作業項目が開始されると、Oracle Workflowでは、その項目タイプに定義された各項目属性
のランタイム・コピーが作成されます。ワークフロー・エンジンでは、ワークフロー・プロ
セス内の関数アクティビティの PL/SQLコードで項目属性が参照されるたびに、これらのラ
ンタイム・コピーが参照されます。

作業項目の開始後に新規項目属性を追加しても、アクティブな作業項目には反映されませ
ん。ただし、これらの作業項目には、AddItemAttr()または AddItemAttributeArray APIを
コールして属性を意図的に作成しない限り、新規項目属性は含まれません。ワークフロー・
プロセス内の既存の PL/SQLコードで新規項目属性の参照も追加すると、その参照が原因
で、新規項目属性を含んでいないアクティブな作業項目にエラーが発生することがありま
す。

たとえば、Workflow Engine APIをコールして、関数アクティビティの PL/SQL APIを新規
項目属性と通信するように変更すると、新規に定義された項目属性を持たないアクティブな
作業項目については、関数アクティビティが失敗します。

ワークフロー・プロセス内で既存の PL/SQLコードを変更する場合は、新規項目属性の参照
を追加するのは、それを必要とするアクティブな作業項目についても項目属性を作成する場
合に限るように、慎重に計画する必要があります。4-60ページ「PL/SQLコード」を参照し
てください。

メッセージメッセージメッセージメッセージ
ワークフロー・エンジンが通知システムに対してメッセージの送信を要求すると、通知シス
テムは各メッセージ属性の通知表に通知属性を作成します。通知属性の行には、件名行や本
文のテキストなど、実行時にメッセージ本文にトークンが置換される変数データが含まれま
す。

ただし、メッセージ本文は通知表にコピーされません。かわりに、メッセージ本文は、通知
がユーザーに表示されるときに、様々な通知システム APIにより実行時に参照されます。し
たがって、メッセージ本文の変更は、変更後に送信される通知のみでなく、変更前に送信さ
れたアクティブな作業項目の通知にも影響します。

注意注意注意注意 : Oracle Workflow Builderでは、PL/SQLコードの編集はサポート
されません。PL/SQLコードは、単に Oracle Workflowの関数アクティビ
ティで参照されるコードを変更した場合の結果を説明するためにのみ列挙
してあります。

注意注意注意注意 : ただし、ワークフロー・プロセスを起動する APIには、新規項目
属性の参照を追加でき、アクティブな作業項目に関して特に項目属性を作
成する必要はありません。たとえば、SetItemAttributeまたは
SetItemAttributeArray APIをコールして、プロセスの開始時に新規項目属
性を作成できます。アクティブな作業項目はすでにこのコードを通過して
いるため、この種の変更の影響を受けません。
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非互換性エラーが発生する危険性を回避して、メッセージ本文に特定のタイプの変更を加え
ることができます。これには、次のような変更が含まれます。

� 静的テキストの追加

� 静的テキストの編集

� 静的テキストの削除

� メッセージ属性トークンの削除

たとえば、メッセージ本文に「5日以内に承認してください。」などの静的センテンスを追加
すると、アクティブな作業項目内のすべての通知に、アクセス時にこのセンテンスが組み込
まれます。通知システムでは、追加のセンテンスの解決には他の情報は不要なため、変更後
のメッセージ本文をエラーなしで表示できます。

ただし、新規に作成されたメッセージ属性用のトークンを追加するなど、不適切な変更を加
えると、アクティブな作業項目内の通知が正常に表示されなくなることがあります。変更
は、エラーを回避できるように慎重に計画してください。

新規メッセージ属性のトークンをメッセージ本文に追加する必要がある場合は、既存のメッ
セージを変更するのではなく、新規メッセージを作成して変更を実装する必要があります。
通知アクティビティではバージョン管理がサポートされるため、アクティブな作業項目に影
響を与えずに、既存の通知アクティビティに新規メッセージを添付できます。

たとえば、「承認者名」などの新規メッセージ属性を作成し、その属性のトークンをメッ
セージ本文に追加すると、アクティブな作業項目内のすべての通知には、アクセス時に新規
トークンが組み込まれます。ただし、変更前に送信された通知には、通知属性として新規
メッセージ属性「承認者名」は組み込まれません。通知システムでは、新規メッセージ属性
の参照を解決できず、かわりに通知にはトークン「&APPROVER_NAME」が表示されます。

この例では、元のメッセージ本文を変更するかわりに、新規メッセージ属性を含む新規メッ
セージを作成し、新規属性のトークンを新規メッセージの本文に追加して、新規メッセージ
を通知アクティビティに添付する必要があります。変更結果を保存すると、通知アクティビ
ティがバージョン管理対象となります。その後、アクティブな作業項目は引き続き通知アク
ティビティの旧バージョンを参照し、互換性のないトークンは通知に表示されなくなりま
す。

選択肢タイプおよびコード選択肢タイプおよびコード選択肢タイプおよびコード選択肢タイプおよびコード
Oracle Workflowでは、選択肢タイプには次の重要な用途があります。

� ワークフロー・アクティビティに考えられる完了ステータス（選択肢コード）を決定し
ます。

� 「応答」メッセージ属性に考えられる完了ステータス（選択肢コード）を決定します。

選択肢タイプに不適切な変更を加えると、その選択肢タイプを参照するアクティブな作業項
目が失敗することがあります。
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下位互換性の消失によるエラーを回避するには、アクティブな作業項目により参照される選
択肢タイプについて、次のガイドラインに従ってください。

� 選択肢タイプを削除しないこと。

� 既存の選択肢タイプから選択肢コードを削除しないこと。

� 既存の選択肢タイプに選択肢コードを追加しないこと。

前述のいずれかの変更を行う必要がある場合は、既存の選択肢タイプを変更するのではな
く、新規の選択肢タイプを作成して変更を実装する必要があります。

アクティビティではバージョン管理がサポートされるため、既存のアクティビティには、ア
クティブな作業項目に影響を与えずに新規の選択肢タイプを添付できます。ただし、ワーク
フロー・メッセージではバージョン管理がサポートされないため、既存のメッセージ属性に
は新規の選択肢タイプを添付しないでください。

次の例は、選択肢タイプに不適切な変更を加えたために発生する一部のエラーを示していま
す。

� 「応答」メッセージ属性で参照される選択肢タイプに選択肢コードを追加すると、ユー
ザーは通知への応答として新規の選択肢コードを選択できるようになります。ただし、
通知アクティビティの旧バージョンでは、新規の選択肢コード用の分離ロジックがモデ
ル化されていません。ユーザーが新規コードを選択すると、プロセスは「ERROR」に
なります。

� 「応答」メッセージ属性で参照される選択肢タイプから選択肢コードを削除すると、
ユーザーはその結果コードを通知への応答として選択できなくなります。

PL/SQLコードコードコードコード
関数アクティビティではバージョン管理がサポートされますが、基礎となる PL/SQLコード
では、コード自体のバージョン管理を実装しない限り、バージョン管理がサポートされませ
ん。バージョン管理なしで PL/SQLコードを変更すると、そのコードを参照するアクティブ
な作業項目のビジネス・フローが変化します。不適切な変更を行うと、これらの作業項目が
失敗することがあります。

関数アクティビティに関する PL/SQL APIの変更がアクティブな作業項目に影響しないよう
にするには、既存の APIを変更するのではなく、新規 APIを作成して変更を実装する必要
があります。関数アクティビティではバージョン管理がサポートされるため、アクティブな
作業項目に影響を与えずに、既存の関数アクティビティに新規 APIを添付できます。

既存の APIを変更する必要があり、かわりに新規 APIを作成できない場合は、変更によっ
て下位互換性が失われないように慎重に計画する必要があります。

たとえば、APIの戻り値のグループに選択肢コードを追加する予定であれば、最初に関数ア
クティビティ・ノードに「デフォルト」などの出力トランジションがあり、APIがその値を
戻すときにワークフロー・エンジンでたどれることを確認する必要があります。この条件が
満たされていなければ、その値が戻されるとプロセスが「ERROR」になります。適切な出
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力トランジションがない場合は、新規 APIに変更を実装し、追加の戻り値について分岐ロ
ジックをモデル化するようにプロセスを更新する必要があります。

たとえば、Workflow Engine APIをコールして、関数アクティビティの既存の PL/SQL API
を新規項目属性と通信するように変更する場合は、アクティブな作業項目について新規項目
属性も作成する必要があります。そうでないと、新規項目属性が定義されていないアクティ
ブな作業項目については、関数アクティビティが失敗します。

新規作成された項目属性をパラメータとして持つ次の APIのいずれかをコールする場合に、
アクティブな作業項目にその項目属性が定義されていなければ、関数アクティビティは失敗
することがあります。

� wf_engine.SetItemAttrText

� wf_engine.SetItemAttrNumber

� wf_engine.SetItemAttrDate

� wf_engine.SetItemAttrTextArray

� wf_engine.SetItemAttrNumberArray

� wf_engine.SetItemAttrDateArray

� wf_engine.GetItemAttrText

� wf_engine.GetItemAttrNumber

� wf_engine.GetItemAttrDate

アクティブな作業項目について新規項目属性のコピーを作成するには、AddItemAttr()か、
AddItemAttributeArray APIの 1つをコールします。このコールは、カスタム・アップグ
レード・スクリプトまたは例外ハンドラに挿入できます。

� アップグレード・スクリプトアップグレード・スクリプトアップグレード・スクリプトアップグレード・スクリプト :  APIを変更する前に、その APIを参照するアクティブな
作業項目について、新規項目属性を作成して挿入するカスタム・アップグレード・スク
リプトを記述し、実行します。次の例は、アップグレード・スクリプトの記述方法を示
しています。

for <each active work item>
begin
wf_engine.AddItemAttr(itemtype, itemkey, '<new_attribute_name>');
wf_engine.SetItemAttrText(itemtype, itemkey, '<new_attribute_name>',

'<New attribute value>'); 
end;

end loop;

注意注意注意注意 : アクティブな作業項目は、WF_ITEMS.END_DATEが NULLでな
い項目として識別されます。
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� 例外ハンドラ例外ハンドラ例外ハンドラ例外ハンドラ :  変更後の APIで、新規項目属性の参照の後に、属性が存在しない場合に
作成して挿入する例外ハンドラを追加します。次の例は、このような例外ハンドラの記
述方法を示しています。

procedure <procedure_name>(
itemtype in varchar2,
itemkey in varchar2,
actid in number,
funcmode in varchar2,
result in out varchar2)

is
begin

--
-- RUN mode - normal process execution
--
if (funcmode = 'RUN') then

-- your run code goes here
null;

wf_engine.SetItemAttrText(itemtype, itemkey, '<existing_attribute_name>',
'<Existing attribute value>');

begin
wf_engine.SetItemAttrText(itemtype, itemkey, '<new_attribute_name>',

'<New attribute value>');
exception

when others then
if (wf_core.error_name = 'WFENG_ITEM_ATTR') then

wf_engine.AddItemAttr(itemtype,itemkey,'<new_attribute_name>');
wf_engine.setitemattrtext(itemtype, itemkey, '<new_attribute_name>',

'<New attribute value>');
else

raise;
end if;

end;
-- example completion
result := 'COMPLETE:';
return;

end if;
--
-- CANCEL mode - activity 'compensation'
--
-- This is in the event that the activity must be undone,
-- for example when a process is reset to an earlier point
-- due to a loop back.
--
if (funcmode = 'CANCEL') then
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-- your cancel code goes here
null;
-- no result needed
result := 'COMPLETE';
return;

end if;

--
-- Other execution modes may be created in the future.Your
-- activity will indicate that it does not implement a mode
-- by returning null
--
result := '';
return;

exception
when others then

-- The line below records this function call in the error system
-- in the case of an exception.
wf_core.context('<package_name>', '<procedure_name>',

itemtype, itemkey, to_char(actid), funcmode);
raise;

end <procedure_name>;

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 4-58ページ「項目属性」
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定義定義定義定義

この章では、Oracle Workflow Builderを使用してワークフロー・プロセス・ダイアグラム
を定義する方法と、特定のロールに通知アクティビティを割り当てることができるように、
データベースからロールをロードする方法について説明します。
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「プロセス」ウィンドウ
「プロセス」ウィンドウ「プロセス」ウィンドウ「プロセス」ウィンドウ「プロセス」ウィンドウ
Oracle Workflow Builderの「プロセス」ウィンドウには、特定のプロセスのアクティビ
ティ（アイコン）とトランジション（矢印）がグラフィカルに表示されます。各アクティビ
ティはノードであり、プロセス完了のために実行される論理的な手順です。

ナビゲータ・ツリーからアクティビティを「プロセス」ウィンドウにドラッグ・アンド・ド
ロップするか、または「プロセス」ウィンドウに直接アクティビティを作成します。アク
ティビティ・ノードのプロパティは、「プロセス」ウィンドウのノードをマウスの左ボタン
でダブルクリックして表示したり編集します。マウスの右ボタンを使用してアクティビティ
のノード間を矢印で結び、トランジションを定義します。

プロセス・ノードは、通知アクティビティ、関数アクティビティおよびプロセス・アクティ
ビティで構成されます。プロセスのダイアグラムで、プロセスにプロセス・アクティビティ
が含まれている場合、そのプロセス・アクティビティをサブプロセスと呼びます。この階層
の深さには制限はありません。サブプロセス・ダイアグラムを「プロセス」ウィンドウに表
示するには、上位の「プロセス」ウィンドウでサブプロセス・アクティビティ・ノードをダ
ブルクリックします。

トランジショントランジショントランジショントランジション
トランジションは、ダイアグラムには矢印で表示され、あるアクティビティが完了して別の
アクティビティがアクティブになることを示します。結果タイプが「<なし >」で完了した
アクティビティの場合、そこからのトランジションは単に次のアクティビティへの矢印とし
て表示されます。これは、元のアクティビティが完了すると、プロセスが次のアクティビ
ティに進むことを示します。

結果タイプが定義されているアクティビティの場合は、作成するトランジションの矢印をア
クティビティに考えられる結果のうちの 1つに関連付ける必要があります。アクティビティ
の完了時に戻される結果によって、次に適切なアクティビティが決定されます。次に適切な
アクティビティは、完了したアクティビティを起点とする結果ベースのトランジションに
よって定義されます。たとえば、「承認者に通知」の結果が「否認済」の場合は、「購買依頼
を否認」に進みます。13-14ページの「購買申請プロセス・アクティビティ」を参照してく
ださい。

また、結果タイプが定義されているアクティビティについては、<デフォルト >、<Any>ま
たは <タイムアウト >のトランジションを作成できます。ワークフロー・エンジンは、完了
結果と一致するトランジションが他になければ、<デフォルト >トランジションに従いま
す。<Any>トランジションには、アクティビティが戻す完了結果にかかわらず従います。
そのため、特定の結果に従うアクティビティと並行してワークフロー・エンジンで実行され
る一般的なアクティビティをプロセスに含めることが可能です。ワークフロー・エンジン
は、通知アクティビティが完了前にタイムアウトになると、<タイムアウト >トランジショ
ンに従います。2-28ページの「手順WF-9 バックグラウンドのワークフロー・エンジンの設
定」を参照してください。

アクティビティは 1つの結果に対して複数のトランジションを持ち、並列分岐を作成できま
す。
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タイムアウト・トランジションタイムアウト・トランジションタイムアウト・トランジションタイムアウト・トランジション
通知アクティビティが指定した時間内に完了しない場合に、プロセスで別のアクティビティ
を強制的に実行させるには、その通知アクティビティと別のアクティビティの間を <タイム
アウト >トランジションで結びます。5-7ページの「プロセスのノードの定義」を参照して
ください。

アクティビティがタイムアウトになると、Oracle Workflowではそのアクティビティがタイム
アウトになったとしてマークされ、そのアクティビティに関連するすべての通知が取り消さ
れます。取り消された通知に応答が必要で、実行者が通知を電子メールで受信する場合にの
み、通知システムでは実行者に取消メッセージが送信されます。

その後、処理はプロセス定義で指定されたとおり <タイムアウト >トランジションに沿って
続行されます。タイムアウトになったアクティビティに、そのアクティビティを起点とする
<タイムアウト >トランジションがなければ、Oracle Workflowでは、そのアクティビティ
またはその親プロセスに関連したエラー・プロセスが実行されます。4-48ページの「オプ
ションのアクティビティ詳細の定義」を参照してください。

単一アクティビティへの複数トランジションの作成単一アクティビティへの複数トランジションの作成単一アクティビティへの複数トランジションの作成単一アクティビティへの複数トランジションの作成
プロセス・ダイアグラムで、1つのアクティビティに至る複数のトランジションを作成でき
ます。このような複数のトランジションは、プロセスが 1つのノードに進む流れが複数あっ
ても、そのノードを実行するのは 1度のみであることを示す場合があります。

また、複数のトランジションは、そのアクティビティがループの開始点になるため、そこに
複数回進むことを示す場合もあります。このような場合は、そこに到達するたびにそのアク
ティビティを再実行します。

アクティビティの「再到達時」フラグによって、そのアクティビティに複数回到達した場合
に、それを再実行するかどうかが決定されます。これは、ループのピボット・アクティビ
ティに関して重要なフラグです。「再到達時」は、アクティビティの「詳細」プロパティ画
面で初期設定されます。ただし、プロセスでアクティビティを使用するたびに、「ノード」
プロパティ画面でそのノードに対する「再到達時」の設定を変更できます。プロセスがルー
プ内を進む回数を制御する初期アクティビティとして、標準の「ループ・カウンタ」アク
ティビティも使用できます。8-7ページの「ループ」および 6-6ページの「「ループ・カウン
タ」アクティビティ」を参照してください。

注意注意注意注意 : タイムアウトになったアクティビティを処理するには、事前に
バックグラウンド・エンジンを設定する必要があります。2-28ページの
「手順WF-9 バックグラウンドのワークフロー・エンジンの設定」を参照
してください。
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「開始」アクティビティと「終了」アクティビティの指定「開始」アクティビティと「終了」アクティビティの指定「開始」アクティビティと「終了」アクティビティの指定「開始」アクティビティと「終了」アクティビティの指定
各プロセスには、そのプロセスの開始点を識別する「開始」アクティビティが必要です。論
理的にプロセスを開始するノードであれば、どんなノードでも「開始」アクティビティに指
定できます。プロセスの開始時に、ワークフロー・エンジンは入力トランジションがない
（そのアクティビティを指す矢印がない）「開始」アクティビティから開始します。複数の
「開始」アクティビティがある場合は、実行可能な各「開始」アクティビティが実行され、
「終了」の結果に到達するまでプロセス内を進みます。実行できる「開始」アクティビティ
は、任意の順序で実行されます。プロセスには、それぞれ「終了」アクティビティを持つ複
数の分岐が含まれていることがあります。ワークフロー・エンジンが「終了」アクティビ
ティに到達すると、まだ処理中の並列分岐があっても、プロセス全体が終了します。

「終了」アクティビティは、プロセスの完了結果を表す結果を戻す必要があります。結果は、
そのプロセス・アクティビティの結果タイプの値の 1つです。

「プロセス」ウィンドウでは、「開始」アクティビティには小さい緑の矢印マーク、「終了」
アクティビティにはアクティビティ・ノードのアイコンの右下隅に赤の矢印マークが付いた
状態で表示されます。

プロセスの実行プロセスの実行プロセスの実行プロセスの実行
ワークフロー・プロセスは、アプリケーションがワークフロー・エンジンの CreateProcess( )
および StartProcess( ) APIをコールすると開始されます。サブプロセスは、ワークフロー・
エンジンがサブプロセスを表すプロセス・アクティビティに進んだときに開始されます。
8-13ページの「Workflow Engine API」を参照してください。

プロセスの図示プロセスの図示プロセスの図示プロセスの図示
ここでは、「プロセス」ウィンドウでワークフロー・プロセスを作成して定義する方法につ
いて説明します。

5-7ページ「プロセスのノードの定義」

5-12ページ「アクティビティ属性値の定義」

提案提案提案提案 : 並列分岐からの複数の入力トランジションがある場合は、常に
AND、ORまたはカスタムの「結合」アクティビティを使用して、これら
の分岐をマージする必要があります。特に、並列分岐をマージした後で、
プロセスにループを作成する場合は、この操作が必要です。「結合」アク
ティビティを使用して並列分岐をマージし、後続のアクティビティをルー
プの開始点として指定すると、エンジンによって実行されるプロセスをさ
らに簡素化して作成できます。6-2ページの「標準アクティビティ」を参
照してください。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 5-5ページ「ワークフロー・プロセスへのノードの追加」
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5-13ページ「トランジションの作成と編集」

5-14ページ「プロセス概要の表示」

5-15ページ「プロセスの印刷」

5-15ページ「プロセス・ダイアグラムをクリップボードにコピー」

5-16ページ「プロセス定義の検証」

➤ ➤ ➤ ➤ ワークフロー・プロセスへのノードの追加ワークフロー・プロセスへのノードの追加ワークフロー・プロセスへのノードの追加ワークフロー・プロセスへのノードの追加

1. プロセス・ダイアグラムの作成を開始するには、最初にプロセス・アクティビティの
「プロセス」ウィンドウを表示します。「プロセス」ウィンドウは、次のいずれかの方法
でオープンできます。

� ナビゲータ・ツリーで、事前定義済みのプロセス・アクティビティをダブルクリッ
クします。

� 事前定義済みのプロセス・アクティビティを選択して、[Ctrl]+[E]キーを押します。

� 事前定義済みのプロセス・アクティビティを選択し、「編集」メニューから「プロ
セスの詳細」を選択します。
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� クイック・スタート・ウィザードを使用して、新規のプロセス・アクティビティを
作成します。3-17ページの「クイック・スタート・ウィザードの使用」を参照して
ください。

「プロセス」ウィンドウが表示され、ウィンドウ・タイトルにプロセス名が表示されま
す。

2. 次のいずれかの方法を使用して、プロセスに新規ノードを作成します。

� ナビゲータ・ツリーから「プロセス」ウィンドウへ、通知、関数またはプロセス・
アクティビティをドラッグ・アンド・ドロップします。ドラッグするアクティビ
ティは、ドロップ先のプロセスと同じデータ・ストアに属している必要がありま
す。

� 「新規関数」、「新規プロセス」または「新規通知」のツールバー・ボタンを選択し
て、新規のアクティビティを作成します。

� カーソルを「プロセス」ウィンドウに置き、マウスの右ボタン・メニューから「ア
クティビティ作成」を選択して新規のアクティビティ・ノードを作成します。

3. また、マウスの右ボタン・メニューを使用して新規ノードを作成することもできます。
新規の関数、通知またはプロセスを作成できます。「アクティビティ」プロパティ画面
が表示され、このノードのアクティビティを選択します。5-7ページの「プロセスの
ノードの定義」を参照してください。

4. 「プロセス」ウィンドウで、カーソルをアクティビティに合わせると、そのアクティビ
ティに関する情報を表示できます。「ラベル名」、「内部名」、「表示名」、「コメント」お
よび「実行者」は、ポップアップ・ヒントの形式で表示されます。

5. 「プロセス」ウィンドウでアクティビティ・ノードをシングル・クリックすると、ナビ
ゲータ・ツリーが拡張され、選択したノードのマスター・アクティビティがハイライト
表示されます。

6. マウスの右ボタンを押したままソース・アクティビティから宛先アクティビティへド
ラッグし、2つのアクティビティ・ノード間にトランジション（矢印）を作成します。

7. ソース・アクティビティに結果コードが関連付けられていなければ、デフォルトではト
ランジションにラベルは表示されません。この種のトランジションのラベルを表示する
ように特定して選択すると、<デフォルト >というラベルが表示されます。5-13ページ
の「トランジションの作成と編集」を参照してください。

ソース・アクティビティに結果コードが関連付けられている場合は、宛先アクティビ
ティへのトランジションを作成しようとすると、選択肢の値リストが表示されます。ト

注意注意注意注意 : ドロップ先のプロセスと異なるデータ・ストアにあるアクティビ
ティをプロセスにドラッグする場合は、最初にそのアクティビティが属す
る項目タイプを、このプロセスと同じデータ・ストアにコピーしてくださ
い。
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ランジションに割り当てる値を選択します。また、アクティビティから他のトランジ
ションの結果と一致しない結果が戻された場合や、アクティビティからなんらかの結果
が戻された場合、またはアクティビティがタイムアウトになった場合のトランジション
を、それぞれ値 <デフォルト >、<Any>または <タイムアウト >を選択して定義するこ
ともできます。

ナビゲータ・ツリーから「プロセス」ウィンドウの既存のトランジションに選択肢コー
ドをドラッグ・アンド・ドロップし、そのトランジションの結果を変更することもでき
ます。ドラッグ・アンド・ドロップする選択肢コードは、置き換える選択肢コードと同
じデータ・ストアに属し、同じ選択肢タイプである必要があります。

8. プロセス・ダイアグラムで、複数のアクティビティ・ノードとトランジションを含む
リージョン全体を選択し、[Ctrl]または [Shift]キーを押したまま選択範囲を「プロセス」
ウィンドウの別の位置にドラッグして、選択範囲のコピーを作成できます。

9. 「表示」メニューで「グリッド指定」をオンにして、ダイアグラムの完成時にアクティ
ビティ・アイコンをグリッドに貼り付ける必要があります。デフォルトでは、「グリッ
ド指定」はオンになっており、設定を変更するとその設定がデフォルトになります。

➤ ➤ ➤ ➤ プロセスのノードの定義プロセスのノードの定義プロセスのノードの定義プロセスのノードの定義

1. プロセス・アクティビティの「プロセス」ウィンドウをオープンします。

2. 新規の関数、通知またはプロセス・ノードを作成するには、最初に「プロセス」ウィン
ドウのツールバーから「新規プロセス」、「新規関数」または「新規通知」のアイコンを
選択します。次に、「プロセス」ウィンドウ内で、この新規ノードを配置する位置をク
リックします。新規ノードのプロパティ画面が表示されます。

注意注意注意注意 : Oracle Workflowでは、1つのプロセス階層内でサブプロセス・ア
クティビティを複数回使用することはできません。1つのプロセス内でサ
ブプロセスを 2度以上使用する場合は、必要なインスタンスごとにサブプ
ロセスの個別コピーを作成する必要があります。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : A-8ページ「「プロセス」ウィンドウのツールバー」

注意注意注意注意 : 新規ノードを作成するには、事前定義済みのアクティビティを、
ナビゲータ・ツリーから「プロセス」ウィンドウにドラッグ・アンド・ド
ロップする方法もあります。この方法では、ノードのプロパティ画面に事
前定義済みの情報が自動的に作成されます。ノードのプロパティ画面を編
集する場合は、そのノードをダブルクリックして手順 5に進んでくださ
い。
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3. 「項目タイプ」フィールドで、このアクティビティ・ノードを関連付ける項目タイプを
選択します。

4. 次のどちらかの方法を選択し、ノードの残りの情報を定義します。

� 事前に定義されたアクティビティの内部名または表示名を選択します。Oracle 
Workflow Builderにより、「ナビゲータ」ウィンドウに表示されたマスター・アク
ティビティから、すべてのフィールドに事前定義済みの情報が移入されます。

� または、「新規作成」ボタンを選択して新規のアクティビティを定義します。プロ
パティ画面の次のタブに必要事項を入力する場合は、次の項を参照してください。

– 「プロセス」:  「プロセス・アクティビティの作成」4-46ページ

– 「関数」: 「関数アクティビティの作成」4-43ページ

– 「通知」: 「通知アクティビティの作成」4-41ページ

– 「詳細」:  「オプションのアクティビティ詳細の定義」4-48ページ

– 「ロール」:  このタブの情報は、現時点ではサポートされていません。

– 「アクセス」:  「オブジェクトのアクセス・レベルの設定」2-61ページ

注意注意注意注意 : これらのタブで行った変更はすべて、マスター・アクティビティ
に自動的に伝播されるため、そのアクティビティの他のインスタンスがす
べて影響を受けます。「ノード」および「ノード属性」タブで行った変更
のみはローカルで、現在のノード・アクティビティに固有です。
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5. 「ノード」タブを選択し、このノードに固有の情報を指定します。ノードのラベルを指
定します。アクティビティは任意のプロセスで複数回使用できるため、「ラベル」
フィールドを使用すると、プロセス内で特定のアクティビティのインスタンスに一意の
名前を指定できます。デフォルトでは、ラベル名はアクティビティ名ですが、そのアク
ティビティがプロセスで複数回使用されると、アクティビティ名の後ろに -Nが追加さ
れます。Nは、使用中のアクティビティの N番目のインスタンスを表します。

6. 「開始」または「終了」を選択し、現行ノードがプロセスの「開始」アクティビティか
「終了」アクティビティかを指定します。どちらでもない場合、デフォルトは「標準」
です。プロセスには、複数の「開始」ノードと「終了」ノードを含めることができま
す。

「開始」アクティビティには（開始）というマークが付き、アクティビティ・アイコン
に小さい緑の矢印が表示されます。「終了」アクティビティには（終了）というマーク
が付き、アクティビティ・アイコンに赤の矢印が表示されます。

注意注意注意注意 : ほとんどの Oracle Workflow APIをコールする場合に、アクティ
ビティ名ではなくアクティビティのラベル名を渡す必要があります。8-13
ページの「Workflow Engine API」を参照してください。
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7. 「終了」ノードの場合、プロセス・アクティビティ全体に結果タイプが関連付けられて
いるときは、プロセスの最終結果の値も選択する必要があります。プロセスの最終結果
の値リストは、プロセス・アクティビティの結果タイプとして指定された選択肢タイプ
から導出されます。

8. このノードに関するコメントを入力できます。

9. 通知または（サブ）プロセス・アクティビティの場合は、そのアクティビティが指定期
限までに完了する必要があるかどうかを指定します。指定した期限までにアクティビ
ティが完了しなかった場合、親プロセスを別のアクティビティに進めるようにリダイレ
クトできます。5-3ページの「タイムアウト・トランジション」を参照してください。

アクティビティを指定期限までに完了する必要がなければ、「タイムアウトなし」を選
択します。

固定の相対時間までにアクティビティを完了する必要がある場合は、「相対時間」を選
択します。日、時間、分の任意の組合せを指定して、アクティビティがタイムアウトと
なる期限を指定します。入力した値は、アクティビティ開始日からの分単位の相対オフ
セット値として解釈されます。相対タイムアウト値を 0にすると、タイムアウトなしに
なります。

実行時に動的に算出される一定の相対時間までにアクティビティを完了する必要がある
場合は、「項目属性」を選択します。最初に、算出されるタイムアウト値を格納する数
値タイプの項目属性を作成し、その項目属性をここで参照する必要があるため注意して
ください。4-2ページの「項目タイプ属性」および 4-8ページの「項目タイプまたはア
クティビティ属性の定義」を参照してください。

10. 通知アクティビティ・ノードの場合は、通知メッセージに割り当てられた優先度を上書
きできます。メッセージのデフォルト優先度を維持する場合は、「デフォルト」を選択
してください。

デフォルトの優先度を、新しく指定する優先度で上書きする場合は「定数」を選択しま
す。

デフォルトの優先度を、実行時に動的に決定される新しい優先度で上書きする場合は
「項目属性」を選択します。最初に、算出される優先度値を格納する数値タイプの項目

注意注意注意注意 : 「開始 /終了」フィールドは、デフォルトではすべてのアクティビ
ティ・ノードについて常に「標準」に設定されます。「標準開始」または
「標準終了」アクティビティを使用する場合にも、「開始 /終了」フィール
ドは手動でそれぞれ「開始」または「終了」に編集する必要があります。

注意注意注意注意 : この属性に格納される動的タイムアウト値は、アクティビティ開
始日からの分単位の相対オフセット値として解釈されます。相対タイムア
ウト値を NULLまたは 0にすると、タイムアウトなしになります。
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属性を作成し、その項目属性をここで参照する必要があるため注意してください。4-2
ページの「項目タイプ属性」および 4-8ページの「項目タイプまたはアクティビティ属
性の定義」を参照してください。

11. 通知アクティビティ・ノードの場合は、アクティビティの実行者を指定します。実行者
とは、通知送信先のロールです。固定のロール名、または実行時にロールを動的に決定
する項目タイプ属性を選択できます。最初に、算出されるロール名を格納するロール・
タイプの項目属性を作成し、その項目属性をここで参照する必要があるため注意してく
ださい。4-2ページの「項目タイプ属性」、4-8ページの「項目タイプまたはアクティビ
ティ属性の定義」および 5-18ページの「ロール」を参照してください。

12.「適用」を選択して変更内容を保存するか、「OK」を選択し、変更内容を保存してプロ
パティ画面を閉じるか、「キャンセル」を選択し、変更を取り消してプロパティ画面を
閉じます。

プロパティ画面を保存して閉じると、「プロセス」ウィンドウの指定した位置に、アク
ティビティ・ノードが表示されます。これが新規作成したアクティビティであれば、ナ

注意注意注意注意 : 算出される優先度値は、1～ 99の任意の数値です。Oracle 
Workflowではこの数値が自動的に優先度 1～ 33=高、34～ 66=標準、67
～ 99=低に変換されます。

注意注意注意注意 : 「実行者」の「タイプ」を「定数」に設定し、データベースに接続
してロールをロードしている場合は、「実行者」ドロップ・ダウン・リス
トから固定のロール名を選択できます。データベースへの接続をオープン
せずに .wftファイルのデータ・ストアで作業している場合は、「実行者」
フィールドに有効なロールの表示名を直接入力できます。このファイルを
データベースにアップロードすると、ロールは入力したロール表示名に基
づいて、データベースに格納されている適切なロール・データに解決され
ます。

注意注意注意注意 : 通知をマルチ・ユーザーのロールに割り当てると、実際に通知に
応答するロールの各ユーザーが追跡されます。8-167ページの「Respond」
を参照してください。

注意注意注意注意 : Oracle Workflow Builderでは、どんなタイプのノード・アクティビ
ティにも実行者を指定できますが、Oracle Workflowでは通知アクティビ
ティ・ノードに対する実行者の値のみが考慮されます。
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ビゲータ・ツリーの適切なブランチに、対応するマスター・アクティビティも作成され
ます。

13. ノードが関数アクティビティまたは通知アクティビティで、そのアクティビティにアク
ティビティ属性がある場合は、「ノード属性」タブを選択してアクティビティ属性に値
を割り当てることができます。5-12ページの「アクティビティ属性値の定義」を参照し
てください。

14. ノードがプロセス・アクティビティの場合は、プロセス・アクティビティ・アイコンの
右上隅に、小型のサブプロセス・アイコンが表示されます。サブプロセス・アイコン
は、そのノードがプロセス・ダイアグラム内のサブプロセスであることを示します。

➤ ➤ ➤ ➤ アクティビティ属性値の定義アクティビティ属性値の定義アクティビティ属性値の定義アクティビティ属性値の定義

アクティビティの属性値は、関数または通知アクティビティがコールする PL/SQLのストア
ド・プロシージャによって使用されます。4-8ページの「項目タイプまたはアクティビティ
属性の定義」を参照してください。

1. アクティビティ・ノードのプロパティ画面を表示して、「ノード属性」タブを選択しま
す。

2. 属性を選択します。

3. 「値」リージョンに、この属性の値を入力します。値には、定数、または項目タイプ属
性に保存されている値を使用できます。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 3-5ページ「ナビゲータ・ツリーでのオブジェクトの検索」
5-12 Oracle8i Workflowガイド



「プロセス」ウィンドウ
入力する値は、アクティビティ属性と同じデータ型で、そのアクティビティに関連した
PL/SQL関数で定義されている、実際のアクティビティ・パラメータ自体と一致してい
る必要があります。属性タイプは、各属性の名前、説明、値の型および値とともに「属
性要約」リージョンに表示されます。

4. 「適用」を選択して変更内容を保存するか、「OK」を選択し、変更内容を保存してプロ
パティ画面を閉じるか、「キャンセル」を選択し、変更を取り消してプロパティ画面を
閉じます。

➤ ➤ ➤ ➤ トランジションの作成と編集トランジションの作成と編集トランジションの作成と編集トランジションの作成と編集

1. マウスの右ボタンを押したまま、ソース・アクティビティから宛先アクティビティへド
ラッグし、2つのアクティビティ間にトランジションを作成します。

2. トランジションを編集するには、そのトランジションを選択します。

3. トランジションのラベルを移動するには、単にマウスでラベルを選択して新しい位置に
ドラッグします。ラベルがトランジションに貼り付けられます。

4. マウスでトランジションを選択して右ボタンをクリックすると、いつでも次の編集オプ
ション・メニューを表示できます。

� 「トランジションの削除」: 選択したトランジションが削除されます。

� 「ロック」:  さらに編集するかどうかに応じて、トランジションのロックとロック解
除を切り替えます。トランジションがロックされていると、トランジションに対す
る支点の追加や削除はできませんが、トランジションの削除は可能です。

� 「ラベルを非表示」:  トランジション・ラベルの表示と非表示が切り替わります。

� 「直線化」:  トランジションを曲げている余分な支点が削除され、トランジションが
直線になります。

� 「結果 ...」: トランジションに結果が割り当てられている場合に、このオプションを
使用してトランジションの結果ラベルを変更します。ユーザーが選択できる結果ラ
ベルのリストが、別のメニューに表示されます。

5. トランジションを曲げるには、そのトランジションを選択し、マウスの左ボタンを押し
たままドラッグして支点を作成します。支点を自由に移動して、トランジションの線を
曲げることができます。

6. ソース・アクティビティ・ノードにループするトランジションを、次のどちらかの方法
で作成できます。

� マウスの右ボタンを押したまま、ソース・アクティビティからそれ自身へドラッグ
して、自己ループを作成します。

注意注意注意注意 : 重複するトランジションは、単一の重複しないトランジションと
は異なる色で表示されます。
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� ソース・アクティビティ・ノードから、他の任意のアクティビティ・ノードへのト
ランジションを作成します。支点を追加してトランジションの線を折り曲げます。
次にトランジションの矢印の先を選択し、ソースのアクティビティ・ノードにド
ラッグします。必要に応じてさらに支点を作成し、ループのトランジションを見や
すくします。

7. 1つの支点をトランジションから削除するには、その支点を選択し、他の支点までド
ラッグして 2つの点を結合します。

➤ ➤ ➤ ➤ プロセス概要の表示プロセス概要の表示プロセス概要の表示プロセス概要の表示

1. カーソルをプロセス・ウィンドウにあわせて、マウスの右ボタンで表示するメニューか
ら「概要」を選択します。

2. プロセスの「概要」ダイアログ・ウィンドウが表示されます。

ウィンドウの上部ペインにはプロセス全体のサイズが縮小されたスケッチが表示され、
下部ペインにはプロセスに含まれるアクティビティのリストが表示されます。

3. 「概要」ダイアログ・ウィンドウのサイズは、プロセス・スケッチが見やすいように変
更できます。
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4. プロセス・スケッチ・ペインに、ドラッグできるように十字型のカーソルが表示されま
す。十字型のカーソルを使用して、プロセスのうち「プロセス」ウィンドウに表示する
部分を選択します。

5. 下部ペイン内でアクティビティをクリックし、十字型のカーソルをスケッチ内のそのア
クティビティに合せます。「OK」を選択してウィンドウを閉じ、「プロセス」ウィンド
ウ内でそのアクティビティにジャンプします。

また、上部ペイン内で十字型のカーソルをドラッグしてダブルクリックし、「プロセス」
ウィンドウ内で目的のリージョンにジャンプすることもできます。

➤ ➤ ➤ ➤ プロセスの印刷プロセスの印刷プロセスの印刷プロセスの印刷

1. 印刷するプロセスを含む「プロセス」ウィンドウを表示します。

2. 「プロセス」ウィンドウをアクティブにして、「ファイル」メニューまたはマウスの右ボ
タンで表示するメニューから「ダイアグラムの印刷」を選択します。

「ダイアグラムの印刷」オプションを選択すると、プロセス・ダイアグラムはピクチャ
（メタファイル）として取り込まれ、印刷用に正しいサイズに拡大され、プリンタに送
信されます。ダイアグラムが大きい場合は、印刷時に複数ページにまたがることがあり
ます。ただし、使用中のプリンタ・ドライバによっては、「印刷」ダイアログ・ボック
スで印刷時に 1ページに収まるようにイメージを縮小できます。

➤ ➤ ➤ ➤ プロセス・ダイアグラムをクリップボードにコピープロセス・ダイアグラムをクリップボードにコピープロセス・ダイアグラムをクリップボードにコピープロセス・ダイアグラムをクリップボードにコピー

1. コピーするプロセスを含む「プロセス」ウィンドウを表示してアクティブにします。

2. 「編集」メニューまたはマウスの右ボタンで表示されるメニューから、「ダイアグラムの
コピー」を選択します。

これで、プロセスがメタファイルとビットマップの形式でクリップボードにコピーされ
ます。

3. プロセス・ダイアグラムのメタファイル版またはビットマップ版を別のアプリケーショ
ンのウィンドウに貼り付けるには、メタファイルまたはビットマップを貼り付ける方法
を、そのアプリケーションのマニュアルで確認する必要があります。

ビットマップ・イメージを編集するには、ビットマップを編集できるアプリケーション
にイメージを貼り付ける必要があります。

注意注意注意注意 : プロセス・ダイアグラムに使用されているフォントがプリンタで
見つからない場合は、プリンタ・ドライバによって類似するフォントに置
き換えられたり、テキストが印刷されないことがあります。
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➤ ➤ ➤ ➤ プロセス定義の検証プロセス定義の検証プロセス定義の検証プロセス定義の検証

1. 「ファイル」メニューから「検証」を選択し、現在選択されているデータ・ストアのす
べてのプロセス定義を検証します。

2. 次のリストは、「検証」コマンドで実行される検証の例を示しています。

� プロセスに、1つ以上の「開始」アクティビティと「終了」アクティビティがある
かどうかがチェックされます。

� プロセスに、そのプロセス自体がプロセス・アクティビティとして含まれていない
かどうかが検証されます。

� 1つのプロセス内で、同じサブプロセスを 2度使用できないように制限されます。

� アクティビティの結果がすべて出力トランジションとしてモデル化されているかど
うかが検証されます。アクティビティが完了し、その結果が出力トランジションに
関連付けられておらず、そのアクティビティの <デフォルト >トランジションが存
在しなければ、アクティビティは「エラー」になります。

� 終了ノードとしてマークされているアクティビティ・ノードに、出力トランジショ
ンがないかどうかが検証されます。

� 通知アクティビティの結果タイプが、そのメッセージの「RESULT」メッセージ属
性に定義されている選択肢タイプと一致しているかどうかが検証されます。

� メッセージ本文でトークンの置換のために参照されるメッセージ属性が、メッセー
ジ定義内に存在しているかどうかが検証されます。

� 別の項目タイプからオブジェクトを参照するプロセスについては、参照される項目
タイプに関連付けられた前提条件の項目属性が存在するかどうかが検証されます。

注意注意注意注意 : 定義を正常に実行できなくする潜在的な問題が含まれていないか
どうかを識別できるように、新規のプロセス定義を作成した場合に、必ず
検証する必要があります。
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Oracle Workflow Builderのフォントの変更のフォントの変更のフォントの変更のフォントの変更
Oracle Workflow Builderのウィンドウで使用されるフォントを変更できます。変更は、プ
ログラム内のすべてのウィンドウに適用されます。

➤ ➤ ➤ ➤ フォントの変更フォントの変更フォントの変更フォントの変更

1. 「表示」メニューから「フォント」を選択し、「フォント」プロパティ画面を表示しま
す。

2. アイコンのラベルに使用するフォントを選択します。。このフォントは、Oracle 
Workflow Builderのすべてのアイコンに使用されます。「サンプル」リージョンに、選
択したフォントの表示イメージが表示されます。

3. フォント・スタイルとして「標準」、「太字」、「斜体」または「太字斜体」を選択しま
す。フォントには、フォント・スタイルが制限されるものもあります。

4. 必要なフォント・サイズを指定します。フォントには、フォント・サイズが制限される
ものもあります。

5. 「下線」または「取り消し線」チェック・ボックスをオンにして適用します。

6. 操作の完了後に、「OK」を選択します。これらのフォント設定は即時に有効になり、次
回に Oracle Workflow Builderを起動するときにも使用されます。
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ワークフロー・プロセスのショートカット・アイコンの作成ワークフロー・プロセスのショートカット・アイコンの作成ワークフロー・プロセスのショートカット・アイコンの作成ワークフロー・プロセスのショートカット・アイコンの作成
Windowsのデスクトップに、Oracle Workflow Builderへのショートカットを作成できます。
ショートカットを使用すると、指定したデータ・ストアに自動的に接続し、そのデータ・ス
トアから特定の「プロセス」ウィンドウを開いて、Oracle Workflow Builderを起動できます。

➤ ➤ ➤ ➤ Oracle Workflow Builderのショートカットの作成のショートカットの作成のショートカットの作成のショートカットの作成

1. Oracle Workflow Builderを起動します。

2. 「ファイル」メニューから「オープン」を選択してデータ・ストアを開きます。

3. 必要であれば、「プロセス」のブランチを拡張し、1つ以上のプロセス・アクティビティ
をダブルクリックして、そのプロセスのプロセス・ウィンドウを開きます。

4. 「ファイル」メニューから「ショートカット作成」を選択します。

5. デスクトップに表示するショートカット名を入力します。

6. デスクトップ上で新規のショートカット・アイコンをダブルクリックすると、Oracle 
Workflow Builderが自動的に起動し、ショートカットの作成時に選択されていたデー
タ・ストアと、開いていたプロセス・ウィンドウが開きます。

ショートカットのデータ・ストアがデータベースの場合は、ショートカットをダブルク
リックすると、データベースのパスワード入力を求めるプロンプトが表示されます。

ロールロールロールロール
Oracle Workflowのロールは、Oracle Workflowディレクトリ・サービスのデータベースに格
納されています。現在、Oracle Workflow Builderでは新規のワークフロー・ロールを作成
できませんが、データベースに格納されているロールを表示して参照することはできます。

ワークフロー・プロセスのロールの参照ワークフロー・プロセスのロールの参照ワークフロー・プロセスのロールの参照ワークフロー・プロセスのロールの参照
ワークフロー・プロセスでロールが参照される方法の一例は、通知アクティビティをプロセ
スにノードとして組み込むときです。そのノードを実行者に割り当てる必要があります。実
行者は、指定したロール、または動的にロールの値を戻す項目タイプ属性です。実行者に
ロールを割り当てるには、最初に Oracle Workflowデータベースから Oracle Workflow 
Builderセッションにロールをロードする必要があります。2-14ページの「手順WF-3 
Oracle Workflowのディレクトリ・サービスの設定」および 5-7ページの「プロセスのノー
ドの定義」を参照してください。

注意注意注意注意 : 現在、Oracle Workflow Builderではワークフロー・プロセス内で
ロールを参照できますが、特定のワークフロー・オブジェクトのプロパ
ティ画面に表示される「ロール」タブは、将来のリリースまでサポートさ
れません。「ロール」タブの目的は、ロールに特定のオブジェクトへのア
クセス権を付与することです。
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アド・ホックのユーザーおよびロールアド・ホックのユーザーおよびロールアド・ホックのユーザーおよびロールアド・ホックのユーザーおよびロール
Oracle Workflowでは、ワークフロー・プロセス内で新規のアド・ホック・ユーザーおよび
ロールを作成して、ディレクトリ・サービスに追加できます。そのためには、サーバー側で
適切なWF_DIRECTORY APIをコールする関数アクティビティを定義し、その関数アク
ティビティをプロセス・ダイアグラムに含めます。7-2ページの「関数アクティビティが
コールする PL/SQLプロシージャの標準 API」および 8-86ページの「Workflow Directory 
Services API」を参照してください。

➤ ➤ ➤ ➤ ロールのロードロールのロードロールのロードロールのロード

1. Oracle Workflowデータベースに接続していない場合は、「ファイル」メニューから
「オープン」を選択し、データベースに接続して項目タイプを開きます。

2. 「ファイル」メニューから「データベースからロールをロード」を選択します。「ロール
選択」ウィンドウが表示されます。SQL問合せ構文を使用し「検索ロール」フィールド
に検索基準を入力して、ロールのサブセットを検索できます。また、検索基準を指定し
ないで「検索」を選択すると、すべてのロールを識別できます。「ロール選択」ウィン
ドウで、指定したロールが検索され、「問合せ結果」リスト・ボックスに表示されます。

関連項目関連項目関連項目関連項目 :

5-19ページ「ロールのロード」

5-21ページ「Oracle Workflow Builderでのディレクトリ・サービスの表
示」
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3. 「問合せ結果」リストでロードするロールを選択し、「追加 >>」を選択して「ロードさ
れたロール」リストに移動します。また、「すべて追加 >>」を選択すると、「問合せ結
果」リスト内のすべてのロールが「ロードされたロール」リストに移動されます。
「OK」を選択すると、選択したロールが Oracle Workflow Builderにロードされ、開い
ている項目タイプのワークフロー・オブジェクトに使用可能になります。

ロール情報の参照を必要とするワークフロー・オブジェクトの場合は、そのプロパティ
画面に特定のフィールドが表示されます。これらのフィールドは、次の「ノード」プロ
パティ画面の例のように、データベースからロードしたロールのリストが表示されるド
ロップ・ダウン・フィールドです。

4. これらのドロップ・ダウン・フィールドからロールを選択するときに、そのフィールド
の右側の「編集」ボタンを選択し、選択したロールのプロパティ・シートを表示するこ
ともできます。

5. 選択したロールの情報が、「ロール」プロパティ画面に読取り専用で表示されます。

注意注意注意注意 : 保存したプロセス定義を Oracle Workflow Builderで再度開くと、
プロセス定義をファイルから開いたためにデータベースに接続されていな
い場合も、そのプロセスによって参照されるロール情報が自動的にロード
されます。
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➤ ➤ ➤ ➤ Oracle Workflow Builderでのディレクトリ・サービスの表示でのディレクトリ・サービスの表示でのディレクトリ・サービスの表示でのディレクトリ・サービスの表示

1. Oracle Workflow Builderでデータベースからロールをロードすると、ナビゲータ・ツ
リーにディレクトリ・サービス情報が表示されます。5-19ページの「ロールのロード」
を参照してください。

2. ナビゲータ・ツリーで、「ディレクトリ・サービス」ブランチを拡張します。データ
ベースからロードした全ロールが表示されます。

3. ロールをダブルクリックし、次に示すようなロールに関する読取り専用情報を表示しま
す。現在、「ディレクトリ・サービス」ブランチでは、ロールの特定ユーザーは表示で
きないため注意してください。
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Oracle Workflowの事前
6

Oracle Workflowの事前に定義されの事前に定義されの事前に定義されの事前に定義され

たアクティビティたアクティビティたアクティビティたアクティビティ

この章では、Oracle Workflowの事前に定義されたアクティビティの使用方法について説明
します。
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標準アクティビティ
標準アクティビティ標準アクティビティ標準アクティビティ標準アクティビティ
Oracle Workflowには、プロセスの管理に使用できる一般的なアクティビティがいくつか用意
されています。これらのアクティビティは、標準項目タイプに関連付けられていますが、
ユーザーが定義するプロセスで使用できます。標準項目タイプは、Oracle Workflow Server
に自動的にインストールされます。また、標準項目タイプには、
¥<ORACLE_HOME>¥Wf¥data¥<language>¥サブディレクトリにある wfstd.wftファイル
からもアクセスできます。

「「「「AND/OR」アクティビティ」アクティビティ」アクティビティ」アクティビティ
複数の並列分岐が 1つのノードに進む場合は、そのノードが並列分岐のどれか 1つが完了し
たときに先に進むのか、すべての並列分岐が完了したときに先に進むのかを指定できます。
すべての分岐が完了してから継続する場合は、複数の分岐が集まるノードに「AND」アク
ティビティを使用します。分岐のどれか 1つが完了した場合にプロセスを継続する場合は、
複数の分岐が集まるノードに「OR」アクティビティを使用します。

注意注意注意注意 : 事前に定義されたアクティビティは、Oracle Applicationsおよび
Oracle Self-Service Web Applicationsに付属の事前定義済みのワークフ
ローにも使用可能です。Oracle Applicationsに固有のワークフロー・アク
ティビティの詳細は、該当する Oracle Applications製品のドキュメントま
たはヘルプを参照してください。

注意注意注意注意 : ドロップ先のプロセスと異なるデータ・ストアにあるアクティビ
ティをプロセスにドラッグする場合は、最初にそのアクティビティが属す
る項目タイプを、このプロセスと同じデータ・ストアにコピーしてくださ
い。たとえば、wfexample.wftに格納されているプロセスを変更し、
wfstd.wftに保存されている標準アクティビティをそのプロセスに追加
するとします。最初に、両方のファイルを Oracle Workflow Builderで
データ・ストアとして開き、wfstdにある標準項目タイプをコピーして、
wfexampleデータ・ストアに貼り付ける必要があります。これで、
wfexampleデータ・ストアの標準アクティビティをプロセスにドラッグで
きます。

AND そこに集まるすべての分岐からのアクティビティが完了したときに、
完了します。PL/SQLプロシージャWF_STANDARD.ANDJOINを
コールします。

OR そこに集まる分岐のうち 1つ以上のアクティビティが完了したとき
に、完了します。PL/SQLプロシージャWF_STANDARD.ORJOIN
をコールします。
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「比較」アクティビティ「比較」アクティビティ「比較」アクティビティ「比較」アクティビティ
「比較」アクティビティには、2つの数値、日付またはテキスト文字列を比較する標準的な方
法が用意されています。

「比較」アクティビティはすべて、WF_STANDARD.COMPAREという PL/SQLプロシー
ジャをコールします。

アクティビティ属性アクティビティ属性アクティビティ属性アクティビティ属性
それぞれの「比較」アクティビティには、次の 2つのアクティビティ属性があります。

� テスト値 :  参照値と比較する定数値、日付またはテキスト文字列

� 参照値 :  タイプが「数値」、「日付」または「テキスト」の項目タイプ属性

「比較」アクティビティでは、結果コードに「比較」選択肢タイプを使用します。使用可能
な値は、「より大きい」、「より小さい」、「等しい」、「NULL」（項目タイプ属性がNULLの場
合）です。設定した値と項目タイプの属性値との比較方法に基づいて、ワークフロー・プロ
セスを進めることができます。5-12ページの「アクティビティ属性値の定義」を参照してく
ださい。

「実行時間比較」アクティビティ「実行時間比較」アクティビティ「実行時間比較」アクティビティ「実行時間比較」アクティビティ
「実行時間比較」アクティビティには、プロセス実行時の経過時間を定数のテスト時間と比
較する標準的な方法が用意されています。

「実行時間比較」アクティビティは、WF_STANDARD.COMPAREEXECUTIONTIMEという
PL/SQLプロシージャをコールします。

アクティビティ属性アクティビティ属性アクティビティ属性アクティビティ属性
「実行時間比較」アクティビティには、次の 2つのアクティビティ属性があります。

� テスト実行時間 :  経過した実行時間と比較する時間（秒）。

� 親タイプ :  選択肢コードで、「ルート」または「親」のどちらかの値を取得します。値
「ルート」の場合は、現行のルート・プロセスで経過した実行時間とテスト時間が比較
されます。値「親」の場合は、すぐ上の親プロセスで経過した実行時間とテスト時間が
比較されます。この場合の親プロセスは、サブプロセスでもかまいません。

日付の比較日付の比較日付の比較日付の比較 日付タイプの項目タイプ属性の値を一定の日付と比較するときに使
用します。

数値の比較数値の比較数値の比較数値の比較 数値タイプの項目タイプ属性の値を定数と比較するときに使用しま
す。

テキストの比較テキストの比較テキストの比較テキストの比較 テキスト・タイプの 2つの項目タイプ属性の値を比較するときに使
用します。
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このアクティビティでは、結果コードに「比較」選択肢タイプを使用します。使用可能な値
は、「より大きい」、「より小さい」、「等しい」、「NULL」（テスト時間がNULLの場合）で
す。5-12ページの「アクティビティ属性値の定義」を参照してください。

「待機」アクティビティ「待機」アクティビティ「待機」アクティビティ「待機」アクティビティ
「待機」アクティビティは、指定された期間のみプロセスを休止します。次のいずれかの期
限まで待機できます。

� 指定日時

� 指定月日

� 指定曜日

� このアクティビティに到達後の一定時間

このアクティビティは、WF_STANDARD.WAITという PL/SQLプロシージャをコールしま
す。

アクティビティ属性アクティビティ属性アクティビティ属性アクティビティ属性
「待機」アクティビティには、次の 6つのアクティビティ属性があります。

� 待機モード :  この属性を使用して、待機時間の計算方法を指定します。次の待機モード
から 1つを選択できます。

– 絶対日付 :  「絶対日付」アクティビティ属性で指定された日付に達するまで、アク
ティビティを休止します。

– 相対時間 :  「相対時間」アクティビティ属性で指定された日数が経過するまで、ア
クティビティを休止します。

– 毎月何日 :  「毎月何日」アクティビティ属性で指定された月の特定日付まで、アク
ティビティを休止します。

– 毎週何曜日 :  「毎週何曜日」アクティビティ属性で指定された特定の曜日まで、ア
クティビティを休止します。

� 絶対日付 :  「待機モード」が「絶対日付」に設定されている場合は、絶対日付を入力し
ます。

� 相対時間 :  「待機モード」が「相対日付」に設定されている場合は、相対時間を
<days>.<fraction of days>形式で入力します。

� 毎月何日 :  「待機モード」が「毎月何日」に設定されている場合は、リストから月の日
を選択します。選択した日が今月はすでに過ぎている場合、アクティビティは翌月のそ
の日まで待機します。

� 毎週何曜日 :  「待機モード」が「毎週何曜日」に設定されている場合は、リストから曜
日を選択します。選択した曜日が今週はすでに過ぎている場合、アクティビティは翌週
のその曜日まで待機します。
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� 毎日何時 :  「毎日何時」アクティビティ属性を使用して「待機」アクティビティの休止
期限を午前 0時以外の時刻に設定しない限り、「待機」アクティビティは常に指定日の
午前 0時まで休止します。

「ブロック」アクティビティ「ブロック」アクティビティ「ブロック」アクティビティ「ブロック」アクティビティ
「ブロック」アクティビティでは、なんらかの外部プログラムまたは手動手順が完了し、

CompleteActivity Workflow Engine APIがコールされるまで、プロセスを休止できます。
「ブロック」アクティビティを使用して、コンカレント・プログラムの完了など、なんらか
の条件が満たされるまでプロセスを延期できます。プログラムが完了し、「ブロック」アク
ティビティでプロセスを再開する場合は、プログラムで CompleteActivityコールを発行す
るようにしてください。8-56ページの「CompleteActivity」を参照してください。

このアクティビティは、WF_STANDARD.BLOCKという PL/SQLプロシージャをコールし
ます。

「スレッド遅延」アクティビティ「スレッド遅延」アクティビティ「スレッド遅延」アクティビティ「スレッド遅延」アクティビティ
「スレッド遅延」アクティビティは、バックグラウンド・キューに対して後続のプロセス・
スレッドを延期します。その場合に、対象スレッドの各アクティビティのコストを、ワーク
フロー・エンジンのしきい値を超えるように変更する必要はありません。このアクティビ
ティは、スレッドがすでに遅延している場合でも、現行のデータベース・セッションを切断
し、プロセスのスレッドを中断します。

このアクティビティは、WF_STANDARD.DEFERという PL/SQLプロシージャをコールし
ます。

「プロセス開始」アクティビティ「プロセス開始」アクティビティ「プロセス開始」アクティビティ「プロセス開始」アクティビティ
「プロセス開始」アクティビティを使用して、現行のプロセスから他のワークフロー・プロ
セスを開始できます。このアクティビティは、WF_STANDARD.LAUNCHPROCESSという
PL/SQLプロシージャをコールします。

アクティビティ属性アクティビティ属性アクティビティ属性アクティビティ属性
「プロセス開始」アクティビティには、次の 6つのアクティビティ属性があります。

� 項目タイプ :  開始するプロセスの項目タイプ。ここでは、項目タイプの内部名を指定し
ます。このアクティビティ属性には必ず値を指定します。

� 項目キー :  開始するプロセスの項目キー。値を指定しなければ、項目キーのデフォルト
は <current_item_type>:<current_item_key>-<n>となります。current_
item_typeと current_item_keyは現行のプロセス・インスタンスを表し、nは現
行のプロセス・インスタンスで開始されるプロセス番号を表します。このプロセス番号
は、1が初期値となります。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 5-12ページ「アクティビティ属性値の定義」
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� プロセス名 :  開始するプロセスの内部名。プロセス名を指定しなければ、「プロセス開
始」アクティビティでは、開始するプロセスの項目タイプ・セレクタ関数でプロセス名
をチェックします。

� ユーザー・キー :  開始するプロセスのユーザー定義キー。

� 所有者 : 開始するプロセスの所有者として指定されているロール。

� 即時に遅延 :  「YES」または「NO」を選択し、開始するプロセスをバックグラウンド・
エンジンに対して即時に遅延するかどうか決定します。デフォルトは「NO」で、プロ
セスがいったん開始されると、そのプロセスが完了するまで、またはプロセスのアク
ティビティのいずれかが延期されるまで続行します。5-12ページの「アクティビティ属
性値の定義」を参照してください。

「「「「Noop」アクティビティ」アクティビティ」アクティビティ」アクティビティ
「Noop」アクティビティは、何の処理も実行しないプレースホルダ・アクティビティとして
機能します。処理を実行しないノードを配置する場所に、このアクティビティを使用できま
す。このアクティビティをプロセスに含める場合には、将来このアクティビティを何に使用
するかを忘れないように、表示名をわかりやすい名前に変更できます。このアクティビティ
は、WF_STANDARD.NOOPという PL/SQLプロシージャをコールします。

「ループ・カウンタ」アクティビティ「ループ・カウンタ」アクティビティ「ループ・カウンタ」アクティビティ「ループ・カウンタ」アクティビティ
「ループ・カウンタ」アクティビティを使用して、プロセス内の特定のパスを通過するワー
クフロー・エンジンのトランジション回数を制限します。「ループ・カウンタ」アクティビ
ティの結果として「ループ」または「終了」を指定できます。

この「ループ・カウンタ」アクティビティは、WF_STANDARD.LOOPCOUNTERという
PL/SQLプロシージャをコールします。

アクティビティ属性アクティビティ属性アクティビティ属性アクティビティ属性
「ループ・カウンタ」アクティビティには、「ループの限度」というアクティビティ属性があ
ります。ワークフロー・エンジンが「ループ・カウンタ」アクティビティを通過した回数が
「ループの限度」で指定した値よりも小さければ、その「ループ・カウンタ」アクティビ
ティは戻り値「ループ」を戻して完了し、ループ内の次のアクティビティへ進みます。ワー
クフロー・エンジンが「ループ・カウンタ」アクティビティを通過した回数が、「ループの
限度」の値より大きければ、アクティビティは戻り値「終了」を戻して完了し、ループを終
了して新しいアクティビティへ進みます。

たとえば、次のダイアグラムのように、ループ内の最初のアクティビティに「ループ・カウ
ンタ」アクティビティを使用することもできます。「ループの限度」アクティビティ属性に
指定する値に、そのループを通過できる回数を指定します。「ループ・カウンタ」アクティ
ビティを通過した回数が、「ループの限度」に指定した値より大きければ、そのプロセスは
「終了」トランジションに沿って指定されたアクティビティへ移動します。5-12ページの
「アクティビティ属性値の定義」を参照してください。
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「開始」アクティビティ「開始」アクティビティ「開始」アクティビティ「開始」アクティビティ
「開始」アクティビティは、プロセスの開始を示すもので、処理は何も実行しません。この
アクティビティは必須ではありませんが、プロセス・ダイアグラムに「開始」アクティビ
ティを入れると、独立したノードとしてビジュアルにプロセスの開始マークを付けることが
できます。このアクティビティは、WF_STANDARD.NOOPという PL/SQLプロシージャ
をコールします。

「終了」アクティビティ「終了」アクティビティ「終了」アクティビティ「終了」アクティビティ
「終了」アクティビティは、プロセスの終了を示すもので、処理は何も実行しません。この
アクティビティを使用して、アクティビティの「結果タイプ」を指定し、完了したプロセス
の結果を戻すことができます。このアクティビティは必須ではありませんが、プロセス・ダ
イアグラムに「終了」アクティビティを入れると、独立したノードとしてビジュアルにプロ
セスの終了マークを付けることができます。このアクティビティは、WF_
STANDARD.NOOPという PL/SQLプロシージャをコールします。

「ロール解決」アクティビティ「ロール解決」アクティビティ「ロール解決」アクティビティ「ロール解決」アクティビティ
「ロール解決」アクティビティによって、複数のユーザーで構成されるロールから 1人の
ユーザーを識別できます。プロセス・ダイアグラムで、通知アクティビティの前に「ロール
解決」アクティビティを配置し、その通知アクティビティの実行者を複数のユーザーからな
るロールに設定します。「ロール解決」アクティビティは、そのロールから 1人のユーザー
を選択し、そのユーザーに通知アクティビティを割り当てます。
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標準アクティビティ
このアクティビティは、WF_STANDARD.ROLERESOLUTIONという PL/SQLプロシー
ジャをコールします。

アクティビティ属性アクティビティ属性アクティビティ属性アクティビティ属性
「ロール解決」アクティビティの「方法」アクティビティ属性を使用して、ロールの解決方
法を指定します。属性の値に「ロード・バランス」が設定されている場合、候補の各ユー
ザーについて、そのアクティビティから受信したオープン通知がいくつあるかを比較し、
オープン通知が最も少ないユーザーを選択します。属性の値に「順次」が設定されている場
合は、最後にそのアクティビティから通知を受信してからの期間が最も長いユーザーを調
べ、ロールからユーザーを順に選択します。5-12ページの「アクティビティ属性値の定義」
を参照してください。

「通知」アクティビティ「通知」アクティビティ「通知」アクティビティ「通知」アクティビティ
「通知」関数アクティビティでは通知を送信でき、送信されるメッセージは直前の関数アク
ティビティによって実行時に動的に決定されます。「通知」アクティビティを使用するには、
「通知」アクティビティによって送信される事前定義済みメッセージのうちから 1つを選択
するプロセスに、前提条件となる関数アクティビティをあらかじめ用意する必要がありま
す。

この「通知」アクティビティは、WF_STANDARD.NOTIFYという PL/SQLプロシージャを
コールします。

注意注意注意注意 : 「通知」アクティビティはアクセス・レベル 0では変更できないよ
うにロックされているため、結果タイプの値は「<なし >」から変更でき
ません。したがって、関数アクティビティによって動的に選択されるメッ
セージは、結果タイプを持つことがないため、応答を禁止しない情報メッ
セージになります。

注意注意注意注意 : 「通知」アクティビティで応答が必要なメッセージを送信するに
は、「通知」アクティビティをコピーして独自バージョンを作成する必要
があります。独自の「通知」アクティビティでは、複数のメッセージ（応
答属性付き）のどれでも送信できるため、プロセスには、戻される可能性
のあるすべての通知結果を用意する必要があります。

注意注意注意注意 : 常に同じメッセージを送信するアクティビティを定義する場合に
は、この「通知」関数アクティビティを使用せずに、通知アクティビティ
を定義する必要があります。
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アクティビティ属性アクティビティ属性アクティビティ属性アクティビティ属性
「通知」アクティビティには、次の 2つのアクティビティ属性があります。

� メッセージ名 :  送信する事前定義済みメッセージの名前。送信するメッセージを判断す
る前提条件となる関数アクティビティには、項目属性にこの名前が格納されている必要
があります。その項目属性が「メッセージ名」アクティビティ属性で参照され、送信す
るメッセージ名が判断されます。

� 実行者 :  通知メッセージの送信先となるロールの名前。データベースからロールをロー
ドした場合、実行者として固定ロールを選択できます。または、実行時にロール名を戻
す項目属性に実行者を設定することもできます。

� ロールの拡張 :  値として、選択肢コード「Yes」または「No」を取ります。ロール内の
各ユーザーに通知メッセージの個別コピーを送信する場合は、「ロールの拡張」を
「Yes」に設定します。5-12ページの「アクティビティ属性値の定義」を参照してくださ
い。

「はい「はい「はい「はい /いいえ投票」アクティビティいいえ投票」アクティビティいいえ投票」アクティビティいいえ投票」アクティビティ
「はい /いいえ投票」アクティビティでは、ロール内のユーザーのグループに通知を送信し、
ユーザーからのはい /いいえ応答を集計できます。集計結果によって、次のプロセスに進む
アクティビティが決まります。

「はい /いいえ投票」アクティビティは通知アクティビティの一種です。最初にユーザー・
グループに通知メッセージを送信し、次に PL/SQLの通知後関数を実行してユーザーの応答
（投票）を集計します。

アクティビティ属性アクティビティ属性アクティビティ属性アクティビティ属性
「はい /いいえ投票」アクティビティには、次の 3つの属性があります。

� パーセント はい :  「はい」の投票の割合を計算します。対象アクティビティの投票結果
がすべて「はい」になると完了します。

� パーセント いいえ :  「いいえ」の投票の割合を計算します。対象アクティビティの投票
結果がすべて「いいえ」になると完了します。

� 投票オプション :  次の 3つの値のいずれかを選択し、投票の集計方法を指定します。

– 「すべての投票を待つ」:  ワークフロー・エンジンは、すべての投票が行われるまで
待ってから、通知を受けた全ユーザーに対する割合として結果を集計します。タイ

注意注意注意注意 : 最高得票の応答が結果となるように「人気投票」投票方法を使用
するには、「パーセント はい」および「パーセント いいえ」属性の値をど
ちらも NULLとして定義します。4-53ページの「投票方法の例」を参照
してください。
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標準アクティビティ
ムアウト条件が発生すると、タイムアウト発生前に出された投票の合計に対する割
合として投票結果が計算されます。

– 「投票のつど集計」:  ワークフロー・エンジンは、通知を受けたすべてのユーザーに
対する累積割合を、応答があるたびに集計します。タイムアウト条件が発生する
と、応答は合計投票数に対する割合として集計されます。カスタム「応答」アク
ティビティ属性のどれかの値が空白値の場合、このオプションは意味がなくなるた
め注意してください。

– 「すべての投票が必要」:  すべての投票が行われた後に限り、通知を受けた全ユー
ザーに対する割合で応答が評価されます。タイムアウト条件が発生すると、標準的
なタイムアウト・トランジションに従って進むか、使用可能なトランジションが 1
つも存在しない場合はエラーが発生し、投票結果は集計されません。5-12ページの
「アクティビティ属性値の定義」を参照してください。

「マスター「マスター「マスター「マスター /ディテール連携」アクティビティディテール連携」アクティビティディテール連携」アクティビティディテール連携」アクティビティ
「マスター /ディテール連携」アクティビティでは、マスター・プロセスとディテール・プ
ロセスのフローを連携できます。たとえば、マスター・プロセスは、各ディテール・プロセ
スがフローの特定の点に到達したときにのみ（またはその逆）マスター・プロセスを継続す
るように、連携を必要とするディテール・プロセスを作成できます。

Oracle Workflowのマスター・プロセスからディテール・プロセスを作成すると、実際に
は、一意の項目タイプと項目キーを持つ別のプロセスが作成されます。ディテール・プロセ
スの作成時には、CreateProcess APIをコールしてから StartProcess APIをコールする前に、
ワークフロー・エンジンの SetItemParent APIをコールして、2つのプロセス間にマスター /
ディテール関係を定義します。8-64ページの「SetItemParent」を参照してください。

その後、後述する 2つのアクティビティを使用して、マスター・プロセスとディテール・プ
ロセスのフローを連携できます。一方はプロセスを休止するアクティビティ、他方は停止中
のプロセスに継続するようにシグナルを送信するアクティビティです。これらのアクティビ
ティを使用するには、一方のアクティビティをマスター・プロセスに、他方を各ディテー
ル・プロセスに配置します。

どちらのアクティビティにも、他のプロセスの「連携」アクティビティの識別に使用する 2
つのアクティビティ属性が含まれます。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 4-50ページ「投票アクティビティ」
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「フロー待ち」アクティビティ「フロー待ち」アクティビティ「フロー待ち」アクティビティ「フロー待ち」アクティビティ
このアクティビティをマスター・プロセスまたはディテール・プロセスに入れて、対応する
他方のディテール・プロセスまたはマスター・プロセスで指定したアクティビティが完了す
るまでフローを休止します。このアクティビティは、WF_STANDARD.WAITFORFLOWと
いう PL/SQLプロシージャをコールします。

アクティビティ属性アクティビティ属性アクティビティ属性アクティビティ属性
「フロー待ち」アクティビティには、次の 2つの属性があります。

� 継続フロー :  対応するマスター・プロセスまたはディテール・プロセスが完了するま
で、このアクティビティが待機するかどうかを指定します。

� 継続アクティビティ :  現行のプロセスを継続する前に、対応するプロセス内で完了させ
る必要のあるアクテ ィビティ・ノードのラベルを指定します。デフォルト値は
CONTINUEFLOWです。5-12ページの「アクティビティ属性値の定義」を参照してく
ださい。

「継続フロー」アクティビティ「継続フロー」アクティビティ「継続フロー」アクティビティ「継続フロー」アクティビティ
このアクティビティを使用して、停止しているプロセスにマークを付け、対応するディテー
ル・プロセスまたはマスター・プロセスの完了時にその位置から処理を継続します。このア
クティビティは、WF_STANDARD.CONTINUEFLOWという PL/SQLプロシージャをコー
ルします。

アクティビティ属性アクティビティ属性アクティビティ属性アクティビティ属性
「継続フロー」アクティビティには、次の 2つの属性があります。

� 待機中フロー :  このアクティビティの完了を待機して停止しているプロセスが、「マス
ター」または「ディテール」フローのどちらであるかを指定します。

� 待機中アクティビティ :  このアクティビティの完了を待機して停止しているプロセス
の、アクティビティ・ノードのラベルを指定します。5-12ページの「アクティビティ属
性値の定義」を参照してください。

例例例例
次の図は、これらの「連携」アクティビティがどのように使用されるかを示しています。次
の例のマスター・プロセスでは、「ディテール・フローの開始」アクティビティが、複数の
ディテール・プロセスを開始しています。その後、マスター・プロセスは「アクティビティ
1」を完了してから、「フロー待ち」アクティビティで休止します。「フロー待ち」は、すべ
てのディテール・プロセスが「継続フロー」アクティビティの完了まで待ってから、マス
ター・プロセス「アクティビティ 2」に進むように定義されています。次のディテール・プ
ロセスの一例は、ディテール・プロセスの開始時に「アクティビティ A」を完了することを
示しています。「継続フロー」アクティビティに到達すると、マスター・プロセスを「フ
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標準アクティビティ
ロー待ち」アクティビティから継続するように、ワークフロー・エンジンにシグナルが送信
されます。その後、ディテール・プロセスは「アクティビティ B」に進みます。

マスター・プロセスマスター・プロセスマスター・プロセスマスター・プロセス

ディテール・プロセスディテール・プロセスディテール・プロセスディテール・プロセス

注意注意注意注意 : 対応する 1つ以上のディテール・プロセスに「継続フロー」アク
ティビティを使用せずに、マスター・プロセスに「フロー待ち」アクティ
ビティを組み込むことができます。ワークフロー・エンジンは、「継続フ
ロー」アクティビティを含む他のすべてのディテール・プロセスが「継続
フロー」アクティビティを完了すると、即時にマスター・プロセスを継続
します。

マスター・プロセスを継続する前にいつディテール・プロセスが完了して
もかまわない（または、すべてのディテール・プロセスを継続する前に、
いつマスター・プロセスが完了してもかまわない）場合は、単にマス
ター・プロセスまたはディテール・プロセスから両方の「連携」アクティ
ビティを除外します。

注意注意注意注意 : プロセスに「継続フロー」アクティビティを含める場合は、「継続
フロー」アクティビティのアクティビティ属性によって定義されるよう
に、対応するマスターまたはディテール・プロセスに「フロー待ち」アク
ティビティも含める必要があります。
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「割当」アクティビティ「割当」アクティビティ「割当」アクティビティ「割当」アクティビティ
「割当」アクティビティでは、項目属性に値を割り当てることができます。このアクティビ
ティは、WF_STANDARD.ASSIGNという PL/SQLプロシージャをコールします。

アクティビティ属性アクティビティ属性アクティビティ属性アクティビティ属性
「割当」アクティビティには、「項目属性」というアクティビティ属性があります。「項目属
性」を使用して、値を割り当てる項目属性を選択します。項目属性の書式タイプに応じて、
「日付値」、「数値」または「テキスト値」アクティビティ属性を使用し、項目属性に割り当
てる値を指定します。

「モニター「モニター「モニター「モニター URL」アクティビティ」アクティビティ」アクティビティ」アクティビティ
「モニター URL」アクティビティでは、ワークフロー・モニターのダイアグラム・ウィンド
ウの URLが生成され、指定した項目属性に格納されます。このアクティビティは、WF_
STANDARD.GETURLという PL/SQLプロシージャをコールします。

アクティビティ属性アクティビティ属性アクティビティ属性アクティビティ属性
「モニター URL」アクティビティには、次の 2つのアクティビティ属性があります。

� 項目属性 :  ワークフロー・モニター・ウィンドウの URLを保存するための項目属性の名
前を選択します。

� 管理モード :  ワークフロー・モニター・ウィンドウで、URLをどのように表示するかを
定義します。「管理モード」を「Yes」に設定すると、URLはワークフロー・モニター
に ADMINモードで表示されます。その他の設定の場合、URLはワークフロー・モニ
ターに USERモードで表示されます。5-12ページの「アクティビティ属性値の定義」を
参照してください。

コンカレント・マネージャの標準アクティビティコンカレント・マネージャの標準アクティビティコンカレント・マネージャの標準アクティビティコンカレント・マネージャの標準アクティビティ
Oracle Applicationsには、Oracle Applications embedded Workflowを使用する場合に、プ
ロセス制御に使用できるように、汎用アクティビティが用意されています。これらのアク
ティビティは、「コンカレント・マネージャ機能」項目タイプに関連付けられていますが、
定義する任意のプロセスで使用できます。

� 「コンカレント・プログラムの実行」アクティビティ

� 「コンカレント・プログラムの発行」アクティビティ

� 「コンカレント・プログラム待ち」アクティビティ

「コンカレント・マネージャ機能」項目タイプは、Oracle Applications Workflow Serverに
自動的にインストールされます。この項目タイプには、$FND_TOP/admin/importサブ
ディレクトリにあるファイル fndwfaol.wftからもアクセスできます。
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コンカレント・マネージャの標準アクティビティ
「コンカレント・プログラムの実行」アクティビティ「コンカレント・プログラムの実行」アクティビティ「コンカレント・プログラムの実行」アクティビティ「コンカレント・プログラムの実行」アクティビティ
「コンカレント・プログラムの実行」アクティビティを使用できるのは、Oracle Applications 

embedded Workflowのみです。このアクティビティでは、ワークフロー・プロセスから
Oracle Applicationsのコンカレント・プログラムを発行してその完了を待ち、完了時にアク
ティビティのステータスを更新し、ワークフロー・プロセスの実行をバックグラウンド・エ
ンジンに戻します。コンカレント・プログラムは、「コンカレント・プログラムのステータ
ス」選択肢タイプで定義されたとおり、NORMAL、ERROR、WARNING、CANCELLED
または TERMINATEDのうちどの結果で完了してもかまいません。これらの結果はすべて、
あらかじめプロセス・ダイアグラムに用意する必要があります。

「コンカレント・プログラムの実行」アクティビティでは、標準の Oracle Application Object 
Library APIである FND_WF_STANDARD.EXECUTECONCPROGRAMがコールされます。

アクティビティ属性アクティビティ属性アクティビティ属性アクティビティ属性
「コンカレント・プログラムの実行」アクティビティには、次のアクティビティ属性があり
ます。

� アプリケーション短縮名 :  コンカレント・プログラムが登録されているアプリケーショ
ンの短縮名。

� プログラム短縮名 :  実行するコンカレント・プログラムの短縮名。

� 引数の数 :  コンカレント・プログラムの必須の引数の数。

� 項目属性名 :  コンカレント・プログラムの要求 IDを格納する、オプションの項目属性
名。

� 引数 1、引数 2、...引数 100: 各コンカレント・プログラムの引数の値が、コンカレント・
プログラムの正しい構文に従った順序で示されます。ここでは最大 100個の引数を使用

注意注意注意注意 : 「コンカレント・プログラムの実行」アクティビティを使用するに
は、バックグラウンド・エンジンが実行用に設定されていることを確認す
る必要があります。

注意注意注意注意 : 通常、Oracle Applicationsフォームからセッションを開始すると、
プロセスの項目タイプのコンテキストが常に設定されます。ただし、通知
やアクティビティのブロックなどによってセッションが中断された場合
は、セレクタ関数またはコールバック関数内で、FND_GLOBAL.APPS_
INITIALIZE(user_id, resp_id, resp_appl_id)を SET_CTXモー
ドでコールし、コンテキストが設定されていることを確認する必要があり
ます。7-7ページの「項目タイプのセレクタ関数またはコールバック関数
の標準 API」および『Oracle Applications Developer's Guide』の
「FNDSQF Routine APIs」を参照してください。
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できますが、このアクティビティの「引数の数」属性で定義したのと同じ数の引数値を
指定する必要があります。5-12ページの「アクティビティ属性値の定義」を参照してく
ださい。

「コンカレント・プログラムの発行」アクティビティ「コンカレント・プログラムの発行」アクティビティ「コンカレント・プログラムの発行」アクティビティ「コンカレント・プログラムの発行」アクティビティ
「コンカレント・プログラムの発行」アクティビティを使用できるのは、Oracle Applications 

embedded Workflowのみです。このアクティビティでは、ワークフロー・プロセスから
Oracle Applicationsのコンカレント・プログラムを発行しますが、このプログラムが実行ま
たは完了するまで待機するわけではありません。このアクティビティで、コンカレント要求
を発行すると、ワークフロー・エンジンでは、プロセス内の次のアクティビティが続けて処
理されます。

「コンカレント・プログラムの発行」アクティビティでは、標準の Oracle Application Object 
Library APIである FND_WF_STANDARD.SUBMITCONCPROGRAMをコールします。

アクティビティ属性アクティビティ属性アクティビティ属性アクティビティ属性
「コンカレント・プログラムの発行」アクティビティには、次のアクティビティ属性があり
ます。

� アプリケーション短縮名 :  コンカレント・プログラムが登録されているアプリケーショ
ンの短縮名。

� プログラム短縮名 :  実行するコンカレント・プログラムの短縮名。

� 引数の数 :  コンカレント・プログラムの必須の引数の数。

� 項目属性名 :  コンカレント・プログラムの要求 IDを格納する項目属性の名前。

� 引数 1、引数 2、...引数 100:  各コンカレント・プログラムの引数の値が、コンカレント・
プログラムの正しい構文に従った順序で示されます。ここでは最大 100個の引数を使用
できますが、このアクティビティの「引数の数」属性で定義したのと同じ数の引数値を
指定する必要があります。5-12ページの「アクティビティ属性値の定義」を参照してく
ださい。

注意注意注意注意 : 通常、Oracle Applicationsフォームからセッションを開始すると、
プロセスの項目タイプのコンテキストが常に設定されます。ただし、通知
やアクティビティのブロックなどによってセッションが中断された場合
は、セレクタ関数またはコールバック関数内で、FND_GLOBAL.APPS_
INITIALIZE(user_id, resp_id, resp_appl_id)を SET_CTXモー
ドでコールし、コンテキストが設定されていることを確認する必要があり
ます。7-7ページの「項目タイプのセレクタ関数またはコールバック関数
の標準 API」を参照してください。
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「コンカレント・プログラム待ち」アクティビティ「コンカレント・プログラム待ち」アクティビティ「コンカレント・プログラム待ち」アクティビティ「コンカレント・プログラム待ち」アクティビティ
「コンカレント・プログラム待ち」アクティビティを使用できるのは、Oracle Applications 

embedded Workflowのみです。ワークフロー・プロセスからコンカレント・プログラムを
発行する場合は、「コンカレント・プログラム待ち」アクティビティを使用して、コンカレ
ント・プログラムが完了するまで、それ以降のプロセスが実行されないようにできます。コ
ンカレント・プログラムが完了すると、このアクティビティでは、アクティビティのステー
タスを更新してブロックを消去し、ワークフロー・プロセスの実行の制御をバックグラウン
ド・エンジンに戻します。コンカレント・プログラムは、「コンカレント・プログラムのス
テータス」選択肢タイプで定義されたとおり、NORMAL、ERROR、WARNING、
CANCELLEDまたは TERMINATEDのうちどの結果で完了してもかまいません。これらの
結果はすべて、あらかじめプロセス・ダイアグラムに用意する必要があります。

「コンカレント・プログラム待ち」アクティビティでは、標準の Oracle Application Object 
Library APIである FND_WF_STANDARD.WAITFORCONCPROGRAMがコールされます。

アクティビティ属性アクティビティ属性アクティビティ属性アクティビティ属性
「コンカレント・プログラム待ち」アクティビティには、「要求 ID」アクティビティ属性が
あります。この属性には、完了を待機しているコンカレント・プログラムの要求 IDを設定
する必要があります。5-12ページの「アクティビティ属性値の定義」を参照してください。

注意注意注意注意 : 「コンカレント・プログラム待ち」アクティビティを使用するに
は、バックグラウンド・エンジンが実行用に設定されていることを確認す
る必要があります。
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デフォルト・エラー・プロセスデフォルト・エラー・プロセスデフォルト・エラー・プロセスデフォルト・エラー・プロセス
Oracle Workflowでの設計時には、現行のプロセスでエラーが検出された場合に実行するエ
ラー処理プロセスを指定できます。エラー処理プロセスは、プロセスまたは関数アクティビ
ティの「詳細」プロパティ画面で指定します。エラー処理プロセスが定義されている項目タ
イプとエラー処理プロセスについて、内部名を指定します。

Oracle Workflowには、「システム :  エラー」と呼ばれる特別な項目タイプが用意されてい
ます。この項目タイプには、任意のプロセスで汎用的なエラー処理に使用できる 2つのエ
ラー・プロセスが含まれています。ただし、「システム :  エラー」項目タイプのエラー・プ
ロセスはカスタマイズできないため注意してください。これらのエラー・プロセスで使用で
きない機能を組み込むには、各自の項目タイプにカスタム・エラー処理プロセスを作成する
必要があります。
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「システム「システム「システム「システム :  エラー」項目タイプと項目属性エラー」項目タイプと項目属性エラー」項目タイプと項目属性エラー」項目タイプと項目属性
「システム :  エラー」項目タイプの詳細を参照するには、「ファイル」メニューから「オープ
ン」を選択してからデータベースに接続し、「システム :  エラー」項目タイプを選択するか、
<drive>:¥<ORACLE_HOME>¥wf¥Data¥<Language>サブディレクトリにあるファイル
wferror.wftに接続します。

「システム :  エラー」項目タイプには、次の項目属性があります。

� エラー・アクティビティ ID

� エラー・アクティビティ・ラベル

� エラー割当済ユーザー

� エラー項目タイプ

� エラー項目キー

� エラー項目ユーザー・キー

� エラー・メッセージ

� エラー名

� エラー通知 ID

� エラー結果コード

� エラー・スタック

� エラー・モニター URL

� タイムアウト値

これらの項目属性は、「デフォルト」エラー・プロセスおよび「再試行のみ」というエラー・
プロセスを構成する関数および通知アクティビティによって参照されます。

注意注意注意注意 : 特定のビジネス・ルールの非互換性によるエラーを処理する場合
は、エラー・プロセスを利用するのではなく、エラーの状況をワークフ
ロー・プロセス定義にモデル化する必要があります。たとえば、ビジネ
ス・プロセスの前提条件が満たされないために関数アクティビティにエ
ラーが発生する可能性がある場合は、そのような状況が発生したときに該
当するロールに通知を送信して状況を修正するプロセスをモデル化して、
ワークフロー・プロセスが先に進めるようにします。この状況をワークフ
ロー・プロセスにモデル化せず、エラー・プロセスをアクティブにするエ
ラーを利用すると、ワークフロー・プロセス全体のステータスが「エ
ラー」になり、ワークフロー管理者がそのエラーを処理するまで停止しま
す。
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「デフォルト・エラー・プロセス」「デフォルト・エラー・プロセス」「デフォルト・エラー・プロセス」「デフォルト・エラー・プロセス」
DEFAULT_ERRORは、「デフォルト」エラー・プロセスの内部名です。このエラー処理プ
ロセスの目的は、次のとおりです。

� プロセスにエラーが発生した場合に、管理者に通知を送ります。

� 管理者にエラーに関する情報を提供します。

� 管理者によるプロセスの中止、エラーになったアクティビティの再試行またはエラーの
原因となった問題の解決を可能にします。

「デフォルト」エラー・プロセスはカスタマイズできませんが、このプロセスには柔軟性が
あり、その動作はカスタマイズできます。「デフォルト」エラー・プロセスをコールする項
目タイプに、WF_ADMINISTRATORおよび ERROR_TIMEOUTと呼ばれる 2つの項目タイ
プ属性を定義し、それぞれに、エラー・プロセスで通知を送る宛先とエラー通知がタイムア
ウトになるかどうかを定義します。

注意注意注意注意 : 独自の項目タイプにカスタムのエラー処理プロセスを作成すると、
Oracle Workflowでは、エラー処理プロセスをコールするときに、前述の項
目属性が自動的に設定されます。これらの項目属性は、プロセスになけれ
ば Oracle Workflowによって作成されます。ただし、メッセージなど独自
のエラー処理プロセスでこれらの項目属性を参照する場合は、最初に
Oracle Workflow Builderを使用して、これらの項目属性をプロセスの項目
タイプの項目属性として作成する必要があります。
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「初期化エラー」関数アクティビティ「初期化エラー」関数アクティビティ「初期化エラー」関数アクティビティ「初期化エラー」関数アクティビティ
「初期化エラー」アクティビティは、WF_STANDARD.INITIALIZEERRORSという名前の

PL/SQLプロシージャをコールします。このプロシージャは、エラーになったプロセスの項
目タイプに、内部名WF_ADMINISTRATORで項目タイプ属性の定義があるかチェックしま
す。定義があれば、後続の通知アクティビティの実行者である「管理者へ通知」を、WF_
ADMINISTRATORに格納されているロールに設定します。定義がなければ、後続の通知ア
クティビティは、デフォルト実行者である「システム管理者」に設定されたままになりま
す。

「初期化エラー」アクティビティでは、エラーになったプロセスの項目タイプの項目属性
WF_ADMINISTRATORがチェックされるため、エラー・プロセスを変更せずに、特定のプ
ロセスでエラーが起きた場合の通知の送信先を指定できます。

たとえば、購買承認申請ワークフローがあり、このワークフローで起きた問題の解決は、シ
ステム管理者ではなく、購買管理者が行うとします。購買承認申請ワークフローを所有する
項目タイプに、項目属性WF_ADMINISTRATORを定義し、WF_ADMINISTRATORを PO_
ADMINなどの購買管理者ロールに設定できます。
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「管理者に通知」通知アクティビティ「管理者に通知」通知アクティビティ「管理者に通知」通知アクティビティ「管理者に通知」通知アクティビティ
「管理者に通知」アクティビティは、「デフォルトの再試行エラー」メッセージを、実行者
（システム管理者または項目タイプのWF_ADMINISTRATOR項目属性に格納されているロー
ル）に送ります。このメッセージは、指定のプロセスでエラーが起きたことと、応答が必要
であることを示します。応答オプションとその結果の処理は、次のとおりです。

� プロセスの異常終了 :  「未解決のエラー」アクティビティを実行し、エラーがまだ存在
するかを検証します。存在する場合は、「異常終了」関数アクティビティをコールして、
「デフォルト」エラー・プロセスを終了します。

� プロセスの再試行 :  「未解決のエラー」アクティビティを実行し、エラーがまだ存在す
るかを検証します。存在する場合は、「再試行」関数アクティビティをコールして、「デ
フォルト」エラー・プロセスを終了します。

� プロセスの解決 :  なんらかの外部的手段またはワークフロー・モニターへの埋込み URL
リンクを使用して、エラーになったプロセスが直接処理されたため、「デフォルト」エ
ラー・プロセスを終了します。

「デフォルトの再試行エラー」メッセージの件名と本文は次のとおりです。

Subject: Error in Workflow &ERROR_ITEM_TYPE/&ERROR_ITEM_KEY
Body: An Error occurred in the following Workflow.

Item Type = &ERROR_ITEM_TYPE
Item Key = &ERROR_ITEM_KEY
User Key = &USER_KEY

Error Name = &ERROR_NAME
Error Message = &ERROR_MESSAGE
Error Stack = &ERROR_STACK

Activity Id = &ERROR_ACTIVITY_ID
Activity Label = &ERROR_ACTIVITY_LABEL
Result Code = &ERROR_RESULT_CODE
Notification Id = &ERROR_NOTIFICATION_ID
Assigned User = &ERROR_ASSIGNED_USER

&MONITOR

注意注意注意注意 : 通知メッセージに埋め込まれたモニター URLにより、エラーのプ
ロセスがすべての管理者権限付きでワークフロー・モニターに表示されま
す。プロセスの一部の再試行、スキップまたはロールバックなどの処理を
行って、エラーを解決できます。
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「管理者に通知」通知アクティビティには、動的タイムアウト値が割り当てられています。
エラーの起きたプロセスの項目タイプをチェックして、内部名が ERROR_TIMEOUTである
項目タイプ属性を検索します。ERROR_TIMEOUTは、数値型の属性です。ワークフロー・
エンジンは、この属性値をアクティビティの開始日からの相対オフセットとして解釈し、
「管理者に通知」のタイムアウト値を分単位で決定します。ERROR_TIMEOUTに、NULL
値である値ゼロが入っている場合や、まったく定義されていない場合は、「管理者に通知」
にタイムアウトはありません。

「未解決のエラー」関数アクティビティ「未解決のエラー」関数アクティビティ「未解決のエラー」関数アクティビティ「未解決のエラー」関数アクティビティ
「管理者に通知」アクティビティがタイムアウトになった場合や、結果として異常終了また
は再試行を戻した場合、ワークフロー・エンジンは「未解決のエラー」関数アクティビティ
を開始します。

「未解決のエラー」アクティビティは、WF_STANDARD.CHECKERRORACTIVEと呼ばれ
る PL/SQLプロシージャをコールします。「未解決のエラー」アクティビティの目的は、エ
ラー処理を続ける前に、エラーの起きたプロセスが、まだエラー状態にあるかどうかを判別
することです。エラー状態にある場合、「未解決のエラー」は TRUEを戻し、ワークフ
ロー・エンジンは、他の通知の送信、エラーの起きたプロセスの中止または再試行のうち、
いずれか適切なトランジションを取ります。エラーの起きたプロセスがエラー状態になけれ
ば、このアクティビティは FALSEを戻し、プロセス・ダイアグラムで示されたとおり、エ
ラー処理プロセスは終了します。

「再試行」関数アクティビティ「再試行」関数アクティビティ「再試行」関数アクティビティ「再試行」関数アクティビティ
「再試行」関数アクティビティは、WF_STANDARD.RESETERRORと呼ばれる PL/SQLプ
ロシージャを実行し、エラーになったアクティビティを消去して再実行します。このプロ
シージャは、WF_ENGINE.HandleError APIをコールして、アクティビティを再実行しま
す。

「異常終了」関数アクティビティ「異常終了」関数アクティビティ「異常終了」関数アクティビティ「異常終了」関数アクティビティ
「異常終了」関数アクティビティは、PL/SQLプロシージャWF_

STANDARD.ABORTPROCESSを実行し、続いてWF_ENGINE.AbortProcess APIをコール
して、エラーの起きたプロセスを中止します。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 8-67ページ「Workflow Core API」
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「再試行のみ」プロセス「再試行のみ」プロセス「再試行のみ」プロセス「再試行のみ」プロセス
「再試行のみ」エラー・プロセスの内部名は、RETRY_ONLYです。このエラー処理プロセス
の目的は、プロセスにエラーが発生した場合に管理者に警告することと、エラーになったプ
ロセスを再試行するよう管理者に要求することです。

「初期化エラー」関数アクティビティ「初期化エラー」関数アクティビティ「初期化エラー」関数アクティビティ「初期化エラー」関数アクティビティ
「初期化エラー」アクティビティは、WF_STANDARD.INITIALIZEERRORSという名前の

PL/SQLプロシージャをコールします。このプロシージャは、エラーになったプロセスの項
目タイプに、内部名WF_ADMINISTRATORで項目タイプ属性の定義があるかどうかを判別
します。定義があれば、後続の通知アクティビティである「RETRYでのみ通知」の実行者
を、WF_ADMINISTRATORに格納されているロールに設定します。定義がなければ、後続
の通知アクティビティは、デフォルト実行者である「システム管理者」に設定されたままに
なります。

「初期化エラー」アクティビティでは、エラーになったプロセスの項目タイプの項目属性
WF_ADMINISTRATORがチェックされるため、エラー・プロセスを変更せずに、特定のプ
ロセスでエラーが起きた場合の通知の送信先を指定できます。

たとえば、購買承認申請ワークフローがあり、このワークフローで起きた問題の解決は、シ
ステム管理者ではなく、購買管理者が行うとします。購買承認申請ワークフローを所有する
項目タイプに、項目属性WF_ADMINISTRATORを定義し、WF_ADMINISTRATORを PO_
ADMINなどの購買管理者ロールに設定できます。
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「「「「RETRYでのみ通知」通知アクティビティでのみ通知」通知アクティビティでのみ通知」通知アクティビティでのみ通知」通知アクティビティ
「RETRYでのみ通知」アクティビティは、「再試行（オプション）」メッセージを、実行者
（システム管理者または項目タイプのWF_ADMINISTRATOR項目属性に格納されている
ロール）に送ります。このメッセージは、指定のプロセスでエラーが起きたことを示し、管
理者にエラーとなったアクティビティを再試行するように要求します。その後、エラー・プ
ロセスは、「再試行」関数アクティビティに移り、「再試行のみ」エラー・プロセスを終了し
ます。

「再試行（オプション）」メッセージの件名と本文は次のとおりです。

Subject: Error in Workflow &ERROR_ITEM_TYPE/&ERROR_ITEM_KEY
Body: An Error occurred in the following Workflow.

Item Type = &ERROR_ITEM_TYPE
Item Key = &ERROR_ITEM_KEY
User Key = &USER_KEY

Error Name = &ERROR_NAME
Error Message = &ERROR_MESSAGE
Error Stack = &ERROR_STACK

Activity Id = &ERROR_ACTIVITY_ID
Activity Label = &ERROR_ACTIVITY_LABEL
Result Code = &ERROR_RESULT_CODE
Notification Id = &ERROR_NOTIFICATION_ID
Assigned User = &ERROR_ASSIGNED_USER

&MONITOR

「RETRYでのみ通知」通知アクティビティには、動的タイムアウト値が割り当てられていま
す。エラーの起きたプロセスの項目タイプをチェックして、内部名が ERROR_TIMEOUTで
ある項目属性を検索します。ERROR_TIMEOUTは、数値型の属性です。ワークフロー・エ
ンジンは、この属性のタイムアウト値を、アクティビティの開始日からの分単位の相対オフ
セットとして解釈します。ERROR_TIMEOUTに、NULL値または値 0（ゼロ）が入ってい
る場合や、まったく定義されていない場合、「RETRYでのみ通知」にタイムアウトはありま
せん。

注意注意注意注意 : 通知メッセージに埋め込まれた URLリンクにより、エラーとなっ
たプロセスがすべての管理者権限付きでワークフロー・モニターに表示さ
れます。ワークフロー・モニターでプロセスの一部の再試行、スキップま
たはロールバックなどの処理を行って、エラーを解決できます。
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「未解決のエラー」関数アクティビティ「未解決のエラー」関数アクティビティ「未解決のエラー」関数アクティビティ「未解決のエラー」関数アクティビティ
「RETRYでのみ通知」アクティビティがタイムアウトになると、ワークフロー・エンジンは
「未解決のエラー」関数アクティビティを開始します。

「未解決のエラー」アクティビティは、WF_STANDARD.CHECKERRORACTIVEと呼ばれ
る PL/SQLプロシージャをコールします。「未解決のエラー」アクティビティの目的は、エ
ラー処理を続ける前に、エラーの起きたプロセスが、まだエラー状態にあるかどうかを判別
することです。エラー状態にある場合、「未解決のエラー」は TRUEを戻し、ワークフ
ロー・エンジンは「RETRYでのみ通知」通知アクティビティに戻って、管理者に別の通知
を送信します。エラーの起きたプロセスがエラー状態になければ、このアクティビティは
FALSEを戻し、プロセス・ダイアグラムで示されたとおり、エラー処理プロセスは終了しま
す。

「再試行」関数アクティビティ「再試行」関数アクティビティ「再試行」関数アクティビティ「再試行」関数アクティビティ
「再試行」関数アクティビティは、WF_STANDARD.RESETERRORと呼ばれる PL/SQLプ
ロシージャを実行し、エラーになったアクティビティを消去して再実行します。このプロ
シージャは、WF_ENGINE.HandleError APIをコールして、アクティビティを再実行しま
す。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 8-67ページ「Workflow Core API」
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Oracle Workflowのののの PL/SQLプロシージャのプロシージャのプロシージャのプロシージャの

定義定義定義定義

この章では、Oracle Workflowの PL/SQLプロシージャに使用する標準 APIについて説明
します。
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関数アクティビティがコールする PL/SQLプロシージャの標準 API
関数アクティビティがコールする関数アクティビティがコールする関数アクティビティがコールする関数アクティビティがコールする PL/SQLプロシージャの標準プロシージャの標準プロシージャの標準プロシージャの標準
API

Oracle ワークフロー・プロセスの関数アクティビティまたは通知アクティビティでコールさ
れる PL/SQLストアド・プロシージャはすべて、ワークフロー・エンジンでアクティビティ
を正しく実行できるように、次の標準 APIの書式に従う必要があります。

この項の例には、参照しやすいように「1⇒」のように番号が付いています。この番号と矢
印自体はプロシージャの一部ではありません。

1⇒ procedure <procedure name> ( itemtype in varchar2,
itemkey in varchar2,
actid in number,
funcmode in varchar2,
resultout out varchar2 ) is

2⇒ <local declarations>

3⇒ begin
if ( funcmode = 'RUN' ) then

<your RUN executable statements>
resultout := 'COMPLETE:<result>';
return;

end if;

4⇒ if (funcmode = 'CANCEL') then
<your CANCEL executable statements>
resultout := 'COMPLETE';
return;

end if;

注意注意注意注意 : ワークフロー・エンジンでは、各関数アクティビティの前にセー
ブポイントを設定し、関数アクティビティによって生成されるエラーが検
出されるようにしています。アクティビティで、処理されない例外が生成
された場合、ワークフロー・エンジンはセーブポイントまでロールバック
し、アクティビティのステータスを ERRORに設定します。このため、関
数アクティビティの PL/SQLプロシージャでは、ユーザーがコミットする
ことはありません。コミットは、コール側のアプリケーションが行うた
め、ワークフロー・エンジンではコミットを発行しません。

データベース・トリガーや分散トランザクションなど、セーブポイントを
使用できない環境では、ワークフロー・エンジンは自動的に「セーブポイ
ントの使用不可」エラーを検出し、バックグラウンド・エンジンに対して
アクティビティの実行を遅延させます。
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5⇒ if ( funcmode = 'RESPOND' ) then
<your RESPOND executable statements>
resultout := 'COMPLETE';
return;

end if;

6⇒ if ( funcmode = 'FORWARD' ) then
<your FORWARD executable statements>
resultout := 'COMPLETE';
return;

end if;

7⇒ if ( funcmode = 'TRANSFER' ) then
<your TRANSFER executable statements>
resultout := 'COMPLETE';
return;

end if;

8⇒ if ( funcmode = 'TIMEOUT' ) then
<your TIMEOUT executable statements>
if (<condition_ok_to_proceed>) then

resultout := 'COMPLETE';
else

resultout := wf_engine.eng_timedout;
end if;
return;

end if;

9⇒ if ( funcmode = '<other funcmode>' ) then
resultout := ' ';
return;

end if;

10⇒ exception
when others then
WF_CORE.CONTEXT ('<package name>', '<procedure name>', <itemtype>, 
<itemkey>,

to_char(<actid>), <funcmode>);
raise;

11⇒ end <procedure name>;
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1⇒ ワークフロー・エンジンは、関数アクティビティのストアド・プロシージャをコールす
るときに、プロシージャに 4つのパラメータを渡し、プロシージャの完了時に結果を求める
場合があります。次のパラメータを定義します。

itemtype 項目タイプの内部名。項目タイプは、Oracle Workflow Builderで定義
されます。

itemkey ワークフローで使用可能なアプリケーションによって生成される項
目タイプの主キーを表す文字列です。この文字列では、項目タイプ
内の項目を一意に識別します。

actid このプロシージャのコール元となるアクティビティの ID番号。

funcmode アクティビティの実行モード。アクティビティが関数アクティビ
ティの場合は、RUNまたは CANCELモードとします。アクティビ
ティが通知アクティビティの場合で、通知後関数を使用している場
合、モードは RESPOND、FORWARD、TRANSFER、TIMEOUTまたは
RUNのいずれかです。今後、これ以外の実行モードが追加されるこ
ともあります。

resultout Oracle Workflow Builderの「アクティビティ」プロパティ画面で、
アクティビティの結果タイプが指定されている場合、このパラメー
タはプロシージャの完了時に戻される結果を表します。考えられる
結果は、次のとおりです。

COMPLETE:<result_code>—アクティビティは指定された結果コー
ドを戻して完了します。結果コードは、関数アクティビティの結果
タイプで指定されている結果コードの 1つと一致する必要がありま
す。

WAITING—アクティビティが保留中、つまり他のアクティビティ
が完了するまで待機している状態です。たとえば、標準の「AND」
アクティビティなどです。

DEFERRED:<date>—バックグラウンド・エンジンによるアクティ
ビティの実行は、指定した日付まで延期されます。<date>は、次の
書式で指定する必要があります。

to_char(<date_string>, wf_engine.date_format)

NOTIFIED:<notification_id>:<assigned_user>—処理の実行が必要
なことが、外部エンティティに通知されます。必要であれば、この
結果で通知 IDと割当て済みのユーザーを戻すことができます。外部
エンティティは、処理が完了した時点で CompleteActivity()をコー
ルして、ワークフロー・エンジンに知らせる必要があることに注意
してください。

ERROR:<error_code>—アクティビティにエラーが発生し、指定の
エラー・コードが戻されます。
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2⇒このセクションでは、このプロシージャで使用されるローカル引数を宣言します。

3⇒プロシージャ本体は、このセクションの IF文から始まります。このセクションには、
funcmodeの値が RUNの場合に実行される 1つ以上の実行文が含まれます。実行文の 1つ
は、プロシージャの結果を戻すことができます。たとえば、結果として
「COMPLETE:APPROVED」を戻すことがあります。

4⇒このセクションでは、アクティビティを消去します。funcmodeの値が CANCELの場合
に実行される 1つ以上の実行文を含めることができます。通常、このセクションには実行文
が含まれず、NULL値が戻されるのみですが、必要であれば処理を取り消すことも可能で
す。次のような特別な場合に、アクティビティの funcmodeに CANCELを使用できます。

� アクティビティが、再度実行されるループの一部の場合。

ループ内の最初のアクティビティの場合は、「アクティビティ」プロパティの「詳細」
ページで「ループ・リセット」フラグを常にオンにする必要があります。ワークフ
ロー・エンジンが実行済みのアクティビティに到達すると、そのアクティビティに
「ループ・リセット」フラグが設定されているかどうかが検証されます。このフラグが
設定されている場合は、そのループに属するアクティビティが識別され、そのアクティ
ビティの funcmodeが CANCELに設定されます。次に、エンジンはループ内をさかの
ぼり、CANCELモードの各アクティビティを実行し、そのアクティビティの以前の結果
をすべて消去して、再度実行できるようにします。8-7ページの「ループ」および 6-6
ページの「「ループ・カウンタ」アクティビティ」を参照してください。

� アクティビティが、AbortProcess Workflow Engine APIのコールによって取り消された
プロセスの一部の場合。プロセスを取り消して、現在の結果を消去できます。8-28ペー
ジの「AbortProcess」を参照してください。

5⇒このセクションは、通知後関数の場合にのみ必要です。このセクションを使用して、
funcmodeが RESPONDの場合、つまり RESPONDの処理が行われた場合に処理される実行
文を指定します。たとえば、通知の応答を検証する実行文を指定できます。通知システムが
RESPONDモードで通知後関数を実行した後、その通知後関数はワークフロー・エンジンに
より RUNモードで再実行されます。8-10ページの「通知後関数」を参照してください。

6⇒このセクションは、通知後関数の場合にのみ必要です。このセクションを使用して、
funcmodeが FORWARDの場合、つまり通知のステータスが FORWARDに変更された場合に
処理される実行文を指定します。たとえば、通知の転送先のロールを検証する実行文を指定
できます。

7⇒このセクションは、通知後関数の場合にのみ必要です。このセクションを使用して、
funcmodeが TRANSFERの場合、つまり通知のステータスが TRANSFERに変更された場合

注意注意注意注意 : 通知システムが RESPONDモードで通知後関数の実行を完了する
と、ワークフロー・エンジンではその通知後関数が自動的に RUNモード
で実行されます。RUNモードの実行文では、投票集計などの処理を実行
し、通知アクティビティに戻す結果を決定できます。
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に処理される実行文を指定します。たとえば、通知の譲渡先のロールを検証する実行文を指
定できます。

– resultoutパラメータに ERROR:<errcode>を戻して、このメッセージの errcode
を一般的な例外に変換します。

– プロシージャ内で、詳細なエラー・メッセージを付加した例外を直接発生させ
ます。8-10ページの「通知後関数」および 8-151ページの「通知モデル」を参
照してください。

8⇒このセクションは、通知後関数の場合にのみ必要です。このセクションを使用して、通
知アクティビティがタイムアウト値に達したときに処理される実行文を指定します。ワーク
フローが正常に進行できるかどうかをテストし、問題がなければワークフローが次に進める
ようにアクティビティを完了するロジックを指定できます。たとえば、投票アクティビティ
で、すべての宛先が応答する前にタイムアウト値に達した場合に、現行の応答プールに基づ
いて応答の解釈方法を決定し、適切な結果でアクティビティを完了するロジックを指定でき
ます。

ワークフローが正常に進行できない場合に、wf_engine.eng_timedoutの結果を戻すロ
ジックも指定する必要があります。別のアクティビティへの <タイムアウト >トランジショ
ンを使用し、プロセス・ダイアグラムの後続の動作をモデル化してください。ワークフ
ロー・エンジンは、結果 wf_engine.eng_timedoutが戻されると、<タイムアウト >ト
ランジションに従います。

9⇒ このセクションでは、RUN、CANCEL、RESPOND、FORWARD、TRANSFERまたは
TIMEOUT以外の実行モードを処理します。今後、これ以外の実行モードが追加されること
もあります。アクティビティでは、これらのモードを実装する必要がないため、NULLが戻
されます。

10⇒このセクションでは、エラー・スタックにコンテキスト情報を含めてエラーの原因箇所
を見つけやすいように、例外が発生した場合にWF_CORE.CONTEXT( )をコールします。
8-74ページの「CONTEXT」を参照してください。

注意注意注意注意 : funcmodeが RESPOND、FORWARDまたは TRANSFERの場合は、
戻り値が「ERROR%」の場合を除いて、resultoutパラメータは無視されま
す。したがって、通知後関数を実行した後で、Respond、Forward、または
Transferの処理を行わない場合は、次のどちらかの方法で対処します。
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項目タイプのセレクタ関数またはコールバック関数の標準項目タイプのセレクタ関数またはコールバック関数の標準項目タイプのセレクタ関数またはコールバック関数の標準項目タイプのセレクタ関数またはコールバック関数の標準 API
特定の項目タイプについて、セレクタ関数とコールバック関数の両方として機能する 1つの
関数を定義できます。セレクタ関数は PL/SQLプロシージャの一種で、特定の項目タイプで
プロセス名が指定されていないワークフローが開始されると、実行対象の特定のプロセス定
義を自動的に識別します。Oracle Workflowでは、コールバック関数を使用して、項目タイ
プのコンテキスト情報を再設定またはテストする機能もサポートしています。次の標準 API
を使用して、1つの PL/SQLプロシージャに、セレクタ関数とコールバック関数の機能の両
方を定義できます。

Oracle Workflowでは、次のコマンドでセレクタ関数またはコールバック関数をコールできま
す。

� RUN: 次の 2つの条件のどちらかが発生したときに開始する適切なプロセスを選択しま
す。

– プロセスがWF_ENGINE.CreateProcessに明示的に渡されない場合

– 前にWF_ENGINE.CreateProcessがコールされず、WF_ENGINE.CompleteActivityに
よってプロセスが暗黙的に開始される場合

� SET_CTX: 項目タイプの関数アクティビティを実行するために必要な項目タイプと項目
キーの組合せについて、コンテキスト情報を設定します。ワークフロー・エンジンで
は、新規の項目タイプと項目キーの組合せが見つかるたびに、このコマンドでセレクタ
またはコールバック関数がコールされ、適切なコンテキスト情報が常に設定されている
ことが確認されます。

� TEST_CTX: 関数を実行する前に、現行の項目タイプのコンテキスト情報が正しいかど
うかを判断します。たとえば、セレクタまたはコールバック関数を TEST_CTXモード
で使用すると、「通知の詳細」Web画面で参照フォームを起動する直前に、現行のコン
テキスト情報でフォームを起動できるかどうかをチェックできます。コンテキストが正
しくなければ、フォームは起動されず、その旨を示すメッセージが表示されます。10-17
ページの「通知の詳細の表示」を参照してください。

セレクタ関数またはコールバック関数の標準 APIは、次のとおりです。この項の例には、参
照しやすいように「1⇒」のように番号が付いています。この番号と矢印自体はプロシー
ジャの一部ではありません。

1⇒ procedure <procedure name> ( item_type in varchar2,
item_key in varchar2,
activity_id in number,
command in varchar2,

resultout in out varchar2) is

2⇒ <local declarations>

3⇒ begin
if ( command = 'RUN' ) then

<your RUN executable statements>
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resultout := '<Name of process to run>';
return;

end if;

4⇒ if ( command = 'SET_CTX' ) then
<your executable statements for establishing context information>
return;

end if;

5⇒ if ( command = 'TEST_CTX' ) then
<your executable statements for testing the validity of the current 
context information>
resultout := '<TRUE or FALSE> ';
return;

end if;

6⇒ if ( command = '<other command>' ) then
resultout := ' ';
return;

end if;

7⇒ exception
when others then
WF_CORE.CONTEXT ('<package name>', '<procedure name>', <itemtype>, 
<itemkey>, to_char(<actid>), <command>);
raise;

8⇒ end <procedure name>;

1⇒ ワークフロー・エンジンは、セレクタ関数またはコールバック関数をコールするときに、
プロシージャに 4つのパラメータを渡し、プロシージャの完了時に結果を求める場合があり
ます。次のパラメータを定義します。

itemtype 項目タイプの内部名。項目タイプは、Oracle Workflow Builderで定義
されます。

itemkey ワークフローで使用可能なアプリケーションによって生成される項
目タイプの主キーを表す文字列です。この文字列では、項目タイプ
内の項目を一意に識別します。

actid このプロシージャのコール元となるアクティビティの ID番号。プロ
シージャが RUNコマンドを使用してコールされ、セレクタ関数を実
行する場合、このパラメータは常に NULLになることに注意してく
ださい。
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2⇒このセクションでは、このプロシージャで使用されるローカル引数を宣言します。

3⇒プロシージャ本体は、このセクションの IF文から始まります。このセクションには、セ
レクタ関数を構成する 1つ以上の実行文が含まれます。実行文は、commandの値が RUNの
ときに実行されます。実行文の 1つは、実行されるプロセスを反映するプロシージャの結果
を戻す必要があります。たとえば、プロセス・アクティビティ名である「REQUISITION_
APPROVAL」という結果を戻すことがあります。

4⇒このセクションには、commandの値が「SET_CTX」のときに項目タイプのコンテキス
ト情報を設定する、1つ以上の実行文が含まれます。ワークフロー・エンジンでは、新規の
項目タイプと項目キーの組合せが見つかるたびに、このコマンドでセレクタまたはコール
バック関数がコールされてから、その組合せの関数アクティビティが実行されます。このコ
マンドは、データベース・セッションのアクティビティを意図したとおりに実行する前に、
そのセッションで項目タイプのコンテキスト情報を設定する必要がある場合に役立ちます。
たとえば、複数組織データによって左右される関数アクティビティの場合は、職責と組織の
コンテキストを設定する必要があります。

5⇒このセクションには、commandの値が「TEST_CTX」のときに項目タイプのコンテキス
ト情報を検証する、1つ以上の実行文が含まれます。ワークフロー・エンジンでは、アク
ティビティが実行される前に、このコマンドを使用してセレクタ関数またはコールバック関
数がコールされ、現行のデータベース・セッションのコンテキストを許容できるかどうかが
検証されます。たとえば、このコールバック機能は、「通知の詳細」Web画面で参照フォー
ムが起動される直前に実行されます。このセクションのコードは、コンテキストが正しけれ
ば「TRUE」を、コンテキストが正しくなければ「FALSE」を戻す必要があります。コンテ
キストが正しくない場合は、例外を発生させ、WF_COREエラー・システムにメッセージを
出して、コンテキストが無効な理由を示すことができます。発生した例外は、フォームにも
エラー・メッセージとして出力されます。

6⇒このセクションでは、RUN、「SET_CTX」または「TEST_CTX」以外の実行モードを処理
します。今後、他のモードも追加される可能性があります。関数では、これらのコマンドを
実装する必要がないため、NULLが戻されます。

command セレクタ関数またはコールバック関数の実行方法を決定するコマン
ド。RUN、「SET_CTX」または「TEST_CTX」のいずれかです。今
後、他のコマンドが追加される可能性があります。

resultout セレクタ関数またはコールバック関数のコールに使用するコマンド
によっては、結果が戻されることがあります。

関数が RUNでコールされる場合は、実行されるプロセスの名前を
resultoutパラメータを介して戻す必要があります。関数が「SET_
CTX」でコールされる場合、戻り値は期待されません。関数が
「TEST_CTX」でコールされる場合は、コンテキストが正しければ
コードで「TRUE」を戻し、正しくなければ「FALSE」を戻す必要が
あります。それ以外の値が戻されと、Oracle Workflowでは、このコ
マンドがコールバックによって実装されていないものと見なされま
す。
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7⇒このセクションでは、エラー・スタックにコンテキスト情報を含めてエラーの原因箇所
を見つけやすいように、例外が発生した場合にWF_CORE.CONTEXT( )をコールします。
8-74ページの「CONTEXT」を参照してください。

PL/SQL文書の標準文書の標準文書の標準文書の標準 API
項目タイプ、メッセージまたはアクティビティの属性として「文書」タイプを定義すると、
ワークフロー・プロセスに文書を統合できます。Oracle Workflowでサポートしている文書
タイプには「PL/SQL」があります。Oracle Workflowでは、作成する文書タイプの属性に
よって、文書を生成する PL/SQLプロシージャの動的コールをどのように作成するかが決定
されます。メッセージ本文に、PL/SQL文書タイプのメッセージ属性を埋め込んで、通知に
文書を表示できます。

文書を生成する PL/SQLプロシージャには、次の標準 APIを定義する必要があります。

procedure <procedure name> ( document_id in varchar2,
display_type in varchar2,
document in out varchar2,
document_type in out varchar2)

このプロシージャの引数は、次のとおりです。

document_id 文書を一意に識別する文字列。これは、PL/SQL文書
（plsql:<procedure>/<document_identifier>）の「属性」
プロパティ画面のデフォルト値フィールドに指定する値と同じ文字
列です。<procedure>は、実際には、PL/SQLパッケージおよび
「パッケージ .プロシージャ」のフォームのプロシージャ名に置き換
えられます。句 <document_identifier>は、プロシージャに直
接渡す PL/SQL引数文字列に置き換えられます。引数文字列では、
文書を識別する必要があります。たとえば、plsql:po_wf.show_
req/2034となります。PL/SQL引数文字列の値を動的に生成する
場合は、PL/SQL引数の文字列を使用するかわりに、別の項目属性
を作成し、そこから対象の項目属性を「&item_attribute」とし
て参照します。次に、別に作成した項目属性を参照するアクティビ
ティが実行される前に、WF_ENGINE.SetItemAttribute APIをコー
ルして、PL/SQL引数の文字列値を動的に設定します。たとえば、
plsql:po_wf.show_req/&POREQ_NUMBERのように指定します。
7-10 Oracle8i Workflowガイド



PL/SQL文書の標準 API
display_type 通知表示に使用されるコンテンツ・タイプを表す 3つの値のうちの
1つ。要求タイプとも呼ばれます。

text/plain: 文書は、電子メール・メッセージから表示される通知のプ
レーン・テキスト表現に埋め込まれます。メール・メッセージ全体
を 32KB以内にする必要があるため、電子メール・テンプレートの
サイズによっては、プロシージャによって生成されるプレーン・テ
キスト文書の一部が切り捨てられることがあります。2-49ページの
「手順WF-11 メッセージ・テンプレートの変更」を参照してくださ
い。

text/html: 文書は、「通知」Web画面または電子メール・メッセージ
の HTML添付ファイルから表示される通知の HTML表現に埋め込
まれます。プロシージャでは、文書の HTML表現を 32KB以内で生
成する必要があります。ただし、文書の挿入先となる HTMLページ
には、すでに <HTML>や <BODY>などの最上位レベルのHTMLタ
グが含まれているため、これらのタグは除きます。最上位レベルの
HTMLタグが誤って入力されている場合は、文書属性がメッセージ
本文内で参照されるときに、これらのタグが Oracle Workflowによっ
て削除されます。また、通知システムがプレーン・テキストの前後
を適切な HTMLタグで自動的に囲んで書式を保持するため、プロ
シージャではプレーン・テキスト文書も生成できます。

空白 :  文書は、通知の別の添付ファイルとして表示されます。任意
のコンテンツ・タイプを戻すことができます。

document 32KB以内の文書テキストが戻されるアウトバウンド・テキスト・
バッファ。

document_type 文書のコンテンツ・タイプが戻されるアウトバウンド・テキスト・
バッファ。戻りタイプとも呼ばれます。タイプを指定しなければ、
「text/plain」と見なされます。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 4-13ページ「文書属性の定義」
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Oracle Workflow
8

Oracle Workflowのののの API

この章では、Oracle Workflowの APIについて説明します。APIは、ワークフロー・エンジ
ン、通知システムおよびワークフロー・データへのアクセスに使用できるビューと PL/SQL
の関数およびプロシージャで構成されています。
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Oracle Workflowのプロシージャと関数
Oracle Workflowのプロシージャと関数のプロシージャと関数のプロシージャと関数のプロシージャと関数
Oracle Workflowには、ワークフロー・プロセスを設定するためのパブリック PL/SQLプロ
シージャと関数のリストが用意されています。これらは、次のパッケージにまとめられてい
ます。

� WF_ENGINE: 8-13ページ

� WF_CORE: 8-67ページ

� WF_PURGE: 8-77ページ

� WF_DIRECTORY: 8-86ページ

� WF_PREF: 8-108ページ

� WF_MONITOR: 8-110ページ

� Oracle Workflowのビュー : 8-118ページ

� WF_QUEUE: 8-123ページ

� FND_DOCUMENT_MANAGEMENT: 8-145ページ

� WF_NOTIFICATIONS: 8-155ページ

ワークフロー・エンジンの概要ワークフロー・エンジンの概要ワークフロー・エンジンの概要ワークフロー・エンジンの概要
ワークフロー・エンジンは、各項目のワークフロー・プロセスで自動化されている処理をす
べて管理します。ワークフロー・エンジンはサーバー側の PL/SQLに実装されており、ワー
クフローのプロシージャまたは関数がコールされると起動されます。このエンジンは
Oracle8iに埋め込まれているため、ワークフローのサーバーがなんらかの原因で停止して
も、Oracle8iを使用して、障害の発生時に実行されていたワークフローのトランザクション
のリカバリと整合性を管理できます。

また、ワークフロー・エンジンをバックグラウンド・タスクとして設定し、リアル・タイム
で実行するにはコストがかかりすぎるアクティビティを実行できます。

ワークフロー・エンジンでは、クライアント・アプリケーションに対する次のサービスが実
行されます。

� 項目の全アクティビティのステータスを管理し、特に、前提条件アクティビティが完了
するたびに、どの新規アクティビティに進む（遷移する）かを決定します。

� 関数アクティビティを自動的に実行し、通知を送信します（アクティビティは即時に実
行されるか、バックグラウンド・エンジンで遅延処理されます）。

� アクティビティのステータスの履歴を保存します。

� エラー条件を検出し、エラー・プロセスを実行します。
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ワークフロー・エンジンの概要
ワークフロー項目のステータスは、その項目のプロセスの一部であるすべてのアクティビ
ティの様々なステータスによって定義されます。エンジンは、APIコールに応じてアクティ
ビティのステータスを変更し、一連のアクティビティ・コールを更新します。アクティビ
ティのステータスを更新する APIコールは、次のとおりです。

� CreateProcess: 8-16ページ

� StartProcess: 8-22ページ

� CompleteActivity: 8-56ページ

� CompleteActivityInternalName: 8-59ページ

� AssignActivity: 8-61ページ

� HandleError: 8-62ページ

� SuspendProcess: 8-26ページ

� ResumeProcess: 8-27ページ

� AbortProcess: 8-28ページ

エンジンは前のアクティビティの結果に基づいて、次のアクティビティを直接実行しようと
します。アクティビティのステータスは、次のとおりです。

� Active（アクティブ）:  アクティビティは実行中です。

� Complete（完了）:  アクティビティは正常に終了しました。

� Waiting（待機）:  アクティビティは実行待ちの状態です。

� Notified（通知済）:  通知アクティビティは配信済みでオープンされています。

� Deferred（遅延）:  アクティビティは延期されています。

� Error（エラー）:  アクティビティはエラーを起こして完了しました。

� Suspended（中断）:  アクティビティは中断されています。
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ワークフロー・エンジンの概要
Oracle Workflow Javaインタフェースインタフェースインタフェースインタフェース
Oracle Workflow Javaインタフェースには、あらゆる JavaプログラムをOracle Workflowと統
合するための手段が用意されています。Oracle Workflow EngineおよびNotification APIには、
パブリック・サーバーの PL/SQLパッケージおよび公開されているビューを介してアクセス
できます。Oracle Workflow Javaインタフェースでは、これらの APIが、Oracle Workflowと
やりとりするために任意の Javaプログラムからコールできる Javaメソッドとして公開され
ます。Javaメソッドは、WF_ENGINEおよびWF_NOTIFICATION PL/SQLパッケージ・プロ
シージャおよびビューを直接参照し、JDBCを介して Oracle Workflowデータベースとやりと
りします。

これらのメソッドは、Javaパッケージ「oracle.apps.fnd.wf.engine」内の EngineAPIクラス
と NotificationAPIクラスに定義されています。ワークフロー・エンジンまたは Notification
の APIに対応する Javaメソッドがある場合は、ドキュメント内で PL/SQL構文に続いて対
象の Javaメソッドの構文が表示されます。

Oracle Workflowのコンテキストのコンテキストのコンテキストのコンテキスト
それぞれの Javaメソッドでは、WFContextオブジェクトの入力が必要になります。この入力
は、ユーザーによってインスタンス化されるデータベース接続情報と、WFContextクラスに
よってインスタンス化されるリソース・コンテキスト情報から構成されます。Javaプログラ
ムからWorkflow Engine Java APIをコールするには、最初にクラスWFDBのデータベース変
数を、データベースのユーザー名、パスワードおよび別名でインスタンス化する必要があり
ます。また、オプションで JDBC文字列を指定することもできます。次に、データベース変
数で wCtxをインスタンス化する必要があります。

注意注意注意注意 : ワークフロー・エンジンでは、各関数アクティビティの前にセー
ブポイントを設定し、関数アクティビティによって生成されるエラーが検
出されるようにしています。アクティビティで、処理されない例外が生成
された場合、ワークフロー・エンジンはセーブポイントまでロールバック
し、アクティビティのステータスを ERRORに設定します。このため、関
数アクティビティの PL/SQLプロシージャでは、ユーザーがコミットする
ことはありません。コミットは、コール側のアプリケーションが行うた
め、ワークフロー・エンジンではコミットを発行しません。

データベース・トリガーや分散トランザクションなど、セーブポイントを
使用できない環境では、ワークフロー・エンジンは自動的に「セーブポイ
ントの使用不可」エラーを検出し、バックグラウンド・エンジンに対して
アクティビティの実行を遅延させます。
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ワークフロー・エンジンの概要
Javaプログラムのサンプルプログラムのサンプルプログラムのサンプルプログラムのサンプル
Oracle Workflowには、ワークフロー・エンジンのほとんどの Java APIのコール方法を示す
Javaプログラムのサンプルが用意されています。この Javaプログラム名はWFTestです。
WFTestは、様々な Java APIをコールしてWFDEMOプロセスを起動し、属性を設定または
取得し、プロセスを中断、再開および異常終了します。このプログラムを実行するには、事
前に Oracle JDBC実装と Oracleのサポートされるバージョンの CLASSPATHおよび LD_
LIBRARY_PATHが定義されていることを確認する必要があります。たとえば、UNIXでは
次のコマンドを使用します。

setenv CLASSPATH
<WF_installed_directory>/java/oracle/apps/fnd/wf/jar/
wfapi.jar:${ORACLE_HOME}/jdbc/lib/classes111.zip

setenv LD_LIBRARY_PATH ${ORACLE_HOME}/lib:${LD_LIBRARY_PATH}

WFTESTプログラムを実行するには、「oracle.apps.fnd.wf.WFTest」に対して Javaを実行しま
す。たとえば、UNIXの場合は、コマンドラインに次の文を入力します。

$java oracle.apps.fnd.wf.WFTest

ワークフロー・エンジンのその他の機能ワークフロー・エンジンのその他の機能ワークフロー・エンジンのその他の機能ワークフロー・エンジンのその他の機能
ワークフロー・エンジンでは、プロセスの管理の他に、次の機能もサポートしています。

� 処理の完了 :  8-5ページ

� 遅延処理 : 8-6ページ

� エラー処理 : 8-6ページ

� ループ : 8-7ページ

� バージョン /有効日付 : 8-8ページ

� 項目タイプ属性 : 8-9ページ

� 通知後関数 : 8-10ページ

� 強制同期プロセス : 8-11ページ

処理の完了処理の完了処理の完了処理の完了
プロセス・アクティビティが完了するとエンジン処理が起動され、Workflow Engine APIを
コールします。次に、エンジンは完了したアクティビティに依存するすべてのアクティビ
ティを実行（または遅延実行を示すマークを設定）しようとします。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 8-13ページ「Workflow Engine API」
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ワークフロー・エンジンの概要
遅延処理遅延処理遅延処理遅延処理
エンジンには、長時間かかるタスクをリアル・タイムではなくバックグラウンド・エンジン
で処理する遅延処理機能があります。アクティビティ関数の実行をバックグラウンド・エン
ジンでの処理に遅延させると、ワークフロー・エンジンは現在有効になっている他のアク
ティビティを処理できます。エンジンは、連続した処理で常に適格の作業を即時に実行する
か、何も処理しないですべてのトランジションに処理の遅延マークを付けるように設定でき
ます。

それぞれのアクティビティには、ユーザー定義の処理コストが含まれています。アクティビ
ティで、項目属性のみを設定するとコストが低減され、多量のリソースを使用する操作を実
行すると、コストが上がります。完了したアクティビティの結果によって、コストの高い関
数の実行がトリガーされる場合は、このような関数をバックグラウンド・エンジンに対して
延期する場合があります。

ワークフロー・エンジンは、Oracle8i Advanced Queuingと組み合せて、処理を延期できま
す。関数アクティビティのコストがメインのしきい値コストを超えている場合は、ワークフ
ローのステータス表で、このアクティビティのステータスが「DEFERRED」に設定され、
「遅延」アクティビティ用の特殊なキューに挿入されます。バックグラウンド・エンジンと
呼ばれる特別なキュー・プロセッサが、「遅延」キューのアクティビティをチェックして処
理します。「遅延」アクティビティの処理は、アクティビティがキューに挿入された順序で
実行されます。1つ以上のバックグラウンド・エンジンを常に有効に設定する必要がありま
す。サイトによっては、個別のしきい値や項目タイプを指定して複数のバックグラウンド・
エンジンを稼働し、どのバックグラウンド・エンジンでも、稼働しない時間が短くなるよう
にすることができます。

エラー処理エラー処理エラー処理エラー処理
通常、コール元ではエラーに応答する方法がわからないため、ワークフロー実行中に発生し
たエラーをコール元に直接戻すことはできません（実際には、コール元は担当のオペレータ
がいないバックグラウンド・エンジンである場合があります）。Oracle Workflow Builderを
使用すると、エラー発生時に発生させるイベントを定義できます。Oracle Workflow Builder
を使用して、「システム :  エラー」項目タイプに関連したデフォルト・エラー・プロセスを
変更する方法と、独自のカスタム・エラー・プロセスを作成する方法があります。6-17ペー
ジの「デフォルト・エラー・プロセス」を参照してください。

注意注意注意注意 : プロセス全体が完了しても、到達したのに未完了のアクティビ
ティが含まれている場合があります。たとえば、完了したプロセスに、指
定した待機時間が経過しなかったために完了していない、標準の「待機」
アクティビティが含まれている場合があります。プロセス全体が完了する
と、ワークフロー・エンジンは、これらの未完了アクティビティのステー
タスを「完了」に設定し、結果を「#FORCE」にしてマークします。この
区別は、ワークフロー・モニターを介してプロセスのステータスを見直す
ときに重要になります。
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ワークフロー・エンジンの概要
エラー・プロセスに、エラー・コードに基づく分岐を含めたり、通知の送信、失敗したアク
ティビティのリセット、再試行またはスキップなどを自動化するルールを使用したエラー処
理が可能です。エラー・プロセスを定義した後で、アクティビティに関連付けることができ
ます。これにより、そのアクティビティにエラーが発生するたびに、エラー・プロセスが実
行されます。4-48ページの「オプションのアクティビティ詳細の定義」を参照してくださ
い。

ワークフロー・エンジンでは、各関数アクティビティの前にセーブポイントを設定し、関数
アクティビティによって生成されるエラーが検出されるようにしています。アクティビティ
で、処理されない例外が生成された場合、ワークフロー・エンジンはセーブポイントまで
ロールバックし、アクティビティのステータスを ERRORに設定します。

その後、ワークフロー・エンジンは、エラーが発生したアクティビティを実行してエラー・
プロセスに進み、対応するエラー・プロセスが見つかるまで各親プロセス・アクティビティ
をチェックします。

ループループループループ
ループは、あるアクティビティが完了した結果、すでに完了している別のアクティビティに
進んだ場合に発生します。最初のアクティビティは、再実行アクティビティとして検出され
るもので、ループ・ポイントまたはピボット・アクティビティとも呼ばれます。ワークフ
ロー・エンジンには、再実行アクティビティについて次の 3通りの処理方法が用意されてい
ます。

� 再実行アクティビティを無視し、スレッドのそれ以降の処理を中止して、実際にはこの
アクティビティが 1回しか実行されないようにします。

� 再実行する前に、最初に実行したロジックを使用して対象ループをループ・ポイントに
リセットし、ループ内のアクティビティを取り消します。

� 対象ループ内で、ロジックを実行せずにループ・ポイントおよびすべてのアクティビ
ティを再実行します。

それぞれのアクティビティには、Oracle Workflow Builderの「詳細」プロパティ画面に
「再到達時」ドロップ・ダウン・フィールドがあります。「再到達時」ドロップ・ダウン・リ
ストを使用すると、ワークフロー・エンジンがワークフロー・プロセスのアクティビティを
再実行するときにどのように機能するかを指定できます。このフィールドには、「無視」、
「再設定」または「ループ」を設定できます。

「再到達時」を「無視」に設定すると、複数の場所からトランジションが発生しても、アク
ティビティを 1回しか実行しないようにする場合に役立ちます。たとえば、このモードを使

注意注意注意注意 : このため、関数アクティビティの PL/SQLプロシージャでは、
ユーザーがコミットすることはありません。コミットは、コール側のアプ
リケーションが行うため、ワークフロー・エンジンではコミットを発行し
ません。
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ワークフロー・エンジンの概要
用して「論理 OR」タイプのアクティビティを実装し、トランジションが何回行われても最
初のトランジションの後で終了できます。

「再到達時」を「再設定」に設定すると、ループ内でアクティビティのステータスをリセッ
トしてから、アクティビティを再実行する場合に役立ちます。リセットすると、ワークフ
ロー・エンジンでは、次の処理が実行されます。

� ピボット・アクティビティ以降に通過した全アクティビティのリストを作成します。

� アクティビティのリストを逆にたどって、各アクティビティを取り消し、そのステータ
スを再設定します。

アクティビティの取消しは、アクティビティの実行に似ていますが、アクティビティは
RUNモードではなく CANCELモードで実行されます。CANCELモードには、安全のための
ロジックを定義して、それまでに RUNモードで実行されたすべての操作を取り消すことが
できます。

FYI通知アクティビティを含むループのピボット・アクティビティの場合は、「再到達時」
を「再設定」に設定すると、以前の通知が取り消されてから、ループが再実行され、通知ア
クティビティの現行の実行者に新規通知が送信されます。

アクティビティの「再到達時」を「ループ」に設定すると、ループ内でアクティビティのス
テータスをリセットせずに、アクティビティを再実行するのみの場合に役立ちます。「ルー
プ」に設定すると、アクティビティに対して CANCELモードのロジックは実行されず、ア
クティビティが RUNモードで再実行されます。

FYI通知アクティビティを含むループのピボット・アクティビティの場合は、「再到達時」
を「ループ」に設定すると、以前の通知はオープンのままでループが再実行され、通知アク
ティビティの現行の実行者に新規通知が送信されます。

バージョンバージョンバージョンバージョン /有効日付有効日付有効日付有効日付
プロセス定義のいくつかのワークフロー・オブジェクトには、バージョン番号が付けられて
おり、常にそのオブジェクトの複数バージョンを使用できるようになっています。この種の
オブジェクトは、次のとおりです。

� アクティビティ :  通知、関数およびプロセス

注意注意注意注意 : 関数アクティビティではバージョン管理をサポートしていますが、
基礎となる PL/SQLコードでは、開発者がこの機能を実装しない限りサ
ポートしていません。PL/SQLコード内の既存のアクティビティでサポー
トしていない新しいアクティビティ属性を参照することや、結果の選択肢
コードを戻すことはできません。
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ワークフロー・エンジンの概要
� アクティビティ属性

� プロセス・アクティビティ・ノード

� アクティビティ属性値

� アクティビティ・トランジション

前述のオブジェクトのいずれかを Oracle Workflow Builderで編集し、データベースに保存す
ると、Oracle Workflowでは、バージョン番号が 1だけ増やされ、そのオブジェクトまたは所
有オブジェクトの新バージョンが自動的に作成されます。前述のオブジェクトの編集結果を
既存のファイルに保存すると、元のオブジェクトが上書きされます。まだ実行中のプロセ
ス・インスタンスがあるときに、ワークフロー・サーバー内で基礎となるワークフロー定義
をアップグレードすると、そのプロセス・インスタンスは、最初に実行されたときのバー
ジョンのワークフロー・オブジェクト定義を使用して引き続き実行されます。

プロセスの実行時に、ワークフロー・エンジンで定義のどのバージョンを使用するかは、有
効日付によって制御されます。プロセスの編集時には、「即時」または将来の有効日付を定
義して保存できます。新しいプロセス・インスタンスが開始されると、常にこの時点で有効
に設定されているバージョンが使用されます。3-11ページの「項目タイプのオープンと保
存」を参照してください。

Oracle Workflowでは、他のワークフロー・オブジェクトのバージョンは保守されないため
注意してください。次のオブジェクトに関する変更を保存すると、そのオブジェクトの既存
の定義が上書きされます。

� 項目属性

� メッセージ

� 選択肢タイプ

項目タイプ属性項目タイプ属性項目タイプ属性項目タイプ属性
項目ごとに、設計時と実行時の両方の時点で一連の項目タイプ属性が定義されます。これら
の属性は、その項目タイプに関連付けられているプロセスで使用する関数アクティビティと
通知アクティビティに情報を提供します。

項目タイプ属性を実行時に定義する場合は、適切なWorkflow Engine APIを使用して、個々
の属性、または同じタイプの複数の属性を含む配列を追加できます。同様に、既存の属性の
値を個別に設定する方法と、同じタイプの複数の属性を含む配列の値を設定する方法があり
ます。

一度に多数の項目タイプ属性の値を追加または設定する場合は、配列 APIを使用します。こ
れらの APIでは、Oracle8iの一括バインド機能によりデータベース操作数が減少し、パ
フォーマンスが改善されます。8-38ページの「AddItemAttributeArray」および 8-44ページ
の「SetItemAttributeArray」を参照してください。
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ワークフロー・エンジンの概要
通知後関数通知後関数通知後関数通知後関数
通知アクティビティに対して、1つの通知後関数を関連付けることができます。ワークフ
ロー・エンジンでは、通知の配信後に、通知のステータス更新に応じて通知後関数が実行さ
れます。たとえば、通知の受信者が通知を転送して譲渡したときに、通知後関数が実行され
るように指定できます。通知後関数をバックエンド・ロジックで実行し、転送や譲渡が適切
かどうかを検証したり、他にサポートしているロジックを実行することもできます。

通知後関数は PL/SQLプロシージャの一種で、関数アクティビティで必要な標準 APIと同
じものを使用して記述されています。7-2ページの「関数アクティビティがコールする
PL/SQLプロシージャの標準 API」を参照してください。

通知後関数を指定すると、ワークフロー・エンジンでは、最初にコンテキスト情報が設定さ
れます。この情報は、次の 2種類のグローバル・エンジン変数を介して、関数で使用されま
す。

� WF_ENGINE.context_nid = notification_ID。

� WF_ENGINE.context_text = new recipient_role（通知後関数が FORWARDまたは
TRANSFERモードでコールされた場合）。この変数は、通知の転送または譲渡先となる
新しいロールを表します。

または

WF_ENGINE.context_text = responder（通知後関数がRESPONDモードでコールされた場合）。

これらのグローバル・エンジン変数は、PL/SQL関数内で参照できます。

通知のステータスが変わると、通知のコールバック関数は、通知のステータス（RESPOND、
FORWARDまたは TRANSFER）と一致するモードで通知後関数を実行します。

通知システムが RESPONDモードで通知後関数の実行を終了すると、ワークフロー・エンジ
ンは自動的にその通知後関数を RUNモードで再実行します。このモードでは、通知後関数
で投票集計のような追加の処理を実行できます。

注意注意注意注意 : これらの配列 APIでは、タイプによりグループ化された複数の項
目タイプ属性からなる配列が処理されます。Oracle Workflowでは、配列自
体からなる個別の項目タイプ属性はサポートされません。

注意注意注意注意 : responderの値は、受信者が応答で使用する通知インタフェースに
よって異なります。受信者が「通知」Web画面を使用して応答した場合、
responderには受信者のロール名が設定されます。受信者が電子メールで応
答した場合は、responderは「email:responder_email_address」に設定され
ます。
8-10 Oracle8i Workflowガイド



ワークフロー・エンジンの概要
通知アクティビティがタイムアウトになると、ワークフロー・エンジンはそのアクティビ
ティの通知後関数を TIMEOUTモードで実行します。投票アクティビティの場合、
TIMEOUTモードのロジックでは、タイムアウトになるまでに受け取った投票の集計方法を
識別する必要があります。

通知後関数が完了すると、2つのグローバル・エンジン変数は無効になります。

最終手順として、通知後関数が TRANSFERモードで実行され、通知アクティビティの
「ロールの拡張」がオフになっている場合は、その通知に割り当てられているユーザーが指
定の新規ロール名に設定されます。

強制同期プロセス強制同期プロセス強制同期プロセス強制同期プロセス
ワークフロー・プロセスに、シングル・スレッド内で連続した関数アクティビティが含まれ
ており、これらのアクティビティがバックグラウンド・エンジンに対して遅延しなければ、
ワークフロー・プロセスは同期的に実行されます。これらのアクティビティが終了し、通知
アクティビティ、「ブロック」アクティビティ、「待機」アクティビティ、「遅延」アクティ
ビティまたは「終了」アクティビティに達すると、ワークフロー・エンジンは、コールした
アプリケーションに制御を戻します。

ワークフロー・エンジンは、強制同期プロセスと呼ばれる、特別なクラスの同期プロセスも
サポートしています。強制同期プロセスは、開始から終了まで 1つの SQLセッションで完
了し、データベース表に対して挿入または更新を行いません。そのため、強制同期プロセス
の実行速度は、通常の同期プロセスよりもかなり速くなります。

アプリケーションで、実行情報の記録は不要として、特殊な結果をすばやく出力するため
に、強制同期プロセスが必要な場合があります。たとえば、Oracle Applicationsで、複数の
製品で勘定科目生成処理ワークフローを使用して、様々な表から導出された一連の連結セグ
メントによって、有効なフレックスフィールド・コードを生成する場合です。この場合は、
勘定科目生成処理ワークフローが強制同期プロセスとなり、ここで計算が実行され、完了し
たフレックスフィールド・コードが、コールしたアプリケーションに即時に戻されます。

強制同期プロセスを作成するには、プロセスの itemkeyを #SYNCHまたは wf_engine.eng_
synchに設定する必要があります。これにより、必要なWF_ENGINE APIをコールすると、
#SYNCH定数が戻されます。強制同期プロセスでは、データベースに対して書込みを行わな
いため、#SYNCHなどの重複した itemkeyを使用しても問題ありません。ただし、プロセス
定義は次の制限事項に従う必要があります。

注意注意注意注意 : 通知後関数で ERROR:<errcode>が戻されるか、例外が発生する
と、ワークフロー・エンジンは応答、転送または譲渡の処理を異常終了し
ます。たとえば、通知後関数を FORWARDモードで実行した場合に、転
送先のロールが不正なために例外が発生すると、エラーが表示され、転送
処理を実行できなくなります。通知の受信者は、もう一度なんらかの処理
を行うように要求されます。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 8-151ページ「通知モデル」
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ワークフロー・エンジンの概要
� 通知アクティビティは使用できません。

� 制限付きのブロック・タイプ・アクティビティは使用できません。1つのプロセスが
WF_ENGINE.CompleteActivityをコールしてブロックおよび再開できるのは、ブロッ
クされるアクティビティと再開されるアクティビティが次の場合のみです。

– アクティビティが同じデータベース・セッションで発生する場合

– アクティビティ内で Oracle Workflowをコールしない場合

– アクティビティ内でコミットしない場合

� エラー・プロセスは、プロセスに割り当てることも、そのプロセスのアクティビティに
割り当てることもできません。

� それぞれの関数アクティビティは、「再到達時」が「ループ」に設定されている場合と
同様に動作し、実際の「再到達時」の設定に関係なく、CANCEL以外のモードで実行さ
れます。このプロセスでは、ループを使用することもできます。

� 「マスター /ディテール連携」アクティビティは使用できません。

� 各アクティビティからのトランジションの結果が異なるため、このプロセスでは並列フ
ローは使用できません。これは、並列フローが生成されるため、<Any>トランジション
も使用できないことを表します。

� 次の標準アクティビティは、いずれも使用できません。

– And

– ブロック（前述の制限付きのブロックの箇所に説明されているように、制約があり
ます。）

– スレッド遅延

– 待機

– 継続フロー /フロー待ち

– ロール解決

– 投票

– 実行時間比較

– 通知

� バックグラウンド・エンジンは使用できません。つまり、アクティビティで遅延は発生
しません。

� データは、Oracle Workflowの表に書き込まれないため、次のようになります。

– このプロセスはワークフロー・モニターで参照できません。

– このプロセスには監査機能を使用できません。
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� 次のWF_ENGINE APIコールのみが作成されます。いずれの場合も、これらの APIで提
供される itemkeyは、#SYNCHまたはwf_engine.eng_synchとして指定する必要がありま
す。

– WF_ENGINE.CreateProcess

– WF_ENGINE.StartProcess

– WF_ENGINE.GetItemAttribute

– WF_ENGINE.SetItemAttribute

– WF_ENGINE.GetActivityAttribute

– WF_ENGINE.CompleteActivity（ブロック・タイプ・アクティビティの制限使用の場
合）

� WF_ENGINE APIは、現行の同期項目に対する項目以外の項目には使用できません。

Workflow Engine API
Workflow Engine APIは、ランタイム・フェーズでアプリケーション・プログラムやワーク
フロー関数によってコールされ、エンジンとの通信や各アクティビティのステータス変更を
行います。これらの APIは、WF_ENGINEという PL/SQLパッケージで定義されています。

Workflow Engine APIの多くには、対応する Javaメソッドも定義されています。これらの
Javaメソッドは、任意の Javaプログラムからコールして、Oracle Workflowに取り込むこ
とができます。次のリストは、Workflow Engine APIをどのように使用できるか（つまり
PL/SQL関数 /プロシージャ、Javaメソッドのいずれか、またはその両方として使用できる
か）を表しています。

注意注意注意注意 : 強制同期プロセスでエラーが見つかった場合は、同期モードで一
意の項目キーを使用してプロセスに戻り、ワークフロー・モニターまたは
スクリプト wfstat.sqlを使用してエラー・スタックをチェックする必要が
あります。同期プロセスが正常終了しているのに、強制同期プロセスでエ
ラーが見つかった場合は、前述の制約に違反していることが原因と考えら
れます。14-12ページの「wfstat.sql」を参照してください。

注意注意注意注意 : Javaでは大文字 /小文字が区別されます。Javaのネーミング規則
に従って、すべての Javaメソッド名の先頭文字は小文字となります。
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� CreateProcess: 8-16ページ — PL/SQLおよび Java

� SetItemUserKey: 8-18ページ — PL/SQL

� GetItemUserKey: 8-19ページ — PL/SQL

� GetActivityLabel: 8-20ページ — PL/SQL

� SetItemOwner: 8-21ページ — PL/SQL

� StartProcess: 8-22ページ — PL/SQLおよび Java

� LaunchProcess: 8-24ページ — PL/SQLおよび Java

� SuspendProcess: 8-26ページ — PL/SQLおよび Java

� ResumeProcess: 8-27ページ — PL/SQLおよび Java

� AbortProcess: 8-28ページ — PL/SQLおよび Java

� CreateForkProcess: 8-30ページ — PL/SQL

� StartForkProcess: 8-32ページ — PL/SQL

� Background: 8-33ページ — PL/SQL

� AddItemAttribute: 8-35ページ — PL/SQLおよび Java

� AddItemAttributeArray: 8-38ページ — PL/SQL

� SetItemAttribute: 8-40ページ — PL/SQLおよび Java

� SetItemAttrDocument: 8-42ページ — PL/SQLおよび Java

� SetItemAttributeArray: 8-44ページ — PL/SQL

� getItemTypes: 8-46ページ — Java

� GetItemAttribute: 8-47ページ — PL/SQL

� GetItemAttrDocument: 8-48ページ — PL/SQL

� getItemAttributes: 8-49ページ — Java

� GetItemAttrInfo: 8-50ページ — PL/SQL

� GetActivityAttrInfo: 8-51ページ — PL/SQL

� GetActivityAttribute: 8-52ページ — PL/SQL

� BeginActivity: 8-54ページ — PL/SQL

� CompleteActivity: 8-56ページ — PL/SQL

� CompleteActivityInternalName: 8-59ページ — PL/SQL

� AssignActivity: 8-61ページ — PL/SQL
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� HandleError: 8-62ページ — PL/SQL

� SetItemParent: 8-64ページ — PL/SQL

� ItemStatus: 8-65ページ — PL/SQLおよび Java

� getProcessStatus: 8-66ページ — Java

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 7-2ページ「関数アクティビティがコールする PL/SQLプロ
シージャの標準 API」
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CreateProcess

PL/SQL構文構文構文構文
procedure CreateProcess

(itemtype in varchar2,
 itemkey in varchar2,
 process in varchar2 default '');

Java構文構文構文構文
public static boolean createProcess

(WFContext wCtx,
 String itemType,
 String itemKey,
 String process)

説明説明説明説明
アプリケーション項目に対して新しいランタイム・プロセスを作成します。

たとえば、「購買依頼」項目タイプには、最上位レベルのプロセスとして「購買依頼承認」
プロセスがあります。特定の購買申請が作成されると、アプリケーションは CreateProcess
をコールして、定義されたプロセスの開始に必要な情報を設定します。

引数（入力）引数（入力）引数（入力）引数（入力）
wCtx ワークフローのコンテキスト情報。Javaメソッドの場合にのみ必須で

す。8-4ページの「Oracle Workflowのコンテキスト」を参照してく
ださい。

itemtype 有効な項目タイプ。項目タイプは Oracle Workflow Builderで定義され
ます。

itemkey 通常はアプリケーション・オブジェクトの主キーから導出される文字
列。文字列では、項目タイプの項目を一意に識別します。項目タイプ
とキーで新規プロセスを識別し、そのプロセスの後続のすべての API
コールに渡す必要があります。

process その項目の特定のプロセスを選択するためのオプションの引数。プロ
セスの内部名を指定します。プロセスが未入力の場合は、項目タイプ
のセレクタ関数が使用され、実行する最上位レベルのプロセスが判別
されます。セレクタ関数を指定せず、この引数を NULLにすると、エ
ラーが発生します。

注意注意注意注意 : itemkeyとして #SYNCHを渡して、強制同期プロセスを作成でき
ます。8-11ページの「強制同期プロセス」を参照してください。
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注意注意注意注意 : データベース・トリガーから CreateProcess( )および StartProcess( 
)をコールしてワークフロー・プロセスを開始できますが、状況によって
はこの方法を使用しないでください。たとえば、データベース・エンティ
ティにヘッダー、行および詳細があり、そのエンティティのヘッダー・レ
ベルで AFTER INSERTトリガーからワークフロー・プロセスを実行する
と、ワークフロー・プロセスが失敗することがあります。これは、プロセ
ス内の後続のアクティビティによって、まだ値が挿入されていないエン
ティティの行レベルや詳細レベルの情報が要求されることがあるためで
す。

注意注意注意注意 : ワークフロー・エンジンは、エラー発生時に直前のアクティビ
ティにロールバックできるように、各アクティビティを実行する前に常に
セーブポイントを発行します。データベース・トリガーや分散トランザク
ションなど、セーブポイントを使用できない環境では、ワークフロー・エ
ンジンは自動的に「セーブポイントの使用不可」エラーを検出し、アク
ティビティの実行を遅延させます。ワークフロー・プロセスをデータベー
ス・トリガーから開始する必要があれば、初期の「開始」アクティビティ
を即時にバックグラウンド・エンジンに遅延して、データベース・トリ
ガーから実行されないようにする必要があります。
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SetItemUserKey

PL/SQL構文構文構文構文
procedure SetItemUserKey

(itemtype in varchar2,
 itemkey in varchar2,
 userkey in varchar2);

説明説明説明説明
最初は項目タイプと項目キーで識別されるプロセス内の項目について、ユーザーが親しみや
すい識別子を設定できます。ユーザー・キーは、ワークフロー・モニターや、Oracle 
Workflowの他のユーザー・インタフェースのコンポーネント内で項目を検索するための、
ユーザーが親しみやすい識別子として使用します。

引数（入力）引数（入力）引数（入力）引数（入力）
itemtype 有効な項目タイプ。

itemkey 通常、アプリケーション・オブジェクトの主キーから生成される文字
列。文字列では、項目タイプの項目を一意に識別します。項目タイプ
と項目キーにより、プロセス内の項目が識別されます。8-16ページの
「CreateProcess」を参照してください。

userkey 指定した項目タイプと項目キーで識別される項目に割り当てるユー
ザー・キー。
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GetItemUserKey

PL/SQL構文構文構文構文
function GetItemUserKey

(itemtype in varchar2,
 itemkey in varchar2)
 return varchar2;

説明説明説明説明
項目タイプと項目キーで識別されるプロセス内の項目に割り当てられている、ユーザーが親
しみやすいキーを戻します。ユーザー・キーは、ワークフロー・モニターや、Oracle 
Workflowの他のユーザー・インタフェースのコンポーネント内で項目を検索するための、
ユーザーが親しみやすい識別子です。

引数（入力）引数（入力）引数（入力）引数（入力）
itemtype 有効な項目タイプ。

itemkey 通常、アプリケーション・オブジェクトの主キーから生成される文字
列。文字列では、項目タイプの項目を一意に識別します。項目タイプ
と項目キーにより、プロセス内の項目が識別されます。8-16ページの
「CreateProcess」を参照してください。
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GetActivityLabel

PL/SQL構文構文構文構文
function GetActivityLabel

(actid in number)
return varchar2;

説明説明説明説明
内部アクティビティ・インスタンス IDを指定すると、アクティビティのインスタンス・ラ
ベルを戻します。戻されるラベルの書式は、次のとおりです。これは、CompleteActivityや
HandleErrorなど、アクティビティ・ラベルを引数として受け入れる他のWorkflow Engine 
APIに渡すのに適した書式です。

<process_name>:<instance_label>

引数（入力）引数（入力）引数（入力）引数（入力）
actid アクティビティ・インスタンス ID。
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SetItemOwner

PL/SQL構文構文構文構文
procedure SetItemOwner

(itemtype in varchar2,
 itemkey in varchar2,
 owner in varchar2);

説明説明説明説明
既存項目の所有者を設定します。所有者には、有効なロールを指定する必要があります。通
常、トランザクションを開始するロールは、プロセス所有者として割り当てられます。これ
により、ロールの関係者は、ワークフロー・モニターでプロセス・インスタンスのステータ
スを検索および参照できます。

引数（入力）引数（入力）引数（入力）引数（入力）
itemtype 有効な項目タイプ。項目タイプは Oracle Workflow Builderで定義され

ます。

itemkey アプリケーション・オブジェクトの主キーから導出される文字列。文
字列では、項目タイプの特定の項目を識別します。項目タイプとキー
で新規プロセスを識別し、そのプロセスの後続のすべての APIコール
に渡す必要があります。

owner 有効なロール。
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StartProcess

PL/SQL構文構文構文構文
procedure StartProcess

(itemtype in varchar2,
 itemkey in varchar2);

Java構文構文構文構文
public static boolean startProcess

(WFContext wCtx,
 String itemType,
 String itemKey)

説明説明説明説明
指定したプロセスの実行を開始します。エンジンは STARTとマークされたアクティビティ
を検出し、それを実行します。最初に CreateProcess ( )がコールされ、StartProcess ( )を
コールする前に itemtypeと itemkeyを定義します。

引数（入力）引数（入力）引数（入力）引数（入力）
wCtx ワークフローのコンテキスト情報。Javaメソッドの場合にのみ必須で

す。8-4ページの「Oracle Workflowのコンテキスト」を参照してく
ださい。

itemtype 有効な項目タイプ。

itemkey アプリケーション・オブジェクトの主キーから導出される文字列。文
字列では、項目タイプの項目を一意に識別します。項目タイプと項目
キーにより、プロセスが識別されます。8-16ページの
「CreateProcess」を参照してください。

注意注意注意注意 : トリガーから CreateProcess( )および StartProcess( )をコールして
ワークフロー・プロセスを開始できますが、状況によってはこの方法を使
用しないでください。たとえば、データベース・エンティティにヘッ
ダー、行および詳細があり、そのエンティティのヘッダー・レベルで
AFTER INSERTトリガーからワークフロー・プロセスを実行すると、ワー
クフロー・プロセスが失敗することがあります。これは、プロセス内の後
続のアクティビティによって、まだ値が挿入されていないエンティティの
行レベルや詳細レベルの情報が要求されることがあるためです。
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ワークフロー・プロセスをデータベース・トリガーから開始する必要があれば、初期の「開
始」アクティビティを即時にバックグラウンド・エンジンに遅延して、データベース・トリ
ガーから実行されないようにする必要があります。そのためには、次の方法があります。

– 「プロセス開始」アクティビティのコストを、ワークフロー・エンジンのしきい値より
大きい値に設定します（デフォルト値は 0.5）。

または

– プロセスを開始する前に、ワークフロー・エンジンのしきい値を 0より小さい値に設定
します。

begin 
save_threshold := WF_ENGINE.threshold;
WF_ENGINE.threshold := -1;
WF_ENGINE.CreateProcess(...);
WF_ENGINE.StartProcess(...);

--Always reset threshold or all activities in this
--session will be deferred.

WF_ENGINE.threshold := save_threshold;
end

（この方法では、最初の方法と同じ効果が得られますが、初期の「開始」アクティビ
ティはコストが変化しても常に遅延されるため、より安全です。）

注意注意注意注意 : ワークフロー・エンジンは、エラー発生時に直前のアクティビ
ティにロールバックできるように、各アクティビティを実行する前に常に
セーブポイントを発行します。この機能では、セーブポイントとロール
バックをデータベース・トリガーに含めることはできないため、ワークフ
ロー・プロセスをデータベース・トリガーから実行することは避ける必要
があります。

注意注意注意注意 : itemkeyとして #SYNCHを渡して、強制同期プロセスを作成でき
ます。8-11ページの「強制同期プロセス」を参照してください。
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LaunchProcess

PL/SQL構文構文構文構文
procedure LaunchProcess

(itemtype in varchar2,
 itemkey in varchar2,
 process in varchar2 default '',
 userkey in varchar2 default '',
 owner in varchar2 default '');

Java構文構文構文構文
public static boolean LaunchProcess

(WFContext wCtx,
 String itemType,
 String itemKey,
 String process,
 String userKey,
 String owner)

説明説明説明説明
新しいランタイム・プロセスを作成し、指定したプロセスを開始して実行します。このプロ
シージャは、CreateProcessと StartProcessを組み合せたラッパーです。

引数（入力）引数（入力）引数（入力）引数（入力）
wCtx ワークフローのコンテキスト情報。Javaメソッドの場合にのみ必須で

す。8-4ページの「Oracle Workflowのコンテキスト」を参照してく
ださい。

itemtype 有効な項目タイプ。

itemkey アプリケーション・オブジェクトの主キーから導出される文字列。文
字列では、項目タイプの特定の項目を識別します。項目タイプとキー
で新規プロセスを識別し、そのプロセスの後続のすべての APIコール
に渡す必要があります。

process その項目の特定のプロセスを選択するためのオプションの引数。プロ
セスの内部名を指定します。プロセスが未入力の場合は、項目タイプ
のセレクタ関数が使用され、実行する最上位レベルのプロセスが判別
されます。この引数のデフォルトは NULLです。

注意注意注意注意 : itemkeyとして #SYNCHを渡して、強制同期プロセスを作成でき
ます。8-11ページの「強制同期プロセス」を参照してください。
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userkey 指定した項目タイプと項目キーで識別される項目に割り当てるユー
ザー・キー。userkeyが NULLの場合は、項目インスタンスに userkey
は割り当てられません。

owner 項目の所有者として設定されている有効なロール。所有者が NULLの
場合は、プロセスに ownerは割り当てられず、プロセスを監視できる
のはワークフローの管理者ロールのみとなります。

注意注意注意注意 : データベース・トリガーから CreateProcess( )および StartProcess( )
をコールしてワークフロー・プロセスを開始できますが、状況によっては
この方法を使用しないでください。たとえば、データベース・エンティ
ティにヘッダー、行および詳細があり、そのエンティティのヘッダー・レ
ベルで AFTER INSERTトリガーからワークフロー・プロセスを実行する
と、ワークフロー・プロセスが失敗することがあります。これは、プロセ
ス内の後続のアクティビティによって、まだ値が挿入されていないエン
ティティの行レベルや詳細レベルの情報が要求されることがあるためで
す。

注意注意注意注意 : ワークフロー・エンジンは、エラー発生時に直前のアクティビ
ティにロールバックできるように、各アクティビティを実行する前に常に
セーブポイントを発行します。データベース・トリガーや分散トランザク
ションなど、セーブポイントを使用できない環境では、ワークフロー・エ
ンジンは自動的に「セーブポイントの使用不可」エラーを検出し、アク
ティビティの実行を遅延させます。ワークフロー・プロセスをデータベー
ス・トリガーから開始する必要があれば、初期の「開始」アクティビティ
を即時にバックグラウンド・エンジンに遅延して、データベース・トリ
ガーから実行されないようにする必要があります。
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SuspendProcess

PL/SQL構文構文構文構文
procedure SuspendProcess

(itemtype in varchar2,
 itemkey in varchar2,
 process in varchar2 default '');

Java構文構文構文構文
public static boolean suspendProcess

(WFContext wCtx,
 String itemType,
 String itemKey,
 String process)

説明説明説明説明
新規のトランジションが発生しないように、プロセスの実行を保留します。
CompleteActivity( )をコールすれば処理中の通知を完了できますが、ワークフローでは次のア
クティビティには進みません。ResumeProcess( )をコールして、保留中のプロセスを再開しま
す。

引数（入力）引数（入力）引数（入力）引数（入力）
wCtx ワークフローのコンテキスト情報。Javaメソッドの場合にのみ必須で

す。8-4ページの「Oracle Workflowのコンテキスト」を参照してく
ださい。

itemtype 有効な項目タイプ。

itemkey アプリケーション・オブジェクトの主キーから生成される文字列。文
字列では、項目タイプの項目を一意に識別します。項目タイプと項目
キーにより、プロセスが識別されます。8-16ページの
「CreateProcess」を参照してください。

process その項目タイプの特定のサブプロセスを選択するためのオプションの
引数。プロセス・アクティビティのラベル名を指定します。プロセ
ス・アクティビティのラベル名で特定のサブプロセスを識別できない
場合は、ラベル名の前に親プロセスの内部名を追加できます。たとえ
ば、<parent_process_internal_name>:<label_name>と指定
します。この引数が NULLの場合は、項目の最上位レベルのプロセス
が中止されます。この引数のデフォルト値は NULLです。
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ResumeProcess

PL/SQL構文構文構文構文
procedure ResumeProcess

(itemtype in varchar2,
 itemkey in varchar2,
 process in varchar2 default '');

Java構文構文構文構文
public static boolean resumeProcess

(WFContext wCtx,
 String itemType,
 String itemKey,
 String process)

説明説明説明説明
保留中のプロセスを通常の実行状態に戻します。これにより、プロセスの保留中にトランジ
ションが発生したアクティビティが実行されます。

引数（入力）引数（入力）引数（入力）引数（入力）
wCtx ワークフローのコンテキスト情報。Javaメソッドの場合にのみ必須で

す。8-4ページの「Oracle Workflowのコンテキスト」を参照してく
ださい。

itemtype 有効な項目タイプ。

itemkey アプリケーション・オブジェクトの主キーから生成される文字列。文
字列では、項目タイプの項目を一意に識別します。項目タイプと項目
キーにより、プロセスが識別されます。8-16ページの
「CreateProcess」を参照してください。

process その項目タイプの特定のサブプロセスを選択するためのオプションの
引数。プロセス・アクティビティのラベル名を指定します。プロセ
ス・アクティビティのラベル名で特定のサブプロセスを識別できない
場合は、ラベル名の前に親プロセスの内部名を追加できます。たとえ
ば、<parent_process_internal_name>:<label_name>と指定
します。この引数が NULLの場合は、項目の最上位レベルのプロセス
が再開されます。この引数のデフォルト値は NULLです。
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AbortProcess

PL/SQL構文構文構文構文
procedure AbortProcess

(itemtype in varchar2,
 itemkey in varchar2,
 process in varchar2 default '',
 result in varchar2 default eng_force);

Java構文構文構文構文
public static boolean abortProcess

(WFContext wCtx,
 String itemType,
 String itemKey,
 String process,
 String result)

説明説明説明説明
プロセスの実行を異常終了し、未完了の通知を取り消します。プロセスのステータスは、
result引数で指定した結果によって COMPLETEとみなされます。また、未完了の通知や
サブプロセスは、result引数に関係なく、結果によって強制的に COMPLETEのステータ
スが設定されます。

引数（入力）引数（入力）引数（入力）引数（入力）
wCtx ワークフローのコンテキスト情報。Javaメソッドの場合にのみ必須で

す。8-4ページの「Oracle Workflowのコンテキスト」を参照してく
ださい。

itemtype 有効な項目タイプ。

itemkey アプリケーション・オブジェクトの主キーから生成される文字列。文
字列では、項目タイプの項目を一意に識別します。項目タイプと項目
キーにより、プロセスが識別されます。8-16ページの
「CreateProcess」を参照してください。

process その項目タイプの特定のサブプロセスを選択するためのオプションの
引数。プロセス・アクティビティのラベル名を指定します。プロセ
ス・アクティビティのラベル名で特定のサブプロセスを識別できない
場合は、ラベル名の前に親プロセスの内部名を追加できます。たとえ
ば、<parent_process_internal_name>:<label_name>と指定
します。この引数が NULLの場合は、項目の最上位レベルのプロセス
が異常終了します。この引数のデフォルト値は NULLです。
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result 中止されたプロセスに割り当てるステータス。resultは、プロセスの
「結果タイプ」で定義された値の 1つか、次の標準エンジンの値の 1
つである必要があります。

eng_exception

eng_timeout

eng_force

eng_mail

eng_null

この引数のデフォルトは「eng_force」です。
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CreateForkProcess

PL/SQL構文構文構文構文
procedure CreateForkProcess

(copy_itemtype in varchar2,
 copy_itemkey in varchar2,
 new_itemkey in varchar2,
 same_version in boolean default TRUE);

説明説明説明説明
オリジナルのコピーである新規プロセスを作成し、ランタイム・プロセスをフォークしま
す。CreateForkProcess()をコールした後で SetItemOwner()、SetItemUserKey()または
SetItemAttributeなどの APIをコールし、新規プロセスに必要な項目プロパティを再設定し
たり項目属性を変更できます。その後、StartForkProcess()をコールして新規プロセスを開
始する必要があります。

プロセスの途中で項目固有の属性を変更する必要がある場合は、CreateForkProcess()を使用
します。たとえば、在庫不足のために受注を満たせない場合は、CreateForkProcess()を使用
して、受注残数量に対する新規トランザクションをフォークできます。承認通知はすべてコ
ピーされるため注意してください。結果は、このトランザクションに関して 2つの項目が作
成された場合と同じになります。

引数（入力）引数（入力）引数（入力）引数（入力）
copy_itemtype コピーする元のプロセスの有効な項目タイプ。新規プロセスは、同じ

項目タイプとなります。

copy_itemkey アプリケーション・オブジェクトの主キーから生成される文字列。文
字列では、項目タイプの項目を一意に識別します。copy_itemtypeと
copy_itemkeyにより、コピー元となるプロセスが識別されます。

new_itemkey アプリケーション・オブジェクトの主キーから生成される文字列。文
字列では、項目タイプの項目を一意に識別します。項目タイプと新規
項目キーにより、新規プロセスが識別されます。

same_version TRUEまたは FALSEを指定して、新規ランタイム・プロセスでオリ
ジナルと同じバージョンを使用するか、最新バージョンを使用するか
を指定します。TRUEを指定すると、CreateForkProcess()では、オリ
ジナル・プロセスの項目属性とステータスが新規プロセスにコピーさ
れます。FALSEを指定すると、CreateForkProcess()では、オリジナ
ル・プロセスの項目属性は新規プロセスにコピーされますが、ステー
タスはコピーされません。デフォルト値は TRUEです。
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注意注意注意注意 : CreateForkProcess()と StartForkProcess()は、プロセスの並列分
岐からはコールしないでください。この 2つの APIでは、有効でない独自
分岐に並列の分岐はコピーされません。

注意注意注意注意 : 項目をフォークすると、Oracle Workflowにより自動的に新規項
目の項目属性 #FORKED_FROMが作成され、この属性が元の項目の項目
キーに設定されます。この属性は、フォークされた項目の実行情報を提供
します。
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StartForkProcess

PL/SQL構文構文構文構文
procedure StartForkProcess

(itemtype in varchar2,
 itemkey in varchar2);

説明説明説明説明
指定した新規のフォーク・プロセスの実行を開始します。StartForkProcess()をコールする
前に、CreateForkProcess()をコールして新規プロセスを作成する必要があります。
StartForkProcess()をコールする前に、新規プロセスの項目属性を変更できます。

新規プロセスでオリジナルと同じバージョンを使用する場合、StartForkProcess()では、
フォークされるプロセス内の各アクティビティのステータスと履歴が個別にコピーされま
す。新規プロセスで最新バージョンを使用する場合、StartForkProcess()では StartProcess()
が実行されます。

プロセス内で StartForkProcess()をコールすると、そのプロセス内の「アクティブ」ステー
タスになっている関数アクティビティが「通知済」ステータスに更新されます。その後、
CompleteActivity()をコールしてプロセスを継続する必要があります。

StartForkProcess()では、項目属性に基づく通知属性が自動的にリフレッシュされます。元
のプロセスにあるオープン通知は新規プロセスにコピーされ、再度送信されます。クローズ
済みの通知はコピーされますが、再送はされず、ステータスは「完了」のまま変わりませ
ん。

新規プロセス内の「待機」アクティビティは、元のアクティビティと同時に有効化されま
す。たとえば、元のプロセス内の 24時間の「待機」アクティビティが、2時間で適格となる
場合は、新規の「待機」アクティビティも 2時間で適格となります。

引数（入力）引数（入力）引数（入力）引数（入力）
itemtype 有効な項目タイプ。

itemkey アプリケーション・オブジェクトの主キーから生成された文字列。文
字列では、項目タイプの特定の項目を識別します。項目タイプと項目
キーでプロセスが識別されます。

注意注意注意注意 : CreateForkProcess()と StartForkProcess()は、プロセスの並列分
岐からはコールしないでください。この 2つの APIでは、有効でない独自
分岐に並列の分岐はコピーされません。
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Background

PL/SQL構文構文構文構文
procedure Background

(itemtype in varchar2,
 minthreshold in number default null,
 maxthreshold in number default null,
 process_deferred in boolean default TRUE,
 process_timeout in boolean default TRUE);

説明説明説明説明
延期されたアクティビティやタイムアウトになったアクティビティを処理するために、指定
したパラメータを使用してバックグラウンド・エンジンが実行されます。バックグラウン
ド・エンジンは、呼び出された時点で指定された引数を満たす全アクティビティを実行しま
す。このプロシージャは、長時間は実行されないため、定期的に再起動する必要がありま
す。現行のバックグラウンド・エンジンの起動後に新規に延期されたアクティビティやタイ
ムアウトになったアクティビティは、次に起動されるバックグラウンド・エンジンによって
処理されます。スクリプト wfbkgchk.sqlを実行すると、次のバックグラウンド・エンジン
の実行による処理待ちのアクティビティのリストを取得できます。14-5ページの
「wfbkgchk.sql」を参照してください。

Oracle Workflowのスタンドアロン版を使用している場合は、後述するバックグラウンド・
エンジンのループ・スクリプトのどちらかを使用するか、独自のスクリプトを作成して、
バックグラウンド・エンジンのプロシージャを無限にループさせることができます。Oracle 
Applications embedded Workflowを使用している場合は、このプロシージャのコンカレン
ト・プログラム版を使用し、コンカレント・マネージャを利用して、バックグラウンド・エ
ンジンを定期的に実行するようにスケジュールを設定できます。2-29ページの「バックグラ
ウンド・エンジンのスケジューリング」を参照してください。

引数（入力）引数（入力）引数（入力）引数（入力）
itemtype 有効な項目タイプ。項目タイプが NULLの場合、ワークフロー・エン

ジンはすべての項目タイプで実行されます。

minthreshold このバックグラウンド・エンジンで処理されるアクティビティのオプ
ションの最小コストの限界。この値は、100分の 1秒単位で指定しま
す。このパラメータが NULLの場合、最小コストの限界はありませ
ん。

maxthreshold このバックグラウンド・エンジンで処理されるアクティビティのオプ
ションの最大コストの限界。この値は 100分の 1秒単位で指定しま
す。このパラメータが NULLの場合、最大コストの限界はありませ
ん。

process_deferred 遅延されたプロセスを実行するかどうかを示す TRUEまたは FALSE
を指定します。デフォルト値は TRUEです。
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process_timeout タイムアウトになったプロセスを実行するかどうかを示す TRUEまた
は FALSEを指定します。デフォルト値は TRUEです。

バックグラウンド・エンジンのループ・スクリプト例バックグラウンド・エンジンのループ・スクリプト例バックグラウンド・エンジンのループ・スクリプト例バックグラウンド・エンジンのループ・スクリプト例
Oracle Workflowのスタンドアロン版では、2つのサンプル・スクリプトのどちらかを使用
して、バックグラウンド・エンジンを定期的に繰り返して実行できます。

最初の例は、wfbkg.sqlファイルに保存されている sqlスクリプトで、サーバーの Oracle 
Workflowの admin/sqlサブディレクトリにあります。このスクリプトを実行するには、
ファイルが入っているディレクトリに移動し、オペレーティング・システムのプロンプトか
ら次のコマンドを入力します。

sqlplus <username/password> @wfbkg <min> <sec>

<username/password>を、バックグラウンド・エンジンを実行する Oracleデータベー
ス・アカウントのユーザー名とパスワードに置き換えます。<min>をバックグラウンド・エ
ンジンを実行する時間（分）に置き換え、<sec>をコール間でバックグラウンド・エンジン
を休止させる秒数に置き換えます。

2番目の例は、wfbkg.cshファイルに保存されているシェル・スクリプトで、サーバーの
Oracle_Homeの binサブディレクトリにあります。このスクリプトを実行するには、ファイ
ルが入っているディレクトリに移動し、オペレーティング・システムのプロンプトから次の
コマンドを入力します。

wfbkg.csh <username/password>

<username/password>を、バックグラウンド・エンジンを実行する Oracleデータベー
ス・アカウントのユーザー名とパスワードに置き換えます。
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AddItemAttribute

PL/SQL構文構文構文構文
procedure AddItemAttr

(itemtype in varchar2,
 itemkey in varchar2,
 aname in varchar2,
 text_value in varchar2 default null,
number_value in number default null,
date_value in date default null);

Java構文構文構文構文
public static boolean addItemAttr

(WFContext wCtx,
 String itemType,
 String itemKey,
 String aName)

public static boolean addItemAttrText
(WFContext wCtx,
 String itemType,
 String itemKey,
 String aName,
 String aValue)

public static boolean addItemAttrNumber
(WFContext wCtx,
 String itemType,
 String itemKey,
 String aName,
 BigDecimal aValue)

public static boolean addItemAttrDate
(WFContext wCtx,
 String itemType,
 String itemKey,
 String aName,
 String aValue)

説明説明説明説明
プロセスに新規の項目タイプ属性の変数を追加します。ほとんどの項目タイプ属性は設計時
に定義されますが、特定のプロセスに対して実行時に新しい属性を作成できます。属性の作
成時に、オプションで新しい項目タイプ属性のデフォルトの Text、Numberまたは Date値を
設定できます。
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引数（入力）引数（入力）引数（入力）引数（入力）
wCtx ワークフローのコンテキスト情報。Javaメソッドの場合にのみ必須で

す。8-4ページの「Oracle Workflowのコンテキスト」を参照してく
ださい。

itemtype 有効な項目タイプ。

itemkey アプリケーション・オブジェクトの主キーから生成される文字列。文
字列では、項目タイプの項目を一意に識別します。項目タイプと項目
キーにより、プロセスが識別されます。8-16ページの
「CreateProcess」を参照してください。

aname 項目タイプ属性の内部名。

text_value 項目タイプ属性のデフォルト Text値。PL/SQLプロシージャの場合に
のみ必須です。デフォルト値は NULLです。

number_value 項目タイプ属性のデフォルト Number値。PL/SQLプロシージャの場
合にのみ必須です。デフォルト値は NULLです。

date_value 項目タイプ属性のデフォルト Date値。PL/SQLプロシージャの場合に
のみ必須です。デフォルト値は NULLです。

aValue 項目タイプ属性のデフォルト値。Javaメソッド addItemAttrText()、
addItemAttrNumber()および addItemAttrDate()の場合にのみ必須で
す。

注意注意注意注意 : Javaを使用している場合は、属性タイプに対して適切なメソッド
を選択してください。空の項目タイプ属性を追加するには、addItemAttr()
を使用します。デフォルト値を持つ項目タイプ属性を追加するには、数値
と日付以外のすべての属性タイプに addItemAttrText()を使用します。

注意注意注意注意 : 一度に多数の項目タイプ属性を追加する必要がある場合は、パ
フォーマンスを改善するために、APIは AddItemAttributeではなく
AddItemAttributeArrayを使用します。8-38ページの
「AddItemAttributeArray」を参照してください。
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例例例例
次の例は、AddItemAttr()を使用して新しい項目タイプ属性の作成時にデフォルト値を設定
し、APIコールを簡素化する方法を示しています。

AddItemAttr()を使用して新規属性を作成し、SetItemAttrText()を使用して属性の値を設定
するには、次のコールが必須です。

AddItemAttr('ITYPE', 'IKEY', 'NEWCHAR_VAR');
SetItemAttrText('ITYPE', 'IKEY', 'NEWCHAR_VAR',

'new text values');

新規属性の作成と属性値の設定の両方に AddItemAttr()を使用する場合は、次のコールのみ
ですみます。

AddItemAttr('ITYPE', 'IKEY', 'NEWCHAR_VAR',
'new text values');
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AddItemAttributeArray

PL/SQL構文構文構文構文
procedure AddItemAttrTextArray

(itemtype in varchar2,
 itemkey in varchar2,
 aname in Wf_Engine.NameTabTyp,
 avalue in Wf_Engine.TextTabTyp);

procedure AddItemAttrNumberArray
(itemtype in varchar2,
 itemkey in varchar2,
 aname in Wf_Engine.NameTabTyp,
 avalue in Wf_Engine.NumTabTyp);

procedure AddItemAttrDateArray
(itemtype in varchar2,
 itemkey in varchar2,
 aname in Wf_Engine.NameTabTyp,
 avalue in Wf_Engine.DateTabTyp);

説明説明説明説明
プロセスに新しい項目タイプ属性の配列を追加します。ほとんどの項目タイプ属性は設計時
に定義されますが、特定のプロセスに対して実行時に新しい属性を作成できます。一度に多
数の項目タイプ属性を追加する必要がある場合は、パフォーマンスを改善するために、API
は AddItemAttributeではなく AddItemAttributeArrayを使用します。

属性タイプに対して適切なプロシージャを使用してください。数値と日付を除き、すべての
属性タイプには AddItemAttrTextArrayを使用します。

注意注意注意注意 : AddItemAttributeArray APIでは、WF_ENGINEパッケージに定
義されている次の PL/SQL表の複合データ型が使用されます。

表表表表 8-1 

PL/SQL表タイプ表タイプ表タイプ表タイプ 列のデータ型定義列のデータ型定義列のデータ型定義列のデータ型定義

NameTabTyp Wf_Item_Attribute_Values.NAME%TYPE

TextTabTyp Wf_Item_Attribute_Values.TEXT_VALUE%TYPE

NumTabTyp Wf_Item_Attribute_Values.NUMBER_VALUE%TYPE

DateTabTyp Wf_Item_Attribute_Values.DATE_VALUE%TYPE
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引数（入力）引数（入力）引数（入力）引数（入力）
itemtype 有効な項目タイプ。

itemkey アプリケーション・オブジェクトの主キーから生成される文字列。文
字列では、項目タイプの項目を一意に識別します。項目タイプと項目
キーにより、プロセスが識別されます。8-16ページの
「CreateProcess」を参照してください。

aname 新しい項目タイプ属性の内部名の配列。

avalue 新しい項目タイプ属性の値の配列。
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SetItemAttribute

PL/SQL構文構文構文構文
procedure SetItemAttrText

(itemtype in varchar2,
 itemkey in varchar2,
 aname in varchar2,
 avalue in varchar2);

procedure SetItemAttrNumber
(itemtype in varchar2,
 itemkey in varchar2,
 aname in varchar2,
 avalue in number);

procedure SetItemAttrDate
(itemtype in varchar2,
 itemkey in varchar2,
 aname in varchar2,
 avalue in date);

Java構文構文構文構文
public static boolean setItemAttrText

(WFContext wCtx,
 String itemType,
 String itemKey,
 String aName,
 String aValue)

public static boolean setItemAttrNumber
(WFContext wCtx,
 String itemType,
 String itemKey,
 String aName,
 BigDecimal aValue)

public static boolean setItemAttrDate
(WFContext wCtx,
 String itemType,
 String itemKey,
 String aName,
 String aValue)
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説明説明説明説明
プロセスの項目タイプ属性の値を設定します。属性タイプに対して適切なプロシージャを使
用してください。数値と日付を除き、すべての属性タイプには SetItemAttrTextを使用しま
す。

引数（入力）引数（入力）引数（入力）引数（入力）
wCtx ワークフローのコンテキスト情報。Javaメソッドの場合にのみ必須で

す。8-4ページの「Oracle Workflowのコンテキスト」を参照してく
ださい。

itemtype 有効な項目タイプ。

itemkey アプリケーション・オブジェクトの主キーから生成される文字列。文
字列では、項目タイプの項目を一意に識別します。項目タイプと項目
キーにより、プロセスが識別されます。8-16ページの
「CreateProcess」を参照してください。

aname 項目タイプ属性の内部名。

avalue 項目タイプ属性の値。

注意注意注意注意 : 一度に多数の項目タイプ属性の値を設定する必要がある場合は、
パフォーマンスを改善するために、APIは SetItemAttributeではなく
SetItemAttributeArrayを使用します。8-44ページの
「SetItemAttributeArray」を参照してください。

注意注意注意注意 : itemkeyとして #SYNCHを渡して、強制同期プロセスを作成でき
ます。8-11ページの「強制同期プロセス」を参照してください。
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SetItemAttrDocument

PL/SQL構文構文構文構文
procedure SetItemAttrDocument

(itemtype in varchar2,
 itemkey in varchar2,
 aname in varchar2,
 documentid in varchar2);

Java構文構文構文構文
public static boolean setItemAttrDocument

(WFContext wCtx,
 String itemType,
 String itemKey,
 String aName,
 String documentId)

説明説明説明説明
文書 IDに、文書タイプの項目属性の値を設定します。

引数（入力）引数（入力）引数（入力）引数（入力）
wCtx ワークフローのコンテキスト情報。Javaメソッドの場合にのみ必須で

す。8-4ページの「Oracle Workflowのコンテキスト」を参照してく
ださい。

itemtype 有効な項目タイプ。

itemkey アプリケーション・オブジェクトの主キーから生成される文字列。文
字列では、項目タイプの項目を一意に識別します。項目タイプと項目
キーにより、プロセスが識別されます。8-16ページの
「CreateProcess」を参照してください。

注意注意注意注意 : itemkeyとして #SYNCHを渡して、強制同期プロセスを作成でき
ます。8-11ページの「強制同期プロセス」を参照してください。
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aname 項目タイプ属性の内部名。

documentid 項目タイプ属性の値で、次の値を完全に連結した文字列となります。

DM:<node_id>:<doc_id>:<version>

<node_id>は、「ドキュメント管理ノード」Web画面で定義されて
いる、ドキュメント管理システム・ノードに割り当てられたノード
IDです。2-25ページの「ドキュメント・ノードの定義」を参照して
ください。

<doc_id>は文書の文書 IDで、文書が保存されているドキュメント
管理システムによって割り当てられています。

<version>は文書のバージョンです。バージョンを指定しなければ、
最新バージョンとみなされます。
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SetItemAttributeArray

PL/SQL構文構文構文構文
procedure SetItemAttrTextArray

(itemtype in varchar2,
 itemkey in varchar2,
 aname in Wf_Engine.NameTabTyp,
 avalue in Wf_Engine.TextTabTyp);

procedure SetItemAttrNumberArray
(itemtype in varchar2,
 itemkey in varchar2,
 aname in Wf_Engine.NameTabTyp,
 avalue in Wf_Engine.NumTabTyp);

procedure SetItemAttrDateArray
(itemtype in varchar2,
 itemkey in varchar2,
 aname in Wf_Engine.NameTabTyp,
 avalue in Wf_Engine.DateTabTyp);

説明説明説明説明
プロセスの項目タイプ属性の配列の値を設定します。一度に多数の項目タイプ属性の値を設
定する必要がある場合は、パフォーマンスを改善するために、APIは SetItemAttributeでは
なく SetItemAttributeArrayを使用します。

属性タイプに対して適切なプロシージャを使用してください。数値と日付を除き、すべての
属性タイプには SetItemAttrTextArrayを使用します。

注意注意注意注意 : SetItemAttributeArray APIでは、WF_ENGINEパッケージに定義
されている次の PL/SQL表の複合データ型が使用されます。

表表表表 8-2 

PL/SQL表タイプ表タイプ表タイプ表タイプ 列のデータ型定義列のデータ型定義列のデータ型定義列のデータ型定義

NameTabTyp Wf_Item_Attribute_Values.NAME%TYPE

TextTabTyp Wf_Item_Attribute_Values.TEXT_VALUE%TYPE

NumTabTyp Wf_Item_Attribute_Values.NUMBER_VALUE%TYPE

DateTabTyp Wf_Item_Attribute_Values.DATE_VALUE%TYPE
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引数（入力）引数（入力）引数（入力）引数（入力）
itemtype 有効な項目タイプ。

itemkey アプリケーション・オブジェクトの主キーから生成される文字列。文
字列では、項目タイプの項目を一意に識別します。項目タイプと項目
キーにより、プロセスが識別されます。8-16ページの
「CreateProcess」を参照してください。

aname 項目タイプ属性の内部名の配列。

avalue 項目タイプ属性の値の配列。

例例例例
次の例は、SetItemAttributeではなく SetItemAttributeArray APIを使用して、データベース
のコール数を減らす方法を示しています。

SetItemAttrText()を使用する場合 :

SetItemAttrText('ITYPE', 'IKEY', 'VAR1', 'value1');
SetItemAttrText('ITYPE', 'IKEY', 'VAR2', 'value2');
SetItemAttrText('ITYPE', 'IKEY', 'VAR3', 'value3');

// Multiple calls to update the database.

SetItemAttrTextArray()を使用する場合 :

declare
varname Wf_Engine.NameTabTyp;
varval Wf_Engine.TextTabTyp;

begin 
varname(1) := 'VAR1';
varval(1) := 'value1';
varname(2) := 'VAR2';
varval(2) := 'value2';
varname(3) := 'VAR3';
varval(3) := 'value3';

Wf_Engine.SetItemAttrTextArray('ITYPE', 'IKEY', varname,
varval);

exception 
when OTHERS then

// handle your errors here
raise; 

end;

// Only one call to update the database.
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getItemTypes

Java構文構文構文構文
public static WFTwoDDataSource getItemTypes

(WFContext wCtx)

説明説明説明説明
Oracle Workflowデータベースで定義されているすべての項目タイプのリストを、2次元の
データ・オブジェクトとして戻します。

引数（入力）引数（入力）引数（入力）引数（入力）
wCtx ワークフローのコンテキスト情報。Javaメソッドの場合にのみ必須で

す。8-4ページの「Oracle Workflowのコンテキスト」を参照してく
ださい。
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GetItemAttribute

PL/SQL構文構文構文構文
function GetItemAttrText

(itemtype in varchar2,
 itemkey in varchar2,
 aname in varchar2) return varchar2;

function GetItemAttrNumber
(itemtype in varchar2,
 itemkey in varchar2,
 aname in varchar2) return number;

function GetItemAttrDate
(itemtype in varchar2,
 itemkey in varchar2,
 aname in varchar2) return date;

説明説明説明説明
プロセスの項目タイプ属性の値を戻します。属性タイプに対して適切な関数を使用してくだ
さい。数値と日付を除き、すべての属性タイプには GetItemAttrTextを使用します。

引数（入力）引数（入力）引数（入力）引数（入力）
itemtype 有効な項目タイプ。

itemkey アプリケーション・オブジェクトの主キーから生成される文字列。文
字列では、項目タイプの項目を一意に識別します。項目タイプと項目
キーにより、プロセスが識別されます。8-16ページの
「CreateProcess」を参照してください。

aname 項目タイプ属性の内部名。

注意注意注意注意 : itemkeyとして #SYNCHを渡して、強制同期プロセスを作成しま
す。8-11ページの「強制同期プロセス」を参照してください。
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GetItemAttrDocument

PL/SQL構文構文構文構文
function GetItemAttrDocument

(itemtype in varchar2,
 itemkey in varchar2,
 aname in varchar2) return varchar2;

説明説明説明説明
文書タイプの項目属性の文書 IDを戻します。文書 IDは、次の値を連結した文字列となりま
す。

DM:<nodeid>:<documentid>:<version>

<nodeid>は、「ドキュメント管理ノード」Web画面で定義されている、ドキュメント管理
システム・ノードに割り当てられたノード IDです。2-25ページの「ドキュメント・ノード
の定義」を参照してください。

<documentid>は文書の文書 IDで、文書が保存されているドキュメント管理システムに
よって割り当てられています。

<version>は文書のバージョンです。バージョンを指定しなければ、最新バージョンとみ
なされます。

引数（入力）引数（入力）引数（入力）引数（入力）
itemtype 有効な項目タイプ。

itemkey アプリケーション・オブジェクトの主キーから生成される文字列。文
字列では、項目タイプの項目を一意に識別します。項目タイプと項目
キーにより、プロセスが識別されます。8-16ページの
「CreateProcess」を参照してください。

aname 項目タイプ属性の内部名。

注意注意注意注意 : itemkeyとして #SYNCHを渡して、強制同期プロセスを作成しま
す。8-11ページの「強制同期プロセス」を参照してください。
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getItemAttributes

Java構文構文構文構文
public static WFTwoDDataSource getItemAttributes

(WFContext wCtx,
 String itemType,
 String itemKey)

説明説明説明説明
指定された項目タイプ・インスタンスに対するすべての項目属性とその値のリストを、2次
元のデータ・オブジェクトとして戻します。

引数（入力）引数（入力）引数（入力）引数（入力）
wCtx ワークフローのコンテキスト情報。Javaメソッドの場合にのみ必須で

す。8-4ページの「Oracle Workflowのコンテキスト」を参照してく
ださい。

itemtype 有効な項目タイプ。

itemkey アプリケーション・オブジェクトの主キーから生成される文字列。文
字列では、項目タイプの項目を一意に識別します。項目タイプと項目
キーにより、プロセスが識別されます。8-16ページの
「CreateProcess」を参照してください。
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GetItemAttrInfo

PL/SQL構文構文構文構文
procedure GetItemAttrInfo

(itemtype in varchar2,
 aname in varchar2,
 atype out varchar2,
 subtype out varchar2,
 format out varchar2);

説明説明説明説明
タイプや書式など、項目タイプ属性に関して指定されている情報があれば、それを戻しま
す。現在、項目タイプ属性のサブタイプ情報は使用できません。

引数（入力）引数（入力）引数（入力）引数（入力）
itemtype 有効な項目タイプ。

aname 項目タイプ属性の内部名。
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GetActivityAttrInfo

PL/SQL構文構文構文構文
procedure GetActivityAttrInfo

(itemtype in varchar2,
 itemkey in varchar2,
 actid in number,
 aname in varchar2,
 atype out varchar2,
 subtype out varchar2,
 format out varchar2);

説明説明説明説明
タイプや書式など、アクティビティ属性に関して指定されている情報があれば、それを戻し
ます。現在、このプロシージャは、アクティビティ属性のサブタイプ情報は戻しません。

引数（入力）引数（入力）引数（入力）引数（入力）
itemtype 有効な項目タイプ。

itemkey アプリケーション・オブジェクトの主キーから生成される文字列。文
字列では、項目タイプの項目を一意に識別します。項目タイプと項目
キーにより、プロセスが識別されます。8-16ページの
「CreateProcess」を参照してください。

actid プロセス定義内のアクティビティの特定の使用を示すアクティビティ
ID。この IDは、ノードのアクティビティ IDも表します。

aname アクティビティ属性の内部名。
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GetActivityAttribute

PL/SQL構文構文構文構文
function GetActivityAttrText

(itemtype in varchar2,
 itemkey in varchar2,
 actid in number,
 aname in varchar2) return varchar2;

function GetActivityAttrNumber
(itemtype in varchar2,
 itemkey in varchar2,
 actid in number,
 aname in varchar2) return number;

function GetActivityAttrDate
(itemtype in varchar2,
 itemkey in varchar2,
 actid in number,
 aname in varchar2) return date;

説明説明説明説明
プロセスのアクティビティ属性の値を戻します。属性タイプに対して適切な関数を使用して
ください。属性が「数値」または「日付」タイプの場合は、該当する関数が属性の書式を使
用して、その数値や日付の値をテキスト文字列表現に変換します。

引数（入力）引数（入力）引数（入力）引数（入力）
itemtype 有効な項目タイプ。

itemkey アプリケーション・オブジェクトの主キーから生成される文字列。文
字列では、項目タイプの項目を一意に識別します。項目タイプと項目
キーにより、プロセスが識別されます。8-16ページの
「CreateProcess」を参照してください。

注意注意注意注意 : 「フォーム」、「URL」、「選択肢」および「文書」属性タイプには、
GetActivityAttrTextを使用します。

注意注意注意注意 : itemkeyとして #SYNCHを渡して、強制同期プロセスを作成しま
す。8-11ページの「強制同期プロセス」を参照してください。
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actid プロセス定義内のアクティビティの特定の使用を示すアクティビティ
ID。この IDは、ノードのアクティビティ IDも表します。

aname アクティビティ属性の内部名。
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BeginActivity

PL/SQL構文構文構文構文
procedure BeginActivity

(itemtype in varchar2,
 itemkey in varchar2,
 activity in varchar2);

説明説明説明説明
指定されたアクティビティをプロセス項目に対して実行可能かどうかを判断し、実行できな
い場合は例外を発行します。

CompleteActivity()プロシージャは、検証の一部として自動的にこの関数を実行します。た
だし、BeginActivityを使用すると、実行するアクティビティを実際にコールする前に現在
実行できるかどうかを検証できます。8-56ページの「CompleteActivity」を参照してくださ
い。

引数（入力）引数（入力）引数（入力）引数（入力）
itemtype 有効な項目タイプ。

itemkey アプリケーション・オブジェクトの主キーから生成された文字列。文
字列では、項目タイプの特定の項目を識別します。項目タイプと項目
キーでプロセスが識別されます。

activity プロセスで実行されるアクティビティ・ノード。アクティビティ・
ノードのラベル名を指定します。アクティビティ・ノードのラベル名
で特定のアクティビティ・ノードを識別できない場合は、ラベル名の
前に親プロセスの内部名を追加できます。たとえば、<parent_
process_internal_name>:<label_name>と指定します。

例例例例
/*Verify that a credit check can be performed on an order.If it is allowed, perform 
the credit check, then notify the Workflow Engine when the credit check completes.*/

begin 
wf_engine.BeginActivity('ORDER',

to_char(order_id),'CREDIT_CHECK');
OK := TRUE;

exception 
when others then 
WF_CORE.Clear;
OK := FALSE;

end; 
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if OK then
-- perform activity --
wf_engine.CompleteActivity('ORDER', to_char(order_id),
'CREDIT_CHECK' :result_code);

end if;
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CompleteActivity

PL/SQL構文構文構文構文
procedure CompleteActivity

(itemtype in varchar2,
 itemkey in varchar2,
 activity in varchar2,
 result_code in varchar2);

説明説明説明説明
特定の項目について指定されたアクティビティが完了したことを、ワークフロー・エンジン
に通知します。このプロシージャは、次の状況でコールできます。

� 完了したアクティビティとオプションの結果を通知する場合 :  ワークフロー・エンジン
に非同期アクティビティが完了したことを知らせます。このプロシージャを実行するに
は、現在、アクティビティのステータスが「通知済」になっている必要があります。オ
プションでアクティビティの完了結果も渡すことができます。この結果により、プロセ
スの次のトランジションを判別できます。

� 新規項目を作成して開始する場合 :  「開始」アクティビティで新規項目が暗黙的に作成
されて開始されるように、CompleteActivity()をコールします。「開始」アクティビティ
は、ワークフロー・ビルダーでプロセスの始めとして指定されています。このコールで
指定する項目タイプおよびキーは、この項目を処理する後続のすべてのコールに渡す必
要があります。

CreateProcess()と StartProcess()を使用してプロセスを開始できない場合は、
CompleteActivity()を使用してください。たとえば、プロセス・スレッドの始めではな
く途中にあるアクティビティ・ノードでプロセスを開始する必要がある場合は、
CompleteActivity()をコールします。プロセスの始めとして指定するアクティビティ・
ノードは、そのプロパティ画面の「ノード」タブで「開始」に設定しないと、エラーが
発生します。

– CompleteActivity()でコールする「開始」アクティビティには、入力トランジショ
ンがあってもなくてもかまいません。StartProcess()では、入力トランジションのな
い「開始」アクティビティのみが実行されます。

– CompleteActivity()では、コールされた単一の「開始」アクティビティのみが完了
します。プロセス内の他の「開始」アクティビティは完了しません。ただし、
StartProcess()では、プロセス内で「開始」アクティビティとしてマーク付けされて
いて、入力トランジションを持たない各アクティビティが実行されます。

注意注意注意注意 : プロセスの開始に CompleteActivity()を使用する方法と、
CreateProcess()および StartProcess()を使用する方法には、次のような違
いがあります。
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– CompleteActivity()では、コールされたアクティビティは実行されず、完了マーク
のみが設定されます。StartProcess()では、プロセスの開始時の「開始」アクティビ
ティが実行されます。

– CompleteActivity()を使用して新規プロセスを開始する場合、完了するアクティビ
ティの項目タイプには、ルート・プロセスを選択するセレクタ関数が定義されてい
るか、「開始」アクティビティとしてマークされていて完了するアクティビティに
は、実行可能なプロセスが 1つのみである必要があります。StartProcess()のよう
に、ルート・プロセスを明示的に指定することはできません。

引数（入力）引数（入力）引数（入力）引数（入力）
itemtype 有効な項目タイプ。

itemkey アプリケーション・オブジェクトの主キーから生成された文字列。文
字列では、項目タイプの特定の項目を識別します。項目タイプと項目
キーでプロセスが識別されます。

activity 完了したアクティビティ・ノードの名前。アクティビティ・ノードの
ラベル名を指定します。アクティビティ・ノードのラベル名で特定の
サブプロセスを識別できない場合は、ラベル名の前に親プロセスの内
部名を追加できます。たとえば、<parent_process_internal_
name>:<label_name>と指定します。このアクティビティ・ノード
は、「開始」アクティビティとしてマークされている必要があります。

result_code オプションのアクティビティの完了結果。有効な値は、プロセス・ア
クティビティの「結果タイプ」、またはエンジンの標準の結果の 1つ
によって決まります。8-28ページの「AbortProcess」を参照してくだ
さい。

例例例例 1
/*Complete the 'ENTER ORDER' activity for the 'ORDER' item type.The 'ENTER ORDER' 
activity allows creation of new items since it is the start of a workflow, so the 
item is created by this call as well.*/

wf_engine.CompleteActivity('ORDER', to_char(order.order_id),
'ENTER_ORDER', NULL);

例例例例 2
/*Complete the 'LEGAL REVIEW' activity with status 'APPROVED'.The item must already 
exist.*/

wf_engine.CompleteActivity('ORDER', '1003', 'LEGAL_REVIEW',
'APPROVED');
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例例例例 3
/*Complete the BLOCK activity which is used in multiple subprocesses in parallel 
splits.*/

wf_engine.CompleteActivity('ORDER', '1003', 'ORDER_PROCESS:BLOCK-3',
'null');
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CompleteActivityInternalName

PL/SQL構文構文構文構文
procedure CompleteActivityInternalName

(itemtype in varchar2,
 itemkey in varchar2,
 activity in varchar2,
 result in varchar2);

説明説明説明説明
特定の項目について指定されたアクティビティが完了したことを、ワークフロー・エンジン
に通知します。このプロシージャを実行するには、現在、アクティビティのステータスが
「通知済」になっている必要があります。オプションでアクティビティの完了結果も渡すこ
とができます。この結果により、プロセスの次のトランジションを判別できます。

CompleteActivityInternalName()は CompleteActivity()に似ています。ただし、
CompleteActivityInternalName()では完了したアクティビティがその内部名で識別されるの
に対して、CompleteActivity()ではアクティビティがアクティビティ・ノードのラベル名で
識別されます。CompleteActivityInternalName()は、アクティビティ・ノードのラベル名が
不明な場合にのみ使用してください。アクティビティ・ノードのラベル名がわかっている場
合は、かわりに CompleteActivity()を使用します。8-56ページの「CompleteActivity」を参
照してください。

CompleteActivityInternalName()の実行時には、「通知済」ステータスになっている指定の
アクティビティ・インスタンスが 1つのみである必要があります。複数のアクティビティ・
インスタンスが「通知済」ステータスになっていると、プロセスのステータスが「ERROR」
になります。

引数（入力）引数（入力）引数（入力）引数（入力）
itemtype 有効な項目タイプ。

itemkey アプリケーション・オブジェクトの主キーから生成された文字列。文
字列では、項目タイプの特定の項目を識別します。項目タイプと項目
キーでプロセスが識別されます。

activity 完了したアクティビティの内部名。アクティビティの内部名で特定の
サブプロセスを識別できない場合は、アクティビティの内部名の前に
親プロセスの内部名を追加できます。たとえば、<parent_
process_internal_name>:<activity_internal_ name>と指
定します。

注意注意注意注意 : CompleteActivity()とは異なり、CompleteActivityInternalName()
はプロセスの開始には使用できません。また、
CompleteActivityInternalName()は同期プロセスにも使用できません。
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result オプションのアクティビティの完了結果。有効な値は、プロセス・ア
クティビティの「結果タイプ」、またはエンジンの標準の結果の 1つ
によって決まります。8-28ページの「AbortProcess」を参照してくだ
さい。
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AssignActivity

PL/SQL構文構文構文構文
procedure AssignActivity

(itemtype in varchar2,
 itemkey in varchar2,
 activity in varchar2,
 performer in varchar2);

説明説明説明説明
アクティビティを別の実行者に割り当てるか、再割当てします。あるアクティビティに進む
前に、このプロシージャをコールできます。たとえば、プロセス内の前の関数アクティビ
ティで、後のアクティビティの実行者を決定できます。

すでに通知を処理中の通知アクティビティに新規ユーザーが割り当てられると、処理中の通
知は取り消され、WF_Notification.Transferがコールされ、その新規ユーザー用に新しい通
知が生成されます。

引数（入力）引数（入力）引数（入力）引数（入力）
itemtype 有効な項目タイプ。

itemkey アプリケーション・オブジェクトの主キーから生成された文字列。文
字列では、項目タイプの特定の項目を識別します。項目タイプと項目
キーでプロセスが識別されます。

activity アクティビティ・ノードのラベル名。アクティビティ・ノードのラベ
ル名で特定のアクティビティ・ノードを識別できない場合は、ラベル
名の前に親プロセスの内部名を追加できます。たとえば、<parent_
process_internal_name>:<label_name>と指定します。

performer アクティビティを実行するユーザー（通知を受け取るユーザー）の名
前。この名前は、Oracle Workflowディレクトリ・サービスからのロー
ル名である必要があります。
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HandleError

PL/SQL構文構文構文構文
procedure HandleError

(itemtype in varchar2,
 itemkey in varchar2,
 activity in varchar2,
 command in varchar2,
 result in varchar2);

説明説明説明説明
このプロシージャは通常、ERRORプロセスのアクティビティからコールされ、エラーが検
出されたプロセス・アクティビティを処理します。

このプロシージャをプロセスの任意のアクティビティでコールして、一部のプロセスをその
アクティビティにロールバックすることもできます。このプロシージャでコールされるアク
ティビティはどんなステータスでもよく、実行中でなくてもかまいません。また、サブプロ
セス内のアクティビティでもよく、アクティビティ・ノード・ラベルがプロセス内で一意で
なければ、そのアクティビティ・ノード・ラベル名の前に親プロセスの内部名を追加できま
す。たとえば、<parent_process_internal_name>:<label_name>と指定します。

「再到達時」フラグが「再設定」に設定されていると、このプロシージャは指定されたアク
ティビティを消去し、CANCELモードで各アクティビティを再実行し、すでに通過した後
続のすべてのアクティビティも消去します。8-7ページの「ループ」を参照してください。
ステータスが「エラー」になっているアクティビティには、その後に実行済みアクティビ
ティがないため、プロシージャはエラーになっているアクティビティのみを消去します。

アクティビティが消去されると、指定されたアクティビティの親プロセスがアクティブでな
い場合、このプロシージャはそれらの親プロセスすべてのステータスを「アクティブ」に再
設定します。

その後、このプロシージャは、SKIPまたは RETRYのうち、入力された方のコマンドに基づ
いて、指定されたアクティビティを処理します。

引数（入力）引数（入力）引数（入力）引数（入力）
item_type 有効な項目タイプ。

item_key アプリケーション・オブジェクトの主キーから生成された文字列。文
字列では、項目タイプの特定の項目を識別します。項目タイプと項目
キーでプロセスが識別されます。

activity エラーが発生したか、または元に戻すアクティビティ・ノード。アク
ティビティ・ノードのラベル名を指定します。アクティビティ・ノー
ドのラベル名で特定のサブプロセスを識別できない場合は、ラベル名
の前に親プロセスの内部名を追加できます。たとえば、
<parent_process_internal_name>:<label_name>と指定しま
す。
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command プロセス・アクティビティの処理方法を決定する次の 2つのコマンド
のどちらか。

SKIP: アクティビティを再実行しないけれども、指定された結果でア
クティビティが完了したものとしてマークを付け、そのアクティビ
ティからプロセスを続行します。

RETRY: アクティビティを再実行し、そのアクティビティからプロセ
スを続行します。

result SKIPコマンドに必要な結果。

注意注意注意注意 : 項目が作成された後は、その項目の有効日と、項目が進むプロセ
スのバージョン番号を変更できません。ただし、HandleErrorを使用する
と、既存項目のプロセスを手動で変更できることがあります。

プロセスの変更が些細なものであれば、HandleErrorを使用して、項目をエ
ラーになるアクティビティの次のアクティビティに手動で進めるか、プロ
セス内の別のトランジションにリダイレクトできます。

プロセスの変更が大幅なものであれば、少なくとも次の手順を実行する必
要があります。

– WF_ENGINEAbortProcess( )をコールしてプロセスを異常終了します。

– WF_ENGINE.Items( )をコールして既存の項目を削除します。

– プロセスを改訂します。

– WF_ENGINE.CreateProcess( )をコールして項目を再作成します。

– WF_ENGINE.HandleError( )をコールして、改訂したプロセスを該当
するアクティビティで再開します。
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SetItemParent

PL/SQL構文構文構文構文
procedure SetItemParent

(itemtype in varchar2,
 itemkey in varchar2,
 parent_itemtype in varchar2,
 parent_itemkey in varchar2,
 parent_context in varchar2);

説明説明説明説明
マスター・プロセスとディテール・プロセスの親子関係を定義します。2つのプロセス間の
親子関係を定義するには、この APIをマスター・プロセスから作成されるディテール・プロ
セスでコールする必要があります。この APIは、CreateProcess APIをコールした後、ディ
テール・プロセスで StartProcess APIをコールするまでにコールしてください。

引数（入力）引数（入力）引数（入力）引数（入力）
itemtype 有効な項目タイプ。

itemkey アプリケーション・オブジェクトの主キーから生成された文字列。文
字列では、項目タイプの特定の項目を識別します。項目タイプと項目
キーで、子プロセスを識別します。

parent_itemtype 親プロセスの有効な項目タイプ。

parent_itemkey 親項目タイプの特定項目を識別するために、アプリケーション・オブ
ジェクトの主キーから生成された文字列。親項目タイプおよびキーで
親プロセスを識別します。

parent_context 親に関するコンテキスト情報。
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ItemStatus

PL/SQL構文構文構文構文
procedure ItemStatus

(itemtype in varchar2,
 itemkey in varchar2,
 status out varchar2,
 result out varchar2);

Java構文構文構文構文
public static WFTwoDDataSource itemStatus

(WFContext wCtx,
 String itemType,
 String itemKey)

説明説明説明説明
指定した項目インスタンスのルート・プロセスのステータスと結果を戻します。ステータス
の有効値は、ACTIVE、COMPLETE、ERRORまたは SUSPENDEDのいずれかです。ルー
ト・プロセスが存在しない場合は項目キーが存在しないため、このプロシージャで例外が発
生します。

引数（入力）引数（入力）引数（入力）引数（入力）
wCtx ワークフローのコンテキスト情報。Javaメソッドの場合にのみ必須で

す。8-4ページの「Oracle Workflowのコンテキスト」を参照してく
ださい。

itemtype 有効な項目タイプ。

itemkey アプリケーション・オブジェクトの主キーから生成された文字列。文
字列では、項目タイプの特定の項目を識別します。項目タイプと項目
キーで項目インスタンスが識別されます。
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getProcessStatus

Java構文構文構文構文
public static WFTwoDDataSource getProcessStatus

(WFContext wCtx,
 String itemType,
 String itemKey,
 BigDecimal process)

説明説明説明説明
指定された項目タイプ・インスタンスに対するプロセス・ステータスを、2次元のデータ・
オブジェクトとして戻します。

引数（入力）引数（入力）引数（入力）引数（入力）
wCtx ワークフローのコンテキスト情報。Javaメソッドの場合にのみ必須で

す。8-4ページの「Oracle Workflowのコンテキスト」を参照してく
ださい。

itemType 有効な項目タイプ。

itemKey アプリケーション・オブジェクトの主キーから生成される文字列。文
字列では、項目タイプの項目を一意に識別します。項目タイプと項目
キーにより、プロセスが識別されます。8-16ページの
「CreateProcess」を参照してください。

process 項目タイプのプロセス・インスタンス ID。インスタンス IDが不明な
場合は、単に負数を指定できます。これにより、このメソッドはルー
ト・プロセスのプロセス・ステータスを戻します。
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Workflow Core API
関数アクティビティによってコールされる PL/SQLプロシージャでは、Oracle Workflow API
の一連のコア APIを使用してエラーの発生および検出ができます。

関数アクティビティによってコールされる PL/SQLプロシージャで未処理例外が発生した
り、「ERROR:」で始まる結果を戻すと、ワークフロー・エンジンは関数アクティビティのス
テータスを ERRORに設定し、列 ERROR_NAME、ERROR_MESSAGEおよび ERROR_
STACKを表WF_ITEM_ACTIVITY_STATUSESに設定してエラーを反映させます。

ERROR_NAME列と ERROR_MESSAGE列は、WF_CORE.RAISE( )のコールの戻り値に設
定されるか、または RAISE( )のコールがない場合は SQLエラー名とメッセージに設定され
ます。列 ERROR_STACKは、エラー・ソースに関係なくWF_CORE.CONTEXT( )のコール
で指定された内容に設定されます。

次の APIは、ランタイム・フェーズでアプリケーション・プログラムまたはWorkflow関数
によってコールされ、エラー処理を実行できます。これらの APIは、WF_COREという
PL/SQLパッケージに格納されています。

� CLEAR: 8-68ページ

� GET_ERROR: 8-69ページ

� TOKEN: 8-70ページ

� RAISE: 8-71ページ

� CONTEXT: 8-74ページ

� TRANSLATE: 8-76ページ

注意注意注意注意 : 列 ERROR_NAME、ERROR_MESSAGEおよび ERROR_STACK
は、事前定義の「システム :  エラー」項目タイプの項目タイプ属性として
も定義されます。これらの列の情報は、アクティビティに関連付けるエ
ラー・プロセスから参照できます。6-17ページの「デフォルト・エラー・
プロセス」を参照してください。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 7-2ページ「Oracle Workflowの PL/SQLストアド・プロシー
ジャの標準 API」
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CLEAR

構文構文構文構文
procedure CLEAR;

説明説明説明説明
エラー・バッファを消去します。

関連項目関連項目関連項目関連項目
8-69ページ「GET_ERROR」
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GET_ERROR

構文構文構文構文
procedure GET_ERROR

(err_name out varchar2,
 err_message out varchar2
 err_stack out varchar2);

説明説明説明説明
現行のエラー・メッセージ名、およびエラー・メッセージを置き換えたトークンを戻しま
す。また、エラー・スタックを消去します。現行のエラーがない場合は、NULLを戻しま
す。

例例例例 1
/*Handle unexpected errors in your workflow code by raising WF_CORE exceptions.When 
calling any public Workflow API, include an exception handler to deal with 
unexpected errors.*/

declare
errname varchar2(30);
errmsg varchar2(2000);
errstack varchar2(32000);

begin 
...
Wf_Engine.CompleteActivity(itemtype, itemkey, activity,

result_code);
...

exception 
when others then 
wf_core.get_error(err_name, err_msg, err_stack);
if (err_name is not null) then
wf_core.clear;
-- WF error occurred. Signal error as appropriate.

else
-- Not a wf error. Handle otherwise.

end if; 
end;

関連項目関連項目関連項目関連項目
8-68ページ「CLEAR」
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TOKEN

構文構文構文構文
procedure TOKEN

(token_name in varchar2,
 token_value in varchar2);

説明説明説明説明
エラー・トークンを定義して値に置き換えます。TOKEN( )と RAISE( )のコールは、WF_
RESOURCES表に保存されているOracle Workflowの事前定義済みのエラーを発生させます。
エラー・メッセージには、その発生時に該当する値への置換が必要なトークンが含まれま
す。これは、PL/SQLの標準的な例外やカスタム定義の例外を発生させる代替方法です。

引数（入力）引数（入力）引数（入力）引数（入力）
token_name トークン名

token_value トークンを置き換える値

関連項目関連項目関連項目関連項目
8-71ページ「RAISE」

8-74ページ「CONTEXT」
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RAISE

構文構文構文構文
procedure RAISE

(name in varchar2);

説明説明説明説明
指定されたエラー・メッセージ名に、正しいエラー番号とメッセージを置き換えたトークン
を提供し、コール側で例外を発生します。

TOKEN( )と RAISE( )のコールは、WF_RESOURCES表に保存されている Oracle Workflow
の事前定義済みのエラーを発生させます。エラー・メッセージには、その発生時に該当する
値への置換が必要なトークンが含まれます。これは、PL/SQLの標準的な例外やカスタム定
義の例外を発生させる代替方法です。

Oracle Workflowのエラー・メッセージは、最初はメッセージ・ファイル（.msg）内で定義さ
れています。メッセージ・ファイルは、Oracle Workflowのスタンドアロン版の場合は、
Oracle Workflow Serverのディレクトリ構造の res/<language>サブディレクトリにあり
ます。Oracle Applicationsに埋め込まれているバージョンの場合は、サーバー上の $FND_
TOPの resource/<language>サブディレクトリにあります。Oracle Workflow Serverの
導入時に、ワークフロー・リソース・ジェネレータ・プログラムにより、指定されたメッ
セージ・ファイルが取り出され、メッセージがWF_RESOURCES表にインポートされます。

引数（入力）引数（入力）引数（入力）引数（入力）
name WF_RESOURCES表に格納されているエラー・メッセージの内部名。

関連項目関連項目関連項目関連項目
8-70ページ「TOKEN」

8-74ページ「CONTEXT」

➤ ➤ ➤ ➤ ワークフロー・リソース・ジェネレータの実行ワークフロー・リソース・ジェネレータの実行ワークフロー・リソース・ジェネレータの実行ワークフロー・リソース・ジェネレータの実行

Oracle Workflowのスタンドアロン版の場合のスタンドアロン版の場合のスタンドアロン版の場合のスタンドアロン版の場合 :

1. ワークフロー・リソース・ジェネレータ・プログラムは、Oracle_Homeディレクトリ
構造の binサブディレクトリにあります。

2. このプログラムをオペレーティング・システム・プロンプトから次のように実行しま
す。

� ソース・ファイル（.msg）からバイナリ・リソース・ファイルを生成するには、次
のように入力します。

wfresgen [-v] -f <resourcefile> <source_file>
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<resourcefile>を生成するリソース・ファイルのフルパス名に置き換え、
<source_file>をソース・ファイルのフルパス名に置き換えてください。オプ
ションの -vフラグを付けると、ソース・ファイルはバイナリ・リソース・ファイ
ルと比較検証されます。

� ソース・ファイル（.msg）からデータベース表WF_RESOURCESにシード・データ
をアップロードするには、次のように入力します。

wfresgen [-v] -u <username/password@database>
<lang> <source_file>

<username/password@database>を、ユーザー名、パスワードおよびデータ
ベースへの SQL*Net接続文字列または別名に置き換え、<source_file>をアッ
プロードするソース・ファイルのフルパス名に置き換えます。オプションの -vフ
ラグを付けると、ソース・ファイルはデータベースと比較検証されます。

Oracle Applications embedded Workflowの場合の場合の場合の場合

1. ワークフロー・リソース・ジェネレータ・プログラムは、コンカレント・プログラムと
して登録されています。ワークフロー・リソース・ジェネレータ・コンカレント・プロ
グラムは、「要求の発行」フォームまたはコマンドラインから実行できます。

2. このコンカレント・プログラムを「要求の発行」フォームから実行するには、「要求の
発行」フォームにナビゲートします。

3. ワークフロー・リソース・ジェネレータ・コンカレント・プログラムを要求として発行
します。『Oracle Applications User's Guide』の「Submitting a Request」を参照してく
ださい。

4. 「パラメータ」ウィンドウで次のパラメータの値を入力します。

宛先タイプ宛先タイプ宛先タイプ宛先タイプ シード・データをソース・ファイル（.msg）からデータベース表
WF_RESOURCESにアップロードする場合は「データベース」を指定
し、ソース・ファイルからリソース・ファイルを生成する場合は
「ファイル」を指定します。

宛先宛先宛先宛先 「宛先タイプ」に「ファイル」を指定した場合は、生成するリソース・
ファイルのフルパス名を入力します。「データベース」を指定した場
合は、その宛先として現行のデータベース・アカウントが自動的に使
用されます。

ソースソースソースソース ソース・ファイルのフルパス名を指定します。

5. 「OK」を選択して「パラメータ」ウィンドウを閉じます。

注意注意注意注意 : システム管理者は、このプログラムを実行する職責の要求セキュ
リティ・グループに、このコンカレント・プログラムを追加する必要があ
ります。『Oracle Applications System Administrator's Guide』の
「Overview of Concurrent Programs and Requests」を参照してください。
8-72 Oracle8i Workflowガイド



Workflow Core API
6. この要求の印刷オプションと実行オプションを変更してから、「発行」を選択して要求
を発行します。

7. 「要求の発行」フォームを使用せずに、次のどちらかのコマンドを入力し、ワークフ
ロー・リソース・ジェネレータ・コンカレント・プログラムをコマンドラインから実行
することもできます。ソース・ファイルからリソース・ファイルを生成するには、次の
ように入力します。

WFRESGEN apps/pwd 0 Y FILE res_file source_file

ソース・ファイルからデータベース表WF_RESOURCESにシード・データをアップロー
ドするには、次のように入力します。

WFRESGEN apps/pwd 0 Y DATABASE source_file

apps/pwdを APPSスキーマのユーザー名とパスワードに置き換え、res_fileを
リソース・ファイルのファイル仕様に置き換え、source_fileをソース・ファイ
ル（.msg）のファイル仕様に置き換えます。ファイル仕様は、次のように指定しま
す。

@<application_short_name>:[<dir>/.../]file.ext

または

<native path>
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CONTEXT

構文構文構文構文
procedure CONTEXT

(pkg_name IN VARCHAR2,
 proc_name IN VARCHAR2,
 arg1 IN VARCHAR2 DEFAULT '*none*',
 arg2 IN VARCHAR2 DEFAULT '*none*',
 arg3 IN VARCHAR2 DEFAULT '*none*',
 arg4 IN VARCHAR2 DEFAULT '*none*',
 arg5 IN VARCHAR2 DEFAULT '*none*');

説明説明説明説明
エラー・スタックに入力を追加し、エラー・ソースの検索に役立つコンテキスト情報を提供
します。このプロシージャは、TOKEN( )と RAISE( )のコールで発生した事前定義済みのエ
ラーやカスタム定義の例外で使用するか、またはエラー条件が検出されたときに例外なしで
使用できます。

引数（入力）引数（入力）引数（入力）引数（入力）
pkg_name プロシージャのパッケージ名

proc_name プロシージャ名または関数名

arg1 最初の IN引数

argn n番目の IN引数

例例例例 1
/*PL/SQL procedures called by function activities can use
the WF_CORE APIs to raise and catch errors the same way the
Workflow Engine does.*/

package My_Package is

procedure MySubFunction(
arg1 in varchar2,
arg2 in varchar2)

is
...
begin 
if (<error condition>) then
Wf_Core.Token('ARG1', arg1);
Wf_Core.Token('ARG2', arg2);
Wf_Core.Raise('ERROR_NAME');

end if; 
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...
exception 
when others then 
Wf_Core.Context('My_Package', 'MySubFunction', arg1,

arg2);
raise; 

end MySubFunction;
procedure MyFunction(
itemtype in varchar2, 
itemkey in varchar2,
actid in number,
funcmode in varchar2,
result out varchar2)

is
...
begin 
...
begin 
MySubFunction(arg1, arg2);

exception 
when others then 
if (Wf_Core.Error_Name = 'ERROR_NAME') then
-- This is an error I wish to ignore.
Wf_Core.Clear;

else 
raise; 

end if; 
end; 
...

exception 
when others then
Wf_Core.Context('My_Package', 'MyFunction', itemtype,

itemkey, to_char(actid), funmode);
raise; 

end MyFunction;

関連項目関連項目関連項目関連項目
8-70ページ「TOKEN」

8-71ページ「RAISE」
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TRANSLATE

構文構文構文構文
function TRANSLATE

(tkn_name IN VARCHAR2)
 return VARCHAR2;

説明説明説明説明
WF_RESOURCESで言語設定に従って定義されている値をトークンに戻して、トークン文字
列の値を変換します。

引数（入力）引数（入力）引数（入力）引数（入力）
tkn_name トークン名
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Workflow Purge API
次の APIは、ランタイム・フェーズでアプリケーション・プログラムまたはWorkflow関数
によってコールされ、不要になったランタイム・データを削除します。これらの APIは、
WF_PURGEという PL/SQLパッケージに定義されています。

WF_PURGEを使用して、完了した項目やプロセスに関する不要なランタイム・データや、
使用されなくなった廃止アクティビティのバージョン情報を削除できます。このような廃止
データをシステムから定期的に削除することにより、パフォーマンスが向上します。

WF_PURGEパッケージの PL/SQL変数 persistence_typeは、例外 TotalPerm( )を使用し
て、すべてのWF_PURGE APIがどのように動作するかを定義します。この変数が TEMPに
設定されている場合は、「一時」（数日間保管）項目タイプに関連付けられているデータのみ
が削除されます。persistence_typeはデフォルトで TEMPに設定されており、変更できませ
ん。維持タイプが「永久」の項目に関するランタイム・データを削除する場合は、
TotalPerm( )を使用する必要があります。4-4ページの「維持タイプ」を参照してください。

最も一般的なプロシージャは、次の 3つです。

WF_PURGE.ITEMS: 完了した項目、そのプロセスおよびそれらで送信された通知に関連し
たすべてのランタイム・データを削除します。

WF_PURGE.ACTIVITIES: どの項目でも使用されなくなったアクティビティの廃止バー
ジョンを削除します。

WF_PURGE.TOTAL: 項目データとアクティビティ・データの両方を削除します。

他の補助ルーチンでは、特定の表やクラスのデータのみ削除されるため、全面的な削除が望
ましくない場合に使用できます。

Purge APIには、具体的に次のものがあります。

� Items: 8-79ページ

� Activities: 8-80ページ

� Notifications: 8-81ページ

� Total: 8-82ページ

� TotalPERM: 8-83ページ

� AdHocDirectory: 8-84ページ

注意注意注意注意 : 将来の終了日付でWF_PURGE APIを実行することはできません。
先の終了日付を指定すると、「一時」の項目タイプの維持期間を超えてし
まうことがあります。先の終了日付を指定すると、WF_PURGE APIによ
りエラー・メッセージが表示されます。
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注意注意注意注意 : Oracle Applications embedded Workflowを使用している場合、不
要な項目タイプのランタイム・ステータス情報を削除するには、「ワーク
フローの不要ランタイム・データのパージ」コンカレント・プログラムも
使用する必要があります。8-85ページの「「ワークフローの不要ランタイ
ム・データのパージ」コンカレント・プログラム」を参照してください。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 7-1ページ「Oracle Workflowの PL/SQLプロシージャの定
義」
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Items

構文構文構文構文
procedure Items

(itemtype in varchar2 default null,
itemkey in varchar2 default null,
enddate in date default sysdate,
docommit in boolean default TRUE);

説明説明説明説明
プロセスのステータスおよび通知情報など、指定された項目タイプまたは項目キー（あるい
はその両方）、および終了日付に関するすべての項目を削除します。具体的には、表WF_
NOTIFICATIONS、WF_ITEM_ACTIVITY_STATUSES、WF_ITEM_ATTRIBUTE_VALUESお
よびWF_ITEMSから削除します。

引数（入力）引数（入力）引数（入力）引数（入力）
itemtype 削除する項目タイプ。すべての項目タイプを削除するには、この引数

を NULLにします。

itemkey アプリケーション・オブジェクトの主キーから生成された文字列。文
字列では、項目タイプの特定の項目を識別します。NULLの場合、プ
ロシージャは指定された項目タイプの項目をすべて削除します。

enddate この日付までのデータを削除するように指定する日付。

docommit 削除中にデータをコミットするかどうかを示す TRUEまたは FALSE
を指定します。ロールバック・セグメント数を減らしてパフォーマン
スを改善するために、Items()で削除中にデータをコミットする場合
は、TRUEを指定します。自動コミットを実行しない場合は、FALSE
を指定します。デフォルト値は TRUEです。
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Activities

構文構文構文構文
procedure Activities

(itemtype in varchar2 default null,
 name in varchar2 default null,
 enddate in date default sysdate);

説明説明説明説明
表WF_ACTIVITY_ATTR_VALUES、WF_ACTIVITY_TRANSITIONS、WF_PROCESS_
ACTIVITIES、WF_ACTIVITY_ATTRIBUTES_TL、WF_ACTIVITY_ATTRIBUTES、WF_
ACTIVITIES_TLおよびWF_ACTIVITIESから、指定された項目タイプに関連付けられ、指
定された終了日以前の END_DATEを持ち、既存の項目でプロセスまたはアクティビティと
して参照されない「適格」アクティビティの旧バージョンを削除します。

引数（入力）引数（入力）引数（入力）引数（入力）
itemtype 削除するアクティビティに関連した項目タイプ。すべての項目タイプ

のアクティビティを削除するには、この引数を NULLにします。

name 削除するアクティビティの内部名。指定された項目タイプに対するア
クティビティをすべて削除するには、この引数を NULLにします。

enddate この日付までのデータを削除するように指定する日付。

注意注意注意注意 : 廃止項目の参照があるために廃止アクティビティが削除されなく
なることを防ぐため、Activities( )をコールする前に Items( )をコールする
必要があります。
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Notifications

構文構文構文構文
procedure Notifications

(itemtype in varchar2 default null,
 enddate in date default sysdate);

説明説明説明説明
表WF_NOTIFICATION_ATTRIBUTESおよびWF_NOTIFICATIONSから、指定した項目タイ
プに関連し、指定された終了日以前の END_DATEを持ち、既存項目で参照されない古い適
格通知を削除します。

引数（入力）引数（入力）引数（入力）引数（入力）
itemtype 削除する通知に関連した項目タイプ。すべての項目タイプの通知を削

除するには、この引数を NULLにします。

enddate この日付までのデータを削除するように指定する日付。

注意注意注意注意 : 廃止項目の参照があるために廃止通知が削除されなくなることを
防ぐため、Notifications( )をコールする前に Items( )をコールする必要が
あります。
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Total

構文構文構文構文
procedure Total

(itemtype in varchar2 default null,
itemkey in varchar2 default null,
enddate in date default sysdate,
docommit in boolean default TRUE);

説明説明説明説明
不要になった実行時の項目タイプとアクティビティ・データをすべて削除します。具体的に
は、指定された項目タイプに割り当てられており、指定された終了日付以前の END_DATE
が定義されているものを削除します。また、AdHocDirectory()がコールされ、使用されなく
なったアドホック・ロールおよびユーザーも削除されます。8-84ページの
「AdHocDirectory」を参照してください。

Total()では、すべてのアクティビティおよびアドホック・ロール情報が削除されるため、パ
フォーマンス上は Items()より高コストです。特定の項目キーを削除する場合は、Items()を
使用します。Total()は、低アクティビティ期間中の日常的な保守の一部として使用します。
8-79ページの「Items」を参照してください。

引数（入力）引数（入力）引数（入力）引数（入力）
itemtype 削除する不要なランタイム・データに関連した項目タイプ。すべての

項目タイプの不要なランタイム・データを削除するには、この引数を
NULLにします。

itemkey アプリケーション・オブジェクトの主キーから生成された文字列。文
字列では、項目タイプの特定の項目を識別します。NULLの場合、プ
ロシージャは指定された項目タイプの項目をすべて削除します。

enddate この日付までのデータを削除するように指定する日付。

docommit 削除中にデータをコミットするかどうかを示す TRUEまたは FALSE
を指定します。ロールバック・セグメント数を減らしてパフォーマン
スを改善するために、Total()で削除中にデータをコミットする場合
は、TRUEを指定します。自動コミットを実行しない場合は、FALSE
を指定します。デフォルト値は TRUEです。
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TotalPERM

構文構文構文構文
procedure TotalPERM

(itemtype in varchar2 default null,
itemkey in varchar2 default null,
enddate in date default sysdate,
docommit in boolean default TRUE);

説明説明説明説明
維持タイプが「PERM」（永久）のランタイム・データのうち、不要になったものをすべて削
除します。具体的には、指定された項目タイプに割り当てられており、指定された終了日付
以前の END_DATEが定義されているデータを削除します。TotalPERM()は Total()に似て
いますが、維持タイプが「PERM」の項目のみを削除します。8-82ページの「Total」を参照
してください。

引数（入力）引数（入力）引数（入力）引数（入力）
itemtype 削除する不要なランタイム・データに関連した項目タイプ。すべての

項目タイプの不要なランタイム・データを削除するには、この引数を
NULLにします。

itemkey アプリケーション・オブジェクトの主キーから生成された文字列。文
字列では、項目タイプの特定の項目を識別します。NULLの場合、プ
ロシージャは指定された項目タイプの項目をすべて削除します。

enddate この日付までのデータを削除するように指定する日付。

docommit 削除中にデータをコミットするかどうかを示す TRUEまたは FALSE
を指定します。ロールバック・セグメント数を減らしてパフォーマン
スを改善するために、TotalPERM()で削除中にデータをコミットする
場合は、TRUEを指定します。自動コミットを実行しない場合は、
FALSEを指定します。デフォルト値は TRUEです。
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AdHocDirectory

構文構文構文構文
procedure AdHocDirectory

(end_date in date default sysdate);

説明説明説明説明
WF_LOCAL_*表で、指定した END_DATE以前の期日が定義されており、通知で参照され
ていないユーザーおよびロールをすべて削除します。

引数（入力）引数（入力）引数（入力）引数（入力）
end_date 削除の対象となる最終日付。
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「「「「ワークフローの不要ランタイム・データのパージ」コンカレント・プログラムワークフローの不要ランタイム・データのパージ」コンカレント・プログラムワークフローの不要ランタイム・データのパージ」コンカレント・プログラムワークフローの不要ランタイム・データのパージ」コンカレント・プログラム

➤ ➤ ➤ ➤ ワークフローの不要ランタイム・データのパージワークフローの不要ランタイム・データのパージワークフローの不要ランタイム・データのパージワークフローの不要ランタイム・データのパージ

1. Oracle Applicationsの「要求の発行」フォームにナビゲートし、「ワークフローの不要
ランタイム・データのパージ」コンカレント・プログラムを発行します。Oracle 
Applicationsと Oracle Workflowをインストールして設定するときに、システム管理者
はこのコンカレント・プログラムを実行する職責の要求セキュリティ・グループに追加
する必要があります。このコンカレント・プログラムの実行ファイル名は Oracle 
Workflow Purge Obsolete Dataで、短縮名は FNDWFPRです。『Oracle Applications シ
ステム管理者ガイド』の「コンカレント・プログラムとコンカレント要求の概要」を参
照してください。

2. ワークフローの不要ランタイム・データのパージ・コンカレント・プログラムを、要求
として発行します。『Oracle Applicationsユーザーズ・ガイド』の「要求の発行」を参
照してください。

3. 「パラメータ」ウィンドウで次のパラメータの値を入力します。

4. 「OK」を選択して「パラメータ」ウィンドウを閉じます。

5. この要求の印刷オプションと実行オプションを変更してから、「発行」を選択して要求
を発行します。

itemtype

項目タイプ項目タイプ項目タイプ項目タイプ

削除する不要なランタイム・データに関連した項目タイプ。すべて
の項目タイプの不要なランタイム・データを削除するには、この引
数を NULLにします。

itemkey

項目キー項目キー項目キー項目キー

アプリケーション・オブジェクトの主キーから生成された文字列。
文字列では、項目タイプの項目を一意に識別します。NULLの場合、
プログラムでは指定された項目タイプの項目をすべて削除します。

age

持続日数持続日数持続日数持続日数

x_persistence_typeが「TEMP」に設定されている場合に、削除する
データの最短保存日数。デフォルトは 0になります。

x_persistence_
type

パージの持続タイプとして、「TEMP」（一時）または「PERM」（永
久）を指定します。デフォルトは「TEMP」となります。
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Workflow Directory Services API
次の APIは、ランタイム・フェーズでアプリケーション・プログラムまたはWorkflow関数
でコールでき、ディレクトリ・サービス内の既存のユーザーとロールに関する情報の取出し
や、新規のアド・ホック・ユーザーとロールの作成および管理を行うことが可能です。これ
らの APIは、WF_DIRECTORYという PL/SQLパッケージで定義されています。

� GetRoleUsers: 8-87ページ

� GetUserRoles: 8-88ページ

� GetRoleInfo: 8-89ページ

� GetRoleInfo2: 8-90ページ

� IsPerformer: 8-91ページ

� UserActive: 8-92ページ

� GetUserName: 8-93ページ

� GetRoleName: 8-94ページ

� GetRoleDisplayName: 8-95ページ

� SetAdHocUserStatus: 8-96ページ

� SetAdHocRoleStatus: 8-97ページ

� CreateAdHocUser: 8-98ページ

� CreateAdHocRole: 8-100ページ

� AddUsersToAdHocRole: 8-102ページ

� SetAdHocUserExpiration: 8-103ページ

� SetAdHocRoleExpiration: 8-104ページ

� SetAdHocUserAttr: 8-105ページ

� SetAdHocRoleAttr: 8-106ページ

� RemoveUsersFromAdHocRole: 8-107ページ

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 7-1ページ「Oracle Workflowの PL/SQLプロシージャの定
義」
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GetRoleUsers

構文構文構文構文
procedure GetRoleUsers

(role in varchar2,
 users out UserTable);

説明説明説明説明
指定されたロールに対するユーザーの表を戻します。

引数（入力）引数（入力）引数（入力）引数（入力）
role 有効なロール名。
Oracle Workflowの API 8-87



Workflow Directory Services API
GetUserRoles

構文構文構文構文
procedure GetUserRoles

(user in varchar2,
 roles out RoleTable);

説明説明説明説明
指定されたユーザーに割り当てられているロールの表を戻します。

引数（入力）引数（入力）引数（入力）引数（入力）
user 有効なユーザー名。
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GetRoleInfo

構文構文構文構文
procedure GetRoleInfo

(Role in varchar2,
Display_Name out varchar2,
Email_Address out varchar2,
Notification_Preference out varchar2,
Language out varchar2,
Territory out varchar2);

説明説明説明説明
ロールに関する次の情報を戻します。

� 表示名

� メール・アドレス

� 通知環境設定（「QUERY」、「MAILTEXT」、「MAILHTML」、「MAILATTH」、
「SUMMARY」）

� 言語

� 地域

引数（入力）引数（入力）引数（入力）引数（入力）
role 有効なロール名。
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GetRoleInfo2

構文構文構文構文
procedure GetRoleInfo2

(Role in varchar2,
 Role_Info_Tbl out wf_directory.wf_local_roles_tbl_type);

説明説明説明説明
SQL表のロールについて、次の情報を戻します。

� 表示名

� 説明

� 通知環境設定（「QUERY」、「MAILTEXT」、「MAILHTML」、「MAILATTH」、
「SUMMARY」）

� 言語

� 地域

� メール・アドレス

� ファックス

� ステータス

� 失効日

引数（入力）引数（入力）引数（入力）引数（入力）
role 有効なロール名。
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IsPerformer

構文構文構文構文
function IsPerformer

(user in varchar2,
 role in varchar2);

説明説明説明説明
ユーザーがロールの実行者であるかどうかを識別する値 TRUEまたは FALSEを戻します。

引数（入力）引数（入力）引数（入力）引数（入力）
user 有効なユーザー名。

role 有効なロール名。
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UserActive

構文構文構文構文
function UserActive

(username in varchar2)
 return boolean;

説明説明説明説明
現在、ユーザーのステータスが「ACTIVE」で、ワークフローに参加できるかどうかを判別
します。ユーザーのステータスが「ACTIVE」であれば TRUE、それ以外の場合は FALSEを
戻します。

引数（入力）引数（入力）引数（入力）引数（入力）
username 有効なユーザー名。
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GetUserName

構文構文構文構文
procedure GetUserName

(p_orig_system in varchar2,
 p_orig_system_id in varchar2,
 p_name out varchar2,
 p_display_name out varchar2);

説明説明説明説明
ワークフローの表示名およびユーザー名を、元のユーザーおよびロールのリポジトリのシス
テム情報で戻します。

引数（入力）引数（入力）引数（入力）引数（入力）
p_orig_system 元のリポジトリ表を識別するコード。

p_orig_system_id 元のリポジトリ表の行の ID。
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GetRoleName

構文構文構文構文
procedure GetRoleName

(p_orig_system in varchar2,
 p_orig_system_id in varchar2,
 p_name out varchar2,
 p_display_name out varchar2);

説明説明説明説明
ワークフローの表示名およびロール名を、元のユーザーおよびロールのリポジトリのシステ
ム情報で戻します。

引数（入力）引数（入力）引数（入力）引数（入力）
p_orig_system 元のリポジトリ表を識別するコード。

p_orig_system_id 元のリポジトリ表の行の ID。
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GetRoleDisplayName

構文構文構文構文
function GetRoleDisplayName

(p_role_name in varchar2)
 return varchar2;
 pragma restrict_references(GetRoleDisplayName, WNDS,
 WNPS);

説明説明説明説明
ワークフローのロールの表示名を、ロールの内部名で戻します。

引数（入力）引数（入力）引数（入力）引数（入力）
p_role_name ロールの内部名。
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SetAdHocUserStatus

構文構文構文構文
procedure SetAdHocUserStatus

(user_name in varchar2,
 status in varchar2 default 'ACTIVE');

説明説明説明説明
アドホック・ユーザーのステータスを「ACTIVE」または「INACTIVE」に設定します。

引数（入力）引数（入力）引数（入力）引数（入力）
user_name ユーザーの内部名。

status ユーザーに設定する「ACTIVE」または「INACTIVE」のステータス。
NULLの場合は、ステータスが「ACTIVE」に設定されます。
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SetAdHocRoleStatus

構文構文構文構文
procedure SetAdHocRoleStatus

(role_name in varchar2,
 status in varchar2 default 'ACTIVE');

説明説明説明説明
アドホック・ロールのステータスを「ACTIVE」または「INACTIVE」に設定します。

引数（入力）引数（入力）引数（入力）引数（入力）
role_name ロールの内部名。

status ロールに設定する「ACTIVE」または「INACTIVE」のステータス。
NULLの場合は、ステータスが「ACTIVE」に設定されます。
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CreateAdHocUser

構文構文構文構文
procedure CreateAdHocUser

(name in out varchar2,
 display_name in out varchar2,
 language in varchar2 default null,
 territory in varchar2 default null,
 description in varchar2 default null,
 notification_preference in varchar2 default
 'MAILHTML',
 email_address in varchar2 default null,
 fax in varchar2 default null,
 status in varchar2 default 'ACTIVE',
 expiration_date in date default sysdate);

説明説明説明説明
WF_LOCAL_USERS表に値を作成し、実行時にユーザーを作成します。これは、アドホッ
ク・ユーザーと呼ばれます。

引数（入力）引数（入力）引数（入力）引数（入力）
name ユーザーの内部名。この名前は 30文字までで、すべて大文字としま

す。このプロシージャでは、指定された名前がWF_USERSに存在す
るかどうかをチェックし、存在する場合はエラーを戻します。内部名
を指定しない場合は、接頭辞「~WF_ADHOC-」の後に連番を付加し
た内部名が生成されます。

display_name ユーザーの表示名。このプロシージャでは、指定した表示名がWF_
USERSに存在するかどうかをチェックし、存在する場合はエラーを
戻します。表示名を指定しない場合は、接頭辞「~WF_ADHOC-」の
後に連番を付加した表示名が生成されます。

language Oracle8iの NLS_LANGUAGEの初期パラメータ値を表します。これ
は、ユーザーの通知セッションにおける、言語依存のデフォルト設定
を表します。何も指定しない場合は、現行のセッションの言語の設定
が使用されます。

territory Oracle8iの NLS_ TERRITORYの初期パラメータ値を表します。これ
は、ユーザーの通知セッションで使用される地域依存の日付および数
値の書式のデフォルト設定を表します。何も指定しない場合は、現行
のセッションの地域の設定が使用されます。

description ユーザーの説明（オプション）。
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notification_preference
ユーザーが、通知を受信する形式を表します。有効値は
「MAILTEXT」、「MAILHTML」、「MAILATTH」、「QUERY」または
「SUMMARY」です。何も指定しない場合は、「MAILHTML」が設定
されます。

email_address ユーザーの電子メール・アドレス（オプション）。

fax ユーザーの FAX番号（オプション）。

status ワークフロー・プロセスに参加するためのユーザーのステータスを表
します。有効値は「ACTIVE」、「EXTLEAVE」、「INACTIVE」および
「TMPLEAVE」です。何も指定しない場合は、「ACTIVE」に設定され
ます。

expiration_date ディレクトリ・サービスに対するユーザーの失効日付を表します。何
も指定しない場合は、失効日付は設定されません。

関連項目関連項目関連項目関連項目
2-14ページ 「手順WF-3 Oracle Workflowのディレクトリ・サービスの設定」
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CreateAdHocRole

構文構文構文構文
procedure CreateAdHocRole

(role_name in out varchar2,
 role_display_name in out varchar2,
 language in varchar2 default null,
 territory in varchar2 default null,
 role_description in varchar2 default null,
 notification_preference in varchar2 default
 'MAILHTML',
 role_users in varchar2 default null,
 email_address in varchar2 default null,
 fax in varchar2 default null,
 status in varchar2 default 'ACTIVE',
 expiration_date in date default sysdate);

説明説明説明説明
WF_LOCAL_ROLES表に値を作成し、実行時にロールを作成します。これは、アドホック・
ロールと呼ばれます。

引数（入力）引数（入力）引数（入力）引数（入力）
role_name ロールの内部名。この名前は 30文字までで、すべて大文字とします。

このプロシージャでは、指定された名前がWF_ROLESに存在するか
どうかをチェックし、存在する場合はエラーを戻します。内部名を指
定しない場合は、接頭辞「~WF_ADHOC-」の後に連番を付加した内
部名が生成されます。

role_display_name ロールの表示名。このプロシージャでは、指定した表示名がWF_
ROLESに存在するかどうかをチェックし、存在する場合はエラーを
戻します。表示名を指定しない場合は、接頭辞「~WF_ADHOC-」の
後に連番を付加した表示名が生成されます。

language Oracle8iの NLS_LANGUAGEの初期パラメータ値を表します。これ
は、ユーザーの通知セッションにおける、言語依存のデフォルト設定
を表します。何も指定しない場合は、現行のセッションの言語の設定
が使用されます。

territory Oracle8iの NLS_ TERRITORYの初期パラメータ値を表します。これ
は、ユーザーの通知セッションで使用される地域依存の日付および数
値の書式のデフォルト設定を表します。何も指定しない場合は、現行
のセッションの地域の設定が使用されます。

role_description ロールの説明（オプション）。
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notification_preference
ロールが通知を受信する形式を表します。有効値は「MAILTEXT」、
「MAILHTML」、「MAILATTH」、「QUERY」または「SUMMARY」で
す。何も指定しない場合は、「MAILHTML」が設定されます。

role_users ロールに定義されているユーザー名を表します。複数のユーザー名を
列記する場合は、カンマまたはスペースで区切ります。

email_address 各自の電子メール・システムで定義されているロールの電子メール・
アドレス、またはメール配信リスト（オプション）。

fax ロールの FAX番号（オプション）。

status ワークフロー・プロセスに参加するためのロールのステータスを表し
ます。有効値は「ACTIVE」、「EXTLEAVE」、「INACTIVE」および
「TMPLEAVE」です。何も指定しない場合は、「ACTIVE」に設定され
ます。

expiration_date ディレクトリ・サービスに対するロールの失効日付を表します。何も
指定しない場合は、失効日付は設定されません。

関連項目関連項目関連項目関連項目
2-14ページ 「手順WF-3 Oracle Workflowのディレクトリ・サービスの設定」
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AddUsersToAdHocRole

構文構文構文構文
procedure AddUsersToAdHocRole

(role_name in varchar2,
 role_users in varchar2);

説明説明説明説明
既存のアドホック・ロールにユーザーを追加します。

引数（入力）引数（入力）引数（入力）引数（入力）
role_name アドホック・ロールの内部名。

role_users 複数のユーザーをスペースまたはカンマで区切って指定します。ユー
ザーには、アドホック・ユーザー、またはアプリケーションで定義さ
れているユーザー（ただし、Oracle Workflowディレクトリ・サービス
には定義されていないもの）を定義できます。
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SetAdHocUserExpiration

構文構文構文構文
procedure SetAdHocUserExpiration

(user_name in varchar2,
 expiration_date in date default sysdate);

説明説明説明説明
アドホック・ユーザーの失効日を更新します。

引数（入力）引数（入力）引数（入力）引数（入力）
user_name アドホック・ユーザーの内部名。

expiration_date 新しい失効日。何も指定しない場合は、デフォルトの失効日として
sysdateが設定されます。
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SetAdHocRoleExpiration

構文構文構文構文
procedure SetAdHocRoleExpiration

(role_name in varchar2,
 expiration_date in date default sysdate);

説明説明説明説明
アドホック・ロールの失効日を更新します。

引数（入力）引数（入力）引数（入力）引数（入力）
role_name アドホック・ロールの内部名。

expiration_date 新しい失効日。何も指定しない場合は、デフォルトの失効日として
sysdateが設定されます。
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SetAdHocUserAttr

構文構文構文構文
procedure SetAdHocUserAttr

(user_name in varchar2,
 display_name in varchar2 default null,
 notification_preference in varchar2 default null,
 language in varchar2 default null,
 territory in varchar2 default null,
 email_address in varchar2 default null,
 fax in varchar2 default null);

説明説明説明説明
アドホック・ユーザーの属性を更新します。

引数（入力）引数（入力）引数（入力）引数（入力）
user_name 更新するアドホック・ユーザーの内部名。

display_name アドホック・ユーザーの新しい表示名。何も指定しない場合は、表示
名は更新されません。

notification_preference
新しい通知環境を表します。有効値は「MAILTEXT」、
「MAILHTML」、「MAILATTH」、「QUERY」または「SUMMARY」で
す。何も指定しなければ、通知環境は更新されません。

language アドホック・ユーザーに対する Oracle8iのNLS_LANGUAGEの新し
い初期パラメータ値。何も指定しない場合は、言語設定は変更されま
せん。

territory アドホック・ユーザーに対する Oracle8iのNLS_ TERRITORYの新し
い初期パラメータ値。何も指定しない場合は、地域設定は変更されま
せん。

email_address アドホック・ユーザーの新しい電子メール・アドレス。何も指定しな
い場合は、電子メール・アドレスは変更されません。

fax アドホック・ユーザーの新しい FAX番号。何も指定しない場合は、
FAX番号は変更されません。
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SetAdHocRoleAttr

構文構文構文構文
procedure SetAdHocRoleAttr

(role_name in varchar2,
 display_name in varchar2 default null,
 notification_preference in varchar2 default null,
 language in varchar2 default null,
 territory in varchar2 default null,
 email_address in varchar2 default null,
 fax in varchar2 default null);

説明説明説明説明
アドホック・ロールの属性を更新します。

引数（入力）引数（入力）引数（入力）引数（入力）
role_name 更新するアドホック・ロールの内部名。

display_name アドホック・ロールの新しい表示名。何も指定しない場合は、表示名
は更新されません。

notification_preference
新しい通知環境を表します。有効値は「MAILTEXT」、
「MAILHTML」、「QUERY」または「SUMMARY」です。何も指定し
ない場合は、通知環境は更新されません。

language アドホック・ロールに対する Oracle8iのNLS_LANGUAGEの新しい
初期パラメータ値。何も指定しない場合は、言語設定は変更されませ
ん。

territory アドホック・ロールに対する Oracle8iのNLS_ TERRITORYの新しい
初期パラメータ値。何も指定しない場合は、地域設定は変更されませ
ん。

email_address アドホック・ロールの新しい電子メール・アドレス。何も指定しない
場合は、電子メール・アドレスは変更されません。

fax アドホック・ロールの新しい FAX番号。何も指定しない場合は、
FAX番号は変更されません。
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RemoveUsersFromAdHocRole

構文構文構文構文
procedure RemoveUsersFromAdHocRole

(role_name in varchar2,
 role_users in varchar2 default null);

説明説明説明説明
既存のアドホック・ロールからユーザーを削除します。

引数（入力）引数（入力）引数（入力）引数（入力）
role_name アドホック・ロールの内部名。

role_users アドホック・ロールから削除するユーザーのリスト。ユーザーはカン
マまたはスペースで区切って指定されます。何も指定しない場合は、
ロールからすべてのユーザーが削除されます。
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Workflow Preferences API
次の APIをコールし、ユーザー設定項目の情報を取得します。この APIは、WF_PREFとい
う PL/SQLパッケージに定義されています。
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get_pref

構文構文構文構文
function get_pref

(p_user_name in varchar2,
 p_preference_name in varchar2)
 return varchar2;

説明説明説明説明
指定したユーザーの特定の設定項目の値を取得します。

引数（入力）引数（入力）引数（入力）引数（入力）
p_user_name ユーザーの内部名。グローバルな設定項目値を取得するには、ユー

ザーにWF_DEFAULTと指定します。

p_preference_name 値を取得するユーザー設定項目の名前。次の設定項目名を取得できま
す。

LANGUAGE

TERRITORY

MAILTYPE

DMHOME

DATEFORMAT
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ワークフロー・モニターワークフロー・モニターワークフロー・モニターワークフロー・モニター API
次の APIをコールして、アクセス・キーを取得するか、ワークフロー・モニターの各種ペー
ジにアクセスする完全な URLを生成できます。ワークフロー・モニター APIは、すべて
WF_MONITORという PL/SQLパッケージに定義されています。

� GetAccessKey: 8-111ページ

� GetDiagramURL: 8-112ページ

� GetEnvelopeURL: 8-114ページ

� GetAdvancedEnvelopeURL: 8-116ページ

注意注意注意注意 : Oracle Workflowの旧バージョンの GetURL APIは、
GetEnvelopeURL APIと GetDiagramURL APIに変更になりました。旧
GetURL APIの機能は、新規の GetDiagramURL APIと直接関連していま
す。Oracle Workflowの現行バージョンでも GetURL APIは認識されます
が、将来的にも、該当する場合はこの 2つの新規 APIのみを使用するよう
にしてください。
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GetAccessKey

構文構文構文構文
function GetAccessKey

(x_item_type varchar2,
x_item_key varchar2,
x_admin_mode varchar2)
return varchar2;

説明説明説明説明
ワークフロー・モニターへのアクセスを制御するアクセス・キー・パスワードを取得しま
す。各プロセス・インスタンスには、ワークフロー・モニターを ADMINモードまたは
USERモードで実行できるように、別個のアクセス・キーがあります。

引数（入力）引数（入力）引数（入力）引数（入力）
x_item_type 有効な項目タイプ。

x_item_key アプリケーション・オブジェクトの主キーから生成された文字列。文
字列では、項目タイプの特定の項目を識別します。項目タイプおよび
キーで、レポートするプロセスを識別します。

x_admin_mode 値 YESまたはNO。YESは、関数に対して、モニターを ADMINモー
ドで実行するアクセス・キー・パスワードを取り出すように指示しま
す。NOの場合は、USERモードでモニターを実行するアクセス・
キー・パスワードが取り出されます。
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GetDiagramURL

構文構文構文構文
function GetDiagramURL

(x_agent in varchar2,
 x_item_type in varchar2,
 x_item_key in varchar2,
 x_admin_mode in varchar2 default 'NO')
 return varchar2;

説明説明説明説明
アプリケーションからコールし、添付されたアクセス・キー・パスワードを使用してワーク
フロー・モニターへのアクセスを可能にする URLを戻すことができます。この URLでは、
ADMINまたは USERモードで動作しているワークフロー・モニターに、ワークフロー・プ
ロセスの特定インスタンスのダイアグラムが表示されます。

WF_MONITOR.GetDiagramURL( )関数からは、次のような URLが戻されます。

<webagent>/wf_monitor.html?x_item_type=<item_type>&x_item_key=<item_key>&x_admin_
mode=<YES or NO>&x_access_key=<access_key>

<webagent>は、Webサーバーで Oracle Workflow用に構成されたWebエージェントの
ベース URLを表します。2-9ページの「手順WF-2 グローバル・ユーザー設定項目の設定」
を参照してください。

wf_monitor.htmlは、プロセス・インスタンスのワークフロー・モニター・ダイアグラム
を生成する PL/SQLパッケージのプロシージャ名を表します。

wf_monitor.htmlプロシージャには、4つの引数が必要です。<item_type>と <item_
key>は、特定のプロセス・インスタンスを識別する項目タイプと項目キーの内部名を表し
ます。<YES or NO>が YESであれば、モニターは ADMINモードで実行され、NOであれ
ば USERモードで実行されます。<access_key>は、モニターが ADMINモードと USER
モードのうちどちらで実行されているかを判別するアクセス・キー・パスワードです。
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引数（入力）引数（入力）引数（入力）引数（入力）
x_agent Oracle Web ServerでOracle WorkflowまたはOracle Self-Service Web 

Applicationsに対して定義されている基本のWeb agent文字列。基本
のWeb agent文字列は、WF_RESOURCESテーブルに保存し、次の
ようになります。

http://<server.com:portID>/<PLSQL_agent_path>

この関数をコールする場合、アプリケーションは最初にWF_
CORE.TRANSLATE( )をコールして、WF_RESOURCESからWeb 
agent文字列であるトークン WF_WEB_AGENTを取り出す必要があり
ます。2-9ページの「手順WF-2 グローバル・ユーザー設定項目の設
定」を参照してください。

x_item_type 有効な項目タイプ。

x_item_key アプリケーション・オブジェクトの主キーから生成された文字列。文
字列では、項目タイプの特定の項目を識別します。項目タイプおよび
キーで、レポートするプロセスを識別します。

x_admin_mode 値 YESまたはNO。YESは、関数に対して、モニターを ADMINモー
ドで実行するアクセス・キー・パスワードを取り出すように指示しま
す。NOの場合は、USERモードでモニターを実行するアクセス・
キー・パスワードが取り出されます。

例例例例
次の例は、GetDiagramUrlをコールする方法を示しています。この例では、項目タイプ
WFDEMOと項目キー 10022で識別されるプロセス・インスタンスについて、ワークフ
ロー・モニター・ダイアグラムを USERモードで表示する URLが戻されます。

URL := WF_MONITOR.GetDiagramURL
(WF_CORE.Translate('WF_WEB_AGENT'),
'WFDEMO',
'10022', 
'NO');

関連項目関連項目関連項目関連項目
8-76ページ「TRANSLATE」
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GetEnvelopeURL

構文構文構文構文
function GetEnvelopeURL

(x_agent in varchar2,
 x_item_type in varchar2,
 x_item_key in varchar2,
 x_admin_mode in varchar2 default 'NO')
 return varchar2;

説明説明説明説明
アプリケーションからコールし、添付されたアクセス・キー・パスワードを使用してワーク
フロー・モニターの通知リストへのアクセスを可能にする URLを戻すことができます。こ
の URLでは、ワークフロー・プロセスの特定インスタンスの通知リストがワークフロー・
モニターに表示されます。

WF_MONITOR.GetEnvelopeURL( )関数からは、次のような URLが戻されます。

<webagent>/wf_monitor.envelope?x_item_type=<item_type>&x_item_key=<item_key>&x_
admin_mode=<YES or NO>&x_access_key=<access_key>

<webagent>は、Webサーバーで Oracle Workflow用に構成されたWebエージェントの
ベース URLを表します。2-9ページの「手順WF-2 グローバル・ユーザー設定項目の設定」
を参照してください。

wf_monitor.envelopeは、プロセス・インスタンスのワークフロー・モニター通知リス
トを生成する PL/SQLパッケージのプロシージャ名を表します。

引数（入力）引数（入力）引数（入力）引数（入力）
x_agent Oracle Web ServerでOracle WorkflowまたはOracle Self-Service Web 

Applicationsに対して定義されている基本のWeb agent文字列。基本の
Web agent文字列は、WF_RESOURCESテーブルに保存し、次のよう
になります。

http://<server.com:portID>/<PLSQL_agent_path>

この関数をコールする場合、アプリケーションは最初にWF_
CORE.TRANSLATE( )をコールして、WF_RESOURCESからWeb 
agent文字列であるトークン WF_WEB_AGENTを取り出す必要があり
ます。2-9ページの「手順WF-2 グローバル・ユーザー設定項目の設
定」を参照してください。

x_item_type 有効な項目タイプ。

x_item_key アプリケーション・オブジェクトの主キーから生成された文字列。文
字列では、項目タイプの特定の項目を識別します。項目タイプおよび
キーで、レポートするプロセスを識別します。
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x_admin_mode 値 YESまたはNO。YESは、関数に対して、モニターを ADMINモー
ドで実行するアクセス・キー・パスワードを取り出すように指示しま
す。NOの場合は、USERモードでモニターを実行するアクセス・
キー・パスワードが取り出されます。

関連項目関連項目関連項目関連項目
8-76ページ「TRANSLATE」
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GetAdvancedEnvelopeURL

構文構文構文構文
function GetAdvancedEnvelopeURL

(x_agent in varchar2,
 x_item_type in varchar2,
 x_item_key in varchar2,
 x_admin_mode in varchar2 default 'NO',
 x_options in varchar2 default null)
 return varchar2;

説明説明説明説明
アプリケーションからコールし、添付されたアクセス・キー・パスワードを使用してワーク
フロー・モニターのアクティビティ・リストを表示する URLを戻すことができます。この
URLでは、ワークフロー・プロセスの特定インスタンスのアクティビティ・リストがワーク
フロー・モニターに表示されます。アクティビティ・リストでは、プロセス・インスタンス
のアクティビティ・リストを表示するときに、強力なフィルタ・オプションを使用できま
す。

x_options引数が NULLの場合、WF_MONITOR.GetAdvancedEnvelopeURL( )関数からは、
次のような URLが戻されます。

例例例例
<webagent>/wf_monitor.envelope?x_item_type=<item_type>&x_item_key=<item_key>&x_
admin_mode=<YES or NO>&x_access_key=<access_key>&x_advanced=TRUE

<webagent>は、Webサーバーで Oracle Workflow用に構成されたWebエージェントの
ベース URLを表します。2-9ページの「手順WF-2 グローバル・ユーザー設定項目の設定」
を参照してください。

wf_monitor.envelopeは、プロセス・インスタンスのワークフロー・モニター通知リス
トを生成する PL/SQLパッケージのプロシージャ名を表します。
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引数（入力）引数（入力）引数（入力）引数（入力）
x_agent Oracle Web ServerでOracle WorkflowまたはOracle Self-Service Web 

Applicationsに対して定義されている基本のWeb agent文字列。基本
のWeb agent文字列は、WF_RESOURCESテーブルに保存し、次の
ようになります。

http://<server.com:portID>/<PLSQL_agent_path>

この関数をコールする場合、アプリケーションは最初にWF_
CORE.TRANSLATE( )をコールして、WF_RESOURCESからWeb 
agent文字列であるトークン WF_WEB_AGENTを取り出す必要があり
ます。2-9ページの「手順WF-2 グローバル・ユーザー設定項目の設
定」を参照してください。

x_item_type 有効な項目タイプ。

x_item_key アプリケーション・オブジェクトの主キーから生成された文字列。文
字列では、項目タイプの特定の項目を識別します。項目タイプおよび
キーで、レポートするプロセスを識別します。

x_admin_mode 値 YESまたはNO。YESは、関数に対して、モニターを ADMINモー
ドで実行するアクセス・キー・パスワードを取り出すように指示しま
す。NOの場合は、USERモードでモニターを実行するアクセス・
キー・パスワードが取り出されます。

x_options すべてのフィルタ・オプションが選択されている状態のアクティビ
ティ・リストが表示される URLを戻す場合は、「All」を指定します。
この引数に何も指定しない場合は、フィルタ・オプションが何も選択
されていない状態のアクティビティ・リストが表示される URLを戻
します。この引数によって、特定のオプションを追加できます。デ
フォルト値は NULLになります。

関連項目関連項目関連項目関連項目
8-76ページ「TRANSLATE」
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Oracle Workflowのビュー
Oracle Workflowのビューのビューのビューのビュー
ワークフロー・データへのアクセスには、次のパブリック・ビューを使用できます。Oracle 
Applications embedded Workflowを使用している場合、これらのビューは APPSアカウン
トにインストールされています。スタンドアロン版の Oracle Workflowを使用している場
合、これらのビューは Oracle Workflow Serverと同じアカウントにインストールされていま
す。

� WF_ITEM_ACTIVITY_STATUSES_V: 8-119ページ

� WF_NOTIFICATION_ATTR_RESP_V: 8-120ページ

� WF_RUNNABLE_PROCESSES_V: 8-121ページ

� WF_ITEMS_V: 8-122ページ
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WF_ITEM_ACTIVITY_STATUSES_V
このビューには、ワークフロー・プロセスに関して正規化されていない情報と、そのアク
ティビティのステータスが含まれています。このビューを使用して、特定の項目やプロセス
のステータスに関するユーザー定義の問合せとレポートを作成します。ビューの列の説明
は、次のとおりです。

ビュー名 NULL? 型
------------------------------- -------- ----
ROW_ID                                   ROWID
SOURCE                                   CHAR(1)
ITEM_TYPE                                VARCHAR2(8)
ITEM_TYPE_DISPLAY_NAME                   VARCHAR2(80)
ITEM_TYPE_DESCRIPTION                    VARCHAR2(240)
ITEM_KEY                                 VARCHAR2(240)
USER_KEY                                 VARCHAR2(240)
ITEM_BEGIN_DATE                          DATE
ITEM_END_DATE                            DATE
ACTIVITY_ID                              NUMBER
ACTIVITY_LABEL                           VARCHAR2(30)
ACTIVITY_NAME                            VARCHAR2(30)
ACTIVITY_DISPLAY_NAME                    VARCHAR2(80)
ACTIVITY_DESCRIPTION                     VARCHAR2(240)
ACTIVITY_TYPE_CODE                       VARCHAR2(8)
ACTIVITY_TYPE_DISPLAY_NAME               VARCHAR2(80)
EXECUTION_TIME                           NUMBER
ACTIVITY_BEGIN_DATE                      DATE
ACTIVITY_END_DATE                        DATE
ACTIVITY_STATUS_CODE                     VARCHAR2(8)
ACTIVITY_STATUS_DISPLAY_NAME VARCHAR2(80)
ACTIVITY_RESULT_CODE                     VARCHAR2(30)
ACTIVITY_RESULT_DISPLAY_NAME             VARCHAR2(4000)
ASSIGNED_USER                            VARCHAR2(30)
ASSIGNED_USER_DISPLAY_NAME               VARCHAR2(4000)
NOTIFICATION_ID                          NUMBER
OUTBOUND_QUEUE_ID                        RAW(16)
ERROR_NAME                               VARCHAR2(30)
ERROR_MESSAGE                            VARCHAR2(2000)
ERROR_STACK                              VARCHAR2(4000)
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WF_NOTIFICATION_ATTR_RESP_V
このビューには、通知グループの「応答」メッセージ属性に関する情報が含まれています。
ユーザー定義の投票アクティビティを作成するには、このビューを使用して、通知グループ
のユーザーからの応答を集計する関数を作成します。4-50ページの「投票アクティビティ」
を参照してください。

ビューの列の説明は、次のとおりです。

ビュー名 NULL? 型
 ------------------------------- -------- ----
 GROUP_ID                        NOT NULL NUMBER
 RECIPIENT_ROLE                  NOT NULL VARCHAR2(30)
 RECIPIENT_ROLE_DISPLAY_NAME              VARCHAR2(4000)
 ATTRIBUTE_NAME                  NOT NULL VARCHAR2(30)
 ATTRIBUTE_DISPLAY_NAME          NOT NULL VARCHAR2(80)
 ATTRIBUTE_VALUE                          VARCHAR2(2000)
 ATTRIBUTE_DISPLAY_VALUE                  VARCHAR2(4000)
 MESSAGE_TYPE                    NOT NULL VARCHAR2(8)
 MESSAGE_NAME                    NOT NULL VARCHAR2(30)
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WF_RUNNABLE_PROCESSES_V
このビューには、ACTIVITIES表内の実行可能な全ワークフロー・プロセスのリストが含ま
れています。

ビューの列の説明は、次のとおりです。

ビュー名 NULL? 型
 ------------------------------- -------- ----
 ITEM_TYPE                       NOT NULL VARCHAR2(8)
 PROCESS_NAME                    NOT NULL VARCHAR2(30)
 DISPLAY_NAME                    NOT NULL VARCHAR2(80)
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WF_ITEMS_V
このビューは、WF_ITEMS表の選択のみが可能なバージョンです。

ビューの列の説明は、次のとおりです。

ビュー名 NULL? 型
------------------------------- -------- ----
ITEM_TYPE                       NOT NULL VARCHAR2(8)
ITEM_KEY NOT NULL VARCHAR2(240)
USER_KEY                                 VARCHAR2(240)
ROOT_ACTIVITY NOT NULL VARCHAR2(30)
ROOT_ACTIVITY_VERSION NOT NULL NUMBER
OWNER_ROLE VARCHAR2(30)
PARENT_ITEM_TYPE VARCHAR2(8)
PARENT_ITEM_KEY VARCHAR2(240)
PARENT_CONTEXT VARCHAR2(2000)
BEGIN_DATE NOT NULL DATE
END_DATE DATE
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Workflow Queue API
Oracle Workflow Queue APIは、ランタイム・フェーズでアプリケーション・プログラムま
たはワークフロー関数によってコールされ、ワークフローの Advanced Queuing処理を行い
ます。Oracle Workflowでは、送信用と受信用のキューが作成されます。キューにあるデー
タ・パッケージは、イベントまたはメッセージと呼ばれます。この場合のメッセージは、通
知アクティビティに関連付けられたメッセージとは異なるものです。イベントは送信キュー
に入れられ、エージェントによって取り込まれたり、処理されます。エージェントは、デー
タベース外にあるアプリケーションの場合もあります。同様に、エージェントがメッセージ
を受信キューに入れ、ワークフロー・エンジンがこれを取り込んだり、処理する場合もあり
ます。送信用と受信用のキューによって、ワークフロー・プロセスへの外部アクティビティ
の統合が容易になります。

Oracle Workflow Queue APIは、すべてWF_QUEUEという PL/SQLパッケージに定義さ
れています。これらのキュー APIはアカウントに依存するため、同一の Oracle Workflow
アカウントから実行する必要があります。

キューキューキューキュー API

� EnqueueInbound: 8-126ページ

� DequeueOutbound: 8-128ページ

� DequeueEventDetail: 8-131ページ

� PurgeEvent: 8-133ページ

� PurgeItemType: 8-134ページ

� ProcessInboundQueue: 8-135ページ

� GetMessageHandle: 8-136ページ

� DeferredQueue: 8-137ページ

� InboundQueue: 8-138ページ

� OutboundQueue: 8-139ページ

注意注意注意注意 : バックグラウンド・エンジンは、これとは異なる遅延キューを使
用します。

注意注意注意注意 : これらの APIを使用するには、Oracle8i Advanced Queuingの概
念と用語をよく理解している必要があります。Advanced Queuingの詳細
は、『Oracle8i アプリケーション開発者ガイド アドバンスト・キューイン
グ』を参照してください。
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受信キュー用開発者受信キュー用開発者受信キュー用開発者受信キュー用開発者 API

次の APIは、開発者が、WF_QUEUE.EnqueueInbound( )を使用せずに、内部スタックにメッ
セージを作成して、受信キューに書込みを行う場合に使用します。内部スタックは単なる格
納領域で、スタックに作成した各メッセージは、最終的には受信キューに書き込む必要があ
ります。

� ClearMsgStack: 8-140ページ

� CreateMsg: 8-141ページ

� WriteMsg: 8-142ページ

� SetMsgAttr: 8-143ページ

� SetMsgResult: 8-144ページ

ペイロードの構造ペイロードの構造ペイロードの構造ペイロードの構造
Oracle Workflow Queueはすべて、system.wf_payload_tデータ型を使用して、特定のメッ
セージに対するペイロードを定義します。ペイロードには、イベントに関する必須情報がす
べて含まれています。system.wf_payload_tの詳細は、次のとおりです。

system.wf_payload_t

注意注意注意注意 : パフォーマンスの向上のためには、スタックが大きくなりすぎな
いように、定期的に受信キューへの書込みを行ってください。

表表表表 8-3

列名列名列名列名 型型型型 説明説明説明説明

ITEMTYPE Varchar2(8) イベントの項目タイプ。

ITEMKEY Varchar2(240) イベントの項目キー。

ACTID Number 関数アクティビティのインスタンス
ID。

FUNCTION_
NAME

Varchar2(200) 実行する関数の名前。

PARAM_LIST Varchar2(4000) "value_name=値 "のペアになったリ
スト。受信の場合、このペアは、項
目属性および項目属性値として渡さ
れます。送信では、このペアは、関
数のすべての属性と属性値（アク
ティビティ属性）として渡されま
す。
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RESULT Varchar2(30) オプションのアクティビティの完了
結果。有効な値は、関数アクティビ
ティの「結果タイプ」、またはエン
ジンの標準の結果の 1つによって決
まります。

関連項目関連項目関連項目関連項目 :

7-1ページ「Oracle Workflowの PL/SQLプロシージャの定義」

アドバンスト・キューイング :『Oracle8i アプリケーション開発者ガイド 
アドバンスト・キューイング』

表表表表 8-3（続き）（続き）（続き）（続き）

列名列名列名列名 型型型型 説明説明説明説明
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EnqueueInbound

構文構文構文構文
procedure EnqueueInbound

(itemtype in varchar2,
 itemkey in varchar2,
 actid in number,
 result in varchar2 default null,
 attrlist in varchar2 default null,
 correlation in varchar2 default null,
 error_stack in varchar2 default null);

説明説明説明説明
送信イベントの結果を受信キューに入れます。送信イベントは、エージェントによって取り
込まれる送信キューのメッセージで定義されています。

Oracle Workflowでは、受信キューを処理するときに、外部関数アクティビティが指定の結果
とともに完了としてマークされます。ただし、結果値は正常終了の場合にのみ有効です。
error_stackパラメータに外部プログラム・エラーを指定すると、Oracle Workflowでは結果値
が上書きされ、外部関数アクティビティが ERRORステータスで完了としてマークされます。
また、対応するエラー・プロセスが項目タイプで定義されていれば、そのエラー・プロセス
が開始されます。

引数（入力）引数（入力）引数（入力）引数（入力）
itemtype イベントの項目タイプ。

itemkey イベントの項目キー。項目キーは、アプリケーション・オブジェクト
の主キーから生成された文字列です。文字列では、項目タイプの特定
の項目を識別します。項目タイプおよびキーでプロセス・インスタン
スが識別されます。

actid このイベントが関連付けられている関数アクティビティのインスタン
ス ID。

result オプションのアクティビティの完了結果。有効な値は関数アクティビ
ティの「結果タイプ」によって決まります。

attrlist 項目属性および項目属性値として戻す「値名 =値」のペアの長いリス
ト。各ペアは、「ATTR1=A^ATTR2=B^ATTR3=C」のように、カレッ
ト文字（^）で区切られています。指定した値名が項目属性として存
在しない場合、Oracle Workflowによってvarchar2型の項目属性が作成
されます。
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correlation キューに入れられるメッセージのオプションの相関識別子を指定しま
す。Oracle8i Advanced Queuingでは、特定の相関値に基づいてメッ
セージのキューを検索できます。NULLの場合、ワークフロー・エン
ジンでは項目タイプに基づいて相関識別子が作成されます。

error_stack Oracle Workflowの内部エラー・スタックに置かれるオプションの外部
プログラム・エラーを指定します。最大 200文字以内でテキスト値を
指定できます。
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DequeueOutbound

構文構文構文構文
procedure DequeueOutbound

(dequeuemode in number,
navigation in number default 1,
correlation in varchar2 default null,
 itemtype in varchar2 default null,
 payload out system.wf_payload_t,
 message_handle in out raw,
 timeout out boolean);

説明説明説明説明
エージェントが取り込めるように送信キューからメッセージをデキューします。

引数（入力）引数（入力）引数（入力）引数（入力）
dequeuemode 番号 1、2および 3にそれぞれ対応する DBMS_AQ.BROWSE、DBMS_

AQ.LOCKED、DBMS_AQ.REMOVEという値で、デキューのロック動
作を表します。DBMS_AQ.BROWSEモードでは、メッセージのロッ
クを取得せずにキューからメッセージを読み込みます。DBMS_
AQ.LOCKEDモードでは、メッセージを読み込み、トランザクション
が完了するまでメッセージの書込みロックを取得します。DBMS_
AQ.REMOVEモードでは、メッセージを読み込んで削除します。

navigation 番号 1、2にそれぞれ対応する DBMS_AQ.FIRST_MESSAGEまたは
DBMS_AQ.NEXT_MESSAGEを指定し、取り出されるメッセージの場
所を示します。DBMS_AQ.FIRST_MESSAGEという値では、取出し可
能で相関基準と合致している最初のメッセージを取り出します。基本
的には、キューの始まりが最初のメッセージとなります。DBMS_
AQ.NEXT_MESSAGEという値では、取出し可能で相関基準と合致し
ており、キューを通して読み込める次のメッセージを取り出します。
デフォルトは 1です。

correlation デキューされるメッセージのオプションの相関識別子を指定します。
Oracle8i Advanced Queuingでは、特定の相関値に基づいてメッセー
ジのキューを検索できます。「%」などの LIKE比較演算子を使用し
て、識別子の文字列を指定できます。NULLの場合、ワークフロー・
エンジンでは項目タイプに基づく相関識別子が作成されます。

注意注意注意注意 : このプロシージャをループ内でコールする場合は、戻されるメッ
セージ・ハンドルを NULLに設定しないと、プロシージャで同じメッセー
ジが再度デキューされます。これは望ましくない動作であり、無限ループ
の原因となることがあります。
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itemtype イベントの項目タイプ。

message_handle デキューされる特定のイベントに対する、オプションのメッセージ・
ハンドル IDを指定します。メッセージのハンドル IDを指定すると相
関識別子は無視されます。

例例例例
次の例は、送信キューをループして出力を表示するコードを示しています。

declare
event system.wf_payload_t;
i number;
msg_id raw(16);
queuename varchar2(30);
navigation_mode number;
end_of_queue boolean;

begin
queuename:=wf_queue.OUTBOUNDQUEUE;
i:=0;
LOOP

i:=i+1;

-- always start with the first message then progress to next
if i = 1 then

navigation_mode := dbms_aq.FIRST_MESSAGE;
else

navigation_mode := dbms_aq.NEXT_MESSAGE;
end if;

-- not interested in specific msg_id. Leave it null so
--as to loop through all messages in queue
msg_id :=null;

wf_queue.DequeueOutbound(
dequeuemode => dbms_aq.BROWSE,
payload => event,
navigation => navigation_mode,
message_handle => msg_id,
timeout => end_of_queue);

if end_of_queue then

注意注意注意注意 : キューから読み込むものがなくなると、タイムアウト出力は
TRUEという値を戻します。
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exit;
end if;

-- print the correlation itemtype:itemKey
dbms_output.put_line('Msg '||to_char(i)||' = '||

event.itemtype||':'||event.itemkey
||' '||event.actid||' '
||event.param_list);

END LOOP;
end;
/
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DequeueEventDetail

構文構文構文構文
procedure DequeueEventDetail

(dequeuemode in number,
 navigation in number default 1,
 correlation in varchar2 default null,
 itemtype in out varchar2,
 itemkey out varchar2,
 actid out number,
 function_name out varchar2,
 param_list out varchar2,
 message_handle in out raw,
 timeout out boolean);

説明説明説明説明
指定のメッセージに対するすべてのイベント詳細を、送信キューからデキューします。この
APIは DequeueOutboundと同様ですが、ペイロード・タイプを参照しません。そのかわりに
ペイロードの一部である itemkey、actid、function_nameおよび param_listを出力します。

引数（入力）引数（入力）引数（入力）引数（入力）
dequeuemode 番号 1、2および 3にそれぞれ対応する DBMS_AQ.BROWSE、DBMS_

AQ.LOCKEDまたは DBMS_AQ.REMOVEという値で、デキューの
ロック動作を表します。DBMS_AQ.BROWSEモードでは、メッセー
ジ上にロックをかけずにキューからメッセージを読み込みます。
DBMS_AQ.LOCKEDモードでは、メッセージを読み込み、トランザ
クションが完了するまでメッセージに書込みロックをかけます。
DBMS_AQ.REMOVEモードでは、メッセージを読み込んでから更新
か削除を行います。

navigation 番号 1、2にそれぞれ対応する DBMS_AQ.FIRSTMESSAGEまたは
DBMS_AQ.NEXTMESSAGEを指定し、取り出されるメッセージの場
所を示します。DBMS_AQ.FIRSTMESSAGEという値では、取出し可
能で相関基準と合致している最初のメッセージを取り出します。
キューの始まりの位置もリセットします。DBMS_
AQ.NEXTMESSAGEという値では、取出し可能で相関基準に合致して
いる次のメッセージを取り出します。デフォルトは 1です。

注意注意注意注意 : このプロシージャをループ内でコールする場合は、戻されるメッ
セージ・ハンドルを NULLに設定しないと、プロシージャで同じメッセー
ジが再度デキューされます。これは望ましくない動作であり、無限ループ
の原因となることがあります。
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correlation デキューされるメッセージのオプションの相関識別子を指定します。
Oracle8i Advanced Queuingでは、特定の相関値に基づいてメッセー
ジのキューを検索できます。「%」などの LIKE比較演算子を使用し
て、識別子の文字列を指定できます。NULLの場合、ワークフロー・
エンジンでは項目タイプに基づく相関識別子が作成されます。

acctname Oracle Workflowデータベースのアカウント名。acctnameがNULLの
場合、デフォルトは USERという疑似列になります。

itemtype 相関を指定していない場合、デキューするメッセージに対するオプ
ションの項目タイプを指定します。

message_handle デキューされる特定のイベントに対する、オプションのメッセージ・
ハンドル IDを指定します。メッセージのハンドル IDを指定すると相
関識別子は無視されます。

注意注意注意注意 : キューから読み込むものがなくなると、タイムアウト出力は
TRUEという値を戻します。
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PurgeEvent

構文構文構文構文
procedure PurgeEvent

(queuename in varchar2,
 message_handle in raw);

説明説明説明説明
特定のキューから、あるイベントを後の処理をせずに削除します。

引数（入力）引数（入力）引数（入力）引数（入力）
queuename イベントが削除されるキューの名前。

message_handle 削除する特定のイベントに対するメッセージのハンドル ID。
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PurgeItemType

構文構文構文構文
procedure PurgeItemType

(queuename in varchar2,
 itemtype in varchar2 default null,
 correlation in varchar2 default null);

説明説明説明説明
特定のキューから、指定した項目タイプに属するすべてのイベントを、後の処理をせずに削
除します。

引数（入力）引数（入力）引数（入力）引数（入力）
queuename イベントが削除されるキューの名前。

itemtype 削除するイベントのオプションの項目タイプ。

correlation 削除されるメッセージのオプションの相関識別子を指定します。
Oracle8i Advanced Queuingを使用し、特定の相関値に基づいてメッ
セージのキューを検索します。「%」などの LIKE比較演算子を使用し
て、識別子の文字列を指定できます。NULLの場合、ワークフロー・
エンジンでは項目タイプに基づく相関識別子が作成されます。
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ProcessInboundQueue

構文構文構文構文
procedure ProcessInboundQueue

(itemtype in varchar2 default null,
 correlation in varchar2 default null);

説明説明説明説明
受信キューからすべてのメッセージを読み込み、各メッセージを完了イベントとして記録し
ます。完了イベントの結果と、完了イベントの結果として更新される項目属性のリストは、
受信キューの各メッセージによって指定されます。8-126ページの「EnqueueInbound」を参
照してください。

引数（入力）引数（入力）引数（入力）引数（入力）
itemtype 処理するイベントのオプションの項目タイプ。

correlation 特定の相関があるメッセージのみを処理する場合は、相関識別子を入
力します。相関が NULLの場合、ワークフロー・エンジンでは項目タ
イプに基づく相関識別子が作成されます。
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GetMessageHandle

構文構文構文構文
function GetMessageHandle

(queuename in varchar2,
 itemtype in varchar2, 
 itemkey in varchar2,
 actid in number,
 correlation in varchar2 default null,
 return raw;

説明説明説明説明
特定のメッセージのメッセージ・ハンドル IDを戻します。

引数（入力）引数（入力）引数（入力）引数（入力）
queuename メッセージのハンドルが取り出されるキューの名前。

itemtype メッセージの項目タイプ。

itemkey メッセージの項目キー。項目キーは、アプリケーション・オブジェク
トの主キーから生成された文字列です。文字列では、項目タイプの特
定の項目を識別します。項目タイプおよびキーでプロセス・インスタ
ンスが識別されます。

actid このメッセージが関連付けられている関数アクティビティのインスタ
ンス ID。

correlation メッセージのオプションの相関識別子を指定します。相関が NULLの
場合、ワークフロー・エンジンでは項目タイプに基づく相関識別子が
作成されます。
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DeferredQueue

構文構文構文構文
function DeferredQueue

説明説明説明説明
遅延処理のためにバックグラウンド・エンジンで使用されている、キューとスキーマの名前
を戻します。
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InboundQueue

構文構文構文構文
function InboundQueue

説明説明説明説明
受信キューとスキーマの名前を戻します。受信キューは、ワークフロー・エンジンに取り込
まれるメッセージを含みます。
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OutboundQueue

構文構文構文構文
function OutboundQueue

説明説明説明説明
送信キューとスキーマの名前を戻します。送信キューは、外部エージェントに取り込まれる
メッセージを含みます。
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ClearMsgStack

構文構文構文構文
procedure ClearMsgStack;

説明説明説明説明
内部スタックを消去します。8-124ページの「受信キュー用開発者 API」を参照してくださ
い。
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CreateMsg

構文構文構文構文
procedure CreateMsg

(itemtype in varchar2,
 itemkey in varchar2,
 actid in number);

説明説明説明説明
存在していない新規メッセージを内部スタックに作成します。8-124ページの「受信キュー
用開発者 API」を参照してください。

引数（入力）引数（入力）引数（入力）引数（入力）
itemtype メッセージの項目タイプ。

itemkey メッセージの項目キー。項目キーは、アプリケーション・オブジェク
トの主キーから生成された文字列です。文字列では、項目タイプの特
定の項目を識別します。項目タイプおよびキーでプロセス・インスタ
ンスが識別されます。

actid このメッセージが関連付けられている関数アクティビティのインスタ
ンス ID。
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WriteMsg

構文構文構文構文
procedure WriteMsg

(itemtype in varchar2,
 itemkey in varchar2,
 actid in number);

説明説明説明説明
内部スタックから受信キューにメッセージを書き込みます。8-124ページの「受信キュー用
開発者 API」を参照してください。

引数（入力）引数（入力）引数（入力）引数（入力）
itemtype メッセージの項目タイプ。

itemkey メッセージの項目キー。項目キーは、アプリケーション・オブジェク
トの主キーから生成された文字列です。文字列では、項目タイプの特
定の項目を識別します。項目タイプと項目キーでプロセスが識別され
ます。

actid このメッセージが関連付けられている関数アクティビティのインスタ
ンス ID。
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SetMsgAttr

構文構文構文構文
procedure SetMsgAttr

(itemtype in varchar2,
 itemkey in varchar2,
 actid in number,
 attrName in varchar2,
 attrValue in varchar2);

説明説明説明説明
内部スタックのメッセージに項目属性を追加します。8-124ページの「受信キュー用開発者
API」を参照してください。

引数（入力）引数（入力）引数（入力）引数（入力）
itemtype メッセージの項目タイプ。

itemkey メッセージの項目キー。項目キーは、アプリケーション・オブジェク
トの主キーから生成された文字列です。文字列では、項目タイプの特
定の項目を識別します。項目タイプおよびキーでプロセス・インスタ
ンスが識別されます。

actid このメッセージが関連付けられている関数アクティビティのインスタ
ンス ID。

attrName メッセージに追加する項目属性の内部名。

attrValue 追加する項目属性の値。
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SetMsgResult

構文構文構文構文
procedure SetMsgResult

(itemtype in varchar2,
 itemkey in varchar2,
 actid in number,
 result in varchar2);

説明説明説明説明
内部スタックに書き込まれたメッセージに結果を設定します。8-124ページの「受信キュー
用開発者 API」を参照してください。

引数（入力）引数（入力）引数（入力）引数（入力）
itemtype メッセージの項目タイプ。

itemkey メッセージの項目キー。項目キーは、アプリケーション・オブジェク
トの主キーから生成された文字列です。文字列では、項目タイプの特
定の項目を識別します。項目タイプおよびキーでプロセス・インスタ
ンスが識別されます。

actid このメッセージが関連付けられている関数アクティビティのインスタ
ンス ID。

result メッセージの完了結果。有効な値はアクティビティの「結果タイプ」
によって決まります。
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ドキュメント管理ドキュメント管理ドキュメント管理ドキュメント管理 API
次のドキュメント管理 APIは、URLを戻すためにユーザー・インタフェース（UI）のエー
ジェントにコールされるか、または、サポートされているドキュメント管理システムへの統
合アクセスを可能にする JavaScript関数によってコールされます。サポートされているすべ
てのドキュメント管理（DM）システムは、文書にアクセスする URLインタフェースを内包
します。

ドキュメント管理 APIを使用すると、同一ネットワーク内にある他のベンダーの DMシステ
ム内で複数のインスタンスを通して文書にアクセスできるのみでなく、同一の DMシステム
内でも複数のインスタンスを通して文書にアクセスできます。

ドキュメント管理APIは、FND_DOCUMENT_MANAGEMENTと呼ばれるPL/SQLパッケー
ジで定義されています。

� get_launch_document_url: 8-146ページ

� get_launch_attach_url: 8-147ページ

� get_open_dm_display_window: 8-148ページ

� get_open_dm_attach_window: 8-149ページ

� set_document_id_html: 8-150ページ

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 7-1ページ「Oracle Workflowの PL/SQLプロシージャの定
義」
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get_launch_document_url

構文構文構文構文
procedure get_launch_document_url

(username in varchar2,
 document_identifier in varchar2,
 display_icon in Boolean,
 launch_document_url out varchar2);

説明説明説明説明
新規のブラウザ・ウィンドウを起動するアンカー URLを戻し、そのウィンドウには指定さ
れた文書を示す DM統合画面が表示されます。画面は上下 2つのフレームに分かれていま
す。上のフレームにはカスタマイズ可能な会社のロゴと、Oracle Workflow統合ドキュメント
管理機能のツールバーが表示されます。下のフレームには指定した文書が表示されます。

引数（入力）引数（入力）引数（入力）引数（入力）
username ドキュメント管理システムにアクセスしているユーザーのユーザー

名。

document_identifier 表示する文書の文書 ID。文書 IDは、文書タイプの項目属性の値とし
て格納されています。GetItemAttrDocument APIを使用して文書 ID
を取り出すことができます。8-48ページの「GetItemAttrDocument」
および 8-42ページの「SetItemAttrDocument」を参照してください。

display_icon TRUEまたは FALSE。TRUEは、ペーパー・クリップの添付アイコン
と変換されたプロンプト名とともに URLを戻すプロシージャを示し、
FALSEは URLのみを戻すプロシージャを示します。この引数は、こ
のプロシージャをフォームまたは HTMLベースの UIエージェントか
らコールするときに柔軟に対応します。
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get_launch_attach_url

構文構文構文構文
procedure get_launch_attach_url

(username in varchar2,
 callback_function in varchar2,
 display_icon in Boolean,
 launch_attach_url out varchar2);

説明説明説明説明
新規のブラウザ・ウィンドウを起動するアンカー URLを戻し、そのウィンドウには文書の
添付に使用できる DM統合画面が表示されます。画面は上下 2つのフレームに分かれていま
す。上のフレームにはカスタマイズ可能な会社のロゴと、Oracle Workflow統合ドキュメント
管理機能のツールバーが表示されます。下のフレームにはデフォルトのドキュメント管理シ
ステムの検索画面が表示されます。

引数（入力）引数（入力）引数（入力）引数（入力）
username ドキュメント管理システムにアクセスしているユーザーのユーザー

名。

callback_function ユーザーが添付する文書を選択した後にコールする URL。このコール
バック関数は、set_document_id_htmlという APIから戻された
callback_url構文です。

display_icon TRUEまたは FALSE。TRUEは、ペーパー・クリップの添付アイコン
と変換されたプロンプト名とともに URLを戻すプロシージャを示し、
FALSEは URLのみを戻すプロシージャを示します。この引数は、こ
のプロシージャをフォームまたは HTMLベースの UIエージェントか
らコールするときに柔軟に対応します。
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get_open_dm_display_window

構文構文構文構文
procedure get_open_dm_display_window

説明説明説明説明
現行の UIから添付文書を表示する JavaScript関数を戻します。JavaScript関数は、ユーザー
が添付文書上で実行できるすべてのドキュメント管理機能によって使用されます。各 DM機
能は現在の DM統合画面に名前も表示するため、ドキュメントの Transport Windowは現行
のウィンドウに JavaScript関数をコールバックできます。
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get_open_dm_attach_window

構文構文構文構文
procedure get_open_dm_attach_window

説明説明説明説明
ユーザーが現行の UIで文書を添付するときに文書転送ウィンドウを開く、JavaScript関数を
戻します。JavaScript関数は、ユーザーが文書を添付するために実行できるすべてのドキュ
メント管理機能によって使用されます。各 DM機能は現在の DM統合画面に名前も表示する
ため、文書転送ウィンドウは現行のウィンドウに JavaScript関数をコールバックできます。
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set_document_id_html

構文構文構文構文
procedure set_document_id_html

(frame_name in varchar2,
 form_name in varchar2,
 document_id_field_name in varchar2
 document_name_field_name in varchar2,
 callback_url out varchar2);

説明説明説明説明
ユーザーが DMシステムから文書を選択するときに実行される、コールバック URLを戻し
ます。このプロシージャを使用して、ドキュメント管理の検索機能から選択した文書を、
HTMLページの指定した宛先フィールドに設定します。宛先フィールドは、ユーザーが文書
を添付するために DM統合画面を起動するフィールドです。戻されたコールバック URLを
引数として get_launch_attach_url APIに渡します。

引数（入力）引数（入力）引数（入力）引数（入力）
frame_name 現行の UIで対話する HTMLフレームの名前。

form_name 現行の UIで対話する HTMLフォームの名前。

document_id_field_name

結果的な文書 IDを書き込む、現行の UIの HTMLフィールドの名前。
結果的な文書 IDは、ユーザーがドキュメント管理の検索機能から選
択した文書によって決まります。文書 IDは、次に示す値が連結され
たものです。

DM:<node_id>:<document_id>:<version>

<nodeid>は、「ドキュメント管理ノード」Web画面で定義されてい
る、ドキュメント管理システム・ノードに割り当てられたノード ID
です。2-25ページの「ドキュメント・ノードの定義」を参照してくだ
さい。

<documentid>は文書の文書 IDで、文書が保存されているドキュメ
ント管理システムによって割り当てられています。

<version>は文書のバージョンです。バージョンを指定しなければ、
最新バージョンとみなされます。

document_name_field_name

結果的な文書名を書き込む、現行の UIの HTMLフィールドの名前。
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Oracle Workflow通知システムの概要通知システムの概要通知システムの概要通知システムの概要
Oracle Workflowでは、通知を送信してユーザーと通信します。通知に含まれるメッセージ
によって、ユーザーになんらかのアクションを要求したり、情報を提供できます。ユーザー
は、通知アクティビティと、通知アクティビティで送信する通知メッセージをワークフ
ロー・ビルダーで定義します。メッセージにオプション属性を指定すると、追加リソースの
指定や応答の要求が可能です。

ユーザーは、HTMLブラウザで「通知」Web画面を使用して、通知をオンラインで問合せ
できます。また、電子メール・アプリケーションで通知を受け取ることもできます。電子
メールでの通知には、オプションの添付ファイルとして HTMLのコンテンツやその他の文
書を挿入できます。通知システムは、メッセージを配信し、受信応答を処理します。

通知モデル通知モデル通知モデル通知モデル
ワークフロー・プロセス内の通知アクティビティには、設計時のメッセージとメッセージ属
性のリストが使用されます。また、項目タイプ属性という実行時に指定される多数の値があ
り、この値からメッセージ属性の値が取り出されます。

ワークフロー・エンジンでは、ワークフロー・プロセスを移動して、各アクティビティを順
番に評価します。通知アクティビティに到達すると、エンジンは通知システムの Send( ) API
または SendGroup( ) APIをコールして通知を送信します。

通知メッセージの送信通知メッセージの送信通知メッセージの送信通知メッセージの送信
通知アクティビティに到達すると、ワークフロー・エンジンは Send( ) APIまたは
SendGroup( ) APIをコールします。これらの APIによって、次のことが行われます。

� 通知アクティビティの実行者ロールの有効性をチェックします。

� 実行者ロールの通知環境設定を識別します。

� メッセージのメッセージ属性を参照します。

– メッセージ属性がソース「SEND」の場合、Send( ) APIまたは SendGroup( ) API
によって、メッセージ属性が参照する項目タイプ属性から値が取り出されます。プ
ロシージャが項目タイプ属性を検出できない場合、使用可能なメッセージ属性のデ
フォルト値があれば、それを使用します。メッセージの件名や本文にソース
「SEND」のメッセージ属性が含まれている場合があります。これは、通知の作成時
に、Send( ) APIまたは SendGroup( ) APIトークンによって、各属性の現在値に置
き換えられます。

– メッセージにソース RESPONDのメッセージ属性が含まれている場合、Send( ) 
APIまたは SendGroup( ) APIによって、デフォルト値が割り当てられているかど
うかがチェックされます。その後、プロシージャによって、この RESPOND属性を
使用して通知のデフォルト応答セクションが作成されます。
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� Workflow通知表に関連情報を入れ、通知内容を作成します。

� 通知アクティビティのステータスを、応答が必要な場合は「NOTIFIED」に、応答が不
要な場合は「COMPLETE」に更新します。

通知の実行者ロールが、MAILTEXT、MAILHTML、MAILATTHまたは SUMMARYの通知
環境設定を持つ場合、通知表では、対応する値のフラグが通知に立てられています。通知
メーラーが通知表でこのフラグを検索して、電子メール版の通知を作成し、実行者に送信し
ます。2-31ページの「手順WF-10 通知メーラーの導入」を参照してください。

ユーザーが、「通知」Web画面から自分の通知を参照する場合、通知環境設定に関係なく、
単にこれらのインタフェースからWorkflow通知表に問い合せます。

通知受信者は、通知に対して次の 4つの処理のうち１つを行えます。

� 通知に応答するか、応答が不要であれば通知を完了します。8-152ページの「通知応答
の処理」を参照してください。

� 他のロールに通知を転送します。8-153ページの「通知の転送」を参照してください。

� 他のロールに通知の所有権を譲渡します。8-153ページの「通知の譲渡」を参照してく
ださい。

� 通知を無視し、通知がタイムアウトになります。8-154ページの「タイムアウト通知の
処理」を参照してください。

通知応答の処理通知応答の処理通知応答の処理通知応答の処理
受信者の応答後、「通知」Web画面または通知メーラーは、応答値を通知応答属性に割り当
てて、Respond( ) Notification APIをコールします。Respond( ) APIは、最初に通知コール
バック関数をコールし、通知アクティビティの通知後関数（存在する場合）を RESPOND
モードで実行します。通知後関数は応答を解釈し、密結合の応答後処理を行います。通知後
関数に例外が発生すると、応答は異常終了します。8-10ページの「通知後関数」を参照して
ください。

例外が発生しなければ、Respond( )は通知をクローズとしてマークし、通知コールバック関
数を SETモードで再度コールして、対応する項目属性を RESPOND通知属性値で更新しま

注意注意注意注意 : 通知アクティビティで、情報を伝えることのみ（FYI）を目的とし
て実行者にメッセージを送信する（応答メッセージ属性がメッセージに関
連付けられていない）場合は、通知システムがメッセージを配信すると、
通知アクティビティには即時に完了マークが設定されます。

注意注意注意注意 : 投票アクティビティの場合、ステータスは「NOTIFIED」ではな
く「WAITING」に更新されます。8-154ページの「投票アクティビティで
の特別処理」を参照してください。
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す。通知メッセージが、メッセージのプロパティ画面の「結果」タブで指定されている応答
を要求した場合、その応答値も通知アクティビティの結果として設定されます。

最後に、Respond( )はWF_ENGINE.CompleteActivity( )をコールし、通知アクティビティ
が終了したため、該当する次のアクティビティへ移るようエンジンに通知します。

通知の転送通知の転送通知の転送通知の転送
受信者が他のロールに通知を転送すると、「通知」Web画面は、通知システムの Forward( ) 
APIをコールします。

Forward( ) APIはロールを検証した後、通知コールバック関数をコールし、通知アクティビ
ティの通知後関数（存在する場合）を FORWARDモードで実行します。たとえば、通知後
関数は通知の転送先のロールに通知の参照や応答を行うための権限があるかどうかを検証し
ます。権限がない場合、通知後関数はエラーを戻し、転送操作は行われません。8-10ページ
の「通知後関数」を参照してください。

その後、Forward( )は追加されたコメントとともに通知を新規のロールに転送します。

通知の譲渡通知の譲渡通知の譲渡通知の譲渡
受信者が他のロールに通知の所有権を譲渡する場合、「通知」Web画面は、通知システムの
Transfer( ) APIをコールします。

Transfer( ) APIはロールを検証した後、通知コールバック関数をコールし、通知アクティビ
ティの通知後関数（存在する場合）を TRANSFERモードで実行します。たとえば、通知後
関数は通知の譲渡先のロールに適切な権限があるかどうかを検証します。権限がない場合、
通知後関数はエラーを戻し、譲渡操作は行われません。8-10ページの「通知後関数」を参照
してください。

その後、Transfer( )は通知の所有権を新しいロールに割り当て、追加されたコメントととも
に渡します。譲渡も通知のコメントに記録されることに注意してください。

注意注意注意注意 : 通知システムでは、電子メールを介して転送された通知は追跡で
きません。最終的な応答者の電子メール・アドレスと応答に含まれる「応
答」メッセージ属性値のみを記録します。

注意注意注意注意 : Forward( )は、通知の所有者や元の宛先は更新しません。

注意注意注意注意 : 電子メール・アプリケーションから通知を参照する受信者は、通
知を譲渡できません。通知を譲渡するには、「通知」Web画面を使用する
必要があります。
Oracle Workflowの API 8-153



Oracle Workflow通知システムの概要
タイムアウト通知の処理タイムアウト通知の処理タイムアウト通知の処理タイムアウト通知の処理
タイムアウト通知またはサブプロセス・アクティビティは、最初はバックグラウンド・エン
ジンによって検出されます。バックグラウンド・エンジンは、指定のタイムアウト値を持つ
アクティビティを定期的にチェックし、タイムアウトになったアクティビティを処理するよ
う設定されています。アクティビティがタイムアウト値を持ち、現在の日時がタイムアウト
値を超えている場合、バックグラウンド・エンジンはアクティビティのステータスを
TIMEOUTとマークし、ワークフロー・エンジンをコールします。次に、ワークフロー・エ
ンジンは、<タイムアウト >トランジションが指すアクティビティを実行して処理を再開し
ます。

投票アクティビティでの特別処理投票アクティビティでの特別処理投票アクティビティでの特別処理投票アクティビティでの特別処理
投票アクティビティは、次のように定義された通知アクティビティです。

� ロールを拡張し、その結果、通知メッセージの個々のコピーが実行者ロールの各メン
バーに送られます。

� 指定された結果付きのメッセージを持ち、受信者にリストから値を選択して返答するよ
うに要求します。

� RUNモードのロジックを含む、関連付けられた通知後関数を持ち、実行者メンバーか
ら投じられた応答を処理して、ワークフロー・エンジンが通知アクティビティの結果と
解釈するような、1つの応答を作成します。4-50ページの「投票アクティビティ」を参
照してください。

通知システムによって投票アクティビティに関する通知が送られると、投票アクティビティ
のステータスは「NOTIFIED」とマークされます。応答をいくつか受け取ったが、投票基準
を満たすほどでない場合、投票アクティビティのステータスは「WAITING」に更新されま
す。

通知メッセージを受け取った各ロール・メンバーは、通知を参照する 2つの通知インタ
フェースのいずれかを使用して、通知に応答したり、通知を転送できます。また、「通知」
Web画面を使用すると、通知を譲渡できます。

通知ユーザー・インタフェースでは、実行者の行う処理に応じて Respond()、Forward()ま
たは Transfer() APIがコールされます。続いて、各 APIが、それぞれ、RESPOND、
FORWARDまたは TRANSFERモードで通知後関数を実行する通知コールバック関数をコー
ルします。通知システムは、FORWARDまたは TRANSFERモードで通知後関数の実行を終
了すると、それぞれ転送または譲渡操作を行います。

通知システムが RESPONDモードで通知後関数の実行を終了すると、ワークフロー・エンジ
ンは RUNモードで通知後関数を再実行します。すべての応答を受け取ると、投票集計ロ
ジックを実行する関数を RUNモードでコールします。

また、投票アクティビティがループの途中で再実行するようにリセットされた場合や、タイ
ムアウトになった場合、ワークフロー・エンジンは、それぞれ CANCELモードまたは
TIMEOUTモードで通知後関数を実行します。投票アクティビティの通知後関数の
TIMEOUTモードに対するロジックでは、タイムアウトまでに受け取った投票を集計する方
法を識別します。
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次の APIは、通知エージェントでコールされ、通知アクティビティの通知を管理できます。
これらの APIは、WF_NOTIFICATIONという PL/SQLパッケージに格納されています。

これらの Notification APIの多くには、対応する Javaメソッドが定義されています。これら
の Javaメソッドは、任意の Javaプログラムからコールして、Oracle Workflowに取り込む
ことができます。次のリストは、Notification APIが PL/SQL関数またはプロシージャとし
て使用可能なのか、Javaメソッドとして使用可能なのか、あるいはその両方なのかを示して
います。8-4ページの「Oracle Workflow Javaインタフェース」を参照してください。

� Send: 8-157ページ — PL/SQLおよび Java

� SendGroup: 8-161ページ — PL/SQL

� Forward: 8-163ページ — PL/SQLおよび Java

� Transfer: 8-164ページ — PL/SQLおよび Java

� Cancel: 8-165ページ — PL/SQLおよび Java

� CancelGroup: 8-166ページ — PL/SQL

� Respond: 8-167ページ — PL/SQLおよび Java

� Responder: 8-168ページ — PL/SQLおよび Java

� VoteCount: 8-169ページ — PL/SQLおよび Java

� OpenNotificationsExist: 8-170ページ — PL/SQLおよび Java

� Close: 8-171ページ— PL/SQLおよび Java

� AddAttr: 8-172ページ — PL/SQLおよび Java

� SetAttribute: 8-173ページ — PL/SQLおよび Java

� GetAttrInfo: 8-175ページ — PL/SQLおよび Java

� GetInfo: 8-176ページ — PL/SQLおよび Java

� GetText: 8-177ページ — PL/SQL

� GetShortText: 8-178ページ — PL/SQL

� GetAttribute: 8-179ページ — PL/SQLおよび Java

� GetAttrDoc: 8-181ページ — PL/SQLおよび Java

注意注意注意注意 : Javaでは大文字 /小文字が区別されます。Javaのネーミング規則
に従って、すべての Javaメソッド名の先頭文字は小文字となります。
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� GetSubject: 8-182ページ — PL/SQLおよび Java

� GetBody: 8-183ページ — PL/SQLおよび Java

� GetShortBody: 8-184ページ — PL/SQL

� TestContext: 8-185ページ — PL/SQL

� AccessCheck: 8-186ページ — PL/SQLおよび Java

� WorkCount: 8-187ページ — PL/SQLおよび Java

� GetNotifications: 8-188ページ — Java

� GetNotificationAttributes: 8-189ページ — Java
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Send

PL/SQL構文構文構文構文
function SEND
(role in varchar2, msg_type in varchar2, msg_name in varchar2,
 due_date in date default null,
 callback in varchar2 default null,
 context in varchar2 default null,
 send_comment in varchar2 default null
 priority in number default null)
return number;

Java構文構文構文構文
public static BigDecimal send

(WFContext wCtx,
 String role,
 String messagType,
 String messageName,
 String dueDate,
 String callback,
 String context,
 string sendComment,
 BigDecimal priority)

説明説明説明説明
この関数は指定されたメッセージをロールに送信し、成功すると通知 IDを戻します。今後、
この通知の参照には、この通知 IDを使用する必要があります。

メッセージにメッセージ属性がある場合、プロシージャはメッセージ属性表から属性の値を
探すか、オプションのコールバック・インタフェース関数を使用して項目タイプ属性表から
値を取得します。コールバック関数は、通知に対して応答があった場合にも使用できます。

注意注意注意注意 : Oracle Workflow通知システムと、電子メール・ベースまたは
Webベースの通知クライアントを使用している場合、Sendプロシージャ
は、暗黙的にWF_ENGINE.CBコールバック関数をコールします。ワーク
フロー・エンジンをコールしない独自のカスタム通知システムを使用して
いる場合は、標準書式に従ってカスタム・コールバック関数を定義し、
コールバックの引数として名前を指定する必要があります。8-158ページ
の「カスタム・コールバック関数」を参照してください。
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引数（入力）引数（入力）引数（入力）引数（入力）
wCtx ワークフローのコンテキスト情報。Javaメソッドの場合にのみ必須で

す。8-4ページの「Oracle Workflowのコンテキスト」を参照してく
ださい。

role 通知アクティビティの実行者として割り当てられたロール名。

msg_typeまたはまたはまたはまたはmessagType

メッセージに関連付けられている項目タイプ。

msg_nameまたはまたはまたはまたはmessageName

メッセージの内部名。

due_dateまたはまたはまたはまたは dueDate

応答期日。このオプションの期日は、受信者に知らせるためのもので
あり、処理には影響しません。

callback SENDおよび RESPONDのソース・メッセージ属性の通信に使用され
るコールバック関数の名前。

context コールバック関数に渡されるコンテキスト情報。

send_commentまたはまたはまたはまたは sendComment

メッセージに表示するコメント。

priority メッセージの優先度。優先度は、#PRIORITY通知アクティビティ属
性から取り出されます。#PRIORITYが存在しない場合や、値が
NULLの場合、ワークフロー・エンジンはメッセージのデフォルト優
先度を使用します。

カスタム・コールバック関数カスタム・コールバック関数カスタム・コールバック関数カスタム・コールバック関数
デフォルト・コールバック関数は、WF_NOTIFICATION APIの処理によって、様々な時点
でコールされます。独自のカスタム・コールバック関数を作成できますが、次の仕様に従っ
てください。

procedure <name in callback argument>
(command in varchar2,
context in varchar2,
attr_name in varchar2,
attr_type in varchar2,
text_value in out varchar2,
number_value in out number,
date_value in out date);
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引数（入力）引数（入力）引数（入力）引数（入力）
command 必要な処理として GET、SET、COMPLETE、ERROR、TESTCTX、

FORWARD、TRANSFERまたは RESPONDを指定します。属性値を
取得するには GETを、属性値を設定するには SETを、応答が完了し
たことを示すには COMPLETEを、関連する通知アクティビティのス
テータスを ERRORにするには ERRORを、項目タイプのセレクタ /
コールバック関数をコールして現行のコンテキストをテストするには
TESTCTXを、通知後関数を FORWARDモードで実行するには
FORWARDを、通知後関数を TRANSFERモードで実行するには
TRANSFERを、通知後関数を RESPONDモードで実行するには
RESPONDを使用します。

context SEND( )または SendGroup( )に渡されるコンテキスト。書式は
<itemtype>:<itemkey>:<activityid>です。

attr_name コマンドが GETまたは SETの場合、設定または取得する属性名。

attr_type コマンドが SETまたは GETの場合、属性タイプ。

text_value コマンドが SETの場合、テキスト属性値。コマンドが GETの場合、
戻されるテキスト属性値。

number_value コマンドが SETの場合、数値属性値。コマンドが GETの場合、戻さ
れる数値属性値。

date_value コマンドが SETの場合、日付属性値。コマンドが GETの場合、戻さ
れる日付属性値。

通知が送られると、システムは（属性値を取得するために）各 SEND属性に指定されたコー
ルバック関数をコールします。

例例例例 1
SEND属性ごとに、次のようにコールしてください。

your_callback('GET', context, 'BUGNO', 'NUMBER', textval, numval, dateval)

例例例例 2
ユーザーが通知に応答すると、RESPOND属性ごとに 1回ずつコールバックが再コールされ
ます。

your_callback('SET', context, 'STATUS', 'TEXT', 'COMPLETE', numval, dateval);

注意注意注意注意 : 引数text_value、number_valueおよびdate_valueは相互に排他的で
す。つまり、attr_type引数の値に応じて、これらの引数のうち 1つのみを
使用します。
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例例例例 3
最後に、通知システムは COMPLETEコマンドをコールし、応答が終了したことを示しま
す。

your_callback('COMPLETE', context, attrname, attrtype, textval, numval, dateval);
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SendGroup

PL/SQL構文構文構文構文
function SendGroup
(role in varchar2,
 msg_type in varchar2,
 msg_name in varchar2,
 due_date in date default null,
 callback in varchar2 default null,
 context in varchar2 default null,
 send_comment in varchar2 default null
 priority in number default null)
return number;

説明説明説明説明
この関数は、特定のロールに割り当てられている全ユーザーに通知を個別に送信し、成功す
ると通知グループ IDがコールされた回数を戻します。通知グループ IDでは、ユーザーのグ
ループと各グループが受け取った通知が識別されます。

メッセージにメッセージ属性がある場合、プロシージャはメッセージ属性表から属性の値を
探すか、オプションのコールバック・インタフェース関数を使用して項目タイプ属性表から
値を取得します。コールバック関数は、通知に対して応答があった場合にも使用できます。

通常、この関数がコールされるのは、通知アクティビティのプロパティ画面で「ロールの拡
張」がオンになっている場合のみです。「ロールの拡張」がオンになっていない場合は、か
わりに Send( )関数がコールされます。4-50ページの「投票アクティビティ」を参照してく
ださい。

引数（入力）引数（入力）引数（入力）引数（入力）
role 通知アクティビティの実行者として割り当てられたロール名。

msg_type メッセージに関連付けられている項目タイプ。

msg_name メッセージの内部名。

注意注意注意注意 : Oracle Workflow通知システムと、電子メール・ベースまたは
Webベースの通知クライアントを使用している場合、Sendプロシージャ
は、暗黙的にWF_ENGINE.CBコールバック関数をコールします。独自の
カスタム通知システムを使用している場合は、標準書式に従って独自の
コールバック関数を定義し、コールバックの引数として名前を指定する必
要があります。8-158ページの「カスタム・コールバック関数」を参照し
てください。
Oracle Workflowの API 8-161



Notification API
due_date 応答期日。このオプションの期日は、受信者に知らせるためのもので
あり、処理には影響しません。

callback SENDのソース・メッセージ属性の通信に使用されるコールバック関
数の名前。

context コールバック関数に渡されるコンテキスト情報。

send_comment メッセージに表示するコメント。

priority メッセージの優先度。優先度は、#PRIORITY通知アクティビティ属
性から取り出されます。#PRIORITYが存在しない場合や、値が
NULLの場合、ワークフロー・エンジンはメッセージのデフォルト優
先度を使用します。
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Forward

PL/SQL構文構文構文構文
procedure FORWARD
(nid in number,
 new_role in varchar2,
 forward_comment in varchar2 default null);

Java構文構文構文構文
public static boolean forward

(WFContext wCtx,
 BigDecimal nid,
 String newRole
 String comment)

説明説明説明説明
このプロシージャは、作業を行う新しいロールに通知を委任します。ただし、通知アクティ
ビティの所有権は、元の受信ロールに残ったままになります。また、Sendまたは
SendGroup関数で指定したコールバック関数を、FORWARDモードで暗黙的にコールしま
す。転送が行われた理由を説明するコメントを付けることもできます。既存の通知属性（期
日を含む）はリフレッシュされず、変更もされません。通知システムの委任機能はこのプロ
シージャをコールします。通知を転送するときに、通知の USER_COMMENTフィールドに
転送が記録されることに注意してください。

引数（入力）引数（入力）引数（入力）引数（入力）
wCtx ワークフローのコンテキスト情報。Javaメソッドの場合にのみ必須で

す。8-4ページの「Oracle Workflowのコンテキスト」を参照してく
ださい。

nid 通知 ID。

new_roleまたはまたはまたはまたは newRole

メモが再割当てされる個人のロール名。

forward_commentまたはまたはまたはまたは comment

転送に関するオプションのコメント。
Oracle Workflowの API 8-163



Notification API
Transfer

PL/SQL構文構文構文構文
procedure TRANSFER
(nid in number,
 new_role in varchar2,
 forward_comment in varchar2 default null);

Java構文構文構文構文
public static boolean transfer

(WFContext wCtx,
 BigDecimal nid,
 String newRole
 String comment)

説明説明説明説明
このプロシージャは、通知を新しいロールに転送し、通知の所有権を新しいロールに譲渡し
ます。また、Sendまたは SendGroup関数で指定したコールバック関数を、TRANSFER
モードで暗黙的にコールします。転送が行われた理由を説明するコメントを付けることもで
きます。通知システムの譲渡機能はこのプロシージャをコールします。通知を譲渡するとき
に、通知の USER_COMMENTフィールドに譲渡が記録されることに注意してください。

引数（入力）引数（入力）引数（入力）引数（入力）
wCtx ワークフローのコンテキスト情報。Javaメソッドの場合にのみ必須で

す。8-4ページの「Oracle Workflowのコンテキスト」を参照してく
ださい。

nid 通知 ID。

new_roleまたはまたはまたはまたは newRole

メモが転送される個人のロール名。

forward_commentまたはまたはまたはまたは comment

通知に追加するオプションのコメント。

注意注意注意注意 : 既存の通知属性（期日を含む）はリフレッシュされません。また、
通知の所有者を識別する ORIGINAL_RECIPIENT以外も変更されません。
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Cancel

PL/SQL構文構文構文構文
procedure CANCEL
(nid in number,
 cancel_comment in varchar2 default null);

Java構文構文構文構文
public static boolean cancel

(WFContext wCtx,
 BigDecimal nid,
 String comment)

説明説明説明説明
このプロシージャは、通知を取り消すために送信者や管理者がコールできます。コールされ
ると、通知ステータスは「CANCELED」に変更されますが、パージ操作が行われるまで
WF_NOTIFICATIONS表から行は削除されません。

電子メールで通知が配信され、応答が必要な場合は、その通知が有効でなくなったことを警
告するために、元の受信者に「取消」の電子メールが送信されます。

引数（入力）引数（入力）引数（入力）引数（入力）
wCtx ワークフローのコンテキスト情報。Javaメソッドの場合にのみ必須で

す。8-4ページの「Oracle Workflowのコンテキスト」を参照してく
ださい。

nid 通知 ID。

cancel_commentまたはまたはまたはまたは comment

取消しに関するオプションのコメント。
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CancelGroup

PL/SQL構文構文構文構文
procedure CancelGroup
(gid in number,
 cancel_comment in varchar2 default null);

説明説明説明説明
このプロシージャは、通知グループ内の全ユーザーに送信された特定の通知の個別コピーを
取り消すために、送信者や管理者がコールできます。通知は、通知グループ ID（gid）で識
別されます。コールされると、通知ステータスは「CANCELED」に変更されますが、パー
ジ操作が行われるまでWF_NOTIFICATIONS表から行は削除されません。

電子メールで通知が配信され、応答が必要な場合は、その通知が有効でなくなったことを警
告するために、元の受信者に「取消」の電子メールが送信されます。

通常、この関数がコールされるのは、通知アクティビティのプロパティ画面で「ロールの拡
張」がオンになっている場合のみです。「ロールの拡張」がオンになっていない場合は、か
わりに Cancel( )関数がコールされます。4-50ページの「投票アクティビティ」を参照して
ください。

引数（入力）引数（入力）引数（入力）引数（入力）
gid 通知グループ ID。

cancel_comment 取消しに関するオプションのコメント。
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Respond

PL/SQL構文構文構文構文
procedure RESPOND
(nid in number,
 respond_comment in varchar2 default null,
 responder in varchar2 default null);

Java構文構文構文構文
public static boolean respond

(WFContext wCtx,
 BigDecimal nid,
 String comment,
 String responder)

説明説明説明説明
このプロシージャは、実行者が通知への応答を終了すると、通知エージェント（「通知」
Web画面または電子メール・エージェント）によってコールされます。プロシージャは通知
に「CLOSED」とマークし、コールバック関数（存在する場合）を介して、データベースに
RESPOND属性を戻します。

このプロシージャには、実際に通知に応答した個人の名前を使用できます。これは、通知が
マルチ・ユーザーのロールに割り当てられている場合に特に便利です。情報は、WF_
NOTIFICATIONS表の RESPONDER列に保存されます。この列に格納される値は、ユー
ザーが通知に応答する方法によって決まります。

引数（入力）引数（入力）引数（入力）引数（入力）
wCtx ワークフローのコンテキスト情報。Javaメソッドの場合にのみ必須で

す。8-4ページの「Oracle Workflowのコンテキスト」を参照してく
ださい。

nid 通知 ID。

comment 応答に関するオプションのコメント。

responder 通知に応答したユーザー。

応答メカニズム応答メカニズム応答メカニズム応答メカニズム 格納される値格納される値格納される値格納される値

Web Webへのログイン・ユーザー名

電子メール メールでの応答に表示される電子メール・ユーザー名
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Responder

PL/SQL構文構文構文構文
function RESPONDER
(nid in number)
returns varchar2;

Java構文構文構文構文
public static String responder

(WFContext wCtx,
 BigDecimal nid)

説明説明説明説明
この関数は、完了した通知の応答者を戻します。

Web通知インタフェースを使用して通知を完了した場合、戻り値はビューWF_ROLESで定
義されている有効なロールとなります。電子メール・インタフェースを使用して通知を完了
した場合、戻り値は電子メール・アドレスです。8-167ページの「Respond」を参照してく
ださい。

引数（入力）引数（入力）引数（入力）引数（入力）
wCtx ワークフローのコンテキスト情報。Javaメソッドの場合にのみ必須で

す。8-4ページの「Oracle Workflowのコンテキスト」を参照してく
ださい。

nid 通知 ID。
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VoteCount

PL/SQL構文構文構文構文
procedure VoteCount

(gid in number,
 ResultCode in varchar2,
 ResultCount out number,
 PercentOfTotalPop out number,
 PercentOfVotes out number);

Java構文構文構文構文
public static WFTwoDDataSource voteCount

(WFContext wCtx,
 BigDecimal nid,
 String resultCode)

説明説明説明説明
指定した結果コードに対する応答数をカウントします。

このプロシージャを使用するのは、ユーザー定義の投票アクティビティを記述する場合のみ
です。4-50ページの「投票アクティビティ」を参照してください。

引数（入力）引数（入力）引数（入力）引数（入力）
wCtx ワークフローのコンテキスト情報。Javaメソッドの場合にのみ必須で

す。8-4ページの「Oracle Workflowのコンテキスト」を参照してく
ださい。

gid 通知グループ ID。

ResultCode 集計される結果コード。
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OpenNotificationsExist

PL/SQL構文構文構文構文
function OpenNotificationsExist

(gid in number)
 return boolean;

Java構文構文構文構文
public static boolean openNotificationsExist

(WFContext wCtx,
 BigDecimal gid)

説明説明説明説明
この関数は、指定した通知グループ IDに関連する通知がオープンされている場合は TRUE
を戻し、そうでない場合は FALSEを戻します。

このプロシージャを使用するのは、ユーザー定義の投票アクティビティを記述する場合のみ
です。4-50ページの「投票アクティビティ」を参照してください。

引数（入力）引数（入力）引数（入力）引数（入力）
wCtx ワークフローのコンテキスト情報。Javaメソッドの場合にのみ必須で

す。8-4ページの「Oracle Workflowのコンテキスト」を参照してく
ださい。

gid 通知グループ ID。
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Notification API
Close

PL/SQL構文構文構文構文
procedure Close
(nid in number,
 responder in varchar2 default null);

Java構文構文構文構文
public static boolean close

(WFContext wCtx,
 BigDecimal nid,
 String responder)

説明説明説明説明
このプロシージャは通知を完了します。

引数（入力）引数（入力）引数（入力）引数（入力）
wCtx ワークフローのコンテキスト情報。Javaメソッドの場合にのみ必須で

す。8-4ページの「Oracle Workflowのコンテキスト」を参照してく
ださい。

nid 通知 ID。

responder 通知に応答したユーザーまたはロール。
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Notification API
AddAttr

PL/SQL構文構文構文構文
procedure AddAttr

(nid in number,
 aname in varchar2);

Java構文構文構文構文
public static boolean addAttr

(WFContext wCtx,
 BigDecimal nid,
 String aName)

説明説明説明説明
新規のランタイム通知属性を追加します。Oracle Workflowでは完全に検証されないため、
検証を行い、属性の使用に関して一貫性を保つ必要があります。

引数（入力）引数（入力）引数（入力）引数（入力）
wCtx ワークフローのコンテキスト情報。Javaメソッドの場合にのみ必須で

す。8-4ページの「Oracle Workflowのコンテキスト」を参照してく
ださい。

nid 通知 ID。

aname 属性名。

avalue 属性値。
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Notification API
SetAttribute

PL/SQL構文構文構文構文
procedure SetAttrText
(nid in number,
 aname in varchar2,
 avalue in varchar2);

procedure SetAttrNumber
 (nid in number,
 aname in varchar2,
 avalue in number);

procedure SetAttrDate
 (nid in number,
 aname in varchar2,
 avalue in date);

Java構文構文構文構文
public static boolean setAttrText

(WFContext wCtx,
 BigDecimal nid,
 String aName,
 String aValue)

public static boolean setAttrNumber
(WFContext wCtx,
 BigDecimal nid,
 String aName,
 BigDecimal aValue)

public static boolean setAttrDate
WFContext wCtx,
 BigDecimal nid,
 String aName,
 String aValue)

説明説明説明説明
通知属性の値を設定するために、送信時と応答時に使用されます。通知エージェント（送信
者）は、SEND属性の値を設定できます。実行者（応答者）は、RESPOND属性の値を設定
できます。
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引数（入力）引数（入力）引数（入力）引数（入力）
wCtx ワークフローのコンテキスト情報。Javaメソッドの場合にのみ必須で

す。8-4ページの「Oracle Workflowのコンテキスト」を参照してく
ださい。

nid 通知 ID。

aname 属性名。

avalue 属性値。
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Notification API
GetAttrInfo

PL/SQL構文構文構文構文
procedure GetAttrInfo
(nid in number,
 aname in varchar2,
 atype out varchar2,
 subtype out varchar2,
 format out varchar2);

Java構文構文構文構文
public static WFTwoDataSource getAttrInfo

(WFContext wCtx,
 BigDecimal nid,
 String aName)

説明説明説明説明
タイプ、サブタイプおよび書式など、通知属性に関して指定されている情報があれば、それ
を戻します。属性のソースを示すサブタイプは、常に SENDまたは RESPONDです。

引数（入力）引数（入力）引数（入力）引数（入力）
wCtx ワークフローのコンテキスト情報。Javaメソッドの場合にのみ必須で

す。8-4ページの「Oracle Workflowのコンテキスト」を参照してく
ださい。

nid 通知 ID。

aname 属性名。
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Notification API
GetInfo

PL/SQL構文構文構文構文
procedure GetInfo
(nid in number,
 role out varchar2,
 message_type out varchar2,
 message_name out varchar2,
 priority out number,
 due_date out date,
 status out varchar2);

Java構文構文構文構文
public static WFTwoDDataSource getInfo

(WFContext wCtx,
 BigDecimal nid)

説明説明説明説明
指定した通知について、通知の送信先のロール、メッセージの項目タイプ、メッセージの名
前、通知の優先度、期日およびステータスを戻します。

引数（入力）引数（入力）引数（入力）引数（入力）
wCtx ワークフローのコンテキスト情報。Javaメソッドの場合にのみ必須で

す。8-4ページの「Oracle Workflowのコンテキスト」を参照してく
ださい。

nid 通知 ID。
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Notification API
GetText

PL/SQL構文構文構文構文
function GetText
(some_text in varchar2,
nid in number,
disptype in varchar2 default '')
return varchar2;

説明説明説明説明
特定の通知からのトークン値を使用して、任意のテキスト文字列のトークンを置き換えま
す。この関数は、最大 32KBの文字を戻します。ビュー定義や Oracle Forms Developer
フォームでは、この関数は使用できません。ビューとフォームには、値を 1950文字に切り
捨てる GetShortText( )を使用してください。

エラーが検出されると、この関数は置換されなかった some_textを戻し、例外は発生しま
せん。

引数（入力）引数（入力）引数（入力）引数（入力）
some_text 置き換えられるテキスト。

nid トークン値に使用する通知の通知 ID。

disptype テキストでトークンを置換するメッセージ本文の表示タイプ。有効な
表示タイプは次のとおりです。

� wf_notification.doc_text。text/plainを戻します。

� wf_notification.doc_html。text/htmlを戻します。

� wf_notification.doc_attach。NULLを戻します。

デフォルトは NULLです。
Oracle Workflowの API 8-177



Notification API
GetShortText

PL/SQL構文構文構文構文
function GetShortText
(some_text in varchar2,
nid in number)
return varchar2;

説明説明説明説明
特定の通知からのトークン値を使用して、任意のテキスト文字列のトークンを置き換えま
す。この関数は、最大 1950文字を戻します。この関数は、フィールド・サイズが 1950文字
に限られているビュー定義や Oracle Forms Developerフォームでの使用に適しています。最
大で 32KBの文字を取り出す必要がある場合は、GetText( )を使用してください。

エラーが検出されると、この関数は置換されなかった some_textを戻し、例外は発生しま
せん。

引数（入力）引数（入力）引数（入力）引数（入力）
some_text 置き換えられるテキスト。

nid トークン値に使用する通知の通知 ID。
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Notification API
GetAttribute

PL/SQL構文構文構文構文
function GetAttrText
(nid in number,
aname in varchar2)
return varchar2;

function GetAttrNumber
(nid in number,
aname in varchar2)
return number;

function GetAttrDate
(nid in number,
aname in varchar2)
return date;

Java構文構文構文構文
public static String getAttrText

(WFContext wCtx,
 BigDecimal nid,
 String aName)

public static BigDecimal getAttrNumber
(WFContext wCtx,
 BigDecimal nid,
 String aName)

public static String getAttrDate
WFContext wCtx,
 BigDecimal nid,
 String aName)

説明説明説明説明
指定されたメッセージ属性の値を戻します。
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引数（入力）引数（入力）引数（入力）引数（入力）
wCtx ワークフローのコンテキスト情報。Javaメソッドの場合にのみ必須で

す。8-4ページの「Oracle Workflowのコンテキスト」を参照してく
ださい。

nid 通知 ID。

aname メッセージ属性の名前。
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Notification API
GetAttrDoc

PL/SQL構文構文構文構文
function GetAttrDoc

(nid in number,
 aname in varchar2,
 disptype in varchar2)
 return varchar2;

Java構文構文構文構文
public static String getAttrDoc

(WFContext wCtx,
 BigDecimal nid,
 String aName,
 String dispType)

説明説明説明説明
文書タイプ属性の表示値を戻します。参照先の文書は、要求に応じてプレーン・テキストま
たは HTML形式で表示されます。

実際の属性値、つまり実際の文書ではなく文書キー文字列を取り出す場合は、GetAttrText( )
を使用してください。

引数（入力）引数（入力）引数（入力）引数（入力）
wCtx ワークフローのコンテキスト情報。Javaメソッドの場合にのみ必須で

す。8-4ページの「Oracle Workflowのコンテキスト」を参照してく
ださい。

nid 通知 ID。

aname メッセージ属性の名前。

disptype 戻される文書の表示タイプ。有効な表示タイプは次のとおりです。

� wf_notification.doc_text。text/plainを戻します。

� wf_notification.doc_html。text/htmlを戻します。

� wf_notification.doc_attach。NULLを戻します。
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Notification API
GetSubject

PL/SQL構文構文構文構文
function GetSubject
(nid in number)
 return varchar2

Java構文構文構文構文
public static String getSubject

(WFContext wCtx,
 BigDecimal nid)

説明説明説明説明
通知メッセージの件名の行を戻します。件名のメッセージ属性はすべて、対応するメッセー
ジ属性の値でトークンが置換されます。

引数（入力）引数（入力）引数（入力）引数（入力）
wCtx ワークフローのコンテキスト情報。Javaメソッドの場合にのみ必須で

す。8-4ページの「Oracle Workflowのコンテキスト」を参照してく
ださい。

nid 通知 ID。
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Notification API
GetBody

PL/SQL構文構文構文構文
function GetBody
(nid in number,
 disptype in varchar2 default '')
 return varchar2;

Java構文構文構文構文
public static String getBody

(WFContext wCtx,
 BigDecimal nid,
 String dispType)

説明説明説明説明
指定されたメッセージ本文のタイプに応じて、通知の HTMLまたはプレーン・テキストの
メッセージ本文を戻します。本文のメッセージ属性はすべて、対応する通知属性の値でトー
クンが置換されます。この関数は、最大 32KBの文字を戻します。ビュー定義や Oracle 
Applicationsフォームでは、この関数は使用できません。ビューとフォームには、値を 1950
文字に切り捨てる GetShortBody( )を使用してください。

戻されるプレーン・テキストのメッセージ本文はフォーマットされないため注意してくださ
い。出力デバイスにあわせてワードラップする必要があります。本文テキストには、タブ
（インデントを表す）および改行（段落の終了を表す）が含まれます。

引数（入力）引数（入力）引数（入力）引数（入力）
wCtx ワークフローのコンテキスト情報。Javaメソッドの場合にのみ必須で

す。8-4ページの「Oracle Workflowのコンテキスト」を参照してく
ださい。

nid 通知 ID。

disptype フェッチするメッセージ本文の表示タイプ。有効な表示タイプは次の
とおりです。

� wf_notification.doc_text。text/plainを戻します。

� wf_notification.doc_html。text/htmlを戻します。

� wf_notification.doc_attach。NULLを戻します。

デフォルトは NULLです。
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Notification API
GetShortBody

PL/SQL構文構文構文構文
function GetShortBody
(nid in number)
 return varchar2;

説明説明説明説明
通知のメッセージ本文を戻します。本文のメッセージ属性はすべて、対応する通知属性の値
でトークンが置換されます。この関数は、最大 1950文字を戻します。この関数は、フィー
ルド・サイズが 1950文字に限られているビュー定義や Oracle Forms Developerフォームで
の使用に適しています。最大で 32KBの文字を取り出す必要がある場合は、GetBody( )を使
用してください。

戻されるプレーン・テキストのメッセージ本文はフォーマットされないため注意してくださ
い。出力デバイスにあわせてワードラップする必要があります。本文テキストには、タブ
（インデントを表す）および改行（段落の終了を表す）が含まれます。

エラーが検出されると、この関数は置換されなかった本文、または他のすべてが失敗した場
合は NULLを戻し、例外は発生しません。

引数（入力）引数（入力）引数（入力）引数（入力）
nid 通知 ID。

注意注意注意注意 : この関数は、メッセージをフォームやビューでのみ表示すること
を意図しています。
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Notification API
TestContext

PL/SQL構文構文構文構文
function TestContext
(nid in number)
 return boolean;

説明説明説明説明
項目タイプのセレクタ /コールバック関数をコールして、現行のコンテキストが正しいかど
うかをテストします。コンテキスト・チェックで問題がない場合、またはセレクタ /コール
バック関数が実装されない場合、この関数は TRUEを戻します。コンテキスト・チェックで
問題があった場合は FALSEを戻します。

引数（入力）引数（入力）引数（入力）引数（入力）
nid 通知 ID。
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Notification API
AccessCheck

PL/SQL構文構文構文構文
function AccessCheck
(access_str in varchar2)
 return varchar2;

Java構文構文構文構文
public static String accessCheck

(WFContext wCtx,
 String accessString)

説明説明説明説明
通知のアクセス文字列が有効で、通知がオープンされている場合はユーザー名を戻し、それ
以外の場合は NULLを戻します。アクセス文字列は、通知メーラーによって自動的に作成さ
れ、電子メール通知のテキスト版と HTML版の両方の信頼性を検証するために使用されま
す。

引数（入力）引数（入力）引数（入力）引数（入力）
wCtx ワークフローのコンテキスト情報。Javaメソッドの場合にのみ必須で

す。8-4ページの「Oracle Workflowのコンテキスト」を参照してく
ださい。

access_strまたはまたはまたはまたは accessString
nid/nkey形式のアクセス文字列。nidは通知 IDで、nkeyは通知
キーです。
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Notification API
WorkCount

PL/SQL構文構文構文構文
function WorkCount
(username in varchar2)
 return number;

Java構文構文構文構文
public static BigDecimal workCount

(WFContext wCtx,
 String userName)

説明説明説明説明
ロールに割り当てられているオープン通知の数を戻します。

引数（入力）引数（入力）引数（入力）引数（入力）
wCtx ワークフローのコンテキスト情報。Javaメソッドの場合にのみ必須で

す。8-4ページの「Oracle Workflowのコンテキスト」を参照してく
ださい。

username ロールの内部名。
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Notification API
GetNotifications

Java構文構文構文構文
public static WFTwoDDataSource getNotifications

(WFContext wCtx,
 String itemType,
 String itemKey)

説明説明説明説明
指定された項目タイプおよび項目キーの通知のリストを戻します。

引数（入力）引数（入力）引数（入力）引数（入力）
wCtx ワークフローのコンテキスト情報。Javaメソッドの場合にのみ必須で

す。8-4ページの「Oracle Workflowのコンテキスト」を参照してく
ださい。

itemType 項目タイプの内部名。

itemKey アプリケーション・オブジェクトの主キーから導出された文字列。文
字列では、項目タイプの特定の項目を識別します。項目タイプおよび
キーでプロセス・インスタンスが識別されます。
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Notification API
GetNotificationAttributes

Java構文構文構文構文
public static WFTwoDDataSource getNotificationAttributes

(WFContext wCtx,
 BigDecimal nid)

説明説明説明説明
指定された通知 IDの通知属性と対応する値のリストを戻します。

引数（入力）引数（入力）引数（入力）引数（入力）
wCtx ワークフローのコンテキスト情報。Javaメソッドの場合にのみ必須で

す。8-4ページの「Oracle Workflowのコンテキスト」を参照してく
ださい。

nid 通知 ID。
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この章では、Oracle Workflowホーム・ページについて説明します。ユーザーと管理者は、こ
のホーム・ページから Oracle WorkflowのすべてのWebベース機能に一元的にアクセスでき
ます。
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Oracle Workflowホーム・ページへのアクセス
Oracle Workflowホーム・ページへのアクセスホーム・ページへのアクセスホーム・ページへのアクセスホーム・ページへのアクセス
Oracle Workflowホーム・ページを使用して、Oracle WorkflowのすべてのWebベース機能に
リンクします。各機能へのアクセスはこのページに集約されているため、個々の URLを覚
える必要はありません。

➤ ➤ ➤ ➤ Oracle Workflowホーム・ページへのアクセスホーム・ページへのアクセスホーム・ページへのアクセスホーム・ページへのアクセス

1. Webブラウザを使用して、次の URLでホーム・ページに接続します。

<webagent>/wfa_html.home

<webagent>は、Webサーバーで Oracle Workflow用に構成されたWebエージェント
のベース URLを表します。2-9ページの「グローバル・ユーザー設定項目の設定」を参
照してください。

注意注意注意注意 : このページにはセキュリティが適用されるため、現行Webセッ
ションで有効なユーザーとしてログオンしていない場合は、ページが表示
される前に有効なユーザーとしてのログオンを求めるプロンプトが表示さ
れます。
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Oracle Workflowホーム・ページへのアクセス
2. Web画面に、Oracle Workflowの現行バージョンが示されます。

Web画面には、待機中の作業に迅速にアクセスできるように、現行の通知のワークリス
トも表示されます。

3. Oracle Workflowの他のWeb画面と同様に、Oracle Workflowホーム・ページの左上隅
にはツールバーが表示されます。「ホーム」アイコンを選択すると、Oracle Workflow
ホーム・ページに戻ります。現行ページの名前がツールバーの中央に表示されます。
「ログアウト」アイコンを選択すると、Oracle Workflowの現行Webセッションからログ
アウトし、「ヘルプ」アイコンを選択すると、現行画面のオンライン・ヘルプが表示さ
れます。

4. 「ワークリスト」リンクを選択し、画面全体に自分のワークフロー通知リストを再表示
します。自分の通知は「ワークリスト」から直接閉じたり再割当てすることができま
す。また、個々の通知の詳細にドリル・ダウンして、各通知を閉じるか再割当てした
り、各通知に対して応答することもできます。10-15ページの「ワークリストの通知の
表示」を参照してください。

5. 「通知の検索」リンクを選択し、特定の基準と一致する通知を検索して処理します。
10-13ページの「通知の検索」を参照してください。

6. 「通知ルール」リンクを選択し、自動通知ルーティング・ルールを表示して定義します。
ワークフロー管理者権限を持つロールでログインしている場合は、「自動通知処理ルー
ルの検索」Web画面が表示され、指定したロールのルーティング・ルールを最初に表示
できます。10-23ページの「自動通知処理ルールの定義」を参照してください。

7. 「プロセス検索」リンクを選択して、特定の検索基準と一致するワークフロー・プロセ
ス・インスタンスのリストを問い合せます。特定のプロセス・インスタンスが見つかる
と、そのステータスの詳細をワークフロー・モニターに表示できます。11-10ページの
「「プロセス検索」Web画面の使用」を参照してください。

8. 「ユーザー設定項目」リンクを選択し、Oracle Workflowとの対話方法を制御する作業
環境を設定します。9-4ページの「ユーザー設定項目の設定」を参照してください。

9. ワークフロー管理者権限を持つロールでログインしている場合は、「グローバル設定項
目」リンクを選択すると、ユーザーと Oracle Workflowとの対話方法を制御するグロー
バル設定項目を設定できます。2-9ページの「手順WF-2 グローバル・ユーザー設定項
目の設定」を参照してください。

注意注意注意注意 : Oracle WorkflowのWebセキュリティが、Oracle Application Server
を使用して設定されている場合、Oracle Application ServerではWebセッ
ションからのログアウトがサポートされていないため、「ログアウト」ア
イコンは使用できません。
Oracle Workflowホーム・ページ 9-3



Oracle Workflowホーム・ページへのアクセス
10. ワークフロー管理者権限を持つロールでログインしている場合は、「ドキュメント・
ノード」リンクを選択すると、Oracle Workflowでアクセスできるようにするドキュメ
ント管理システム・ノードを定義できます。2-25ページの「手順WF-8 ドキュメント管
理リポジトリの定義」を参照してください。

11.「項目タイプの定義」リンクを選択し、「項目タイプの検索」Web画面にアクセスしま
す。「項目タイプの検索」Web画面を使用して、特定の項目タイプ定義を問い合せ、「項
目タイプの定義」ページに表示します。3-19ページの「「項目タイプの定義」Web画
面」を参照してください。

12. ワークフロー管理者権限を持つロールでログインしている場合は、「プロセスの開始」
リンクを選択すると、特定のワークフロー・プロセス定義をテストできます。12-2ペー
ジの「ワークフロー定義のテスト」を参照してください。

13. ワークフロー管理者権限を持つロールでログインしている場合は、「デモンストレー
ション・ページ」リンクを選択すると、「デモンストレーション」ホーム・ページにア
クセスできます。「デモンストレーション」ホーム・ページを使用すると、Oracle 
Workflowによって提供されるデモンストレーション・ワークフロー・プロセスをどれ
でも開始できます。13-2ページの「サンプル・ワークフロー・プロセス」を参照してく
ださい。

ユーザー設定項目の設定ユーザー設定項目の設定ユーザー設定項目の設定ユーザー設定項目の設定
「ユーザー設定項目」Web画面から設定できるユーザー設定項目を指定し、Oracle 

Workflowとの対話方法を制御できます。「ユーザー設定項目」Web画面で値を指定すると、
「グローバル・ユーザー設定項目」Web画面でワークフロー管理者によって設定されたデ
フォルトのグローバル値が上書きされます。

➤ ➤ ➤ ➤ ユーザー設定項目の設定ユーザー設定項目の設定ユーザー設定項目の設定ユーザー設定項目の設定

1. Webブラウザを使用して、次の URLで Oracle Workflowホーム・ページに接続しま
す。

<webagent>/wfa_html.home

Oracle Workflowホーム・ページから「ユーザー設定項目」リンクを選択します。

または、次のように「ユーザー設定項目」Web画面に直接接続します。

<webagent>/wf_pref.edit

<webagent>は、Webサーバーで Oracle Workflow用に構成されたWebエージェント
のベース URLを表します。2-9ページの「手順WF-2 グローバル・ユーザー設定項目の
設定」を参照してください。

注意注意注意注意 : これらのページにはセキュリティが適用されるため、現行Web
セッションで有効なユーザーとしてログオンしていない場合は、ページが
表示される前に有効なユーザーとしてのログオンを求めるプロンプトが表
示されます。
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2. 「ユーザー設定項目」Web画面に、現在のユーザー設定項目の要約が表示されます。「更
新」を選択し、この設定項目を変更します。
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3. 「言語」フィールドと「地域」フィールドで、値リストを使用して NLS_LANGUAGEと
NLS_TERRITORYの組合せを選択し、通知セッションのデフォルトの言語依存動作と地
域依存書式設定を定義します。

4. 「日付書式」フィールドで、自分のデータベース・セッションで使用する Oracle8i準拠
の日付書式を指定します。Oracle8i準拠の日付書式の例としては、DD-Mon-RRRRがあ
ります。日付書式を指定しなかった場合、日付書式のデフォルトは DD-MON-YYYYに
なります。

5. 「ドキュメント・ホーム・ノード」フィールドで、値リストを使用して、添付されたド
キュメント管理文書を添付またはアクセスするときにアクセスする、デフォルトのド
キュメント管理リポジトリを選択します。

注意注意注意注意 : Oracle Workflowでは、日付書式に時間書式を指定しなくても、表
示される日付によっては時間要素が含まれる場合があります。日付書式と
ともに時間書式を指定すると、Oracle Workflowで時間要素が表示される場
合に、日付の後に 2つの時間要素が表示されます。
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6. 「電子メール通知を送信してください」セクションで、次の通知設定項目を 1つオンに
します。

– HTML mail:  通知が HTML電子メールとして送られてきます。HTML形式のメッ
セージ本文を表示できるメール・リーダーを使用する必要があります。

– HTML添付ファイル付きのプレーン・テキスト・メール :  通知がプレーン・テキス
ト電子メールとして送信されますが、添付ファイルとして HTML形式版の通知が
添付されます。

– プレーン・テキスト・メール :  通知がプレーン・テキストの電子メールとして送ら
れてきます。

– プレーン・テキスト要約メール :  すべての通知の要約がプレーン・テキストの電子
メールとして送られてきます。個々の通知を処理するには、「通知」Web画面を使
用する必要があります。

– メールを送信しないでください :  通知は電子メールとして送信されません。通知の
表示と処理には、「通知」Web画面を使用する必要があります。

7. 変更の終了後に「OK」をクリックします。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 2-32ページ「通知環境設定」
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通知の表示と応答
10

通知の表示と応答の処理通知の表示と応答の処理通知の表示と応答の処理通知の表示と応答の処理

この章では、ワークフロー・プロセスに関与するユーザーがワークフロー通知を表示して応
答するための様々な方法について説明します。また、Oracle Workflowで通知が自動的に処
理されるようにルールを定義する方法についても説明します。
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通知処理の概要
通知処理の概要通知処理の概要通知処理の概要通知処理の概要
Oracle Workflowでは、ワークフロー・エンジンがワークフロー・プロセスで通知アクティ
ビティを実行すると、ロールに通知が送信されます。通知アクティビティでは、一部の手動
処理を担当するロールを指定する場合や、単にプロセス関連情報をロールに中継する場合が
あります。通知をロールに正常に配信するには、そのロールを Oracle Workflowディレクト
リ・サービスで定義する必要があります。

ロールのメンバーは、Oracle Workflowディレクトリ・サービス内での自分のロールの通知環
境設定に応じて、3つのインタフェースのいずれかを使用して通知を表示します。個別の通
知ごとに電子メールを受信するか、すべての通知が要約された 1件の電子メールを受信する
か、ワークフローの「通知」Web画面で通知を問合せできます。2-14ページの「手順WF-3 
Oracle Workflowのディレクトリ・サービスの設定」を参照してください。

各通知メッセージには、プロセスに関する状況依存情報と、応答が必要であれば通知への応
答方法を含めることができます。また、Web URLのポインタ、サードパーティのドキュメ
ント管理ベンダーからの文書、Oracle Applicationsフォームへの参照を含めると、通知関連の
追加情報を取得できます。

通知受信者は、通知を適切なタイミングで表示したり応答できない場合があります。ワーク
フロー・プロセスにボトルネックが発生しないように、自動通知処理を使用して、通知を自
動的に処理するように Oracle Workflowに指示するルールを定義できます。

電子メールによる通知の閲覧電子メールによる通知の閲覧電子メールによる通知の閲覧電子メールによる通知の閲覧
「ユーザー設定項目」Web画面で、通知環境設定が「プレーン・テキスト・メール」、
「HTML mail」または「HTML添付ファイル付きのプレーン・テキスト・メール」に設定さ
れており、ワークフロー管理者が通知メーラーを実行するよう設定している場合は、ワーク
フローの通知を電子メールのメッセージとして配布できます。

電子メール・ソフトウェアでサポートされるのが、添付なしのプレーン・テキスト・メッ
セージのみの場合は、通知環境設定を「プレーン・テキスト・メール」に設定してくださ
い。

電子メール・ソフトウェアでメッセージ本文内の HTML形式を解釈して表示できる場合は、
通知環境設定で「HTML mail」を選択してください。HTMLメールでは、（通知を完了する
ためにアクセスする必要のある）サポート対象の情報ソースに直接リンクできます。

電子メール・ソフトウェアで、メッセージ本文のプレーン・テキストの表示のみでなく、
メッセージの添付ファイルも表示できる場合は、通知環境設定を「HTML添付ファイル付き
のプレーン・テキスト・メール」に設定してください。

応答が必要な電子メール通知は、ユーザーが通知に応答するまでステータスが「オープン」
となります。FYI（参考用 :  For your information）通知など、応答の必要がない電子メール
通知の場合は、ワークフロー管理者が通知メーラーの設定時に、通知ステータスの更新方法
を決定します。Oracle Workflowでは、設定時の構成に応じて、電子メールで通知を送信し
た後に FYI通知のステータスが自動的に「完了」に更新されるか、「通知ワークリスト」
Web画面で手動でクローズするまで通知が「オープン」ステータスのままになります。
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読み終わった FYIメッセージは、受信ボックスから削除できます。ただし、組織の通知メー
ラーが電子メールで送信後も FYI通知をオープンしておくように設定されている場合は、す
でに通知メッセージを電子メールの受信ボックスから削除していても、「通知ワークリスト」
も使用して通知を手動でクローズする必要があります。10-15ページの「ワークリストの通
知の表示」を参照してください。

プレーン・テキストの電子メール通知には、テンプレートによる応答と直接応答という 2つ
の応答方法があります。組織の応答方法は、ワークフロー管理者が通知メーラーの設定時に
決定します。テンプレートによる応答方法の場合は、通知で提供される応答プロンプトのテ
ンプレートを使用して返信し、各プロンプトの後に応答値を二重引用符で囲んで入力しま
す。直接応答方法の場合は、応答値を返信の 1行目として直接入力します。

テンプレートによる応答の場合も、直接応答の場合も、電子メール通知は Oracle Workflow 
Builderで定義されている標準メッセージ・テンプレートに基づいています。どちらのテンプ
レートでも、返信に必要な構文が記述され、通知の確認に必要な情報が表示されます。どち
らのタイプのメッセージにも、カスタム・サイト情報、通知の期日、応答処理に必要なすべ
ての情報なども指定されます。2-49ページの「手順WF-11 メッセージ・テンプレートの変
更」を参照してください。

通知に電子メールで応答する場合、返信メッセージには元の通知メッセージからの通知 ID
（NID）とアクセス・キーを挿入する必要があります。通知メーラーで応答を正常に処理でき
るのは、応答に正しい NIDとアクセス・キーの組合せを挿入している場合のみです。返信に
NIDとアクセス・キーが確実に含まれるようにするには、元のメッセージ全体を返信に挿入
する方法と、NID行を含む応答テンプレートを使用する方法があります。

注意注意注意注意 : 通知のアクセス・キーは、通知システムによりNIDごとに生成さ
れる個別のランダム・キーです。このアクセス・キーは、実際にそのキー
を含む通知を受け取ったユーザーのみがその通知に応答できるようにす
る、パスワードとして機能します。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 2-38ページ「通知メーラーの起動」
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➤ ➤ ➤ ➤ テンプレートによる応答を使用したプレーン・テキストの電子メール通知への応答テンプレートによる応答を使用したプレーン・テキストの電子メール通知への応答テンプレートによる応答を使用したプレーン・テキストの電子メール通知への応答テンプレートによる応答を使用したプレーン・テキストの電子メール通知への応答

1. プレーン・テキストの電子メール通知には、通知への応答時に役立つ情報が含まれてい
ます。通知によっては、この情報が他のソースへの参照や添付ファイルとして表示され
ることもあります。添付ファイルによっては、「通知」Web画面を使用して通知を表示
した場合にのみ表示できるものもあります。10-11ページの「Webブラウザによる通知
の表示」を参照してください。

2. 通知に応答するには、メール・アプリケーションで返信コマンドを使用し、元の電子
メール通知に返信します。

3. 返信に、元の通知からの応答テンプレートを挿入します。応答テンプレートには、応答
プロンプトの他に、特別な通知 IDおよびアクセス・キーが含まれています。この情報
は、通知メーラーで応答対象の通知を識別するために必要になります。メール・アプリ
ケーションにより、返信メッセージの生成時に元のメッセージの編集可能なコピーが挿
入される場合は、そのコピーを使用して応答値を入力できます。それ以外の場合は、元
のメッセージからコピーし、貼り付けて、編集できる応答テンプレートのコピーを作成
します。

4. 応答テンプレートの指示に従って、各応答プロンプトの後の二重引用符（" "）に応答値
を挿入します。通知システムは、応答値を文字として解釈するため、大文字と小文字は
区別されます。
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5. 応答に問題がなければ、メール・アプリケーションの送信コマンドを使用して、応答を
送信します。

➤ ➤ ➤ ➤ 直接応答を使用したプレーン・テキストの電子メール通知への応答直接応答を使用したプレーン・テキストの電子メール通知への応答直接応答を使用したプレーン・テキストの電子メール通知への応答直接応答を使用したプレーン・テキストの電子メール通知への応答

1. プレーン・テキストの電子メール通知には、通知への応答時に役立つ情報が含まれてい
ます。通知によっては、この情報が他のソースへの参照や添付ファイルとして表示され
ることもあります。添付ファイルによっては、「通知」Web画面を使用して通知を表示

注意注意注意注意 : 無効な応答を送信すると、通知システムから「無効な応答」の
メッセージが送信されます。取消し済みの通知に応答すると、その通知が
取り消されたことを示すメッセージが送信されます。同様に、以前に応答
済みの通知に応答すると、その通知はすでに完了していることを示すメッ
セージが送信されます。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 2-33ページ「プレーン・テキスト電子メール」
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した場合のみ表示できるものもあります。10-11ページの「Webブラウザによる通知の
表示」を参照してください。

2. 通知に応答するには、メール・アプリケーションで返信コマンドを使用し、元の電子
メール通知に返信します。

3. 返信に、元の通知メッセージのテキストを挿入します。このテキストには、特別な通知
IDとアクセス・キーが含まれています。この情報は、通知メーラーで応答対象の通知を
識別するために必要です。

4. 通知メッセージに含まれる構文指示に従って返信をフォーマットします。応答値は返信
の 1行目に挿入し、各行で個別の応答値を表します。

応答値が複数行にまたがる場合は、応答値全体を二重引用符（" "）で囲む必要がありま
す。二重引用符で囲まれた値全体が 1行と見なされます。

通知システムは、応答値を文字として解釈するため、大文字と小文字は区別されます。

応答プロンプトでデフォルトの応答値が提供される場合は、該当する応答行を空白にし
てデフォルト値を受け入れることができます。

5. 応答に問題がなければ、メール・アプリケーションの送信コマンドを使用して、応答を
送信します。

警告警告警告警告 : 応答値が適切に解釈されない場合があるため、通知への返信時に
は自動署名をオフにしてください。たとえば、通知では 4つの応答値が戻
されることが予測される場合に、最初の 3行で 3つの応答値を指定し、4
行目は空白にしてデフォルト値を受け入れるとします。この応答に自動署
名を挿入すると、通知メーラーでは署名が誤って 4番目の応答値として解
釈される場合があります。

注意注意注意注意 : 無効な応答を送信すると、通知システムから「無効な応答」の
メッセージが送信されます。取消し済みの通知に応答すると、その通知が
取り消されたことを示すメッセージが送信されます。同様に、以前に応答
済みの通知に応答すると、その通知はすでに完了していることを示すメッ
セージが送信されます。
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例例例例

次の例は、一連の応答インストラクションと 3つの有効な応答を示しています。

表表表表 10-1

応答インストラクション応答インストラクション応答インストラクション応答インストラクション

1行目にアクションを入力してください。承認しますか ? 値は次のどちらかです（デフォルトは
「否認」）。

承認

否認

2行目にレビュー・コメントを入力してください。値は 2000バイト以内にします。

3行目に必須の日付を入力してください。必須の日付がない場合は空白のままにします。値は
DD-MON-YYYY形式の日付にします。

4行目に最大金額を入力してください。これは承認額の最大値です。値は数値にします。デフォ
ルトは 1500です。

表表表表 10-2

有効な応答有効な応答有効な応答有効な応答 A - 承認承認承認承認

承認する

この項目が予想と一致しているかどうかをお知らせください。

1998年 1月 1日

1000.00

表表表表 10-3

有効な応答有効な応答有効な応答有効な応答 B - 否認否認否認否認

否認する

高額すぎます。
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通知処理の概要
➤ ➤ ➤ ➤ HTML形式の電子メール通知への応答形式の電子メール通知への応答形式の電子メール通知への応答形式の電子メール通知への応答

1. HTML形式の電子メール通知には、通知への応答時に役立つ情報が含まれています。通
知によっては、この情報が他のソースへのリンクや添付ファイルとして表示されること
もあります。

表表表表 10-4

有効な応答有効な応答有効な応答有効な応答 C - 否認否認否認否認

否認する

「この品目は高額すぎます。低コストの交換品を探すか、この品目の承認を裏付ける理由付
けを追加してください。」

1998年 1月 1日

1000.00

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 2-33ページ「プレーン・テキスト電子メール」
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通知処理の概要
2. 通知に関するすべての情報を確認してから、通知の最後に表示される応答リンクを 1つ
クリックします。

3. 各応答リンクにより、プレーン・テキストの返信メールが自動的に生成されます。この
返信には、適切な「To:  電子メール・アドレス」と、メッセージ本文内の応答テンプ
レートが含まれています。応答テンプレートは、応答対象となる通知の識別に必要な通
知 IDとアクセス・キー、および選択した応答で編集される応答プロンプトからなって
います。

4. 通知によっては、自動的に生成された電子メールの応答テンプレートで、選択した応答
の他にも情報が要求される場合があります。各応答プロンプトの後ろに二重引用符（" "）
で囲まれている応答値のテキストを編集し、応答を指定してください。

5. 応答に問題がなければ、メール・アプリケーションの送信コマンドを使用して、応答を
送信します。

注意注意注意注意 : HTML形式の電子メール通知には、常に 1つの添付ファイルが含
まれています。この添付ファイルは「通知の詳細」リンクと呼ばれるもの
で、ここから「通知の詳細」Web画面の通知に直接リンクできます。

この添付ファイルをオープンするには、Webブラウザで JavaScriptとフ
レームをサポートしている必要があるため注意してください。「通知の詳
細」リンクの添付文書をオープンすると、自動的にWebサーバーとの
Webセッションを確立しようとします。セッションを確立するために、こ
の添付文書ではユーザーのアクセスが認証され、通知がまだオープンされ
ているかどうかが確認され、通知がすでに完了している場合は、メッセー
ジが表示されます。

この「通知の詳細」ページからは、通知メーラーを介して応答を処理する
必要がなく、通知に直接応答できます。「通知の詳細」ページから応答す
る場合は、残りの手順を省略してください。10-17ページの「通知の詳細
の表示」を参照してください。

警告警告警告警告 : 電子メールによる応答には、HTML形式を挿入しないでください。

注意注意注意注意 : 無効な応答を送信すると、通知システムから「無効な応答」の
メッセージが送信されます。取消し済みの通知に応答すると、その通知が
取り消されたことを示すメッセージが送信されます。同様に、以前に応答
済みの通知に応答すると、その通知はすでに完了していることを示すメッ
セージが送信されます。
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通知処理の概要
➤ ➤ ➤ ➤ HTML添付ファイル付きのプレーン・テキスト電子メール通知への応答添付ファイル付きのプレーン・テキスト電子メール通知への応答添付ファイル付きのプレーン・テキスト電子メール通知への応答添付ファイル付きのプレーン・テキスト電子メール通知への応答

1. 添付ファイル付きのプレーン・テキストの電子メール通知には、通知への応答時に役立
つ情報が含まれています。通知によっては、この情報が他のソースへのリンクやメッ
セージの添付ファイルとして、メッセージ本文中に表示されることもあります。また、
この通知には、常に少なくとも次の 2つの添付ファイルが含まれています。

� HTMLメッセージ本文 :  通知メッセージの HTML形式のバージョンです。

� 通知の詳細リンク :  「通知の詳細」Web画面に表示される通知に直接リンクしま
す。

2. 通知に対するすべての情報を確認してから、次の 3つの方法のいずれかを使用して通知
に応答します。

� メール・リーダーで返信コマンドを使用し、プレーン・テキスト・メッセージの本
文に示されるインストラクションに従って応答します。10-4ページの「テンプレー
トによる応答を使用したプレーン・テキストの電子メール通知への応答」および
10-5ページの「直接応答を使用したプレーン・テキストの電子メール通知への応
答」を参照してください。

� HTMLメッセージ本文の添付ファイルを表示し、HTMLメッセージ本文の最後にあ
る応答リンクのいずれかを選択して応答します。10-8ページの「HTML形式の電子
メール通知への応答」を参照してください。

� 「通知の詳細リンク」添付ファイルを選択し、「通知の詳細」Web画面を表示しま
す。10-17ページの「通知の詳細の表示」を参照してください。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 2-34ページ「HTML形式の電子メール」

注意注意注意注意 : この添付ファイルをオープンするには、Webブラウザで
JavaScriptとフレームをサポートしている必要があります。「通知の詳細」
リンクの添付文書をオープンすると、自動的にWebサーバーとのWeb
セッションを確立しようとします。セッションを確立するために、この添
付ファイルではユーザーのアクセスが認証され、通知がまだオープンされ
ているかどうかが確認され、通知がすでに完了している場合は、メッセー
ジが表示されます。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 2-36ページ「HTML添付ファイル付きのプレーン・テキスト
電子メール」
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通知処理の概要
➤ ➤ ➤ ➤ 他のユーザーへの通知の再割当て他のユーザーへの通知の再割当て他のユーザーへの通知の再割当て他のユーザーへの通知の再割当て

� メール・リーダーの転送機能を使用して、電子メール通知を他のユーザーに転送または
再割当てします。HTML添付ファイルには「再割当て」ボタンを使用しないでくださ
い。

Webブラウザによる通知の表示ブラウザによる通知の表示ブラウザによる通知の表示ブラウザによる通知の表示
JavaScriptとフレームがサポートされるWebブラウザを使用し、「通知」Web画面に通知を
表示して応答できます。

➤ ➤ ➤ ➤ Webブラウザによる通知へのアクセスブラウザによる通知へのアクセスブラウザによる通知へのアクセスブラウザによる通知へのアクセス

1. Oracle Self-Service Web Applicationsを使用している場合は、Oracle Self-Service Web 
Applicationsのログイン・ページを使用してログオンし、適切なリンクを選択して「通
知ワークリスト」ページを表示します。手順 1にスキップしてください。

2. Oracle Self-Service Web Applicationsを使用していない場合は、次の方法でワークリスト
にアクセスできます。

� 現在処理中の通知のワークリストに直接ナビゲートするには、次のように入力しま
す。

<webagent>/wfa_html.worklist[?orderkey=<orderkey>
&status=<status>&user=<user>]

ワークリストの URLのうち、カッコ（[]）で囲まれた部分は、オプションで渡すこ
とができる引数を表します（カッコは省略してください）。

<>内のテキストを次のように置き換えます。

– <webagent>は、Webサーバーで Oracle Workflow用に構成されたWebエー
ジェントのベース URLを表します。2-9ページの「手順WF-2 グローバル・
ユーザー設定項目の設定」を参照してください。

– <orderkey>は、通知リストの順序を決定するキーを表します。有効な値は、
PRIORITY、MESSAGE_TYPE、SUBJECT、BEGIN_DATE、DUE_DATE、
END_DATEおよび STATUSです。<orderkey>をNULLにすると、ワーク
リストは最初に PRIORITY、次に BEGIN_DATEの降順に設定されます（最高
位の優先度と最新日付を持つ通知が最初に表示されます）。

注意注意注意注意 : 電子メールで通知を他のユーザーに転送する場合は、対象ユー
ザーに自分のかわりに通知に応答するように依頼します。通知の所有権
は、まだ元のユーザーに定義されていることに注意してください。通知と
その所有権を他のユーザーに譲渡する場合は、必ず「通知」Web画面から
処理を行います。10-11ページの「Webブラウザによる通知の表示」を参
照してください。
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通知処理の概要
– <status>は、表示する通知のステータスを表します。有効な値は、OPEN、
CLOSED、CANCELEDおよび ERRORです。<status>を NULLにすると、
OPENステータスの通知が URLによって表示されます。

– <user>は、通知を問い合せるロールの内部名を表します。この引数を指定で
きるのは、現行のWebセッションにワークフロー管理者権限を持つロールで
ログインしている場合のみです。ロールに管理者権限が付与されていない場合
や、<user>を空白にした場合は、現行ロールに対する通知が URLによって
表示されます。2-9ページの「手順WF-2 グローバル・ユーザー設定項目の設
定」を参照してください。

� 特定の検索基準と一致する通知のワークリストを表示するには、「通知の検索」
Web画面にジャンプして、次のように入力します。

<webagent>/wfa_html.find

� 「通知ワークリスト」または「通知の検索」Web画面には、Oracle Workflowホー
ム・ページからもナビゲートできます。9-2ページの「Oracle Workflowホーム・
ページへのアクセス」を参照してください。

� Oracle Applicationsユーザーの場合にのみ、システム管理者は Oracle Applications
の関数 FND_FNDWFNOTを使用して、アプリケーションに「通知ワークリスト」
Web画面を追加できます。この関数は、Web画面の wfa_html.worklistをコー
ルします。Oracle Applicationsのシステム管理者または開発者は、この関数をユー
ザーの職責の「ナビゲート」メニューに追加するか、この関数を Oracle 
Applicationsフォームからコールする必要があります。これにより、変更済みのメ
ニューまたはフォームを使用して、「通知ワークリスト」Web画面にナビゲートで
きます。『Oracle Applications システム管理者ガイド』の「機能セキュリティの概
要」、『Oracle Applications Developer's Guide』の「Overview of Menus and 
Function Security」、「Menus Window」、「Overview of Form Development Steps」
を参照してください。

3. Oracle Self-Service Web Applicationsを使用していない場合、およびWebブラウザ・セッ
ションから最初に Oracle Workflow URLにアクセスした場合は、Oracle Web Serverで
は、ログオン用の有効なユーザー名とパスワードの入力を求めるプロンプトが表示され
ます。

4. ユーザー名とパスワードを入力します。

5. 「OK」を選択します。間違えた場合は、値を消去して再入力できます。

wfa_html.worklistの URLを使用した場合は、10-15ページの「ワークリストの通
知の表示」に進んでください。
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通知処理の概要
➤ ➤ ➤ ➤ 通知の検索通知の検索通知の検索通知の検索

1. 「通知の検索」ウィンドウを使用して、特定の通知を検出するための検索基準を入力で
きます。現行のセッションに通常のワークフロー・ユーザーとしてログオンしている場
合は、自分が所有している通知の検索基準を指定できます。検索基準として、次の項目
を使用できます。

� 進行状況 :  通知の進行状況として、「取消済」、「クローズ」、「無効な回答」または
「オープン」を選択します。任意のステータスの通知を表示するには、「すべて」を
選択します。

� タイプ :  通知の項目タイプを選択します。任意の項目タイプの通知を表示するに
は、「すべて」を選択します。

� 件名 :  検索する通知の件名を入力します。このフィールドでは、テキスト文字列の
大文字 /小文字が区別されず、パーセントの記号（%）をワイルドカードとして解
釈します。

� 送信日 :  通知が送信された日付、または送信してからの日数を入力します。データ
ベースのデフォルトの日付書式を使用してください。

� 期日 :  通知を完了する日付、または完了するまでの日数を入力します。データベー
スのデフォルトの日付書式を使用してください。
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通知処理の概要
� 優先度 :  検索する通知の優先度として「高位」、「標準」または「低位」を選択しま
す。任意の優先度の通知を表示するには、「すべて」を選択します。

� 通知の委任先 :  所有権は譲渡せずに、指定したロールに対して転送した通知を検索
する場合は、この基準をオンにします。このフィールドの隣の上矢印のアイコンを
クリックすると、有効なロールのリストが表示されます。10-21ページの「値リス
トの使用」を参照してください。

2. ワークフローの管理者権限が付与されているユーザーは、自分が所有権を持っていない
通知も検索できます。2-9ページの「手順WF-2 グローバル・ユーザー設定項目の設定」
を参照してください。

前述の標準の検索基準（ただし「通知の委任先」は除く）の他にも、次の選択基準オプ
ションを指定できます。

� 通知 ID:  特定の通知 IDを指定します。通知 IDを指定すると、他の選択基準はすべ
て無効になるため注意してください。

� 所有者 :  ロールを指定し、そのロールが所有している通知をすべて識別します。こ
のフィールドの隣の上矢印のアイコンをクリックすると、有効なロールのリストが
表示されます。10-21ページの「値リストの使用」を参照してください。
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通知処理の概要
� 宛先 :  ロールを指定し、そのロールに送信された通知をすべて識別します。この
フィールドの隣の上矢印のアイコンをクリックすると、有効なロールのリストが表
示されます。10-21ページの「値リストの使用」を参照してください。

3. 「検索」ボタンを選択して「ワークリスト」ウィンドウを開きます。 

➤ ➤ ➤ ➤ ワークリストの通知の表示ワークリストの通知の表示ワークリストの通知の表示ワークリストの通知の表示

注意注意注意注意 : 元の所有者が（所有権は譲渡せずに）作業を別のロールに委任し
た通知を識別するには、「所有者」フィールドと「宛先」フィールドで異
なるロールを指定します。このように 2つの基準を組み合せると、標準の
「通知の検索」画面で「通知の委任先」の基準を選択した場合と同じよう
に検索されます。
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通知処理の概要
1. 「通知ワークリスト」に「通知の検索」ページからナビゲートした場合は、指定した検
索基準と一致する通知が表示されます。このページに直接ナビゲートした場合は、オー
プンしている通知のすべてのリストが表示されます。

「ワークリスト」には、通知ごとに次の情報が表示されます。

� 優先度 :  通知の優先度が「高位」または「低位」の優先度のアイコンで表されま
す。

� タイプ :  ワークフロー・プロセスと通知に関連付けられている項目タイプ。

� 件名 :  通知の説明。

� 送信日 :  通知の配信日。

� 期日 :  通知を完了する必要がある日付。

2. 列見出しのどれかをクリックし、その列の昇順に通知をソートします。

3. ツールバーの「検索」アイコンを使用すると、いつでも「通知の検索」画面に戻って検
索基準を指定し、「ワークリスト」で通知の検索対象をさらに限定できます。

4. 「ワークリスト」では、応答が不要な FYIタイプの複数の通知を同時にクローズできま
す。完了する FYIタイプの通知ごとに「選択」をオンにして、「完了」を選択します。

5. 通知を 1つのグループとしてまとめて再割当てすることもできます。再割当てする通知
の「選択」をオンにして「再割当て ...」を選択します。「通知の再割当」ページが表示
され、通知をどのグループに対してどのように割り当てるかを指定できます。10-20
ページの「他のユーザーへの通知の再割当て」を参照してください。

6. 通知の詳細にナビゲートし、通知の「件名」リンクをクリックして、通知を処理できま
す。

注意注意注意注意 : 通知が「オープン」で応答が必要な場合は、「件名」リンクの隣に
応答要求アイコンが表示されます。
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通知処理の概要
➤ ➤ ➤ ➤ 通知の詳細の表示通知の詳細の表示通知の詳細の表示通知の詳細の表示

1. 「通知の詳細」ページでは、通知のすべての詳細が上のフレームに、通知の応答セク
ションが下のフレームに表示されます。どちらのフレームもスクロールとサイズ変更が
可能です。

2. 上のフレームには、メッセージ本文に埋め込まれているリンクが表示されることもあり
ます。これは、通知の追加情報のソースへのリンクです。埋め込まれているリンクに
は、次の 2種類があります。

� 参照 URLリンク :  別のWebブラウザ・ウィンドウをオープンし、指定された URL
に接続します。

� DM文書リンク :  別のWebブラウザ・ウィンドウをオープンし、ドキュメント管理
の統合ウィンドウを表示します。新しいブラウザ・ウィンドウには、指定のドキュ
メント管理システムに保存されている指定の文書が表示されます。10-31ページの
「通知によって送られた DM文書へのアクセス」を参照してください。
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通知処理の概要
3. 上のフレームには、メッセージ本文の後に添付アイコンが表示されることもあります。
これらのアイコンも、通知に関する追加情報のソースへのリンクです。添付リンクに
は、次の 4種類があります。

� 参照 URLリンク :  別のWebブラウザ・ウィンドウをオープンし、指定された URL
に接続します。

� PL/SQL文書リンク :  PL/SQL関数から生成された文書の内容を表示します。

� DM文書リンク :  別のWebブラウザ・ウィンドウをオープンし、ドキュメント管理
の統合ウィンドウを表示します。新しいブラウザ・ウィンドウには、指定のドキュ
メント管理システムに保存されている指定の文書が表示されます。10-31ページの
「通知によって送られた DM文書へのアクセス」を参照してください。

� Oracle Applicationsフォーム・リンク :  Oracle Applications embedded Workflowを
使用している場合は、このリンクを使用して、基礎となるメッセージ属性で参照さ
れる Oracle Applicationsフォームにドリル・ダウンできます。メッセージ属性の定
義によっては、Oracle Applicationsフォームに適切なコンテキスト情報を自動的に
表示できます。

4. 次のような「応答」セクションが表示されます。

� 通知に応答する必要はあるが、その応答が通知アクティビティの結果に影響しない
場合、応答プロンプトはすべてフィールドやドロップ・ダウン・リストとして表示
されます。応答値を入力した後に、「送信」ボタンを選択して応答を送信します。

� 通知に応答する必要があり、応答の 1つが通知アクティビティの結果になる場合は、
その応答が前述のように応答ボタン・セットの最後に表示され、選択できます。各
ボタンは、応答プロンプトについて選択が可能です。その他の応答プロンプトがあ
る場合は、すべてプロンプトの上にフィールドまたはドロップ・ダウン・リストと
して表示されます。最後の応答プロンプトのボタンをクリックすると同時に、通知
の応答が送信されます。

注意注意注意注意 : 添付フォーム・アイコンが通知メッセージに表示されるのは、
「ワークリスト」Web画面を最初に Oracle Applicationsのメニューから起
動した場合のみです。2-23ページの「手順WF-5 「ソケット・リスナー有
効化」プロファイル・オプションの設定」を参照してください。

注意注意注意注意 : 通知システムでは、最初に Oracle Applicationsで、受信者の職責に
リンク・フォームをオープンするための適切なセキュリティが適用される
かどうかが検証されます。職責がフォームのオープンを許可されていなけ
れば、添付フォーム・アイコンは使用不可になり、その旨を示すメッセー
ジが表示されます。
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� 通知に応答する必要がなければ、「応答」セクションにその旨が表示されます。「応
答」セクションで「完了」を選択して通知を閉じると、次回にオープン通知を問い
合せるときに、その通知は通知要約リストに表示されなくなります。

5. 応答をいったん送信すると、「通知の詳細」ページから「ワークリスト」に戻り、応答
した通知のステータスが「完了」になります。

注意注意注意注意 : 任意の応答プロンプトをクリックすると、応答属性の詳細情報を
表示できます。

注意注意注意注意 : 応答フィールドには、その隣にペーパー・クリップの形のアイコ
ンが表示されるものもあります。これらのフィールドでは、応答として
DM文書を指定する必要があります。ペーパー・クリップ・アイコンをク
リックしてドキュメント管理の統合ウィンドウを表示し、そこで検索して
DM文書を選択できます。10-33ページの「DM文書付き通知に対する応
答」を参照してください。

注意注意注意注意 : 通知ワークリストを Oracle Applicationsから起動すると、「応答」
セクションに添付フォーム・アイコンが表示される場合があります。この
アイコンをクリックすると、Oracle Applicationsフォームにドリル・ダウ
ンして応答を完了できます。

注意注意注意注意 : クローズした通知をもう一度オープンすると、「応答」セクション
では、対象の応答がすでに送信済みであることが示され、応答として送信
された値が表示されます。
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6. 「通知の詳細」ページのツールバーの「検索」アイコンを使用すると、いつでも「通知
の検索」画面に戻り、他の通知を検索して表示できます。

➤ ➤ ➤ ➤ 他のユーザーへの通知の再割当て他のユーザーへの通知の再割当て他のユーザーへの通知の再割当て他のユーザーへの通知の再割当て

1. 通知を再割当てするには、次の 2通りの方法があります。

� 「ワークリスト」ページで、1つ以上の通知の「選択」をオンにして、「再割当て ...」
を選択します。

� 「ワークリスト」ページで、再割当てする通知の件名リンクをクリックします。「詳
細通知」ページが表示されるので、通知の「応答」フレームで「再割当て ...」を選
択します。

2. 「再割当て」ページが表示され、画面の下部に再割当ての対象として選択された通知の
要約が表示されます。

注意注意注意注意 : 特定の通知の「応答」フレームで「再割当て」ボタンをクリック
すると、選択した通知の要約は表示されません。
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3. 「再割当て先」フィールドで上矢印のアイコンをクリックすると、ウィンドウが表示さ
れ、選択するロールのリストを検索できます。10-21ページの「値リストの使用」を参
照してください。

4. ロールを選択した後、通知をどのように再割当てするかを指定します。この通知に応答
する権限を新しいロールに付与する場合は、「通知に応答する許可を委任」を選択しま
す。このオプションを選択すると、Oracle Workflowでは、元の所有者が通知を所有し
たままになります。また、通知の所有権と職責を完全に他のロールに与える場合は、
「通知の所有権を転送」を選択します。

5. 新しいロールに付随して渡すコメントがあれば入力します。「再割当て」を選択します。
通知が再割当てされると、Webブラウザは「ワークリスト」ページに戻ります。この
ページでは、再割当てされた通知は「ワークリスト」には表示されなくなります。

6. 「通知の再割当」ページのツールバーの「検索」アイコンを使用すると、いつでも「通
知の検索」画面に戻り、他の通知を検索して表示できます。

➤ ➤ ➤ ➤ 値リストの使用値リストの使用値リストの使用値リストの使用

1. 値リストをサポートしているフィールドで、フィールドの上矢印のアイコンをクリック
すると、値リストを含むウィンドウが表示されます。

2. 「検索」フィールドで検索基準を入力し、「検索」を選択して、基準と一致する値を検索
します。検索基準を指定せずに「検索」のみを選択すると、完全な値リストが表示され
ます。

3. 値リストに複数の列が含まれている場合は、列の分割線を左右にドラッグして列幅を調
整できます。また、列見出しを選択して左右にドラッグすると、列の順序を変更できま
す。

4. リストの値をクリックし、「OK」を選択してその値を選択し、値リスト・ウィンドウを
クローズします。選択した値が元のフィールドに挿入されます。

注意注意注意注意 : 特別なロジックを組み込んで、通知の委任先または譲渡先のロー
ルが適切であるかどうかを検証したり、通知の再割当てを制限できます。
その場合、通知を再割当てするときに役立つように警告メッセージを受け
取ることもできます。8-10ページの「通知後関数」を参照してください。
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電子メールによる通知要約の確認電子メールによる通知要約の確認電子メールによる通知要約の確認電子メールによる通知要約の確認
「ユーザー設定項目」Web画面で通知環境設定が「プレーン・テキスト要約メール」に設定
されている場合は、ワークフロー通知の要約を 1つの電子メール・メッセージとして受信で
きます。通知要約を受信する頻度は、通知要約に使用する通知メーラーに設定されている実
行頻度によって決まります。2-38ページの「通知メーラーの起動」を参照してください。

電子メール・ソフトウェアを使用して、電子メール通知の要約を受信できます。次の例で
は、Oracle Internet Messagingをメール・サーバーとし、Netscape Messengerをメール・ク
ライアントとして、通知の要約を受信しています。

電子メール通知の要約は、Oracle Workflow Builderで定義されている標準テンプレートに
基づいています。要約では、各通知の受信者、通知 ID、件名、優先度および期日が識別さ
れます。2-49ページの「手順WF-11 メッセージ・テンプレートの変更」を参照してくださ
い。

また、通知の詳細を表示する場合や、通知に応答したり完了する場合は、「通知」Web画面
を使用する必要があることも表示されています。
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自動通知処理ルールの定義自動通知処理ルールの定義自動通知処理ルールの定義自動通知処理ルールの定義
Oracle Workflowの自動通知処理を使用すると、休暇中のように通知を直接管理できない場
合に、通知を他のロールに自動的に転送したり、事前定義済みの応答を使用して着信通知に
自動的に応答できます。

自動通知処理のルールは、「自動通知処理」Web画面で定義できます。各ルールはロールに
固有のものであり、特定の項目タイプやメッセージ名を持つ一部またはすべてのメッセージ
に適用できます。ルールの結果は、通知を他のユーザーに再割当てする、通知に応答するか
通知をクローズする、元の宛先に通知を送信するのみでそれ以上のアクションはとらない、
という 3つのアクションのうちのいずれかになります。

通知システムで通知をロールに送信するか、再割当てを行うたびに、Oracle Workflowによっ
て通知がそのロールのルール・リストと比較テストされ、基準に最も近いものが次の順序で
検索されます。

ROLE = <role>で

1. MESSAGE_TYPE = <type>およびMESSAGE_NAME = <name>

2. MESSAGE_TYPE = <type>およびMESSAGE_NAMEがNULL

3. MESSAGE_TYPEが NULLおよびMESSAGE_NAMEがNULL

一致が見つかると、Oracle Workflowによってルールが適用され、それ以上ルールの照合は行
われません。

ルールによって通知が再割当てされた場合は、新規受信者のロールのルール・リストに対し
てルール照合が再度実行されます。Oracle Workflowでは、通知の転送回数が保存され、継
続的な転送サイクルが検出されます。通知の自動転送回数が 10回を超えると、転送サイク
ルが発生したものと見なされ、それ以上転送ルールは実行されず、通知にはエラー・マーク
が設定されます。

➤ ➤ ➤ ➤ 自動通知処理ルールの定義自動通知処理ルールの定義自動通知処理ルールの定義自動通知処理ルールの定義

1. Webブラウザを使用して 2つの URLの一方に接続します。

現行ロールのルーティング・ルール・リストを表示するには、次のように入力します。

<webagent>/wf_route.list[?user=<rolename>]

この URLでは、大カッコ（[]）で示したようにオプションの引数を指定できます。オプ
ションの引数を渡すときは、大カッコを省略してください。

<>内のテキストを次のように置き換えます。

� <webagent>は、Webサーバーで Oracle Workflow用に構成されたWebエージェ
ントのベース URLを表します。2-9ページの「手順WF-2 グローバル・ユーザー設
定項目の設定」を参照してください。

� <rolename>は、ルーティング・ルールを問い合せる内部ロール名を表します。た
だし、現行ロール以外のロールを問合せできるのは、現行ロールにワークフロー管
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理者権限がある場合に限られるため注意してください。2-9ページの「手順WF-2 
グローバル・ユーザー設定項目の設定」を参照してください。

ワークフロー管理者権限がある場合は、Web画面を表示して特定のロールのルーティン
グ・ルールを検索できます。次のように入力してください。

<webagent>/wf_route.find

ロールのユーザー IDを入力して「検索」を選択します。

注意注意注意注意 : この 2つの URLはセキュリティが適用されるページにアクセスす
るため、まだ現行のWebセッションに有効なユーザーとしてログオンし
ていない場合は、ページが表示される前に有効なユーザーとしてのログオ
ンを求めるプロンプトが表示されます。

注意注意注意注意 : 「通知ルール」Web画面には、Oracle Workflowホーム・ページか
らもアクセスできます。9-2ページの「Oracle Workflowホーム・ページ
へのアクセス」を参照してください。
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通知処理の概要
2. ロールの「通知ルール」ページが表示され、現行ロールの既存ルールがすべて表示され
ます。「ルールの作成」を選択します。

3. 「項目タイプ」ドロップ・ダウン・フィールドで、このルールを適用する項目タイプを
選択するか、このルールを任意の項目タイプに関連した通知に適用する場合は「<すべ
て >」を選択します。
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4. 「次」を選択して先に進みます。このルールを取り消して前のページに戻る場合は
「キャンセル」を選択します。

5. ルールを適用する項目タイプとして「<すべて >」を選択した場合は、手順 8にスキッ
プします。特定の項目タイプを選択した場合は、次の手順に進み、ルールの適用対象と
なる項目タイプの通知を選択します。

6. 「通知」フィールドで、このルールを適用する通知メッセージを選択するか、このルー
ルを項目タイプのすべての通知に適用する場合は、「<すべて >」を選択します。
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7. 「次」を選択して先に進みます。このルールを取り消して前のページに戻る場合は
「キャンセル」を選択します。

8. 最後の「新規ルールの作成」ページが表示されます。このページのフィールドは、作成
したルールを適用する項目タイプおよび通知に応じて異なります。たとえば、ルールが
すべての項目タイプに関連する場合は、すべての通知を別のユーザーに自動的に再割当
てできますが、通知が異なれば応答属性も異なるため、すべての通知に対して自動応答
を定義することはできません。
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9. 「開始日」および「終了日」フィールドに値を入力して、このルールの有効期間を指定
します。データベースのデフォルトの日付書式を使用して日付を指定し、デフォルトの
日付書式に時間コンポーネントがない場合は、HH24:MI:SSの書式を使用して時刻を指
定します。

「開始日」を空白にすると、ルールは即時に有効になります。「終了日」を空白にする
と、ルールは失効日がないことになります。

10.「通知に含めるコメント」フィールドに、ルールの適用時に通知に追加するテキストを
入力します。コメントは、通知の再割当てや自動的な応答が行われたときに、特別な
「前のコメント」フィールドに表示されます。

警告警告警告警告 : 同じ通知に対して、発効日の異なる複数のルールを定義できるた
め、「自動通知処理」Web画面では、同じ通知に対して複数のルールを定
義できます。同じ通知に関するルールの有効期間がオーバーラップしない
ように注意する必要があります。同じ通知に対して複数のルールが有効で
あれば、Oracle Workflowではルールが 1つランダムに選択されて適用さ
れます。
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11. このルールで実行する処理を選択します。

� 「再割当て先」:  指定したロールに通知が転送されます。

� 「応答」:  事前定義済みの一連の応答値でメッセージに応答します。

� 「一般的なルールに関係なく、通知を自分に送信」:  通知は受信ボックスに残り、処
理は実行されません。この処理を指定してルールを定義すると、より包括的なルー
ルから特定の通知のサブセットを除外できます。たとえば、すべての通知メッセー
ジを別のロールに転送するルールがあり、そのルールから通知のサブセットを除外
する場合を考えます。そのためには、その通知サブセットにのみ適用する新しい
ルールを定義し、処理として「一般的なルールに関係なく、通知を自分に送信」を
指定します。

12. ルールの処理が「再割当て先」に設定されている場合は、上矢印のアイコンをクリック
するとウィンドウが表示され、割当て先のロールを検索できます。10-21ページの「値
リストの使用」を参照してください。

13. ロールを選択した後、通知をどのように再割当てするかを指定します。この通知に応答
する権限を新しいロールに付与する場合は、「通知に応答する許可を委任」を選択しま
す。このオプションを選択すると、Oracle Workflowでは、元の所有者が通知を所有し
たままですが、通知受信者のロールが通知の再割当て先となります。通知の所有権と職
責を新規のロールに完全に与える場合は、「通知の所有権を転送」を選択します。

14. ルールの処理が「応答」である場合は、自動的に返信を行うための応答値を設定しま
す。

15.「OK」を選択し、このルールを保存して「通知ルール」Web画面に戻り、ロールのルー
ティング・ルールの更新済みリストを表示します。また、このルールを取り消して前の
ページに戻る場合は、いつでも「キャンセル」を選択できます。

➤ ➤ ➤ ➤ 自動通知処理ルールの更新または削除自動通知処理ルールの更新または削除自動通知処理ルールの更新または削除自動通知処理ルールの更新または削除

1. 「自動通知処理」Web画面の URLに接続します。

<webagent>/wf_route.list

<webagent>は、Webサーバーで Oracle Workflow用に構成されたWebエージェント
のベース URLを表します。2-9ページの「手順WF-2 グローバル・ユーザー設定項目の
設定」を参照してください。

注意注意注意注意 : ワークフロー管理者は、特別なロジックを実装し、通知の委任先
または譲渡先のロールが適切であるかどうかを検証したり、通知の再割当
てを制限できます。その場合、再割当てルールの作成時に警告メッセージ
を受け取ることもできます。
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通知におけるドキュメント管理の統合
2. ロールの「自動通知処理」ページが表示されます。「ルールの適用結果」列で、更新す
るルールをクリックします。

3. 「ルールの変更」ページで、ルールを変更し、「OK」を選択して変更を保存します。

「キャンセル」を選択すると、変更を取り消して前のページに戻ることができます。

4. ルールを削除する場合は、「ルールの削除」列で、削除するルールの「X」を選択しま
す。

通知におけるドキュメント管理の統合通知におけるドキュメント管理の統合通知におけるドキュメント管理の統合通知におけるドキュメント管理の統合
特定のワークフロー通知で、参照するドキュメント管理（DM）システムの文書にアクセス
するには、その通知を「詳細通知」Web画面で参照し、文書リンクを選択して、DM統合画
面にその文書を表示します。10-31ページの「通知によって送られた DM文書へのアクセス」
を参照してください。

応答時に文書を添付する必要のある通知があります。この場合は、文書による応答が必要な
フィールドの隣に表示されるペーパー・クリップのアイコンを選択します。Oracle 
Workflowで DM統合画面が表示され、応答に添付する特定の文書を検索できます。10-33
ページの「DM文書付き通知に対する応答」を参照してください。

Oracle Workflowには、すべてのドキュメント管理システムに共通のドキュメント管理機能
に対応した、標準ボタン・セットが用意されています。これらのボタンは、DM統合画面の
最上部に表示されます。ボタンの 1つを選択すると、Oracle Workflowには、その機能を実
行するために、使用しているドキュメント管理システム固有のユーザー・インタフェースが
表示されるため、既存のドキュメント管理システムと対話するために異なるユーザー・イン
ターフェースを覚える必要はありません。Oracle Workflowで提供される標準ドキュメント
管理機能には、文書の検索、文書のチェック・アウト /チェック・イン、文書履歴のレ
ビューなどの機能があります。
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通知におけるドキュメント管理の統合
➤ ➤ ➤ ➤ 通知によって送られた通知によって送られた通知によって送られた通知によって送られた DM文書へのアクセス文書へのアクセス文書へのアクセス文書へのアクセス

1. 「詳細通知」Web画面から通知を参照すると、メッセージ本文に DM文書への参照リン
クが表示される場合があります。DM文書リンクをクリックすると、対応するドキュメ
ント管理システムにアクセスし、その文書を表示して操作できます。

2. リンクをクリックして、新しいブラウザ・ウィンドウに DM統合画面を表示します。

3. 画面には、最初に「文書開始」ツールバーと参照する DM文書の内容が表示されます。
ツールバーのボタンは、統合ドキュメント管理システムとは関係なく一定で、どのド
キュメント管理システムでも実行できる標準機能を表しています。

ツールバー・ボタンを選択すると、統合ドキュメント管理システムには、そのシステム
固有の画面が表示され、機能を実行するために必要な情報の入力を求めるプロンプトが

注意注意注意注意 : ドキュメント管理システムでは、管理対象の文書および機能への
アクセスにセキュリティが適用されているため、現行のWebセッション
からそのドキュメント管理システムに初めてアクセスするときに、有効な
ユーザーとしてログオンする必要があります。
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通知におけるドキュメント管理の統合
表示されます。自分のドキュメント管理システムで慣れているタスクを実行するため
に、新しいユーザー・インタフェースを覚える必要はありません。

4. 次の Oracle Workflow DMツールバー・ボタンのいずれかをクリックします。各ボタン
に関連付けられている標準機能は、次のとおりです。各機能は、統合 DMシステムに
よって効率的に実行され、機能の内容が次のように一般的であっても、これらの機能の
実装は DMベンダーごとに異なる場合があり、ベンダーによってユーザー・インタ
フェースでのアプローチが異なるため注意してください。

� 文書名 :  参照文書の名前を表示します。

� 表示 :  文書の内容を固有の書式で表示します。例外的に、ローカルにインストール
したアプリケーションで文書をダウンロードし、表示する必要がある場合もありま
す。その場合は、ドキュメント管理システムによるプロンプトが表示されます。

� フェッチ :  文書の内容を、ローカル・ファイル・システムにフェッチします。これ
により、Oracle Workflowまたはドキュメント管理システムに接続していなくて
も、文書の内容を見直して変更できます。

� チェック・アウト :  ドキュメント管理システムから文書をチェック・アウトし、
ローカルのファイル・システムに文書をフェッチします。文書の最新バージョンを
チェック・アウトする場合は、他のユーザーによりロックされていないものと想定
して文書をロックします。

文書がすでにロックされている場合、または文書の旧バージョンをチェック・アウ
トした場合は、この機能により文書が読取り専用モードでチェック・アウトされ、
ローカル・ファイル・システムにコピーがフェッチされます。ローカルなコピーは
編集できますが、文書の名前を変更しない限りチェック・インできません。

� チェック・イン :  文書の新バージョンをドキュメント管理システムにチェック・イ
ンします。これが新しい文書であれば、変更内容または文書の説明を示す詳細なコ
メントが表示されます。文書はチェック・インされるとロックが解除され、他の
ユーザーが変更できるようになります。

� ロック解除 :  文書の新バージョンをチェック・インせずに、文書のロックを解除し
ます。間違った文書をチェック・アウトした場合や、チェック・アウトした文書を
編集する予定がない場合は、この機能を使用してください。

注意注意注意注意 : ドキュメント管理統合画面が表示されると、別の「ドキュメント
管理の Transport Window」が表示されます。このウィンドウは、ドキュメ
ント管理システムで文書を作成または選択し終わるまで閉じないでくださ
い。文書の作成または選択が完了すると、「ドキュメント管理の Transport 
Window」は自動的に閉じます。
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� 履歴の表示 :  参照文書の履歴情報を表示します。統合ドキュメント管理システムで
のこの機能の実装方法に応じて、内容、コメント、アーカイブ履歴、および文書の
チェック・イン履歴に関連付けられたメタデータ（作成者、データ変更内容など）
の情報が表示されます。文書を現在ロックしているユーザー、現行の改訂番号、現
行の文書サイズおよび形式などの情報も表示されます。

� ヘルプ :  オンライン・ヘルプを表示します。

➤ ➤ ➤ ➤ DM文書付き通知に対する応答文書付き通知に対する応答文書付き通知に対する応答文書付き通知に対する応答

1. 「詳細通知」Web画面から通知を参照すると、一部の応答フィールドにペーパー・ク
リップのアイコンが表示されることがあります。これらのフィールドには、通知応答の
一部として DM文書を添付する必要があります。ペーパー・クリップ・アイコンをク
リックすると、統合ドキュメント管理システムに直接アクセスし、新規または既存の
DM文書を通知応答に添付できます。

2. ペーパー・クリック・アイコンをクリックして、新しいブラウザ・ウィンドウに DM統
合画面を表示します。

3. 画面には、最初に「文書開始」ツールバーとデフォルトのドキュメント管理システム固
有の検索画面が表示されます。ツールバーのボタンは、統合ドキュメント管理システム
とは関係なく一定で、どのドキュメント管理システムでも実行できる標準機能を表して
います。

ツールバー・ボタンを選択すると、統合ドキュメント管理システムには、そのシステム
固有の画面が表示され、機能を実行するために必要な情報の入力を求めるプロンプトが
表示されます。自分のドキュメント管理システムで慣れているタスクを実行するため
に、新しいユーザー・インタフェースを覚える必要はありません。

注意注意注意注意 : デフォルトのドキュメント管理システムは、「ユーザー設定項目」
Web画面で定義されています。9-4ページの「ユーザー設定項目の設定」
を参照してください。

注意注意注意注意 : ドキュメント管理統合画面が表示されると、別の「ドキュメント
管理の Transport Window」が表示されます。このウィンドウは、ドキュメ
ント管理システムで文書を作成または選択し終わるまで閉じないでくださ
い。文書の作成または選択が完了すると、「ドキュメント管理の Transport 
Window」は自動的に閉じます。
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4. 次の「文書開始」ツールバー・ボタンのいずれかをクリックします。各ボタンに関連付
けられている標準機能は、次のとおりです。各機能は、統合 DMシステムによって効率
的に実行され、機能の内容が次のように一般的であっても、これらの機能の実装は DM
ベンダーごとに異なる場合があり、ベンダーによってユーザー・インタフェースでのア
プローチが異なるため注意してください。

� ドキュメント・ホームの変更 :  自分の文書を選択する別のドキュメント管理ノード
を選択できるように、「ドキュメント・ホームの変更」Web画面を表示します。組
織では、複数のドキュメント管理システムのインストールを Oracle Workflowと統
合できます。各インストールはノードと呼ばれます。

� ノード名 :  現行の DMノードの名前を表示します。

� 検索 :  許可されている全文書間と、オプションで複数の文書バージョン間で、指定
した内容またはメタデータ基準と一致する文書を検索します。一致する文書と関連
バージョンのリストから、文書の内容を確認し、通知応答内の文書参照などの操作
を実行するように選択できます。使用できる検索機能は、基礎となるドキュメント
管理システムに応じて異なります。

� 新規作成 :  ローカル・ファイル・システムに保存されているファイル用に、現行の
ドキュメント管理システムで新規文書を作成します。文書を定義し、それを保存す
るフォルダを指定して、その文書に対するアクセス・ルールを指定する必要があり
ます。

� 参照 :  ドキュメント管理システムのフォルダ階層をナビゲートし、文書を参照しま
す。

� ヘルプ :  オンライン・ヘルプを表示します。
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ワークフロー・プロセス監視ワークフロー・プロセス監視ワークフロー・プロセス監視ワークフロー・プロセス監視

この章では、ワークフロー・プロセスのインスタンスを監視する方法について説明します。
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ワークフロー監視の概要
ワークフロー監視の概要ワークフロー監視の概要ワークフロー監視の概要ワークフロー監視の概要
ある作業項目のワークフローを開始後に、そのステータスをチェックして先に進んでいるか
どうかを確認したり、その作業項目に対して現在実行されているアクティビティを識別する
必要があります。Oracle Workflowには、Javaベースのワークフロー・モニター・ツール
と、WF_ITEM_ACTIVITY_STATUSES_Vというビューが用意されており、ワークフロー・
プロセスのインスタンスに関するステータス情報にアクセスできます。

ワークフロー・モニターワークフロー・モニターワークフロー・モニターワークフロー・モニター
ワークフロー・モニターは、ワークフロー・プロセスの特定インスタンスのステータスを表
示し、管理するためのツールです。ポイント・アンド・クリックのインタフェースを使用し
て、プロセスのアクティビティおよびプロセス全体についてステータスの詳細情報を表示で
きます。ワークフロー・モニターは、USERモードまたは ADMINモードで実行できます。
ADMINモードでは、ワークフロー管理者にのみ関係のある追加の詳細情報や機能が提供さ
れます。11-8ページの「ワークフロー・モニターへのアクセス」を参照してください。

ワークフロー・モニターは、次のセクションで構成されています。

� プロセス・タイトル

� プロセス・ダイアグラム・ウィンドウ

� 詳細タブ・ウィンドウ

� 管理ボタン

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 8-118ページ「Oracle Workflowのビュー」
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ワークフロー監視の概要
プロセス・タイトルプロセス・タイトルプロセス・タイトルプロセス・タイトル
プロセス・タイトルは、ワークフロー・モニターの左上に表示され、ワークフロー・プロセ
ス名と、そのプロセスの実行中のインスタンスをプロセス・ダイアグラム・ウィンドウで一
意に識別する項目タイプ名およびユーザー・キーが表示されます。ユーザー・キーが設定さ
れていない場合は、かわりに項目キーが表示されます。プロセス・ダイアグラム・ウィンド
ウでサブプロセスにドリル・ダウンすると、プロセス・タイトルが更新されてサブプロセス
名が表示されます。

プロセス・ダイアグラム・ウィンドウで選択済みのアクティビティを選択解除したり、詳細
タブ・ウィンドウでそのプロセスやサブプロセス全体の情報を表示するには、プロセス・ダ
イアグラム・ウィンドウの余白をクリックします。

プロセス・ダイアグラム・ウィンドウプロセス・ダイアグラム・ウィンドウプロセス・ダイアグラム・ウィンドウプロセス・ダイアグラム・ウィンドウ
プロセス・ダイアグラム・ウィンドウは、プロセス・タイトルに現在表示されているワーク
フロー・プロセスやサブプロセスのダイアグラムを表示する、スクロール可能なキャンバス
です。このダイアグラムは、 Oracle Workflow Builderで作成するダイアグラムとまったく同
じです。ただし、ワークフロー・モニターを使用してこのダイアグラムを編集することはで
きないため注意してください。
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ワークフロー監視の概要
プロセス・ダイアグラム・ウィンドウには、プロセスやそのアクティビティのステータスが
グラフィカルに示されます。

� アクティビティ・アイコンは、それが要注意状態にあることを示すために、色付きの
ボックスでハイライト表示される場合があります。

� すでに通過したトランジション（矢印）は緑の太線で表示され、まだ通過していないト
ランジションは黒の細線で表示されます。

� アクティビティを選択して、そのアクティビティに関する情報を表示する詳細タブ・
ウィンドウを更新するには、ダイアグラムのアクティビティ・アイコンをクリックしま
す。

� 現在選択されているアクティビティ・アイコンを選択解除し、現在のプロセス全体の情
報を表示する詳細タブ・ウィンドウの表示を更新するには、プロセス・ダイアグラム上
の空白部分をクリックします。

� サブプロセスのダイアグラムにドリル・ダウンするには、サブプロセスを示すアクティ
ビティ・アイコンをダブルクリックします。この操作により、プロセス・タイトルが自
動的に更新されてサブプロセス名が反映され、そのサブプロセス全体の情報を表示する
詳細タブ・ウィンドウが更新されます。

かわりに、サブプロセス・アクティビティを選択し、「ズーム・イン」を選択して、サ
ブプロセスのダイアグラムにドリル・ダウンすることもできます。直前レベルのプロセ
スに戻るには、「ズーム・アウト」を選択します。

詳細タブ・ウィンドウ詳細タブ・ウィンドウ詳細タブ・ウィンドウ詳細タブ・ウィンドウ
詳細タブ・ウィンドウは、プロセス・ダイアグラムの下に表示される上下にスクロール可能
な表示領域で、選択されたプロセスやアクティビティに関する情報が表示されます。

各タブには、次のような情報が表示されます。アスタリスク（*）で始まる行や、太字体の
カッコ（）（）（）（）内の値は、モニターが ADMINモードで実行されている場合にのみ表示されま
す。

表表表表 11-1

ボックスの色ボックスの色ボックスの色ボックスの色 状態状態状態状態 考えられるステータス・コード考えられるステータス・コード考えられるステータス・コード考えられるステータス・コード

赤 エラー ERROR

緑 アクティブ /処理中 ACTIVE、NOTIFIED、DEFERRED

黄 保留中 HOLD

<なし > 正常 COMPLETE、WAITING、NULL
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ワークフロー監視の概要
「定義」タブ「定義」タブ「定義」タブ「定義」タブ

現在位置 : プロセスの表示名 /アクティビティの表示名

項目タイプ : 項目タイプの表示名 （（（（内部名））））

アクティビティ名 : アクティビティの表示名 （（（（内部名））））

説明 : アクティビティの説明

アクティビティ・タ
イプ :

プロセス、通知または関数

メッセージ : メッセージの内部名

関数 : アクティビティによってコールされる PL/SQLプロシージャ名

結果タイプ : 結果タイプの表示名 （（（（内部名））））

*コスト : 関数アクティビティの秒単位のコスト

*再到達時 : IGNORE、LOOPまたは RESET

*エラー・プロセス : アクティビティに割り当てられたエラー項目タイプおよびエラー・
プロセスの内部名（存在する場合）

「使用法」タブ「使用法」タブ「使用法」タブ「使用法」タブ

現在位置 : アクティビティの表示名

開始 /終了 : いいえ、開始または終了 （（（（プロセスの結果））））

実行者 : ロール名または項目属性の内部名

*コメント : プロセス・アクティビティ・ノードのコメント

タイムアウト : N分または項目属性の内部名

「ステータス」タブ「ステータス」タブ「ステータス」タブ「ステータス」タブ

現在位置 : アクティビティの表示名

ステータス : アクティビティのステータス

結果 : アクティビティの結果 （（（（結果コード））））

開始日 : アクティビティが開始する日

終了日 : アクティビティが終了する日

期日 : アクティビティの期限が切れる日

*通知 : 通知 ID
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ワークフロー監視の概要
（選択したアクティビティが応答の必要な通知である場合、このタブには前述の情報が表示
されるかわりに、メッセージ応答属性が、<message_attribute> <type (Format)> 
<value>のように表示されます。選択したアクティビティがポーリング・タイプの通知ア
クティビティで、「ロールの拡張」がオンで、応答が必要である場合、このタブには宛先ご
とに前述のメッセージ応答属性が表示されます。選択したアクティビティが通知アクティビ
ティで、「ロールの拡張」はオンになっているが、応答は不要な場合、ロール内の個々の
ユーザーではなく、ロールのみが宛先として表示されます。）

割り当てられたユー
ザー :

ロール名または項目属性の内部名（「アクティビティ・ステータス」
が「エラー」の場合にのみ表示）

*エラー名 : エラーの名前

エラー・メッセージ : エラー・メッセージ

*エラー・スタック : エラー・スタック

「通知」タブ「通知」タブ「通知」タブ「通知」タブ

現在位置 : アクティビティの表示名

*ID: 通知 ID

宛先 : 通知の宛先

ステータス : 通知のステータス

開始日 : 通知が配信される日

終了日 : 通知が完了する日

期日 : アクティビティの期限が切れる日

「項目」タブ「項目」タブ「項目」タブ「項目」タブ

プロセス表示名 : 項目タイプ、項目キー（または、設定されている場合はユーザー・
キー）

所有者 : まだ実装されていない項目の所有者

開始日 : ワークフロー・プロセス・インスタンスが作成される日

終了日 : ワークフロー・プロセス・インスタンスが完了する日

<Item Attribute>: <type(format)> <value> ...
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ワークフロー監視の概要
管理ボタン管理ボタン管理ボタン管理ボタン
管理ボタンは、ワークフロー・モニターが ADMINモードで実行されている場合に限り、詳
細タブ・ウィンドウの下に表示されます。各ボタンを使用して該当するWorkflow Engine 
APIをコールし、異なる管理操作を実行できます。ボタンとその動作は次のとおりです。

� プロセスを中止： プロセス・タイトルまたはプロセス・アクティビティを選択した場合
にのみ使用できます。WF_ENGINE.AbortProcessをコールして選択したプロセスを中
止し、未処理の通知を取り消します。中止するプロセスに割り当てる結果の入力を求め
るプロンプトが表示されます。そのプロセスは、結果が指定どおりになると、ステータ
スが「完了」になります。8-28ページの「AbortProcess」を参照してください。

� プロセスを保留： プロセス・タイトルまたはプロセス・アクティビティを選択した場合
にのみ使用できます。それ以上アクティビティが進行しないように、
WF_ENGINE.SuspendProcessをコールし、選択したプロセスを保留します。8-26ペー
ジの「SuspendProcess」を参照してください。

� プロセスを再開 :  保留プロセスを選択した場合にのみ使用できます。
WF_ENGINE.ResumeProcessをコールし、保留したプロセスを再開して正常な実行ス
テータスにします。プロセスが保留になった時点で移動したアクティビティが実行され
ます。8-27ページの「ResumeProcess」を参照してください。

� 再割当て :  通知アクティビティを選択した場合にのみ使用できます。
WF_ENGINE.AssignActivityをコールして、通知アクティビティを異なる実行者に再割
当てします。ロール名の入力を求めるプロンプトが表示されます。8-61ページの
「AssignActivity」を参照してください。

� 促進 :  プロセス・タイトル、つまりアクティビティを選択した場合にのみ使用できま
す。WF_ENGINE.HandleErrorをコールし、エラーのあるアクティビティの状態を変更
するか、または選択したアクティビティおよび後続の他のすべてのアクティビティを取
り消して、プロセスの一部をロールバックします。「スキップ」を選択して該当アク
ティビティをスキップし、それを指定した結果に割り当てるか、または「再試行」を選
択してアクティビティを再実行するように求めるプロンプトが表示されます。8-62ペー
ジの「HandleError」を参照してください。

� 属性 :  項目タイプ属性の値を変更できるように、常時使用可能です。各項目タイプ属性
の現行値が表示されます。値の変更後に、「OK」を選択して変更を適用します。
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ワークフロー監視の概要
ワークフロー・モニターへのアクセスワークフロー・モニターへのアクセスワークフロー・モニターへのアクセスワークフロー・モニターへのアクセス
ワークフロー・モニターへのユーザー・アクセスを制御するには、2通りの方法があります。
ワークフロー・モニターへのアクセスを制御するワークフロー対応アプリケーションを使用
する方法と、「プロセス検索」Web画面に直接アクセスする方法です。

アプリケーションによるワークフロー・モニターへのアクセス制御アプリケーションによるワークフロー・モニターへのアクセス制御アプリケーションによるワークフロー・モニターへのアクセス制御アプリケーションによるワークフロー・モニターへのアクセス制御
アプリケーション・コードのロジック内で、ユーザーが表示できるワークフロー・プロセス
のインスタンスと、そのユーザーに対してモニターを ADMINモードで実行するか、USER
モードで実行するかを識別します。また、アプリケーションのユーザー・インタフェースに
は、Java 1.1.4と AWTをサポートするWebブラウザ・アプリケーションをコールし、WF_
MONITOR.GetDiagramURL( )関数からの戻り値を取得するワークフロー・モニターの URL
を渡す手段を用意する必要があります。戻される URLには、ADMINまたは USERモード
のどちらかでワークフロー・モニターにアクセスできるように、非表示のパスワードが添付
されています。8-112ページの「GetDiagramURL」を参照してください。

「プロセス検索」「プロセス検索」「プロセス検索」「プロセス検索」Web画面へのアクセスの提供画面へのアクセスの提供画面へのアクセスの提供画面へのアクセスの提供
ワークフロー・モニターにアクセスするには、Java 1.1.4と AWTをサポートするWebブラ
ウザに、「プロセス検索」の URLを渡す方法もあります。「プロセス検索」ページにアクセ
スするには、ユーザー認証が必要です。Oracle Workflowが Oracle Self-Service Web 
Applications、Oracle WebDB、Oracle Application Server、Oracle Web Application Serverのうち、
どのセキュリティを使用するように構成されているかに応じて、ユーザーが現行ブラウザ・
セッションで有効なユーザーとしてログインしていない場合は、適切なユーザー名とパス
ワードを使用してログインする必要があります。ユーザーがワークフロー管理者権限を持っ
ている場合は、「プロセス検索」Web画面を使用してワークフロー・プロセスのインスタン
スを検索できます。ワークフロー管理者権限を持っていないユーザーの場合、「プロセス検
索」Web画面を使用して検索できるのは、 ワークフロー・エンジンの SetProcessOwner API
のコールによって設定されたユーザー自身のプロセスに限られます。ユーザーは、そのプロ
セス・インスタンスの通知またはプロセス・ダイアグラムをワークフロー・モニターで表示
できます。

「プロセス検索」の URLは、次のようになります。

<webagent>/wf_monitor.find_instance

<webagent>は、WF_CORE.TRANSLATE( )をコールして、WF_RESOURCES表のWF_
WEB_AGENTトークンから取り出すことができるWebエージェントの文字列です。8-76
ページの「TRANSLATE」を参照してください。

注意注意注意注意 : 「プロセス検索」Web画面には、Oracle Workflowホーム・ページ
からもアクセスできます。9-2ページの「Oracle Workflowホーム・ペー
ジへのアクセス」を参照してください。
11-8 Oracle8i Workflowガイド



ワークフロー監視の概要
Oracle Applicationsからワークフロー・モニターへのアクセスからワークフロー・モニターへのアクセスからワークフロー・モニターへのアクセスからワークフロー・モニターへのアクセス
Oracle Applicationsの場合にのみ、Oracle Applicationsの関数 FND_FNDWFIASを使用し
て、アプリケーションにワークフロー・モニターへのアクセスを追加できます。この関数
は、Web画面の wf_monitor.showをコールします。

この関数は、ユーザーの職責の「ナビゲート」メニューに追加する方法と、Oracle 
Applicationsフォームからコールする方法があります。『Oracle Applications Developer's 
Guide』の「Menus Window」および「Overview of Form Development Steps」を参照して
ください。

パラメータを渡さずに FND_FNDWFIASをコールすると、wf_monitor.showにより「プロ
セス検索」Web画面が表示されます。

表示するプロセス・インスタンスを指定する場合は、この関数に次のパラメータを渡す必要
があります。

� ITEM_TYPE: 有効な項目タイプ。

� ITEM_KEY: アプリケーション・オブジェクトの主キーから導出される文字列。文字列
では、項目タイプの項目を一意に識別します。項目タイプと項目キーにより、プロセス
が識別されます。

� ADMIN_MODE: 「YES」の場合はモニターが ADMINモードで実行され、「NO」の場合
は USERモードで実行されます。

� ACCESS_KEY: 選択したモードでモニターを実行するためのアクセス・キー・パスワー
ド。適切なアクセス・キーを取り出すには、ワークフロー・モニター APIの
GetAccessKey()を使用します。8-111ページの「GetAccessKey」を参照してください。

これらのパラメータを渡すと、wf_monitor.showでは、指定したプロセス・インスタンスに
ついてワークフロー・モニターの「通知リスト」Web画面が表示されます。

関数 FND_FUNCTION.EXECUTEをコールすると、パラメータを指定して FND_
FNDWFIASを実行できます。『Oracle Applications Developer's Guide』の「FND_
FUNCTION.EXECUTE」を参照してください。構文は、次のとおりです。

fnd_function.execute(
FUNCTION_NAME=>'FND_FNDWFIAS',
OTHER_PARAMS=>'ITEM_TYPE='||<item_type>||
' ITEM_KEY='||<item_key>||' ADMIN_MODE='||<admin_mode>||
' ACCESS_KEY='||(wf_monitor.GetAccessKey('<item_type>',
'<item_key>', '<admin_mode>' )));

関数 FND_FNDWFIASでは、Oracle Applicationsの機能セキュリティを使用してユーザー・
アクセスが制御されます。『Oracle Applications システム管理者ガイド』の「機能セキュリ
ティの概要」および『Oracle Applications Developer's Guide』の「Overview of Menus and 
Function Security」を参照してください。
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ワークフロー監視の概要
「プロセス検索」「プロセス検索」「プロセス検索」「プロセス検索」Web画面の使用画面の使用画面の使用画面の使用
Oracle Workflowの「プロセス検索」Web画面を使用すると、特定の検索基準と一致する
ワークフロー・プロセス・インスタンスのリストを問合せできます。表示される「プロセ
ス・リスト」からプロセス・インスタンスの 1つを選択し、より詳細に検討できます。

表示される「通知リスト」Web画面で、完了した通知アクティビティの詳細を確認できま
す。また「拡張オプション」を選択し、その他のアクティビティの詳細を「アクティビ
ティ・リスト」Web画面に表示できます。「通知リスト」からワークフロー・モニターにナ
ビゲートすると、プロセスの管理や、プロセスとそのステータスのグラフィカルな表示も可
能です。

注意注意注意注意 : Oracle Applicationsでは、関数 FND_UTILITIES.OPEN_URLを
コールしてWebブラウザを開き、「プロセス検索」の URLやワークフ
ロー・モニターのダイアグラムの URLなど、指定した URLに接続するこ
ともできます。ただし、この関数では Oracle Applicationsの機能セキュリ
ティは使用されません。『Oracle Applications Developer's Guide』の
「FND_UTILITIES:Utility Routine」を参照してください。
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ワークフロー監視の概要
➤ ➤ ➤ ➤ 「プロセス検索」ページでの検索基準の指定「プロセス検索」ページでの検索基準の指定「プロセス検索」ページでの検索基準の指定「プロセス検索」ページでの検索基準の指定

1. 次のフィールドを任意に組み合せて検索基準を入力し、ワークフロー・プロセスのイン
スタンスのサブセットを検索できます。

� プロセス・ステータス :  「あらゆるステータス」、「アクティブ」または「完了」を
指定します。

� 項目タイプ : 検索するワークフロー・プロセスのインスタンスの項目タイプを選択
します。すべての項目タイプのワークフロー・プロセス・インスタンスを検索する
には、「すべて」を選択します。

� 項目キーまたはユーザー・キー :  項目キーまたはユーザー・キーを指定します。項
目キーは項目の内部識別子を表し、ユーザー・キーは項目に割り当てられたエン
ド・ユーザー識別子を表します。ユーザー・キーは項目に対して一意でなくてもか
まいません。8-18ページの「SetItemUserKey」を参照してください。

� プロセス名 :  プロセス・アクティビティの表示名を指定します。

2. ワークフロー管理者権限を持つユーザーとしてログオンした場合は、プロセスを所有し
ていなくても、任意のプロセスのインスタンスを検索して表示できます。「プロセスの
所有者」フィールドにWF_ROLESで定義されているロールの内部名を入力すると、そ
のロールが所有するプロセスのみが表示されます。また、このフィールドを空白のまま
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ワークフロー監視の概要
にすると、プロセスの所有者に関係なく、検索基準と一致するすべてのプロセスのイン
スタンスが表示されます。

ワークフロー管理者権限を持っていない場合、「プロセスの所有者」フィールドには、
現行のWebセッションへのログイン時に使用したロールの内部名が表示されます。こ
の場合に検索して表示できるのは、ユーザー自身が実行したプロセス、または最初の参
加者に限られます。

3. オプションで、アクティビティが「中止」、「エラー」または「あらゆるステータス」に
なっているワークフロー・プロセス・インスタンスも検索できます。

4. 特定のユーザーまたはロールからの応答待ちになっているアクティビティを含むワーク
フロー・プロセス・インスタンスを検索できます。

5. 指定した日数の間進行していないワークフロー・プロセス・インスタンスも識別できま
す。

6. 検索基準の入力終了後に「検索」を選択します。基準と一致するすべてのプロセス・イ
ンスタンスが「プロセス・リスト」Web画面に表示されます。

注意注意注意注意 : WF_ENGINE.SetItemOwner APIをコールすると、プロセスの所有
者を設定できます。プロセスの所有者は、そのプロセスを実行したユー
ザー、またはそのプロセスの最初の参加者です。
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ワークフロー監視の概要
➤ ➤ ➤ ➤ 「プロセス・リスト」のレビュー「プロセス・リスト」のレビュー「プロセス・リスト」のレビュー「プロセス・リスト」のレビュー

1. 「プロセス・リスト」に、「プロセス検索」Web画面で指定した検索基準と一致するすべ
てのワークフロー・プロセス・インスタンスの要約が表示されます。

2. プロセス・インスタンスは、最初に項目タイプ別、次に項目キー別に昇順で表示されま
す。

3. 「プロセス・リスト」には、各プロセス・インスタンスのステータスが要約されて、「完
了」、「エラー」、「中止」の各列に示されます。

4. 「プロセス名」列でプロセス・リンクを選択し、そのプロセス・インスタンスの通知リ
ストを表示します。
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ワークフロー監視の概要
➤ ➤ ➤ ➤ 「通知リスト」のレビュー「通知リスト」のレビュー「通知リスト」のレビュー「通知リスト」のレビュー

1. 「通知リスト」には、選択したプロセス・インスタンスの現在の送信済み通知で、特殊
な結果応答が必要なものがすべて表示されます。つまり、これらはプロセスが宛先の応
答に基づいて分岐できる通知アクティビティです。

2. 「通知リスト」には、各通知アクティビティの内容、それが割り当てられている宛先、
送信された日時、完了の有無、完了までに経過した日数、その結果が要約されていま
す。

3. 通知が割り当てられているユーザーに電子メールを送信する場合は、「ユーザー」列で
ユーザー・リンクを選択します。

注意注意注意注意 : プロセス自体がエラー状態であり、エラーの原因が通知であった
場合は、その通知の結果が「結果」列にリンクとして表示されることがあ
ります。そのリンクを選択するとエラーの原因が表示されます。
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ワークフロー監視の概要
4. 通知アクティビティの完全な定義を参照する場合は、「アクティビティ」列にある通知
アクティビティ・リンクを選択します。

5. 通知アクティビティがまだ開いていて、応答が必要な場合は、ワークフロー管理者権限
でログオンしていると、「アクティビティ」列の通知アクティビティ名の後ろにアイコ
ンが表示されます。このアイコンをクリックすると、「通知の詳細」ページにジャンプ
し、この通知に直接応答できます。応答の完了後に、ブラウザの「戻る」ボタンを選択
して、「通知リスト」に戻ります。

6. 「拡張オプション」を選択して「アクティビティ・リスト」Web画面にジャンプすると、
拡張基準を指定し、プロセスの対象となる特定アクティビティを検索して表示できま
す。11-16ページの「「アクティビティ・リスト」のアクティビティのフィルタ」を参照
してください。

7. 「ダイアグラム表示」ボタンを選択して、選んだプロセス・インスタンスをワークフ
ロー・モニターに表示し、プロセス・ステータスをグラフィカルに表示できます。現在
のWebセッションにワークフロー管理者権限を持つユーザーとして接続している場合、
ワークフロー・モニターにはプロセスが ADMINモードで表示され、それ以外の場合は
USERモードで表示されます。11-2ページの「ワークフロー・モニター」を参照してく
ださい。

注意注意注意注意 : 「通知リスト」Web画面のリンクにカーソルをあわせると、リン
クについて役に立つヒントが表示されます。ヒントはWebブラウザのス
テータス・バーに表示されます。

注意注意注意注意 : 選択したプロセスが親 /子プロセスのメンバーの場合は、左側に
親 /子階層リストが表示されます。この階層リストには、現行のプロセ
ス・インスタンスに対応する親および子インスタンスへのリンクが表示さ
れます。リンクをクリックすると、選択した親または子インスタンスの
「通知リスト」が起動します。
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ワークフロー監視の概要
➤ ➤ ➤ ➤ 「アクティビティ・リスト」のアクティビティのフィルタ「アクティビティ・リスト」のアクティビティのフィルタ「アクティビティ・リスト」のアクティビティのフィルタ「アクティビティ・リスト」のアクティビティのフィルタ

1. 「アクティビティ・リスト」Web画面では、対象の特定アクティビティをフィルタする
ために、様々な基準を指定できます。

2. 「アクティビティ・ステータス・オプション」チェック・ボックスで、対象のアクティ
ビティ・ステータスを指定します。「アクティブ」のステータスには、「通知済」、「遅
延」、「待機」ステータスのアクティビティも含まれます。

3. 「アクティビティ・タイプ」チェック・ボックスで、表示するアクティビティのタイプ
を指定します。応答の必要な通知アクティビティ、応答の不要な通知アクティビティ、
プロセスまたは関数アクティビティ、標準項目タイプに属するアクティビティのうち、
いずれかまたはすべてを表示するように選択できます。

4. 基準の選択の完了後に「アクティビティのフィルタ」を選択し、基準と一致するアク
ティビティを表示します。

5. 結果のアクティビティ要約リストには、次の情報の列があります。

� ステータス : アクティビティのステータス。「アクティブ」、「完了」、「エラー」、
「中止」のいずれかです。

� ユーザー :  アクティビティの実行者。アクティビティが関数アクティビティの場合
は、ワークフロー・エンジンが実行者です。実行者がユーザーの場合は、そのユー
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ワークフロー監視の概要
ザー名へのリンクをクリックすると、そのユーザーにメールを送信できます。アク
ティビティが通知アクティビティで、「ロールの拡張」がオンになっている場合は、
要約にそれと同じアクティビティが複数行表示され、「ユーザー」列には、ロール
の各メンバーが表示されます。

� 上位アクティビティ :  このアクティビティが属するプロセス・アクティビティ（こ
のアクティビティ自体が最上位レベルのプロセスである場合を除きます）。上位ア
クティビティは、その定義の詳細にリンクしています。

� アクティビティ :  アクティビティの名前。このアクティビティは、その定義の詳細
にリンクしています。

� 開始済 :  アクティビティが開始した日時。

� 期間 :  アクティビティの完了にかかった時間。かかった時間の最上位単位より 1つ
下の単位で示されます。アクティビティの完了に 1分かからなかった場合は、秒数
のみが示されます。

� 結果 :  アクティビティの結果。アクティビティのステータスが「エラー」の場合
は、結果がそのエラーに関連するエラー名、エラー・メッセージおよびエラー・ス
タックにリンクします。

6. 任意の列のヘッダーをクリックすると、その列を基準にしてアクティビティ要約リスト
をソートできます。列タイトルの横に、ソートに使用されていることを示すアスタリス
ク（*）が表示されます。アスタリスクが列タイトルの左にある場合、ソート順は昇順
です。アスタリスクが列タイトルの右にある場合、ソート順は降順です。同じ列タイト
ルを複数回クリックすると、ソート順が逆になります。

7. 「ダイアグラム表示」ボタンを選択し、プロセス・インスタンスをワークフロー・モニ
ターに表示し、プロセス・ステータスをグラフィカルに表示することもできます。現在
のWebセッションにワークフロー管理者権限を持つユーザーとして接続している場合、
ワークフロー・モニターにはプロセスが ADMINモードで表示され、それ以外の場合は
USERモードで表示されます。11-2ページの「ワークフロー・モニター」を参照してく
ださい。

注意注意注意注意 : 「アクティビティ・リスト」Web画面のリンクにカーソルをあわ
せると、リンクについて役に立つヒントが表示されます。ヒントはWeb
ブラウザのステータス・バーに表示されます。

関連項目関連項目関連項目関連項目 :

2-14ページ「手順WF-3 Oracle Workflowのディレクトリ・サービスの設
定」

2-9ページ「手順WF-2 グローバル・ユーザー設定項目の設定」
ワークフロー・プロセス監視 11-17



ワークフロー監視の概要
11-18 Oracle8i Workflowガイド



ワークフロー定義の
12

ワークフロー定義のテストワークフロー定義のテストワークフロー定義のテストワークフロー定義のテスト

この章では、Oracle Workflowの「プロセスの開始」Web画面を使用してワークフロー定義
をテストする方法について説明します。
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ワークフロー定義のテストワークフロー定義のテストワークフロー定義のテストワークフロー定義のテスト
Oracle Workflowには「プロセスの開始」と呼ばれるWebベースのインタフェースがあり、
これを使用して、データベースに定義し保存したあらゆるワークフロー定義をテストしま
す。「プロセスの開始」にアクセスできるのは、ワークフロー管理者のロールに属している
ユーザーのみです。

あらゆる Oracle Workflowデータベースに対して「プロセスの開始」Web画面を実行でき
ますが、テスト目的の場合は別の環境を作成することをお薦めします。ワークフロー定義を
テストするには、テスト環境で次の項目を設定する必要があります。

� テストするユーザーとロールを定義します。Oracle Workflowのデモンストレーショ
ン・データ・モデルで事前定義されているユーザーとロールに対してテストできます。
13-5ページの「購買申請データ・モデルのインストール」を参照してください。

� Oracle Workflowのスタンドアロン版を使用していて、通知の表示に「通知」Web画面
を使用する場合は、テストするユーザーとロールをWebセキュリティ・システムで定
義する必要があります。詳細は、Oracle Application Serverのマニュアルを参照してく
ださい。

� 通知の表示に電子メールを使用する場合は、TEST_ADDRESSパラメータを通知メー
ラーの構成ファイルに設定し、すべての通知を 1つのテスト用電子メール・アドレスに
送ります。2-41ページの「通知メーラーの構成ファイルの作成」を参照してください。
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➤ ➤ ➤ ➤ ワークフロー定義のテストワークフロー定義のテストワークフロー定義のテストワークフロー定義のテスト

1. Webブラウザを使用して、次の URLで Oracle Workflowホーム・ページに接続しま
す。9-2ページの「Oracle Workflowホーム・ページへのアクセス」を参照してくださ
い。

2. 「プロセスの開始」リンクを選択し、「プロセスの開始」Web画面を表示します。

<webagent>/wf_initiate.ItemType

<webagent>は、Webサーバーで Oracle Workflow用に構成されたWebエージェントの
ベース URLを表します。2-9ページの「手順WF-2 グローバル・ユーザー設定項目の設定」
を参照してください。

注意注意注意注意 : 保護されている次の URLを使用し、直接このページに接続する方
法もあるので注意してください。
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3. 「プロセスの開始」ページには、「システム :  エラー」、「システム :  メーラー」および
「標準」など、Oracle Workflowがシードした項目タイプを除き、データベースに格納
されている項目タイプ定義がすべて表示されます。各項目タイプの内部名と説明も表示
されます。テストするワークフロー・プロセスの定義を所有する項目タイプを選択しま
す。

4. 「Workflowの開始」Web画面を使用して、開始するプロセスの詳細を指定します。
ワークフロー・プロセスのインスタンスを実行するには、次の項目を指定する必要があ
ります。

� プロセス・インスタンスの一意の項目キー

� プロセスの識別に使用するユーザー定義のキー

� テストするプロセスの名前

注意注意注意注意 : このページにはセキュリティが適用されるため、現行Webセッ
ションで有効なワークフロー管理者としてログオンしていない場合は、
ページが表示される前に有効なワークフロー管理者としてのログオンを求
めるプロンプトが表示されます。
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� オプションのプロセス所有者

� プロセスの項目タイプに関連した、あらゆる項目タイプ属性の値

「OK」を選択します。ワークフロー・プロセスを開始するために、「Workflowの開始」
Web画面では、指定した項目タイプや項目キーに対して、ワークフロー・エンジンの
CreateProcessや Startprocessなどの APIがコールされます。ワークフロー・エンジン
の SetItemOwnerや SetItemAttrなどの APIもコールされ、プロセス所有者とすべての
項目タイプ属性が指定の値に設定されます。

5. 実行したプロセス・インスタンスに対するワークフロー・モニターのアクティビティ・
リストが表示されます。アクティビティ・リストには、実行されているアクティビティ
のステータスが示されます。「ダイアグラム表示」ボタンを選択し、ワークフロー・モ
ニターにプロセスのステータスをグラフィカルに表示することもできます 11-16ページ
の「「アクティビティ・リスト」のアクティビティのフィルタ」を参照してください。

6. テストしているプロセスに通知が含まれている場合は、Oracle Workflowホーム・ペー
ジに戻り、「通知の検索」リンクを選択して、プロセスを完了するために応答を必要と
する未処理の通知を検索します。また、通知の応答を電子メールでテストする場合は、
通知メーラーで指定したテスト用電子メール・アカウントに接続し、プロセスの未処理
の通知に応答します。
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デモンストレーション用ワークフロー・デモンストレーション用ワークフロー・デモンストレーション用ワークフロー・デモンストレーション用ワークフロー・

プロセスプロセスプロセスプロセス

この章では、Oracle Workflowに用意されているデモンストレーション用のワークフロー・
プロセスについて説明します。各デモンストレーション用プロセスは、Oracle Workflowの
多数の機能を具体的に示すものです。
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サンプル・ワークフロー・プロセス
サンプル・ワークフロー・プロセスサンプル・ワークフロー・プロセスサンプル・ワークフロー・プロセスサンプル・ワークフロー・プロセス
Oracle Workflowには、次のサンプル・ワークフロー・プロセスが含まれています。各プロ
セスは、様々な Oracle Workflow機能の統合例です。これらのプロセスを使用して、Oracle 
Workflowのインストールをチェックできます。

� 購買申請プロセス :  結果ベースの分岐、並列分岐、サブプロセス、タイムアウト、ルー
プおよび通知での PL/SQL文書の統合を示します。13-4ページの「購買申請プロセス」
を参照してください。

� 製品調査プロセス :  投票アクティビティの実装、通知での PL/SQL文書の統合およびマ
スター /ディテール・プロセスの連携を示します。13-30ページの「製品調査プロセス」
を参照してください。

� ドキュメント・レビュー・プロセス :  ドキュメント管理統合とループを示します。13-44
ページの「ドキュメント・レビュー・プロセス」を参照してください。

� エラー・チェック・プロセス :  Oracle Alertの定期アラート機能をワークフロー・プロ
セスでシミュレーションする方法および標準「待機」アクティビティの使用方法を示し
ます。13-48ページの「エラー・チェック・プロセス」を参照してください。

これらのサンプル・ワークフローは、「ワークフロー・デモンストレーション」ホーム・
ページまたは「プロセスの開始」Web画面から開始できます。次の URLを使用して、「ワー
クフロー・デモンストレーション」ホーム・ページにアクセスできます。

<webagent>/wf_demo.home

「ワークフロー・デモンストレーション」ホーム・ページでは、右側のフレームに通知の
ワークリストが表示され、左側のフレームには、他のWeb画面から各サンプル・ワークフ
ローを開始するためのリンクがリストされます。

注意注意注意注意 : Oracle Workflowのスタンドアロン版を使用している場合は、
Oracle Universal Installerにより、前述のサンプル・ワークフロー・プロ
セスがすべてインストールされます。

Oracle Applications embedded Workflowを使用している場合は、Rapid 
Installにより、ドキュメント・レビューおよびエラー・チェック・プロセ
スのみがインストールされます。この 2つのサンプル・ワークフロー・プ
ロセスは、サポートするデータ・モデルの作成を必要としません。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 12-2ページ「ワークフロー定義のテスト」
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サンプル・ワークフローのプロセス・ダイアグラムの表示サンプル・ワークフローのプロセス・ダイアグラムの表示サンプル・ワークフローのプロセス・ダイアグラムの表示サンプル・ワークフローのプロセス・ダイアグラムの表示
Oracle Workflow Builderの「プロセス」ウィンドウに、サンプル・プロセスのプロセス・
ダイアグラムを表示できます。

➤ ➤ ➤ ➤ Oracle Workflow Builderでのサンプル・プロセスの表示でのサンプル・プロセスの表示でのサンプル・プロセスの表示でのサンプル・プロセスの表示

1. 「ファイル」メニューから「オープン」を選択し、使用している Oracle Workflowデー
タベースに接続します。

または、PC上の Oracle Workflowの wf/data/<language>サブディレクトリにあ
る、どのサンプル・ワークフロー定義ファイルに接続することもできます。

2. データ・ソースを展開し、そのデータ・ソース内の項目タイプのブランチを展開しま
す。

3. 「プロセス」のブランチを展開してプロセス・アクティビティをダブルクリックし、そ
のプロセスのダイアグラムを「プロセス」ウィンドウに表示します。
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購買申請プロセス購買申請プロセス購買申請プロセス購買申請プロセス
購買申請プロセスは、品目を購入するための新規購買申請を作成するときに開始されるワー
クフロー・プロセスの一例です。購買申請プロセスは、承認階層と承認限度情報が格納され
る 2つの表に基づいています。

このデモンストレーションでは、購買申請を発行すると、プロセスによって通知が承認階層
の次のマネージャに送信され、購買申請が承認されます。承認担当マネージャの承認限度額
が購買申請金額より低ければ、その購買申請を承認できる限度額を持つマネージャが見つか
るまで、購買申請は承認階層内で次に上位のマネージャへと順に転送されます。各中間マ
ネージャは、その購買申請を承認して次に上位のマネージャにまわす必要があります。適切
な承認限度を持つマネージャが購買申請を承認すると、「承認」という結果でプロセスが終
了します。

次の場合には、プロセスが「否認」という結果で終了することがあります。

� いずれかのマネージャが購買申請を却下した場合

� 購買申請金額が最大の承認限度を超えている場合

� 購買申請者を管理するマネージャがいない場合

Oracle Workflowのスタンドアロン版を使用している場合は、このサンプル・プロセスを設
定し、実行できます。Oracle Applications embedded Workflowを使用している場合、この
プロセスは、主にデモンストレーションではなく説明のための一例と考えてください。この
デモンストレーションの設定と実行に必要なファイルは、Oracle Applications embedded 
Workflowでは提供されません。

このサンプル・ワークフローを実行するには、デモンストレーション・データ・モデルをイ
ンストールする必要があります。このデータ・モデルには、データの入った 2つの表が組み
込まれています。一方の表では従業員の承認階層を管理し、他方では各従業員の支払限度額
を管理します。この 2つの表が、購買申請の承認に使用するデータベース・アプリケーショ

注意注意注意注意 : Oracle Applicationsまたは Oracle Self-Service Web Applications
と統合された実行可能ワークフロー・プロセスの詳細は、該当する Oracle 
Applicationsのユーザーズ・ガイドまたはオンライン・ドキュメントを参
照してください。B-2ページの「Oracle Applicationsと Oracle Self-Service 
Web Applications埋込みの事前定義済みのワークフロー」を参照してくだ
さい。

注意注意注意注意 : Oracle Self-Service Web Applicationsでは、ここで説明するサンプ
ル・プロセスとは異なるバージョンの購買申請プロセスが事前定義されて
います。この項で説明するサンプル・プロセスは、あくまでもデモンスト
レーション用であり、実作業用ではありません。
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ンを構成しています。また、このデータ・モデルには、このサンプル実装に使用されている
Oracle Workflowユーザーとロールを識別するディレクトリ・サービスも組み込まれていま
す。

架空の購買申請に基づいて購買申請プロセスを実行するには、2つの方法があります。つま
り、スクリプトを実行する方法と、Webベースのインタフェースを使用して購買申請を発行
する方法です。どちらの方法でも、購買申請を作成した従業員の氏名、購買申請金額、購買
申請番号、購買申請摘要、購買申請プロセス所有者および開始するワークフロー・プロセス
の名称を指定する必要があります。

この項では、購買申請プロセスの詳細を説明し、このワークフローの各アクティビティが何
を達成するのか理解できるようにします。

購買申請データ・モデルのインストール購買申請データ・モデルのインストール購買申請データ・モデルのインストール購買申請データ・モデルのインストール
購買申請データ・モデルを使用できるのは、Oracle Workflowのスタンドアロン版をインス
トールしている場合のみです。データ・モデルのインストールには、Oracle Universal 
Installerを使用します。インストールで使用されるファイルは、Oracle Workflow Serverの
ディレクトリ構造の demoおよび demo/<language>サブディレクトリにコピーされます。

インストール時には、次の処理が行われます。

� スクリプト wfdemou.sqlがコールされ、後述のシード・データ表にリストされたユー
ザーごとに、データベース・アカウントが作成されます。このスクリプトは、パブリッ
ク権限とシノニムを作成し、これらのアカウントが Oracle WorkflowのWebベースの
ユーザー・インタフェースにフルアクセスできるようにします。

� スクリプト wfdemoc.sqlがコールされ、シード・データで 2つの表が作成されます。こ
れらの表は、ワークフローを使用可能なデモンストレーション・データベース・アプリ
ケーションを構成します。

– WF_REQDEMO_EMP_HIERARCHY:  従業員の承認階層が保存されます。承認
チェーンは、これらの従業員のユーザー IDで構成されます。BLEWIS、
KWALKER、CDOUGLASおよび SPIERSONというように、各従業員は昇順で表
示され、最大の権限を持つ従業員が最後に表示されます。

– WF_REQDEMO_EMP_AUTHORITY:  各従業員の支払限度額が保存されます。各従
業員の限度額は、BLEWIS:500、KWALKER:1000、CDOUGLAS:2000、
SPIERSON:3000というように、従業員のユーザー IDの後に表示されます。

注意注意注意注意 : 購買申請プロセスのデモンストレーションを正常に機能させるに
は、購買申請データ・モデルのインストール後に、Oracle Workflowの必
須設定手順を実行する必要があります。2-3ページの「設定の概要」を参
照してください。
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� また、スクリプト wfdemoc.sqlでは、次のシード・データもWF_LOCAL_USERS、WF_
LOCAL_ROLESおよびWF_LOCAL_USER_ROLESの各表に挿入されます。

表表表表 13-1 

ロールロールロールロール

ユーザーユーザーユーザーユーザー ADMIN MANAGERS WORKERS OTHERS

SYSADMIN ×

WFADMIN ×

BLEWIS ×

KWALKER ×

CDOUGLAS × ×

SPIERSON × ×

注意注意注意注意 : 各ユーザーは、電子メール・アドレスWFINVALIDを持ち、各
ロールはロール名と同じ電子メール・アドレスを持ちます。Directory 
Service APIの SetAdHocUserAttrまたは SetAdHocRoleAttrをコールする
と、ユーザーおよびロールの電子メール・アドレスを他の値に変更できま
す。また、すべてのユーザーおよびロールへの電子メール通知が 1つの電
子メール受信ボックスに入るようにする場合は、通知メーラーの構成ファ
イルに、テスト用電子メール・アドレスを指定します。2-41ページの「通
知メーラーの構成ファイルの作成」を参照してください。

注意注意注意注意 : BLEWIS以外のユーザーは、すべて通知環境設定MAILHTMLを
持ち、これによって、「通知」Web画面から通知を参照する他に、電子
メールを介して通知を個々に受け取ることができます。BLEWISは通知環
境設定 SUMMARYを持ち、「通知」Web画面から通知を参照する以外に、
現在オープンしている全通知の要約を、定期的に電子メールで受け取るこ
とができます。通知メーラーを、電子メールの通知を配信するように設定
する必要があるため注意してください。
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� スクリプト wfdemos.sqlおよびwfdemob.sqlがコールされ、WF_REQDEMOおよび
WF_DEMOと呼ばれるパッケージの PL/SQLの仕様と本文が作成されます。このパッ
ケージの内容は次のとおりです。

– デモンストレーション・ホーム・ページに関連した PL/SQLストアド・プロシー
ジャ

– 購買申請プロセスのワークフローで使用される関数アクティビティでコールされる
PL/SQLストアド・プロシージャ

– 購買申請プロセスのデモンストレーション用にWebベースのインタフェース・
ページを生成するために、Oracle WorkflowのWeb Agentによってコールされる
PL/SQLプロシージャのWF_REQDEMO.Create_Req

� ワークフロー・リソース・ジェネレータ・プログラムが実行され、wfdemo.msgから
データベースにメッセージがロードされます。メッセージは、購買申請プロセスのデモ
ンストレーション用に、Webベースのインタフェース・ページによって使用されます。

� 購買申請プロセスのワークフロー定義が、wfdemo.wftからデータベースにロードされ
ます。このプロセスは、Oracle Workflow Builderで表示できます。

購買申請ワークフローの開始購買申請ワークフローの開始購買申請ワークフローの開始購買申請ワークフローの開始
購買申請ワークフローを開始するには、次のいずれかの方法を使用できます。

� スクリプト wfrund.sqlを実行します。

� 「ワークフロー・デモンストレーション」ホーム・ページから、「購買依頼デモンスト
レーション」Web画面にアクセスします。

� 「プロセスの開始」Web画面を使用します。12-2ページの「ワークフロー定義のテスト」
を参照してください。

また、ユーザーが、購買申請プロセスのワークフローを自動的に開始する購買申請を作成で
きるように、カスタムのエンド・ユーザー・アプリケーション・インタフェースを作成する
こともできます。ただし、ユーザーが購買申請をアプリケーション・データベースに保存す
るときに、購買申請プロセスを開始するWF_REQDEMO.StartProcessと同じような
PL/SQLストアド・プロシージャをアプリケーションがコールするように、アプリケーショ
ン・インタフェースをカスタマイズする必要があります。13-21ページの「StartProcess関数
の例」を参照してください。

注意注意注意注意 : 購買申請データ・モデルのユーザーとロールを含めるには、
Oracle Workflowのディレクトリ・サービス・ビューをWF_LOCAL_
USERS、WF_LOCAL_ROLESおよびWF_LOCAL_USER_ROLESの各表
にマップする必要があります。2-14ページの「手順WF-3 Oracle 
Workflowのディレクトリ・サービスの設定」を参照してください。
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➤ ➤ ➤ ➤ wfrund.sqlの実行の実行の実行の実行

1. 次のコマンドを入力し、スクリプト wfrund.sqlを SQL*Plusで実行します。

sqlplus <username>/<password>@<alias> @wfrund.sql
<req_num> <req_desc> <req_amount> <requestor>
<req_process_owner> <process_int_name> <item_type>

<username>/<password>@<alias>を、ユーザー名、パスワードおよびデモンスト
レーション・データ・モデルをインストールしたデータベース・アカウントの別名に置
き換えます。

<req_num>を、特定の購買申請を識別する購買申請番号に置き換えます。

<req_desc>を、特定の購買申請を識別するエンド・ユーザー定義の摘要に置き換えま
す。

<req_amount>を購買申請金額に、<requestor>を購買申請作成者（従業員の承認階
層に表示される従業員）の氏名に、<req_process_owner>を購買申請プロセスの所
有者（従業員の承認階層に表示される従業員）の氏名に、<process_int_name>をプ
ロセス・アクティビティの内部名（この場合は REQUISITION_APPROVAL）に、
<item_type>をワークフロー・プロセスが関連付けられている項目タイプの内部名に
置き換えます。

2. このスクリプトの完了後に、SQL>プロンプトから Commitと入力し、トランザクショ
ンを保存して、SQL*Plusを終了します。

3. 承認階層に基づいて、購買申請作成者または作成者のマネージャとしてログオンし、プ
ロセスを完了まで進める一連の通知メッセージに従い、応答できます。10-2ページの
「電子メールによる通知の閲覧」および 10-11ページの「Webブラウザによる通知の表
示」を参照してください。

また、ワークフロー・モニターを使用して、ワークフロー・プロセスのステータスを表
示することもできます。11-10ページの「「プロセス検索」Web画面の使用」を参照し
てください。

➤ ➤ ➤ ➤ 「購買依頼デモンストレーション」「購買依頼デモンストレーション」「購買依頼デモンストレーション」「購買依頼デモンストレーション」Web画面の使用画面の使用画面の使用画面の使用

1. Webブラウザに次の URLを入力して「ワークフロー・デモンストレーション」Web画
面にアクセスします。次に、「購買依頼承認」リンクをクリックして、「購買依頼承認」
Web画面を表示します。

<webagent>/wf_demo.home

<webagent>は、Webサーバーで Oracle Workflow用に構成されたWebエージェント
のベース URLを表します。2-9ページの「手順WF-2 グローバル・ユーザー設定項目の
設定」を参照してください。

あるいは、次の URLを入力して「購買依頼承認」Web画面を直接表示できます。

<webagent>/wf_reqdemo.create_req
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2. 一意の購買申請番号を入力します。

3. 特定の購買申請摘要を半角英数字 80文字以内で指定します。

4. 購買申請金額を入力します。この金額は書式なしの数値として入力する必要がありま
す。

5. ドロップ・ダウン・フィールドを使用して、購買申請者とプロセス所有者を指定しま
す。これらのドロップ・ダウン・リストに表示される名前は、デモンストレーション・
データ・モデル内のロール名に限定されています。

6. 「購買依頼」の入力フィールドの次に、「承認階層と費用の権限」の表、および購買申請
デモンストレーション・プロセスがどのように動作するかの説明があります。「承認階
層と費用の権限」の表は、デモンストレーション・データ・モデルの中身の要約です。

注意注意注意注意 : どちらのページにもセキュリティが適用されるため、現行Web
セッションで有効なワークフロー・ユーザーとしてログオンしていない場
合は、ページが表示される前に有効なワークフロー・ユーザーとしてのロ
グオンを求めるプロンプトが表示されます。
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7. 「送信」を選択して購買申請プロセスを開始し、「購買依頼が作成されました」確認ペー
ジにナビゲートします。

8. 確認ページには、どのロールでログインすると、プロセスの通知を参照できるかという
情報の他に、ワークフロー・モニターへの HTMLリンクがあり、ここで、「ダイアグラ
ム表示」を選択すると、ADMINモードで送信した購買申請のプロセス・ダイアグラム
が表示されます。11-2ページの「ワークフロー・モニター」を参照してください。

9. 「プロセス・タイムアウト」HTMLリンクを選択して、バックグラウンド・エンジンで
タイムアウト通知を検索し、タイムアウト時に実行される予定の次のアクティビティを
実行します。

注意注意注意注意 : WebサーバーとしてOracle Application ServerまたはOracle Web 
Application Serverを使用している場合、Webセッションで他のユーザーと
してログインするには、まず、現在のWebブラウザ・セッションを終了
し、Webブラウザを再起動して、他のユーザーとして再ログインしてくだ
さい。
13-10 Oracle8i Workflowガイド



購買申請プロセス
このリンクの下には、プロセスにタイムアウトが発生する時期を示す 2つのメッセージ
が表示されます。

10. 別の購買申請を「購買依頼デモンストレーション」Web画面に入力して送信する場合
は、「購買依頼の作成」HTMLリンクを選択します。

「購買依頼」項目タイプ「購買依頼」項目タイプ「購買依頼」項目タイプ「購買依頼」項目タイプ
購買申請プロセスには、「購買依頼」と呼ばれる項目タイプが関連付けられています。購買
申請に関連付けられているワークフロー・プロセスは、現在 2つあります。「購買依頼承認」
と「承認者に通知」です。

購買申請のプロパティ画面を見ると、維持タイプが「一時」に、維持日数が 0になっていま
す。これは、この項目タイプの作業項目に関連付けられているランタイム・データは、終了
直後に削除の対象となることを意味します。また、WF_REQDEMO.SELECTORというセレ
クタ関数がコールされることもわかります。このセレクタ関数は、指定した項目タイプに複
数のプロセスが存在する場合に、実行するプロセス名を戻す PL/SQLストアド・プロシー
ジャのサンプルです。このセレクタ関数の例では、実行するプロセスとして、
REQUISITION_APPROVALまたは「Requisition Approval」を返します。

「購買依頼」項目タイプには、複数の属性も関連付けられています。これらの属性は、デモ
ンストレーション・アプリケーションの表にある情報を参照します。属性は、通知アクティ
ビティと同様に、プロセス全体を通して関数アクティビティによって使用され保存されま
す。

「購買依頼」項目タイプの属性「購買依頼」項目タイプの属性「購買依頼」項目タイプの属性「購買依頼」項目タイプの属性

表表表表 13-2 

表示名表示名表示名表示名 説明説明説明説明 タイプタイプタイプタイプ
長さ長さ長さ長さ /書式書式書式書式 /
選択肢タイプ選択肢タイプ選択肢タイプ選択肢タイプ

転送元ユーザー名 購買申請の転送元のユーザー名 ロール

転送先ユーザー名 購買申請の転送先のユーザー名 ロール

依頼者のユーザー名 購買申請作成者のユーザー名 ロール

購買依頼金額 購買申請金額 数値 9,999,999,999.99

購買依頼番号 購買申請の一意の識別子 テキスト

購買依頼摘要 購買申請の一意のユーザー識別子 テキスト 30

購買依頼プロセス所有者 購買申請所有者のユーザー名 ロール

ノート ノート テキスト

モニター URL モニター URL URL
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購買承認申請プロセスの概要購買承認申請プロセスの概要購買承認申請プロセスの概要購買承認申請プロセスの概要
購買承認申請プロセスのプロパティを表示するには、ナビゲータ・ツリーでプロセスを選択
し、「編集」メニューから「プロパティ」を選択します。購買申請プロセスには、プロセス
の完了時に結果が「承認」になるか「否認」になるか（標準項目タイプに関連付けられた
「承認」選択肢タイプの選択肢コード）を示す「承認」という結果タイプがあります。この
プロセス・アクティビティは実行可能でもあります。これは、ワークフロー・エンジンの
CreateProcessと StartProcessの APIをコールして、最上位レベルのプロセスとして実行で
きることを示します。

プロセス・アクティビティの「詳細」プロパティ画面では、購買申請にエラー・プロセスが
割り当てられており、プロセスでエラーが起きた場合にのみ起動されることが示されます。
このエラー・プロセスにはWFERRORという項目タイプが関連付けられており、
DEFAULT_ERRORと呼ばれます。たとえば、承認階層にリストされていない従業員によっ
て作成された購買申請で、購買承認申請プロセスを起動すると、「承認者の選択」アクティ
ビティの実行を試みたときに、ワークフロー・エンジンはエラーを起こします。このエラー
により、デフォルト・エラー・プロセスであるWFERROR/DEFAULT_ERRORが実行され
ます。6-19ページの「デフォルト・エラー・プロセス」を参照してください。

購買承認申請プロセスの「プロセス」ウィンドウを表示すると、このプロセスが 12個の一
意のアクティビティで構成されていることがわかります。そのうちのいくつかが再利用さ
れ、ワークフロー・ダイアグラムに表示される 15個のアクティビティ・ノードを構成して
います。プロセスのアクティビティを詳しく説明するために、次のように各ノードに番号を
付けて参照しやすくしてあります。番号自体は、プロセス・ダイアグラムには含まれませ
ん。

購買依頼文書 PL/SQLにより作成される購買申請文
書

文書

購買依頼の催促文書 PL/SQLにより作成される購買申請の
督促文書

文書

表表表表 13-2 （続き）（続き）（続き）（続き）

表示名表示名表示名表示名 説明説明説明説明 タイプタイプタイプタイプ
長さ長さ長さ長さ /書式書式書式書式 /
選択肢タイプ選択肢タイプ選択肢タイプ選択肢タイプ
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スクリプト wfrund.sqlを実行するか、「購買依頼デモンストレーション」Web画面を使用し
て購買申請を発行すると、購買申請ワークフローが開始されます。どちらの場合も、購買申
請者、購買申請番号、購買申請金額、購買申請摘要およびプロセス所有者を指定する必要が
あります。13-7ページの「購買申請ワークフローの開始」を参照してください。

ワークフローは、ノード 1の「開始」アクティビティから開始します。

ノード 2では、プロセスは購買申請の承認者を選択しようとします。購買申請の承認者が見
つからなければ、申請者に通知され、プロセスは「否認」の最終プロセス結果で終了しま
す。承認者が見つかると、その承認者が誰なのかが申請者に通知され、購買却下が承認者に
転送されていることがアプリケーション内で関数により記録されます。この 2つのアクティ
ビティは、どちらもノード 8で実際に承認者に通知される前に完了する必要があります。

ノード 8は、指定された期間中に購買申請を承認するように、承認者に要求するサブプロセ
スです。その時刻までに承認者が応答しなければ、サブプロセスによって「タイムアウト」
アクティビティが実行され、承認者が応答するまで督促通知が送信され続けます。承認者が
購買申請を却下すると、購買申請はノード 9で却下されたものとして更新され、ノード 10
で申請者に通知されます。プロセスはこの時点で、「否認」という結果で終了します。

承認者が購買申請を承認すると、プロセスはノード 12に移動し、購買申請金額が承認者の
支払限度額の範囲内かどうかが検証されます。範囲内であれば、購買申請はノード 13で承
認され、ノード 14で申請者に通知されます。この場合、プロセスは「承認」という結果で
終了します。
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購買申請プロセス・アクティビティ購買申請プロセス・アクティビティ購買申請プロセス・アクティビティ購買申請プロセス・アクティビティ
ここでは、各アクティビティの説明をアクティビティの表示名ごとに示します。アクティビ
ティのコンポーネントは、関数アクティビティによってコールされる PL/SQLストアド・プ
ロシージャ以外すべて、グラフィカルな Oracle Workflow Builderで作成できます。関数ア
クティビティは、Oracle8i Advanced Queuingを統合することで、データベース外の関数を
実行できます。また、Oracle RDBMSで作成し、格納した PL/SQLストアド・プロシージャ
も実行できます。購買申請プロセスの関数アクティビティはすべて、PL/SQLストアド・プ
ロシージャを実行します。購買申請プロセスで使用される PL/SQLストアド・プロシージャ
のネーミング規則は、次のとおりです。

WF_REQDEMO.<PROCEDURE>

WF_REQDEMOは、購買申請プロセスに使用されるすべてのプロシージャがグループ化された
パッケージの名前です。<PROCEDURE>は、プロシージャ名です。

いくつかのアクティビティについてはより詳細に説明し、その設計根拠についても説明しま
す。13-23ページの「関数アクティビティの例」および 13-28ページの「通知アクティビ
ティの例」を参照してください。

開始（ノード開始（ノード開始（ノード開始（ノード 1））））
これは、単にプロセスの開始をマークする「標準」関数アクティビティです。

関数関数関数関数 WF_STANDARD.NOOP

結果タイプ結果タイプ結果タイプ結果タイプ なし

前提条件アクティビティ前提条件アクティビティ前提条件アクティビティ前提条件アクティビティ なし

承認者の選択（ノード承認者の選択（ノード承認者の選択（ノード承認者の選択（ノード 2））））
この関数アクティビティでは、架空の従業員の承認階層表がチェックされ、購買申請の次の
承認者が決定されます。また、このアクティビティでは、前の承認者の名前か、その購買申
請がまだ一度も承認されていない場合は作成者の名前が保存されます。承認者が見つかる
と、このプロシージャでは TRUEを表す値「T」が戻され、それ以外の場合は FALSEを表
す値「F」が戻されます。

関数関数関数関数 WF_REQDEMO.SelectApprover

結果タイプ結果タイプ結果タイプ結果タイプ ブール

前提条件アクティビティ前提条件アクティビティ前提条件アクティビティ前提条件アクティビティ なし
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依頼者に承認者がいないことを通知（ノード依頼者に承認者がいないことを通知（ノード依頼者に承認者がいないことを通知（ノード依頼者に承認者がいないことを通知（ノード 3））））
このアクティビティでは、購買申請に該当する承認者が見つからなかったことが、購買申請
作成者に通知されます。メッセージには、購買申請番号、購買申請摘要、購買申請金額、お
よび最終承認者がいればその氏名を表示する「送信」属性が含まれます。

このアクティビティは、プロセス・ノード 3で発生します。ノードのプロパティ画面を表示
すると、「依頼者のユーザー名」という項目タイプ属性に名前が保存されている実行者に、
このアクティビティが割り当てられていることがわかります。

メッセージメッセージメッセージメッセージ 購買依頼承認者が見つからない

結果タイプ結果タイプ結果タイプ結果タイプ なし

前提条件アクティビティ前提条件アクティビティ前提条件アクティビティ前提条件アクティビティ 承認者の選択

依頼者に転送を通知（ノード依頼者に転送を通知（ノード依頼者に転送を通知（ノード依頼者に転送を通知（ノード 5））））
このアクティビティでは、購買申請が承認のために転送されたことが、購買申請作成者に通
知されます。メッセージには、購買申請番号、購買申請摘要、購買申請金額、購買申請の転
送先となる承認者の氏名、直前の承認者がいればその氏名、および購買申請に追加された最
新の注釈などを表示する「送信」属性が含まれます。

ノードのプロパティ画面を表示すると、「依頼者のユーザー名」という項目タイプ属性に名
前が保存されている実行者に、このアクティビティが割り当てられていることがわかりま
す。

メッセージメッセージメッセージメッセージ 購買依頼の転送

結果タイプ結果タイプ結果タイプ結果タイプ なし

前提条件アクティビティ前提条件アクティビティ前提条件アクティビティ前提条件アクティビティ 承認者の選択

購買依頼転送の記録（ノード購買依頼転送の記録（ノード購買依頼転送の記録（ノード購買依頼転送の記録（ノード 6））））
現在、このアクティビティでは何も処理されませんが、このワークフローを統合する購買 /
購買申請アプリケーションがある場合は、このアクティビティをカスタマイズし、PL/SQL
ストアド・プロシージャを実行して購買 /購買申請アプリケーション表を更新し、購買申請
が次の承認者に転送されたことを示すようにできます。

関数関数関数関数 WF_REQDEMO.Forward_Req

結果タイプ結果タイプ結果タイプ結果タイプ なし

前提条件アクティビティ前提条件アクティビティ前提条件アクティビティ前提条件アクティビティ 承認者の選択
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And（ノード（ノード（ノード（ノード 7））））
この「標準」関数アクティビティでは、フロー内の並行する 2つ以上の分岐のすべてのアク
ティビティが完了した場合にのみ、分岐がマージされます。

関数関数関数関数 WF_STANDARD.ANDJOIN

結果タイプ結果タイプ結果タイプ結果タイプ なし

前提条件アクティビティ前提条件アクティビティ前提条件アクティビティ前提条件アクティビティ このアクティビティに進むアクティビティが、少なくとも 2
つは必要です。

承認者に通知（ノード承認者に通知（ノード承認者に通知（ノード承認者に通知（ノード 8））））
このアクティビティは、購買申請を承認または却下する処理を実行する必要があることを、
承認者に通知するサブプロセスです。このサブプロセスを表示するには、ナビゲータ・ツ
リーの「プロセス」のブランチの下にある「承認者に通知」をダブルクリックします。この
サブプロセスはその承認者に通知を送信し、承認者が指定された時間内に応答しない場合
は、その承認者に処理を実行させるための別の督促通知を送信します。13-18ページの「「承
認者に通知」サブプロセスの概要」を参照してください。

結果タイプ結果タイプ結果タイプ結果タイプ 承認

前提条件アクティビティ前提条件アクティビティ前提条件アクティビティ前提条件アクティビティ 承認者の選択

購買依頼を否認（ノード購買依頼を否認（ノード購買依頼を否認（ノード購買依頼を否認（ノード 9））））
現在、このアクティビティでは何も処理されませんが、このワークフローを統合する購買 /
購買申請アプリケーションがある場合は、このアクティビティをカスタマイズし、PL/SQL
ストアド・プロシージャを実行して購買 /購買申請アプリケーション表を更新し、購買申請
が却下されたことを示すようにできます。

関数関数関数関数 WF_REQDEMO.Reject_Req

結果タイプ結果タイプ結果タイプ結果タイプ なし

前提条件アクティビティ前提条件アクティビティ前提条件アクティビティ前提条件アクティビティ 承認者の選択、承認者に通知

依頼者に否認を通知（ノード依頼者に否認を通知（ノード依頼者に否認を通知（ノード依頼者に否認を通知（ノード 10））））
このアクティビティでは、購買申請が却下されたことが、購買申請作成者に通知されます。
メッセージには、購買申請番号、購買申請摘要、購買申請金額、購買申請を却下したマネー
ジャの氏名、およびそのマネージャからの注釈などを表示する「送信」属性が含まれます。

このアクティビティ・ノードのプロパティ画面を表示すると、「依頼者のユーザー名」とい
う項目タイプ属性に名前が保存されている実行者に、このアクティビティが割り当てられて
いることがわかります。
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メッセージメッセージメッセージメッセージ 購買依頼が否認された

結果タイプ結果タイプ結果タイプ結果タイプ なし

前提条件アクティビティ前提条件アクティビティ前提条件アクティビティ前提条件アクティビティ 承認者に通知

承認権限の検証（ノード承認権限の検証（ノード承認権限の検証（ノード承認権限の検証（ノード 12））））
この関数アクティビティでは、現行の承認者にその購買申請の承認権限があるかどうかが検
証されます。このプロシージャでは、購買申請金額が承認者の承認限度額と比較され、Yes
の場合は値「Y」が、Noの場合は値「N」が戻されます。ビジネス・ルールで承認者による
承認額が制限されない場合は、このアクティビティを削除してプロセスをカスタマイズでき
ます。

関数関数関数関数 WF_REQDEMO.VerifyAuthority

結果タイプ結果タイプ結果タイプ結果タイプ Yes/No

前提条件アクティビティ前提条件アクティビティ前提条件アクティビティ前提条件アクティビティ 承認者の選択、承認者に通知

購買依頼を承認（ノード購買依頼を承認（ノード購買依頼を承認（ノード購買依頼を承認（ノード 13））））
現在、このアクティビティでは何も処理されませんが、このワークフローを統合する購買 /
購買申請アプリケーションがある場合は、このアクティビティをカスタマイズし、PL/SQL
ストアド・プロシージャを実行して購買 /購買申請アプリケーション表を更新し、購買申請
が承認されたことを示すようにできます。

関数関数関数関数 WF_REQDEMO.Approve_Req

結果タイプ結果タイプ結果タイプ結果タイプ なし

前提条件アクティビティ前提条件アクティビティ前提条件アクティビティ前提条件アクティビティ 承認者の選択、承認者に通知、承認権限の検証

依頼者に承認を通知（ノード依頼者に承認を通知（ノード依頼者に承認を通知（ノード依頼者に承認を通知（ノード 14））））
このアクティビティでは、購買申請が承認されたことが、購買申請作成者に通知されます。
メッセージには、購買申請番号、購買申請摘要、購買申請金額、承認者名およびその承認者
からの注釈を表示する「送信」属性が含まれます。

このアクティビティ・ノードのプロパティ画面を表示すると、「依頼者のユーザー名」とい
う項目タイプ属性に名前が保存されている実行者に、このアクティビティが割り当てられて
いることがわかります。

メッセージメッセージメッセージメッセージ 購買依頼承認済

結果タイプ結果タイプ結果タイプ結果タイプ なし

前提条件アクティビティ前提条件アクティビティ前提条件アクティビティ前提条件アクティビティ 承認者の選択、承認者に通知、承認権限の検証
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終了（ノード終了（ノード終了（ノード終了（ノード 4、、、、11およびおよびおよびおよび 15））））
この関数アクティビティでは、プロセスの終了がマークされます。このアクティビティ自体
には結果タイプはありませんが、プロセス内のこのアクティビティの各ノードには、プロセ
スの結果を割り当てる必要があります。プロセスの結果は、アクティビティ・ノードのプロ
パティ画面で割り当てます。購買申請プロセス・アクティビティには「承認」結果タイプが
あるため、各「終了」アクティビティ・ノードには、「承認」選択肢タイプの選択肢コード
と一致するプロセスの結果が必要です。

関数関数関数関数 WF_STANDARD.NOOP

結果タイプ結果タイプ結果タイプ結果タイプ なし

前提条件アクティビティ前提条件アクティビティ前提条件アクティビティ前提条件アクティビティ 開始

「承認者に通知」サブプロセスの概要「承認者に通知」サブプロセスの概要「承認者に通知」サブプロセスの概要「承認者に通知」サブプロセスの概要
「承認者に通知」サブプロセスのプロパティを表示するには、そのプロセス・アクティビ
ティをナビゲータ・ツリーで選択し、「編集」メニューから「プロパティ」を選択します。
「承認者に通知」サブプロセスには「承認」結果タイプがあります。この結果タイプは、サ
ブプロセスの完了時に、結果が（「承認」選択肢タイプの選択肢コードに基づいて）「承認」
または「否認」になることを示します。これは実行可能なプロセスではありません。つま
り、最上位プロセスとしては実行できませんが、上位の別プロセスからコールされたときに
のみサブプロセスとして実行されます。

「承認者に通知」サブプロセスの「プロセス」ウィンドウを表示すると、このサブプロセス
が 5個の一意のアクティビティで構成されていることがわかります。そのうちのいくつかが
再利用され、ワークフロー・ダイアグラムに表示される 7個のアクティビティ・ノードを構
成しています。プロセスのアクティビティを詳しく説明するために、次のように各ノードに
番号を付けて参照しやすくしてあります。番号自体は、プロセス・ダイアグラムには含まれ
ません。
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このサブプロセスは、ノード 1の「開始」アクティビティから開始します。ノード 2で、プ
ロセスは指定された期間内に購買申請を承認するように、承認者に通知します。承認者が購
買申請を承認すると、サブプロセスはノード 6で終了し、最上位レベルの購買申請プロセス
に結果「承認」を戻します。承認者が購買申請を却下すると、サブプロセスはノード 7で終
了し、購買依頼プロセスに結果「否認」を戻します。

承認者が期日までに応答しなければ、サブプロセスはノード 3への <タイムアウト >トラン
ジションに進み、承認者に購買申請の承認を求める督促通知を送信します。また、ノード 3
にもタイムアウト値が割り当てられており、承認者がその時刻までに督促通知に応答しなけ
れば、サブプロセスは次の <タイムアウト >トランジションに進み、ループをたどってノー
ド 3に戻り、承認者に別の督促を送信します。このループは、承認者が購買申請を承認また
は却下するまで繰り返され、その時点でサブプロセスはノード 6または 7で終了します。

「承認者に通知」サブプロセスのアクティビティ「承認者に通知」サブプロセスのアクティビティ「承認者に通知」サブプロセスのアクティビティ「承認者に通知」サブプロセスのアクティビティ
ここでは、「承認者に通知」サブプロセスの各アクティビティについて、アクティビティの
表示名別に説明します。

開始（ノード開始（ノード開始（ノード開始（ノード 1））））
これは、単にサブプロセスの開始をマークする「標準」関数アクティビティです。

関数関数関数関数 WF_STANDARD.NOOP

結果タイプ結果タイプ結果タイプ結果タイプ なし

前提条件アクティビティ前提条件アクティビティ前提条件アクティビティ前提条件アクティビティ なし

購買依頼承認が必要なことを通知（ノード購買依頼承認が必要なことを通知（ノード購買依頼承認が必要なことを通知（ノード購買依頼承認が必要なことを通知（ノード 2））））
このアクティビティでは、購買申請を承認または却下する必要があることが承認者に通知さ
れます。このアクティビティは 5分以内に完了しないとタイムアウトになります。

メッセージには、通知送信時に購買申請番号、購買申請摘要、購買申請金額、前の承認者名
および購買申請作成者名を表示する「送信」属性が含まれます。

メッセージには、特殊な「RESULT」属性と「応答」属性が含まれます。「RESULT」属性に
は「アクション」という表示名があり、「承認」と呼ばれる選択肢タイプから、「APPROVE」
または「REJECT」の値で応答を戻すように、承認者に要求します。承認者の選択した値が、
ワークフロー・エンジンが次に進むアクティビティを決める結果となります。

「応答」属性は「ノート」と呼ばれ、通知の応答にオプションのコメントを入れるよう承認
者に求めます。

このアクティビティ・ノードのプロパティ画面を表示すると、「転送先ユーザー名」という
項目タイプ属性に名前が保存されている実行者に、このアクティビティが割り当てられてい
ることがわかります。
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メッセージメッセージメッセージメッセージ 購買依頼に承認が必要

結果タイプ結果タイプ結果タイプ結果タイプ 承認

前提条件アクティビティ前提条件アクティビティ前提条件アクティビティ前提条件アクティビティ 承認者の選択

催促催促催促催促 -承認が必要（ノード承認が必要（ノード承認が必要（ノード承認が必要（ノード 3））））
このアクティビティは、「購買依頼承認が必要なことを通知」アクティビティが完了前にタ
イムアウトになった場合にのみ発生します。このアクティビティでは、購買申請を承認また
は却下する必要があることを示す督促通知が承認者に送られます。

メッセージには、通知送信時に購買申請番号、購買申請摘要、購買申請金額、前の承認者名
および購買申請作成者名を表示する「送信」属性が含まれます。

メッセージには、特殊な RESULT属性と「応答」属性が含まれます。RESULT属性には
「アクション」という表示名があり、「承認」と呼ばれる選択肢タイプから、「APPROVE」ま
たは「REJECT」の値で応答を返すように、承認者に要求します。承認者の選択した値が、
ワークフロー・エンジンが次に進むアクティビティを決める結果となります。

「応答」属性は「ノート」と呼ばれ、通知の応答にオプションのコメントを入れるよう承認
者に求めます。

このアクティビティ・ノードのプロパティ画面を表示すると、「転送先ユーザー名」という
項目タイプ属性に名前が保存されている実行者に、このアクティビティが割り当てられてい
ることがわかります。

メッセージメッセージメッセージメッセージ 購買依頼承認の催促

結果タイプ結果タイプ結果タイプ結果タイプ 承認

前提条件アクティビティ前提条件アクティビティ前提条件アクティビティ前提条件アクティビティ 承認者の選択、購買申請に承認が必要なことを通知

Or（ノード（ノード（ノード（ノード 4およびおよびおよびおよび 5））））
この「標準」関数アクティビティでは、フロー内の複数の並列分岐の 1つでアクティビティ
が完了すると、それらの分岐がマージされます。

関数関数関数関数 WF_STANDARD.ORJOIN

結果タイプ結果タイプ結果タイプ結果タイプ なし

前提条件アクティビティ前提条件アクティビティ前提条件アクティビティ前提条件アクティビティ なし

終了（ノード終了（ノード終了（ノード終了（ノード 6およびおよびおよびおよび 7））））
この関数アクティビティでは、サブプロセスの終了がマークされます。このアクティビティ
自体には結果タイプはありませんが、サブプロセス内のこのアクティビティの各ノードに
は、プロセスの結果を割り当てる必要があります。プロセスの結果は、アクティビティ・
ノードのプロパティ画面で割り当てます。「承認者に通知」プロセス・アクティビティには
「承認」結果タイプがあるため、各「終了」アクティビティ・ノードには、「承認」選択肢タ
イプの選択肢コードと一致するプロセスの結果が必要です。
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関数関数関数関数 WF_STANDARD.NOOP

結果タイプ結果タイプ結果タイプ結果タイプ なし

前提条件アクティビティ前提条件アクティビティ前提条件アクティビティ前提条件アクティビティ 開始

StartProcess関数の例関数の例関数の例関数の例
wfrund.sqlと「購買依頼デモンストレーション」Web画面では、どちらも PL/SQLストア
ド・プロシージャWF_REQDEMO.StartProcessがコールされ、購買申請プロセスが実行さ
れます。

StartProcessを詳しく説明するために、このプロシージャをいくつかのセクションに分け、
参照しやすいように各セクションに「1⇒」というような番号を付けてあります。この番号
と矢印自体はプロシージャの一部ではありません。

1⇒ procedure StartProcess (RequisitionNumber in varchar2,
RequisitionDesc in varchar2,
RequisitionAmount in number,
RequestorUsername in varchar2,
ProcessOwner in varchar2,
Workflowprocess in varchar2 default

null,
item_type in varchar2 default

null) is
2⇒ ItemType varchar2(30) := nvl(item_type, 'WFDEMO');

ItemKey varchar2(30) := RequisitionNumber;
ItemUserKey varchar2(30) := RequisitionDesc;

3⇒ begin
wf_engine.CreateProcess (itemtype => ItemType,

itemkey => ItemKey,
process => WorkflowProcess );

4⇒ wf_engine.SetItemUserKey (itemtype => itemtype,
itemkey => itemkey,
userkey => ItemUserKey);

5⇒ wf_engine.SetItemAttrText (itemtype => itemtype,
itemkey => itemkey,
aname => 'REQUISITION_NUMBER',
avalue => RequisitionNumber);

6⇒ wf_engine.SetItemAttrText (itemtype => itemtype,
itemkey => itemkey,
aname => 'REQUISITION_DESCRIPTION',
avalue => ItemUserKey);

7⇒ wf_engine.SetItemAttrNumber (itemtype => itemtype,
itemkey => itemkey,
aname => 'REQUISITION_AMOUNT',
avalue => RequisitionAmount);

8⇒ wf_engine.SetItemAttrText (itemtype => itemtype,
itemkey => itemkey,
aname => 'REQUESTOR_USERNAME',
avalue => RequestorUsername);
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9⇒ wf_engine.SetItemAttrText (itemtype => itemtype,
itemkey => itemkey,
aname => 'FORWARD_TO_USERNAME',
avalue => RequestorUsername);

10⇒ wf_engine.SetItemAttrText (itemtype => itemtype,
itemkey => itemkey,
aname => 'REQUISITION_PROCESS_OWNER',
avalue => ProcessOwner);

11⇒ wf_engine.SetItemAttrText (itemtype => itemtype,
itemkey => itemkey,
aname => 'MONITOR_URL',
avalue => wf_monitor.GetUrl
(wfa_html.base_url, itemtype, itemkey,
'NO'));

12⇒ wf_engine.SetItemAttrText (itemtype => itemtype,
itemkey => itemkey,
aname => 'REQ_DOCUMENT',
avalue => 'PLSQL:
wf_reqdemo.create_req_document/'
||ItemType||':'||ItemKey);

13⇒ wf_engine.SetItemAttrText (itemtype => itemtype,
itemkey => itemkey,
aname => 'REM_DOCUMENT',
avalue => 'PLSQL:wf_reqdemo.
reminder_req_document/'||Item
Type||':'||ItemKey);

14⇒ wf_engine.SetItemOwner (itemtype => itemtype,
itemkey => itemkey,
owner => ProcessOwner);

15⇒ wf_engine.StartProcess (itemtype => itemtype,
itemkey => itemkey );

16⇒ end StartProcess;

1⇒ このセクションはプロシージャの仕様部で、StartProcessに渡す必要のあるパラメータの
リストが入っています。wfrund.sqlスクリプトに渡した値または「購買依頼デモンストレー
ション」Web画面に入力したフィールド値（WF_REQDEMO.Create_Req）と同じパラメー
タ値が使用されます。

2⇒ プロシージャ本体の宣言部は、このセクションから始まります。StartProcessは、ワーク
フロー・エンジンの複数の PL/SQL APIコールで構成されています。8-13ページの
「Workflow Engine API」を参照してください。

これらの APIにはいずれも項目タイプと項目キーの入力が必要であるため、ItemTypeと
ItemKeyはローカル引数として定義されています。引数 ItemTypeは「WFDEMO」として定
義されています。「WFDEMO」は「購買依頼」項目タイプの内部名です。引数 ItemKeyは、
StartProcessプロシージャに渡される RequisitionNumberパラメータの値です。

3⇒ プロシージャ本体の実行可能部分は、このセクションから始まります。このセクション
は、CreateProcess Workflow Engine APIをコールします。この APIでは、購買申請プロセ
スの新しいランタイム・インスタンスが作成されます。このインスタンスの内部名は
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「WFDEMO」で、指定された項目タイプと項目キーで識別されます。8-16ページの
「CreateProcess」を参照してください。

4⇒ このセクションでは、SetItemUserKey Workflow Engine APIがコールされ、購買申請プ
ロセスの新規のランタイム・インスタンスがエンドユーザー・キーでマークされます。エン
ドユーザー・キーを使用すると、ユーザーは表示されたプロセス・インスタンスを問い合せ
て識別できます。8-18ページの「SetItemUserKey」を参照してください。

5、6、7、8、9、10、11、12、13⇒ これらのセクションでは、SetItemAttributeTextまたは
SetItemAttributeNumber Workflow Engine APIがコールされ、このプロセスに対して定義
された項目タイプ属性の値が設定されます。属性は、ぞれぞれ REQUISITION_NUMBER、
REQUISITION_DESCRIPTION、REQUISITION_AMOUNT、REQUESTOR_NAME、FORWARD_
TO_USERNAME、REQUISITION_PROCESS_OWNER、MONITOR_URL、REQ_DOCUMENTおよ
び REM_DOCUMENTです。8-40ページの「SetItemAttribute」を参照してください。

14⇒ このセクションでは、SetItemOwner Workflow Engine APIがコールされ、購買申請プ
ロセスの新規のランタイム・インスタンスがプロセス所有者のユーザー名でマークされま
す。ユーザーは、プロセス所有者を指定してプロセス・インスタンスを問い合せできます。
8-21ページの「SetItemOwner」を参照してください。

15⇒ このセクションでは、Oracle Workflow Engineの StartProcess APIがコールされ、指定
した項目タイプと項目キーの購買申請プロセスが開始されます。8-22ページの
「StartProcess」を参照してください。

関数アクティビティの例関数アクティビティの例関数アクティビティの例関数アクティビティの例
通常、関数アクティビティには、「アクティビティ」プロパティ画面で次の情報を指定する
必要があります。

� アクティビティの内部名

� アクティビティの表示名

� アクティビティの結果タイプで、「なし」または事前定義済みの選択肢タイプ名

� アクティビティがコールする PL/SQLストアド・プロシージャの名前

また、関数アクティビティによってコールされる PL/SQLストアド・プロシージャは、特定
の APIに準拠している必要があります。7-2ページの「関数アクティビティがコールする
PL/SQLプロシージャの標準 API」を参照してください。

注意注意注意注意 : wfrund.sqlスクリプトに <process_int_name>の値を渡さなけ
れば、「購買依頼」項目タイプのセレクタ関数によって、どのプロセスを
実行するかが判別されます。
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サーバーの Oracle Workflowディレクトリ構造の demoサブディレクトリ内で、購買申請プ
ロセスに使用されるWF_REQDEMOストアド・プロシージャ・パッケージを作成するスク
リプトを表示できます。

例例例例 :  承認者の選択承認者の選択承認者の選択承認者の選択
「承認者の選択」関数アクティビティでは、PL/SQLストアド・プロシージャ

WF_REQDEMO.SelectApproverがコールされ、デモンストレーション・データ・モデルの
従業員承認者階層に基づいて、次の承認者が判別されます。

結果タイプ結果タイプ結果タイプ結果タイプ
このアクティビティでは、承認者が見つかった場合は応答「T」、見つからなかった場合は応
答「F」が戻されます。応答の候補は、標準項目タイプに関連付けられている「ブール」と
いう名前の選択肢タイプで定義されます。

PL/SQLストアド・プロシージャストアド・プロシージャストアド・プロシージャストアド・プロシージャ
ここでは、この関数アクティビティでコールされる PL/SQLストアド・プロシージャについ
て詳しく説明します。このプロシージャの各セクションには、参照しやすいように「1⇒」の
ような番号が付いています。

procedure SelectApprover ( itemtype in varchar2,
itemkey in varchar2,
actid in number,
funcmode in varchar2,
ÅõresultoutÅú out varchar2 ) is

1⇒ l_forward_from_username varchar2(30);
l_forward_to_username varchar2(30);

2⇒ begin
if ( funcmode = 'RUN' ) then
l_forward_to_username := wf_engine.GetItemAttrText (

itemtype => itemtype,
itemkey => itemkey,
aname => 'FORWARD_TO_USERNAME');

3⇒ if (l_forward_to_username is null) then
l_forward_to_username := wf_engine.GetItemAttrText (

itemtype => itemtype,
itemkey => itemkey,
aname => 'REQUESTOR_USERNAME');

end if;
4⇒ l_forward_from_username := l_forward_to_username;
5⇒ wf_engine.SetItemAttrText (itemtype => itemtype;

itemkey => itemkey,
aname => 'FORWARD_FROM_USERNAME';
avalue => l_forward_from_username);

6⇒ l_forward_to_username := wf_reqdemo.GetManager( l_forward_from_username);
7⇒ wf_engine.SetItemAttrText (itemtype => itemtype;

itemkey => itemkey,
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aname => 'FORWARD_TO_USERNAME';
avalue => l_forward_to_username);

8⇒ if (l_forward_to_username is null) then
resultout :='COMPLETE:F';

else
resultout :='COMPLETE:T';

end if;
9⇒ end if;
10⇒ if (funcmode = 'CANCEL') then

resultout := 'COMPLETE';
return;

end if;
11⇒ if ( funcmode = 'TIMEOUT' ) then

resultout := 'COMPLETE';
return;

end if;
12⇒ exception

when others then
wf_core.context('WF_REQDEMO','SelectorApprover',itemtype,
itemkey,actid,funcmode);
raise; 

13⇒ end SelectApprover;

1⇒ このセクションで、ローカル引数 l_forward_from_usernameおよび l_forward_
to_usernameが宣言されます。

2⇒ funcmodeの値が RUNであれば、Workflow Engine API GetItemAttrTextをコールして
決定された FORWARD_TO_USERNAME項目タイプ属性の値に l_forward_to_usernameが
割り当てられ、この購買申請が承認のために最後に転送された承認者の名前が取り出されま
す。8-47ページの「GetItemAttribute」を参照してください。

3⇒ l_forward_to_usernameの値が NULLであれば、購買申請は承認のために転送され
たことがないことを意味します。この場合は、Workflow Engine API GetItemAttrTextを
コールして判別された REQUESTOR_USERNAME項目タイプ属性の値が割り当てられます。

4⇒ l_forward_from_usernameに l_forward_to_usernameの値が割り当てられます。

5⇒ このセクションでは、Workflow Engine SetItemAttrText APIがコールされ、l_
forward_from_usernameの値が FORWARD_FROM_USERNAME項目タイプ属性に設定され
ます。

6⇒ このセクションでは、関数 GetManagerがコールされ、WF_REQDEMO_EMP_
HIERARCHY表から l_forward_from_usernameに格納されていた前の承認者のマネー
ジャが戻され、そのマネージャの名前が l_forward_to_usernameに割り当てられます。

7⇒ このセクションでは、Workflow Engine SetItemAttrText APIがコールされ、l_
forward_to_usernameの値が FORWARD_TO_USERNAME項目タイプ属性に設定されます。
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8⇒ l_forward_to_usernameが NULLであれば、階層には前の承認者より上位のマネー
ジャがいないことを意味し、resultoutが COMPLETE:Fに設定されます。それ以外の場合
は、resultoutが COMPLETE:Tに設定されます。

9⇒ このセクションでは、funcmode =' RUN'かどうかのチェックが終了します。

10⇒ funcmodeの値が CANCELであれば、resultoutが COMPLETEに設定されます。

11⇒ funcmodeの値が TIMEOUTであれば、resultoutが COMPLETEに設定されます。

12⇒ このセクションでは、例外が発生した場合にWF_CORE.CONTEXTがコールされます。

13⇒ SelectApproverプロシージャが終了します。

例例例例 :  承認権限の検証承認権限の検証承認権限の検証承認権限の検証
「承認権限の検証」関数アクティビティでは、PL/SQLストアド・プロシージャ

WF_REQDEMO.VerifyAuthorityがコールされ、購買申請金額が承認者の支払限度額内かど
うかが検証されます。これは、ストアド・プロシージャで実現したビジネス・ルールに基づ
いて結果を戻す、自動化された関数アクティビティの例です。

結果タイプ結果タイプ結果タイプ結果タイプ
このアクティビティでは、プロシージャが完了して承認者に購買申請の承認権限があるかど
うかを示すときに、結果として「Yes」または「No」が戻されます。これらの結果値は、標
準項目タイプに関連付けられている「Yes/No」という名前の選択肢タイプで定義されます。

PL/SQLストアド・プロシージャストアド・プロシージャストアド・プロシージャストアド・プロシージャ
ここでは、この関数アクティビティでコールされる PL/SQLストアド・プロシージャについ
て詳しく説明します。このプロシージャの各セクションには、参照しやすいように「1⇒」の
ような番号が付いています。また、プロシージャ内で使用されるローカル引数を示す場合は
「l_」という表記を使用しています。

procedure VerifyAuthority ( itemtype in varchar2,
itemkey in varchar2,
actid in number,
funcmode in varchar2,
resultout out varchar2 ) is

1⇒ l_forward_to_username varchar2(30);
l_requisition_amount number;
l_spending_limit number;

2⇒ begin
if ( funcmode = 'RUN' ) then
l_requisition_amount := wf_engine.GetItemAttrNumber (

itemtype => itemtype,
itemkey => itemkey,
aname => 'REQUISITION_AMOUNT');

3⇒ l_forward_to_username := wf_engine.GetItemAttrText (
itemtype => itemtype,
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itemkey => itemkey,
aname => 'FORWARD_TO_USERNAME');

4⇒ if (wf_reqdemo.checkSpendingLimit(l_forward_to_username,l_requisition_amount)) then
resultout :='COMPLETE:Y';

else
resultout :='COMPLETE:N';

end if;
end if;

5⇒ if (funcmode = 'CANCEL') then
resultout :='COMPLETE:';
return;

end if;
6⇒ if ( funcmode = 'TIMEOUT' ) then

resultout :='COMPLETE:';
return;

end if;
7⇒ exception

when others then
wf_core.context('WF_REQDEMO','VerifyAuthority',itemtype,
itemkey,actid,funcmode);
raise; 

8⇒ end   VerifyAuthority;

1⇒ このセクションで、ローカル引数 l_forward_to_username、l_requisition_
amountおよび l_spending_limitが宣言されます。

2⇒ funcmodeの値が RUNであれば、Workflow Engine API GetItemAttrNumberをコール
して判別された REQUISITION_AMOUNT項目タイプ属性の値が l_requisition_amount
に設定されます。8-47ページの「GetItemAttribute」を参照してください。

3⇒ このセクションでは、Workflow Engine API GetItemAttrTextをコールして判別された
FORWARD_TO_USERNAME項目タイプ属性の値が、l_forward_to_usernameに設定され
ます。

4⇒ このセクションでは、現行の承認者の関数 CheckSpendingLimitがコールされ、購買申
請金額が承認者の支払限度額以内かどうかが判別されます。購買申請金額が l_spending_
limitの値以下であれば、その承認者に承認権限があることを意味し、resultoutに
COMPLETE:Yが設定されます。それ以外の場合は、resultoutに COMPLETE:Nが設定さ
れます。

5⇒ funcmodeの値が CANCELであれば、resultoutが COMPLETE:に設定されます。

6⇒ funcmodeの値が TIMEOUTであれば、resultoutが COMPLETE:に設定されます。

7⇒ このセクションでは、例外が発生した場合にWF_CORE.CONTEXTがコールされます。

8⇒ VerifyAuthorityプロシージャが終了します。
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通知アクティビティの例通知アクティビティの例通知アクティビティの例通知アクティビティの例
購買申請プロセスには、ユーザーに情報メッセージを送信する複数の通知アクティビティが
含まれています。ただし、「承認者に通知」サブプロセスには、ユーザーからの応答を要求
する通知アクティビティも含まれています。

通知アクティビティの場合は、「アクティビティ」プロパティ画面で次の情報を定義する必
要があります。

� アクティビティの内部名

� アクティビティの表示名

� アクティビティの結果タイプで、「なし」または事前定義済みの選択肢タイプ名

� 通知が送信される事前定義済みのメッセージの名前

例例例例 :  購買依頼承認が必要なことを通知購買依頼承認が必要なことを通知購買依頼承認が必要なことを通知購買依頼承認が必要なことを通知
「購買依頼承認が必要なことを通知」アクティビティでは、「購買依頼に承認が必要」という
メッセージが承認マネージャに送信されます。このメッセージは、マネージャに対して購買
申請を承認または却下するように要求するもので、メッセージ本文には購買申請の詳細が表
示されます。

結果タイプ結果タイプ結果タイプ結果タイプ
マネージャの応答によって、プロセスが次に進むアクティビティが決まります。考えられる
応答として「承認」または「否認」が、「承認」選択肢タイプで定義されています。この 2
つの値は、メッセージの特殊な「結果」属性（表示名、「アクション」）で定義されます。
「アクティビティ」プロパティ画面の「結果タイプ」フィールドで定義されているように、
これらの値は通知アクティビティの結果の候補でもあります。

メッセージメッセージメッセージメッセージ
通知の内容は、「購買依頼に承認が必要」というメッセージ内で定義されます。

件名件名件名件名 Requisition &REQUISITION_NUMBER,
&REQUISITION_DESCRIPTION for
&REQUISITION_AMOUNT requires your
approval

本文本文本文本文 &REQ_DOCUMENT

メッセージの件名と本文のうち、アンパサンド「&」で始まるメッセージ属性は、通知の送
信時にランタイム値に置き換えられるトークンです。ただし、トークンの置換が正しく行わ
れるためには、件名とメッセージ本文で参照されるすべてのメッセージ属性が、「送信」
ソースでメッセージ属性として定義されている必要があります。
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この例では、メッセージの本文には、REQ_DOCUMENTと呼ばれる 1つのメッセージ属性が
含まれています。REQ_DOCUMENTは、PL/SQL文書タイプの属性で、同じ名前の項目タイ
プ属性を参照します。購買申請プロセスを開始し、ワークフロー・エンジンが StartProcess
プロシージャを実行すると、SetItemAttrText( )がコールされ、REQ_DOCUMENT項目属性が
次の値に設定されます。

'PLSQL:wf_reqdemo.create_req_document/'||ItemType||':'||ItemKey

この値によって、itemtypeと itemkeyが引数として連結され、PL/SQL関数 wf_
reqdemo.create_req_documentがコールされます。この関数では、この文字列が解析
され、指定した itemtype:itemkeyの PL/SQL文書が作成されます。

このメッセージには、「アクション」という特殊な結果メッセージ属性と「ノート」という
「応答」メッセージ属性も含まれます。

結果のメッセージ属性は、メッセージのプロパティ画面の「結果」タブで定義されていま
す。結果の属性によって、承認者は、指定した選択肢タイプによって与えられる値リストか
ら値を選択して、応答するように要求されます。続いて、この応答が「購買依頼承認が必要
なことを通知」アクティビティの結果となります。この場合、使用できる応答値は、承認選
択肢タイプで定義されているように、「承認」または「否認」です。この結果によって、プ
ロセスが次にどのアクティビティに進むかが決まります。

「応答」メッセージ属性「ノート」のタイプは、「テキスト」です。この属性は、通知への応
答時にオプションのコメントを入力するように、承認者に求めます。

プロセス・ノードのプロパティプロセス・ノードのプロパティプロセス・ノードのプロパティプロセス・ノードのプロパティ
「承認者に通知」サブプロセス・ダイアグラムに「購買依頼承認が必要なことを通知」アク
ティビティ・ノードのプロパティを表示すると、「プロセス開始」アクティビティでも「終
了」アクティビティでもないため、このノードが「標準」に設定されていることがわかりま
す。

また、「実行者」が「転送先ユーザー名」項目タイプ属性に設定されていることもわかりま
す。これは、名前が項目タイプ属性「転送先ユーザー名」に格納されているユーザーに通知
が送信されることを示します。「転送先ユーザー名」の値は、購買申請プロセスの「承認者
の選択」アクティビティによって事前に決定されています。

注意注意注意注意 : メッセージの内容を表示するには、ナビゲータ・ツリーでメッ
セージをダブルクリックするか、メッセージを選択して「編集」メニュー
から「プロパティ」を選択します。
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製品調査プロセス製品調査プロセス製品調査プロセス製品調査プロセス
グループに調査書を送り、各メンバーの返答を得るサンプル・ワークフロー・プロセスを開
始できます。開始できる調査プロセスは、2種類あります。各調査プロセスは、調査を異な
る方法で実装します。ただし、どちらの調査プロセスも、調査の返答を格納した表と一意の
調査 IDを作成する順序に基づきます。

Oracle Workflowのスタンドアロン版を使用している場合は、このサンプル・プロセスを設
定し、実行できます。Oracle Applications embedded Workflowを使用している場合、この
プロセスは、主にデモンストレーションではなく説明のための一例と考えてください。この
デモンストレーションの設定と実行に必要なファイルは、Oracle Applications embedded 
Workflowでは提供されません。

製品調査プロセスは、Oracle Workflowの「プロセスの開始」Web画面または「ワークフ
ロー・デモンストレーション」Web画面から開始できます。製品調査プロセスを開始すると
きに、調査申請者ロール、調査参加者ロール、調査名、タイムアウト分数および実行するプ
ロセス名を指定する必要があります。次の 2つのプロセス名のうち、1つを選択できます。

� 調査 - シングル・プロセス :  プロセスを 1つ起動し、ロール内のすべての参加者に調査
書を送ります。

� 調査 - マスター /ディテール・プロセス :  マスター・プロセスを起動してロール内のす
べての参加者を特定した後で、参加者ごとに 1つずつ詳細調査プロセスを起動します。
各詳細調査プロセスは、各参加者用の調査書を 1参加者に送ります。

「シングル・プロセス」を選択した場合、調査参加者ロールには「ロールの拡張」がオンに
なっている通知が送られます。これによって、通知システムからそのグループ・ロール内の
各ユーザーに個々の調査書が送られます。通知がタイムアウトになるか、すべての返答を受
け取ると、調査通知アクティビティに関連付けられている通知後関数によって、返答が
チェックされ、表に書き込まれます。その後、調査参加者に調査の結果とともに FYI通知が
送られます。プロセスが結果なしで終了します。

「マスター /ディテール・プロセス」を選択した場合、マスター・プロセスは、調査ロール
内のすべての参加ユーザーを特定し、各ユーザーの詳細作業項目を作成します。その後、マ
スター・プロセスはすべての詳細作業項目が終了するまで待機してから再開します。詳細作
業項目とは、1ユーザーに調査通知を送る詳細プロセスのことです。詳細プロセスの調査通
知アクティビティに関連付けられている通知後関数によって、受け取った返答が検証され、
表に書き込まれます。すべての詳細作業項目がタイムアウトになるか、すべての詳細返答を
受け取ると、ワークフロー・エンジンによって制御がマスター・プロセスに戻されます。そ

注意注意注意注意 : Oracle Applicationsまたは Oracle Self-Service Web Applications
と統合された実行可能ワークフロー・プロセスの詳細は、該当する Oracle 
Applicationsのユーザーズ・ガイドまたはオンライン・ドキュメントを参
照してください。B-2ページの「Oracle Applicationsと Oracle Self-Service 
Web Applications埋込みの事前定義済みのワークフロー」を参照してくだ
さい。
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の後、マスター・プロセスの FYI通知によって、調査結果がすべての調査参加者に送られま
す。プロセスが結果なしで終了します。

製品調査データ・モデルのインストール製品調査データ・モデルのインストール製品調査データ・モデルのインストール製品調査データ・モデルのインストール
製品調査データ・モデルを使用できるのは、Oracle Workflowのスタンドアロン版をインス
トールしている場合のみです。データ・モデルのインストールには、Oracle Universal 
Installerを使用します。インストールで使用されるファイルは、Oracle Workflow Serverの
ディレクトリ構造の demoおよび demo/<language>サブディレクトリにコピーされます。

インストール時には、次の処理が行われます。

� wfsrvc.sqlというスクリプトがコールされ、WF_SURVEY_DEMOという表とWF_
SURVEYDEMO_Sという順序が作成されます。製品調査プロセスは、各調査参加者の
応答からの情報で、WF_SURVEY_DEMO表を更新します。

� 製品調査プロセスのデータ・モデルは、サンプルの購買申請プロセスで使用されるデモ
ンストレーション・ディレクトリ・サービスにも依存します。13-5ページの「購買申請
データ・モデルのインストール」を参照してください。

� スクリプト wfsrvs.sqlおよびwfsrvb.sqlをコールして、WF_SURVEYDEMOというパッ
ケージの PL/SQL仕様と本体を作成します。このパッケージの内容は次のとおりです。

– 製品調査ワークフローで使用される関数アクティビティでコールされる PL/SQLス
トアド・プロシージャ。

– PL/SQLプロシージャWF_SURVEYDEMO。Oracle Workflow Web Agentによっ
て Create_Surveyがコールされ、製品調査デモンストレーション用にWebベース
のインタフェース・ページが作成されます。

� 製品調査ワークフロー定義を wfsrv.wftからデータベースにロードします。このプロセ
スは、Oracle Workflow Builderで表示できます。

注意注意注意注意 : 製品調査プロセスのデモンストレーションを正常に機能させるに
は、購買申請データ・モデルのインストール後に、Oracle Workflowの必
須設定手順を実行する必要があります。2-3ページの「設定の概要」を参
照してください。
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製品調査ワークフローの開始製品調査ワークフローの開始製品調査ワークフローの開始製品調査ワークフローの開始
製品調査ワークフローを開始するには、次のどちらかの方法を使用できます。

� 「ワークフロー・デモンストレーション」ホーム・ページから、「製品調査」Web画面に
アクセスします。13-32ページの「「製品調査」Web画面の使用」を参照してください。

� 「プロセスの開始」Web画面を使用します。12-2ページの「ワークフロー定義のテスト」
を参照してください。

➤ ➤ ➤ ➤ 「製品調査」「製品調査」「製品調査」「製品調査」Web画面の使用画面の使用画面の使用画面の使用

1. Webブラウザに次の URLを入力して「ワークフロー・デモンストレーション」Web画
面にアクセスします。次に、「製品調査」リンクをクリックし、「製品調査」Web画面を
表示します。

<webagent>/wf_demo.home

<webagent>は、Webサーバーで Oracle Workflow用に構成されたWebエージェント
のベース URLを表します。2-9ページの「手順WF-2 グローバル・ユーザー設定項目の
設定」を参照してください。

あるいは、次の URLを入力して「製品調査」Web画面を直接表示できます。

<webagent>/wf_surveydemo.create_survey

注意注意注意注意 : どちらのページにもセキュリティが適用されるため、現行Web
セッションで有効なワークフロー・ユーザーとしてログオンしていない場
合は、ページが表示される前に有効なワークフロー・ユーザーとしてのロ
グオンを求めるプロンプトが表示されます。
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2. 「調査」の「依頼者」のロール名を選択します。

3. 「調査」の「参加者」のロール名を選択します。

4. 調査名を入力します。

5. タイムアウト値（分）を指定します。

6. 開始する調査プロセスのタイプをオンにします。

� 「ロールの全参加者に調査を送信するシングル・プロセスを使用してください。」

� 「全ロール参加者をループするマスター・プロセスを使用して、各参加者に対する
詳細な作業項目を作成してください。各作業項目によって 1参加者に調査が送信さ
れます。」

7. 「送信」を選択して製品調査プロセスを開始し、「調査が作成されました」確認ページに
ナビゲートします。
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8. 確認ページには、どのロールでログインすると、プロセスの通知を参照できるかという
情報の他に、ワークフロー・モニターのアクティビティ・リストへの HTMLリンクが
あり、ここで、「ダイアグラム表示」を選択すると、ADMINモードで送信した調査の
プロセス・ダイアグラムが表示されます。11-2ページの「ワークフロー・モニター」を
参照してください。

9. 「プロセス・タイムアウト」HTMLリンクを選択して、バックグラウンド・エンジンで
タイムアウト通知を検索し、タイムアウト時に実行される予定の次のアクティビティを
実行します。

10. 別の調査を「製品調査」Web画面に入力して送信する場合は、「調査の作成」HTMLリ
ンクを選択します。
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「製品調査」項目タイプ「製品調査」項目タイプ「製品調査」項目タイプ「製品調査」項目タイプ
「調査 - シングル・プロセス」および「調査 - マスター /ディテール・プロセス」はどちら
も、「製品調査」という項目タイプに関連付けられています。この項目タイプによって、使
用可能なすべての製品調査ワークフロー・プロセスが識別されます。この 2つの調査の実施
をサポートするワークフロー・プロセスは、現在、3つあります。

� 調査 - シングル・プロセス

� 調査 - マスター /ディテール・プロセス

� ディテール調査プロセス

製品調査のプロパティ画面を見ると、維持タイプが「一時」に、維持日数が 0になっていま
す。これは、この項目タイプの項目インスタンスに関連付けられているランタイム・データ
が、終了直後に削除の対象となることを意味します。Webベース・インタフェースから製品
調査を開始した場合、開始するプロセスが指定されているため、セレクタ関数の指定はあり
ません。

「製品調査」項目タイプには、複数の属性も関連付けられています。これらの属性は、製品
調査の開始時の情報を記録します。属性は、プロセス全体を通して通知アクティビティと関
数アクティビティによって使用され保存されます。

「調査「調査「調査「調査 - シングル・プロセス」の概要シングル・プロセス」の概要シングル・プロセス」の概要シングル・プロセス」の概要
「調査 - シングル・プロセス」のプロパティを表示するには、ナビゲータ・ツリーでプロセス
を選択し、「編集」メニューから「プロパティ」を選択します。「調査 - シングル・プロセス」
は実行可能でもあります。これは、ワークフロー・エンジンの CreateProcessと StartProcess
の APIをコールして、最上位レベルのプロセスとして実行できることを示します。

プロセス・アクティビティの「詳細」プロパティ画面は、「調査 - シングル・プロセス」に、
WFERRORというエラー項目タイプと DEFAULT_ERRORというエラー・プロセスが関連付
けられていることを示します。「調査 - シングル・プロセス」にエラーが起きると、項目タイ
プWFERRORの DEFAULT_ERRORプロセスが自動的に開始されます。現状では、

表表表表 13-3 「製品調査」項目タイプの属性「製品調査」項目タイプの属性「製品調査」項目タイプの属性「製品調査」項目タイプの属性

表示名表示名表示名表示名 説明説明説明説明 タイプタイプタイプタイプ
長さ長さ長さ長さ /書式書式書式書式 /選択肢選択肢選択肢選択肢
タイプタイプタイプタイプ

文書 ID 文書 ID（デフォルトは項目キー） テキスト 30

調査名 調査名（デフォルトはユーザー・キー） テキスト 80

調査の参加者 調査の参加者のロール ロール

個別の参加者 調査通知の宛先としてディテール調査プロ
セスが使用するロール

ロール

タイムアウト
（分）

調査の返答に対する動的タイムアウト期間 数値
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DEFAULT_ERRORプロセスによって管理者にエラーが通知され、エラーのプロセスを再試
行、中止または続行するオプションが提供されます。

「調査 - シングル・プロセス」の「プロセス」ウィンドウを表示すると、プロセスが 4つの異
なるアクティビティから構成されていることがわかります。プロセスのアクティビティを詳
しく説明するために、次のように各ノードに番号を付けて参照しやすくしてあります。番号
自体は、プロセス・ダイアグラムには含まれません。

「ワークフロー・デモンストレーション」ホーム・ページからアクセスできる「製品調査」
Web画面を使用して調査を送信すると、「調査 - シングル・プロセス」ワークフローが開始
されます。調査申請者のロール、調査参加者のロール、調査名、タイムアウト値（分）を指
定し、「ロールの全参加者に調査を送信するシングル・プロセスを使用してください。」をオ
ンにする必要があります。

ワークフローは、ノード 1の「開始」アクティビティから開始します。

ノード 2で、プロセスは、参加者のロールに調査を送信し、製品をランク付けして、その他
のコメントを入力するよう求めます。

ワークフロー・エンジンが応答をすべて受け取るか、調査要求が（ワークフローの開始時に
指定した分単位のタイムアウト期間に基づいて）タイムアウトになると、プロセスはノード
3へ移り、調査結果付きの通知を参加者のロールに送ります。この時点でプロセスは終了し
ます。

注意注意注意注意 : 「プロセスの開始」Web画面から調査プロセスを開始するように
選択した場合は、プロセス名として「調査 - シングル・プロセス」を選択
してください。
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「調査「調査「調査「調査 - シングル・プロセス」のアクティビティシングル・プロセス」のアクティビティシングル・プロセス」のアクティビティシングル・プロセス」のアクティビティ

開始（ノード開始（ノード開始（ノード開始（ノード 1））））
これは、単にプロセスの開始をマークする「標準」関数アクティビティです。

� 関数 :  WF_STANDARD.NOOP

� 結果タイプ :  なし

� 必須 :  Yes

� 前提条件アクティビティ :  なし

� 関数によって設定される項目属性 :  なし

� 関数によって取り出される項目属性 :  なし

調査の依頼（ノード調査の依頼（ノード調査の依頼（ノード調査の依頼（ノード 2））））
このアクティビティは、「調査の参加者」ロールのメンバーに、製品調査に入力が必要であ
ることを通知します。メッセージには、調査名とタイムアウト期間（分）を表示する、2つ
の「送信」属性が含まれます。

メッセージには、ランク付けとコメントを要求する 2つの「応答」属性も含まれます。

ノードのプロパティ画面を表示すると、「調査の参加者」という項目属性に名前が保存され
ている実行者に、このアクティビティが割り当てられていることがわかります。また、この
アクティビティに関連付けられているタイムアウトが、「タイムアウト（分）」という項目属
性に格納されていることもわかります。

� メッセージ :  調査

� 結果タイプ :  なし

� 必須 :  Yes

� 前提条件アクティビティ :  なし

� ロールの拡張 :  Yes

� 通知関数 :  PLSQL:WF_SURVEYDEMO.PROCESS_SURVEY
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調査結果調査結果調査結果調査結果 FYI（ノード（ノード（ノード（ノード 3））））
このアクティビティは、調査の参加者に調査結果を通知します。メッセージには、調査名と
結果スクリプトを表示する 2つの「送信」属性が含まれます。結果スクリプトは「PL/SQL
文書」タイプで、調査の結果を要約した PL/SQL文書を作成します。

ノードのプロパティ画面を表示すると、「調査の参加者」という項目属性に名前が保存され
ている実行者に、このアクティビティが割り当てられていることがわかります。

� メッセージ :  調査の結果

� 結果タイプ :  なし

� 必須 :  No

� 前提条件アクティビティ :  調査の依頼

� ロールの拡張 :  Yes

� 通知関数 :  なし

終了（ノード終了（ノード終了（ノード終了（ノード 4））））
これは、単にプロセスの終了をマークする「標準」関数アクティビティです。

� 関数 :  WF_STANDARD.NOOP

� 結果タイプ :  なし

� 必須 :  Yes

� 前提条件アクティビティ :  なし

� 関数によって設定される項目属性 :  なし

� 関数によって取り出される項目属性 :  なし

「調査「調査「調査「調査 - マスターマスターマスターマスター /ディテール・プロセス」の概要ディテール・プロセス」の概要ディテール・プロセス」の概要ディテール・プロセス」の概要
「調査 - マスター /ディテール・プロセス」のプロパティを表示するには、ナビゲータ・ツ
リーでプロセスを選択し、「編集」メニューから「プロパティ」を選択します。「調査 - マス
ター /ディテール・プロセス」は実行可能でもあります。これは、ワークフロー・エンジン
の CreateProcessと StartProcessの APIをコールして、最上位レベルのプロセスとして実行
できることを示します。

プロセス・アクティビティの「詳細」プロパティ画面は、「調査 - マスター /ディテール・
プロセス」に、WFERRORというエラー項目タイプと DEFAULT_ERRORというエラー・プ
ロセスが関連付けられていることを示します。「調査 - マスター /ディテール・プロセス」
にエラーが起きると、項目タイプWFERRORの DEFAULT_ERRORプロセスが自動的に開
始されます。現状では、DEFAULT_ERRORプロセスによって管理者にエラーが通知され、
エラーのプロセスを再試行、中止または続行するオプションが提供されます。
13-38 Oracle8i Workflowガイド



製品調査プロセス
「調査 - マスター /ディテール・プロセス」の「プロセス」ウィンドウを表示すると、プロ
セスが 5つの異なるアクティビティから構成されていることがわかります。プロセスのアク
ティビティを詳しく説明するために、次のように各ノードに番号を付けて参照しやすくして
あります。番号自体は、プロセス・ダイアグラムには含まれません。

「ワークフロー・デモンストレーション」ホーム・ページからアクセスできる「製品調査」
Web画面を使用して調査を送信すると、「調査 - マスター /ディテール・プロセス」ワーク
フローが開始します。調査申請者のロール、調査参加者のロール、調査名、タイムアウト値
（分）を指定し、「全ロール参加者をループするマスター・プロセスを使用して、各参加者に
対する詳細な作業項目を作成してください。各作業項目によって 1参加者に調査が送信され
ます。」をオンにする必要があります。

ワークフローは、ノード 1の「開始」アクティビティから開始します。

ノード 2で、調査参加者ロールのメンバーである各ユーザーを決め、各ユーザーに調査書を
送る詳細作業項目を開始します。

ノード 3で、プロセスはすべての詳細作業項目の終了を待機してから再開します。

すべての詳細作業項目が終了すると、プロセスはノード 4へ移り、ここで参加者ロールに調
査の結果付き通知を送ります。この時点でプロセスは終了します。

「調査「調査「調査「調査 - マスターマスターマスターマスター /ディテール・プロセス」のアクティビティディテール・プロセス」のアクティビティディテール・プロセス」のアクティビティディテール・プロセス」のアクティビティ

開始（ノード開始（ノード開始（ノード開始（ノード 1））））
これは、単にプロセスの開始をマークする「標準」関数アクティビティです。

� 関数 :  WF_STANDARD.NOOP

� 結果タイプ :  なし

� 必須 :  Yes

� 前提条件アクティビティ :  なし

注意注意注意注意 : 「プロセスの開始」Web画面から調査プロセスを開始するように
選択した場合は、プロセス名として「調査 - マスター /ディテール・プロ
セス」を選択してください。
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� 関数によって設定される項目属性 :  なし

� 関数によって取り出される項目属性 :  なし

各依頼の開始（ノード各依頼の開始（ノード各依頼の開始（ノード各依頼の開始（ノード 2））））
この関数アクティビティは、「調査の参加者」ロールの各メンバーに対して詳細作業項目を
開始し、各ユーザーについて個々の調査を作成します。関数は、すべての関連項目属性値を
「調査 - マスター /ディテール・プロセス」から各「ディテール調査プロセス」の作業項目
にコピーします。さらに、「マスター /ディテール・プロセス」の項目キーが、各「ディ
テール調査プロセス」の作業項目の親項目として設定されます。

� 関数 :  WF_SURVEYDEMO.START_CHILDREN

� 結果タイプ :  なし

� 必須 :  Yes

� 前提条件アクティビティ :  なし

� 関数によって取り出される項目属性 :  USERKEY、TIMEOUT_MINUTES

� 関数によって設定される項目属性 :  各「ディテール調査プロセス」作業項目に対し、
USERKEY、TIMEOUT_MINUTES

フロー待ち（ノードフロー待ち（ノードフロー待ち（ノードフロー待ち（ノード 3））））
これは、該当する詳細プロセスが指定したアクティビティを終了するまで、フローを休止す
るために使用される「標準」関数アクティビティです。

� 関数 :  WF_STANDARD.WAITFORFLOW

� 結果タイプ :  なし

� 必須 :  Yes

� 前提条件アクティビティ :  各依頼の開始

� 関数によって取り出されるアクティビティ属性

– 継続アクティビティ・ラベル :  定数、CONTINUEFLOW

– 継続フロー :  定数、ディテール

� 関数によって設定される項目属性 :  なし

� 関数によって取り出される項目属性 :  なし
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調査結果調査結果調査結果調査結果 FYI（ノード（ノード（ノード（ノード 4））））
このアクティビティは、調査の参加者に調査結果を通知します。メッセージには、調査名と
結果スクリプトを表示する 2つの「送信」属性が含まれます。結果スクリプトは「PL/SQL
文書」タイプで、調査の結果を要約した PL/SQL文書を作成します。

ノードのプロパティ画面を表示すると、「調査の参加者」という項目属性に名前が保存され
ている実行者に、このアクティビティが割り当てられていることがわかります。

� メッセージ :  調査の結果

� 結果タイプ :  なし

� 必須 :  No

� 前提条件アクティビティ :  フロー待ち

� ロールの拡張 :  Yes

� 通知関数 :  なし

終了（ノード終了（ノード終了（ノード終了（ノード 5））））
これは、単にプロセスの終了をマークする「標準」関数アクティビティです。

� 関数 :  WF_STANDARD.NOOP

� 結果タイプ :  なし

� 必須 :  Yes

� 前提条件アクティビティ :  なし

� 関数によって設定される項目属性 :  なし

� 関数によって取り出される項目属性 :  なし

「ディテール調査プロセス」の概要「ディテール調査プロセス」の概要「ディテール調査プロセス」の概要「ディテール調査プロセス」の概要
「ディテール調査プロセス」のプロパティを表示するには、ナビゲータ・ツリーでプロセス
を選択し、「編集」メニューから「プロパティ」を選択します。「ディテール調査プロセス」
は、実行可能ではありません。つまり、ワークフロー・エンジンの CreateProcess APIおよ
び StartProcess APIをコールして、最上位レベルのプロセスとして実行を開始できないこと
を示します。

プロセス・アクティビティの「詳細」プロパティ画面では、「ディテール調査プロセス」に
は関連するエラー項目タイプおよびエラー・プロセスがないことがわかります。エラーが起
きた場合、開始されるエラー・プロセスは、詳細作業項目の親プロセスである「調査 - マス
ター /ディテール・プロセス」に関連付けられているエラー項目タイプとエラー・プロセス
によって決定されます。
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「ディテール調査プロセス」の「プロセス」ウィンドウを表示すると、プロセスが 4つの異
なるアクティビティから構成されていることがわかります。プロセスのアクティビティを詳
しく説明するために、次のように各ノードに番号を付けて参照しやすくしてあります。番号
自体は、プロセス・ダイアグラムには含まれません。

親プロセスの「調査 - マスター /ディテール・プロセス」が、「各依頼の開始」アクティビ
ティで詳細作業項目を作成すると、「ディテール調査プロセス」ワークフローが開始します。

ワークフローは、ノード 1の「開始」アクティビティから開始します。

ノード 2で、プロセスは、個々のロールに調査を送信し、製品のランク付けとコメントを要
求します。

すべての詳細作業項目から応答を受け取るか、調査要求がすべて（ワークフローの開始時に
指定した分単位のタイムアウト期間に基づいて）タイムアウトになると、プロセスはノード
3へ移り、親プロセスである「調査 - マスター /ディテール・プロセス」のフローを続けま
す。この時点でプロセスは終了します。

「ディテール調査プロセス」のアクティビティ「ディテール調査プロセス」のアクティビティ「ディテール調査プロセス」のアクティビティ「ディテール調査プロセス」のアクティビティ

開始（ノード開始（ノード開始（ノード開始（ノード 1））））
これは、単にプロセスの開始をマークする「標準」関数アクティビティです。

� 関数 :  WF_STANDARD.NOOP

� 結果タイプ :  なし

� 必須 :  Yes

� 前提条件アクティビティ :  なし

� 関数によって設定される項目属性 :  なし

� 関数によって取り出される項目属性 :  なし
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調査の依頼（ノード調査の依頼（ノード調査の依頼（ノード調査の依頼（ノード 2））））
このアクティビティは、個々のロールに、製品調査に応答が必要であることを通知します。
メッセージには、調査名とタイムアウト期間（分）を表示する、2つの「送信」属性が含ま
れます。

メッセージには、製品のランク付けとコメントを要求する 2つの「応答」属性も含まれま
す。

ノードのプロパティ画面を表示すると、「個別の参加者」という項目属性に名前が保存され
ている実行者に、このアクティビティが割り当てられていることがわかります。また、この
アクティビティに関連付けられているタイムアウトが、「タイムアウト（分）」という項目属
性に格納されていることもわかります。

� メッセージ :  調査

� 結果タイプ :  なし

� 必須 :  Yes

� 前提条件アクティビティ :  なし

� ロールの拡張 :  No

� 通知関数 :  PLSQL:WF_SURVEYDEMO.PROCESS_SURVEY

継続フロー（ノード継続フロー（ノード継続フロー（ノード継続フロー（ノード 3））））
これは、詳細プロセスの位置をマークする「標準」関数アクティビティです。詳細プロセス
が終了すると、対応する停止中のマスター・プロセスはこの位置から続行します。

� 関数 :  WF_STANDARD.CONTINUEFLOW

� 結果タイプ :  なし

� 必須 :  Yes

� 前提条件アクティビティ :  調査の依頼

� 関数によって取り出されるアクティビティ属性

– 待機中のアクティビティ・ラベル :  定数、WAITFORFLOW

– 待機中フロー :  定数、マスター

� 関数によって設定される項目属性 :  なし

� 関数によって取り出される項目属性 :  なし
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終了（ノード終了（ノード終了（ノード終了（ノード 4））））
これは、単にプロセスの終了をマークする「標準」関数アクティビティです。

� 関数 :  WF_STANDARD.NOOP

� 結果タイプ :  なし

� 必須 :  Yes

� 前提条件アクティビティ :  なし

� 関数によって設定される項目属性 :  なし

� 関数によって取り出される項目属性 :  なし

ドキュメント・レビュー・プロセスドキュメント・レビュー・プロセスドキュメント・レビュー・プロセスドキュメント・レビュー・プロセス
ドキュメント・レビュー・プロセスは、通知とドキュメント管理システムを統合し、添付文
書をレビューして承認するように、承認者に要求します。Oracle Workflow管理ロール内の
ユーザーは、Oracle Workflowの「プロセスの開始」Web画面または「ワークフロー・デモ
ンストレーション」Web画面からドキュメント・レビュー・プロセスを開始できます。プロ
セスを開始するには、「項目キー」、「ユーザー・キー」、「プロセス所有者」、「ドキュメント
の送信」、「ドキュメントの所有者」および「ドキュメントのレビュー担当」の項目属性値を
指定します。

ドキュメント・レビュー・プロセスのプロセス定義は、Oracle Workflowのスタンドアロン
版では、Oracle Universal Installerによって自動的にインストールされます。Oracle 
Applications embedded Workflowでは、Rapid Installによって自動的にインストールされ
ます。

このデモンストレーションで、ドキュメント・レビュー要求を送信すると、プロセスは、指
定したレビュー担当に文書の承認を求める通知を送ります。オプションで、レビュー担当が
応答時に代替文書を提供することもできます。レビュー担当が文書を承認した場合、プロセ
スは「承認」という結果で終了します。レビュー担当が文書を却下した場合、申請者は文書
の承認を求めて再送信できます。申請者が文書の再送信を選択すると、プロセスはループ・
バックし、「ドキュメントのレビュー」通知を送ります。再送信しなければ、プロセスは
「否認」という結果で終了します。

関連項目関連項目関連項目関連項目 :

13-2ページ「サンプル・ワークフロー・プロセス」

12-2ページ「ワークフロー定義のテスト」
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「ドキュメント管理」項目タイプ「ドキュメント管理」項目タイプ「ドキュメント管理」項目タイプ「ドキュメント管理」項目タイプ
ドキュメント・レビュー・プロセスは、「ドキュメント管理」という項目タイプに関連付け
られています。この項目タイプは、ドキュメント管理システムの統合に関連するデモンスト
レーション・ワークフロー・プロセスをすべて識別します。「ドキュメント管理」に関連付
けられているワークフロー・プロセスは、現在、「ドキュメント・レビュー」１つのみです。

ドキュメント管理のプロパティ画面を見ると、維持タイプが「一時」に、維持日数が 0に
なっています。これは、この項目タイプの作業項目に関連付けられているランタイム・デー
タは、終了直後に削除の対象となることを意味します。Webベース・インタフェースからド
キュメント管理プロセスを開始したときに、開始するプロセスが指定されていたため、項目
タイプはセレクタ関数を持ちません。

「ドキュメント管理」項目タイプには、複数の属性も関連付けられています。これらの属性
は、ドキュメント管理プロセスの開始時の情報を記録します。属性は、プロセス全体を通し
て通知アクティビティと関数アクティビティによって使用され保存されます。

ドキュメント・レビュー・プロセスの概要ドキュメント・レビュー・プロセスの概要ドキュメント・レビュー・プロセスの概要ドキュメント・レビュー・プロセスの概要
ドキュメント・レビュー・プロセスのプロパティを表示するには、ナビゲータ・ツリーでプ
ロセスを選択し、「編集」メニューから「プロパティ」を選択します。ドキュメント・レ
ビュー・プロセスには、プロセスの完了時に結果が「承認」になるか「否認」になるか（標
準項目タイプに関連付けられた「承認」選択肢タイプの選択肢コード）を示す「承認」とい
う結果タイプがあります。このプロセス・アクティビティは実行可能でもあります。これ
は、ワークフロー・エンジンの CreateProcessと StartProcessの APIをコールして、最上位
レベルのプロセスとして実行できることを示します。

プロセス・アクティビティの「詳細」プロパティ画面は、「ドキュメント・レビュー」に、
WFERRORというエラー項目タイプと DEFAULT_ERRORというエラー・プロセスが関連付
けられていることを示します。「ドキュメント・レビュー」にエラーが起きると、項目タイ
プWFERRORの DEFAULT_ERRORプロセスが自動的に開始されます。現状では、

表表表表 13-4 「ドキュメント管理」項目タイプの属性「ドキュメント管理」項目タイプの属性「ドキュメント管理」項目タイプの属性「ドキュメント管理」項目タイプの属性

表示名表示名表示名表示名 説明説明説明説明 タイプタイプタイプタイプ
長さ長さ長さ長さ /書式書式書式書式 /
選択肢タイプ選択肢タイプ選択肢タイプ選択肢タイプ

送信ドキュメント レビューのために送信され
るドキュメント

ドキュメント フレーム・ターゲット - 
新規ウィンドウ

ドキュメントの所有者 レビューのために送信され
るドキュメントの所有者

ロール

ドキュメントのレビュー
担当

ドキュメントのレビュー担
当のロール

ロール

コメント レビュー担当が入力するコ
メント

テキスト

応答ドキュメント レビュー後に編集を経たド
キュメント

ドキュメント フレーム・ターゲット - 
新規ウィンドウ
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DEFAULT_ERRORプロセスによって管理者にエラーが通知され、エラーのプロセスを再試
行、中止または続行するオプションが提供されます。

ドキュメント・レビュー・プロセスのプロセス・ウィンドウを表示すると、プロセスが 6つ
のアクティビティ・ノードから構成されていることがわかります。プロセスのアクティビ
ティを詳しく説明するために、次のように各ノードに番号を付けて参照しやすくしてありま
す。番号自体は、プロセス・ダイアグラムには含まれません。

ワークフローは、ノード 1の「開始」アクティビティから開始します。

ノード 2の「ドキュメントのレビュー」では、プロセスは、ドキュメントのレビュー担当に
通知を送り、「ドキュメントの送信」のレビューと承認を求めます。レビュー担当がドキュ
メントを承認すると、プロセスはノード 3の「承認されたドキュメント」に移り、申請者に
承認を通知します。この場合、プロセスは「承認する」という結果で終了します。レビュー
担当がドキュメントを却下すると、プロセスはノード 5の「否認されたドキュメント」に移
り、申請者に却下を通知します。申請者は、ドキュメントが承認されるように再送信する
か、結果を受け入れるかを選択できます。ドキュメントが再送信される場合、プロセスは
ノード 2の「ドキュメントのレビュー」に戻ります。申請者が結果を受け入れた場合、プロ
セスは「否認する」という結果で終了します。

ドキュメント・レビュー・プロセスのアクティビティドキュメント・レビュー・プロセスのアクティビティドキュメント・レビュー・プロセスのアクティビティドキュメント・レビュー・プロセスのアクティビティ

開始（ノード開始（ノード開始（ノード開始（ノード 1））））
これは、単にプロセスの開始をマークする「標準」関数アクティビティです。

� 関数 :  WF_STANDARD.NOOP

� 結果タイプ :  なし

� 必須 :  Yes

� 前提条件アクティビティ :  なし
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� 関数によって取り出されるアクティビティ属性 :  なし

� 関数によって設定される項目属性 :  なし

� 関数によって取り出される項目属性 :  なし

ドキュメントのレビュー（ノードドキュメントのレビュー（ノードドキュメントのレビュー（ノードドキュメントのレビュー（ノード 2））））
これは、ドキュメントのレビュー担当に承認を求めるメッセージを送る通知アクティビティ
です。オプションで、応答時にドキュメントを編集して返すように求めることもできます。
メッセージには、2つの「送信」属性が含まれます。1つは、ドキュメントの所有者を表示
するもので、もう 1つは、通知に添付情報として表示される文書属性です。添付アイコンを
選択すると、ウィンドウが新たに開き、ドキュメントが表示されます。メッセージには、
「コメント」と「応答ドキュメント」を要求する 2つの「応答」属性も含まれます。

� メッセージ :  ドキュメント送信

� 結果タイプ :  承認

� 必須 :  Yes

� 前提条件アクティビティ :  なし

� 通知によって取り出されるアクティビティ属性 :  なし

承認されたドキュメント（ノード承認されたドキュメント（ノード承認されたドキュメント（ノード承認されたドキュメント（ノード 3））））
これは、ドキュメント・レビューの申請者に、ドキュメントが承認されたことを伝えるメッ
セージを送る通知アクティビティです。メッセージには、「ドキュメントの所有者」、「ド
キュメントのレビュー担当」、「ドキュメントの送信」へのリンク、レビュー担当からの「コ
メント」およびオプションの「応答ドキュメント」添付を表示する、5つの「送信」属性が
含まれます。「応答ドキュメント」添付を選択すると、ウィンドウが新たに開かれ、ドキュ
メントが表示されます。

� メッセージ :  ドキュメントの応答 - 承認

� 結果タイプ :  承認

� 必須 :  Yes

� 前提条件アクティビティ :  ドキュメントのレビュー

� 通知によって取り出されるアクティビティ属性 :  なし

終了（ノード終了（ノード終了（ノード終了（ノード 4およびおよびおよびおよび 6））））
これは、単にプロセスの終了をマークする「標準」関数アクティビティです。

� 関数 :  WF_STANDARD.NOOP

� 結果タイプ :  なし

� 必須 :  Yes
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� 前提条件アクティビティ :  なし

� 関数によって取り出されるアクティビティ属性 :  なし

� 関数によって設定される項目属性 :  なし

� 関数によって取り出される項目属性 :  なし

却下されたドキュメント（ノード却下されたドキュメント（ノード却下されたドキュメント（ノード却下されたドキュメント（ノード 5））））
これは、ドキュメント・レビューの申請者に、ドキュメントが却下されたことを伝えるメッ
セージを送る通知アクティビティです。メッセージには、「ドキュメントの所有者」、「ド
キュメントのレビュー担当」、「ドキュメントの送信」へのリンクおよびオプションの「応答
ドキュメント」添付を表示する、4つの「送信」属性が含まれます。添付アイコンを選択す
ると、ウィンドウが新たに開き、ドキュメントが表示されます。メッセージには、レビュー
担当からのコメントを表示する 1つの「応答」属性も含まれており、ドキュメント・レ
ビュー要求が再送信される場合に、申請者からのコメントを要求します。

� メッセージ :  ドキュメントの応答 - 却下

� 結果タイプ :  Yes/No

� 必須 :  Yes

� 前提条件アクティビティ :  ドキュメントのレビュー

� 通知によって取り出されるアクティビティ属性 :  なし

エラー・チェック・プロセスエラー・チェック・プロセスエラー・チェック・プロセスエラー・チェック・プロセス
エラー・チェック・プロセスは、Oracle Workflowの項目アクティビティ・ステータス表で
エラーのアクティビティを検索します。このプロセスの主な目的は、Oracle Alertの定期ア
ラートと同じ機能を持つワークフロー・プロセスを設計する場合の、Oracle Workflowの使
用方法を示すことです。エラー・チェック・プロセスは、指定した間隔でデータベース例外
のチェックを行うように設定できます。

エラー・チェック・プロセスのプロセス定義は、Oracle Workflowのスタンドアロン版で
は、Oracle Universal Installerによって自動的にインストールされます。Oracle 
Applications embedded Workflowでは、Rapid Installによって自動的にインストールされ
ます。

このデモンストレーションでエラー・チェック・プロセスを開始すると、プロセスはワーク
フロー項目アクティビティ・ステータス表をチェックし、エラーのあるアクティビティを検
索する関数を実行します。エラーが見つかると、指定されたアラートの宛先にエラーをリス
トした通知を送ります。1回のみ実行するか、指定した間隔で実行するかの設定に応じて、
エラー・チェック・プロセスは続行または終了します。特定の間隔で実行するように指定し
た場合、プロセスは必要な時間だけ待機し、ワークフロー項目アクティビティ・ステータス
表を再チェックします。待機 /チェックのループが続き、プロセスは指定した終了日に終了
します。
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エラー・チェック・プロセスは、「プロセスの開始」Web画面または「ワークフロー・デモ
ンストレーション」Web画面から開始できます。「項目キー」、「ユーザー・キー」、「プロセ
ス所有者」、「アラートの宛先」、プロセスの「開始日」と「終了日」およびエラーをチェッ
クする「頻度」（曜日、日付、時刻、日数または 1回のみ）を指定する必要があります。

「定期アラート」項目タイプ「定期アラート」項目タイプ「定期アラート」項目タイプ「定期アラート」項目タイプ
エラー・チェック・プロセスは、「定期アラート」という項目タイプに関連付けられていま
す。この項目タイプは、Oracle Workflow全体で、定期アラート機能の実装に関連するプロ
セスをすべて識別します。定期アラートに関連するワークフロー・プロセスは、現在、2つ
あります。エラー・チェックとユーザー定義警告アクションです。

定期アラートのプロパティ画面を見ると、維持タイプが「一時」に、維持日数が 0になって
います。これは、この項目タイプの項目インスタンスに関連付けられているランタイム・
データが、終了直後に削除の対象となることを意味します。Webベース・インタフェースか
ら定期アラート・プロセスを開始した場合、開始するプロセスが指定されているため、セレ
クタ関数の指定はありません。

「定期アラート」項目タイプには、複数の属性も関連付けられています。これらの属性は、
定期アラート・プロセスの開始時の情報を記録します。属性は、プロセス全体を通して通知
アクティビティと関数アクティビティによって使用され保存されます。

関連項目関連項目関連項目関連項目 :

13-2ページ「サンプル・ワークフロー・プロセス」

12-2ページ「ワークフロー定義のテスト」

表表表表 13-5「定期アラート」項目タイプの属性「定期アラート」項目タイプの属性「定期アラート」項目タイプの属性「定期アラート」項目タイプの属性

表示名表示名表示名表示名 説明説明説明説明 タイプタイプタイプタイプ
長さ長さ長さ長さ /書式書式書式書式 /
選択肢タイプ選択肢タイプ選択肢タイプ選択肢タイプ

アラートの宛先 アラート例外が検出された場合に通知する
ロール

ロール

開始日 アラート・チェックの開始日（デフォルト
は今日）

日付 DD-MON-YYYY 
HH24:MI:SS

終了日 アラート・チェックの終了日（デフォルト
は、2010年 12月 31日 12:12:12 PM）

日付 DD-MON-YYYY 
HH24:MI:SS

頻度 アラートをチェックする頻度 選択肢 待機モード

頻度 - 毎月何日 頻度が「毎月何日」の場合、日付が必須 選択肢 毎月何日

頻度 - 毎週何曜日 頻度が「毎週何曜日」の場合、曜日が必須 選択肢 毎週何曜日

頻度 - 毎日何時 時間はオプション、ただし「待機」アク
ティビティで「頻度」の値に使用

日付 HH24:MI
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エラー・チェック・プロセスの概要エラー・チェック・プロセスの概要エラー・チェック・プロセスの概要エラー・チェック・プロセスの概要
エラー・チェック・プロセスのプロパティを表示するには、ナビゲータ・ツリーでプロセス
を選択し、「編集」メニューから「プロパティ」を選択します。エラー・チェック・プロセ
スは実行可能です。これは、ワークフロー・エンジンの CreateProcessと StartProcessの
APIをコールして、最上位レベルのプロセスとして実行できることを示します。

プロセス・アクティビティの「詳細」プロパティ画面は、「エラー・チェック」に、
WFERRORというエラー項目タイプと DEFAULT_ERRORというエラー・プロセスが関連付
けられていることを示します。「エラー・チェック」にエラーが起きると、項目タイプ
WFERRORの DEFAULT_ERRORプロセスが自動的に開始されます。現状では、
DEFAULT_ERRORプロセスによって管理者にエラーが通知され、エラーのプロセスを再試
行、中止または続行するオプションが提供されます。

エラー・チェック・プロセスの「プロセス」ウィンドウを表示すると、このプロセスが 6個
の一意のアクティビティで構成されていることがわかります。そのうちのいくつかが再利用
され、ワークフロー・ダイアグラムに表示される 9個のアクティビティ・ノードを構成して
います。プロセスのアクティビティを詳しく説明するために、次のように各ノードに番号を
付けて参照しやすくしてあります。番号自体は、プロセス・ダイアグラムには含まれませ
ん。

「プロセスの開始」Webベース・インタフェースからプロセスを起動すると、エラー・
チェック・ワークフローが開始します。「項目キー」、「ユーザー・キー」、「プロセス所有
者」、「アラートの宛先」、プロセスの「開始日」と「終了日」およびエラーをチェックする
「頻度」（曜日、日付、時刻、日数または 1回のみ）を指定する必要があります。

ワークフローは、ノード 1の「開始」アクティビティから開始します。

ノード 2でプロセスは休止し、開始日まで待機します。待機時間が経過すると、プロセスは
ノード 3で、ワークフロー項目アクティビティ・ステータス表でエラーを検索する関数アク
ティビティを実行します。関数アクティビティがエラーを検出できなければ、プロセスは
ノード 4を実行します。ここで、プロセスの開始時に指定された頻度に基づいた期間だけ休
止します。頻度をベースにした待機時間が経過すると、プロセスはステータス表でエラーを
再検索します。エラーを検出した場合、プロセスはノード 5で、アラートの宛先にエラーの
通知を送るプロセス・アクティビティを実行します。その後、プロセスはノード 6を実行
し、エラー・チェック・プロセスを 1回のみ実行するかどうかを評価します。プロセスの実
行が 1回のみの場合、プロセスはノード 7で終了します。1回のみでない場合、プロセスは
ノード 4の頻度ベースの「待機」アクティビティに戻ります。

ノード 2～ 5の一連のアクティビティが実行される間に、プロセスは並行してノード 8へも
移ります。これは、指定した終了日に達するまで、作業項目のスキャンをループさせたまま

頻度 - 日 頻度が「相対時間」の場合、日数が必須 数値

1回のみ アラートを 1回のみ実行 選択肢 Yes/No

表表表表 13-5「定期アラート」項目タイプの属性「定期アラート」項目タイプの属性「定期アラート」項目タイプの属性「定期アラート」項目タイプの属性（続き）（続き）（続き）（続き）
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にする別の「待機」アクティビティです。指定の終了日になると、プロセスはノード 9で終
了します。

エラー・チェック・プロセスのアクティビティエラー・チェック・プロセスのアクティビティエラー・チェック・プロセスのアクティビティエラー・チェック・プロセスのアクティビティ

開始（ノード開始（ノード開始（ノード開始（ノード 1））））
これは、単にプロセスの開始をマークする「標準」関数アクティビティです。

� 関数 :  WF_STANDARD.NOOP

� 結果タイプ :  なし

� 必須 :  Yes

� 前提条件アクティビティ :  なし

� 関数によって取り出されるアクティビティ属性 :  なし

� 関数によって設定される項目属性 :  なし

� 関数によって取り出される項目属性 :  なし

待機（ノード待機（ノード待機（ノード待機（ノード 2））））
これは、指定した時間プロセスを休止させる「標準」関数アクティビティです。

プロセスで「待機」アクティビティを使用するには、「待機」アクティビティを終了させる
ために、待機時間が経過したかどうかを評価するバックグラウンド・エンジンを、1つ以上
設定する必要があります。

� 関数 :  WF_STANDARD.WAIT

� 結果タイプ :  なし

� 必須 :  Yes
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� 前提条件アクティビティ :  なし

� 関数によって取り出されるアクティビティ属性

– 待機モード :  定数、絶対日付

– 絶対日付 :  項目属性、開始日

� 関数によって設定される項目属性 :  なし

� 関数によって取り出される項目属性 :  なし

警告のチェック（ノード警告のチェック（ノード警告のチェック（ノード警告のチェック（ノード 3））））
これは、ワークフロー項目アクティビティ・ステータス表の行をスキャンして、ERRORス
テータスのアクティビティを検索する関数アクティビティです。

� 関数 :  WF_ALERT.CHECKALERT

� 結果タイプ :  ブール

� 必須 :  Yes

� 前提条件アクティビティ :  なし

� 関数によって取り出されるアクティビティ属性 :  なし

� 関数によって作成される項目属性 :  LAST_CHECKED

� 関数によって取り出される項目属性 :  LAST_CHECKED

� 関数によって設定される項目属性 :  LAST_CHECKED

待機（ノード待機（ノード待機（ノード待機（ノード 4））））
これは、指定した時間プロセスを休止させる「標準」関数アクティビティです。

プロセスで「待機」アクティビティを使用するには、「待機」アクティビティを終了させる
ために、待機時間が経過したかどうかを評価するバックグラウンド・エンジンを、1つ以上
設定する必要があります。

� 関数 :  WF_STANDARD.WAIT

� 結果タイプ :  なし

� 必須 :  Yes

� 前提条件アクティビティ :  なし

� 関数によって取り出されるアクティビティ属性

– 待機モード :  項目属性、頻度

– 絶対日付 :  項目属性、開始日

– 毎月何日 :  項目属性、毎月何日
13-52 Oracle8i Workflowガイド



エラー・チェック・プロセス
– 毎週何曜 日 :  項目属性、毎週何曜日

– 相対時間 :  項目属性、頻度 - 日

– 毎日何時 :  項目属性、頻度 - 毎日何時

� 関数によって設定される項目属性 :  なし

� 関数によって取り出される項目属性 :  なし

ユーザー定義警告アクション（ノードユーザー定義警告アクション（ノードユーザー定義警告アクション（ノードユーザー定義警告アクション（ノード 5））））
このアクティビティは、アラート例外が検出されるたびに一連のアクティビティを実行する
サブプロセスです。このサブプロセスを参照するには、ナビゲータ・ツリーで「プロセス」
のブランチの下にある「ユーザー定義警告アクション」をダブルクリックします。現状で
は、サブプロセスは、検出されたエラーに関する通知をアラートの宛先に送ります。

� 結果タイプ :  なし

� 必須 :  Yes

� 前提条件アクティビティ :  なし

� 関数によって取り出されるアクティビティ属性 :  なし

1回のみ（ノード回のみ（ノード回のみ（ノード回のみ（ノード 6））））
これは、値を別の値と比較する「標準」関数アクティビティです。

� 関数 :  WF_STANDARD.COMPARE

� 結果タイプ :  比較

� 必須 :  Yes

� 前提条件アクティビティ :  なし

� 関数によって取り出されるアクティビティ属性

– テスト値 :  項目属性、1回のみ

– 参照値 :  定数、Y

� 関数によって設定される項目属性 :  なし

� 関数によって取り出される項目属性 :  なし
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終了（ノード終了（ノード終了（ノード終了（ノード 7およびおよびおよびおよび 9））））
これは、単にプロセスの終了をマークする「標準」関数アクティビティです。

� 関数 :  WF_STANDARD.NOOP

� 結果タイプ :  なし

� 必須 :  Yes

� 前提条件アクティビティ :  なし

� 関数によって取り出されるアクティビティ属性 :  なし

� 関数によって設定される項目属性 :  なし

� 関数によって取り出される項目属性 :  なし

待機（ノード待機（ノード待機（ノード待機（ノード 8））））
これは、指定した時間プロセスを休止させる「標準」関数アクティビティです。

プロセスで「待機」アクティビティを使用するには、「待機」アクティビティを終了させる
ために、待機時間が経過したかどうかを評価するバックグラウンド・エンジンを、1つ以上
設定する必要があります。

� 関数 :  WF_STANDARD.WAIT

� 結果タイプ :  なし

� 必須 :  Yes

� 前提条件アクティビティ :  なし

� 関数によって取り出されるアクティビティ属性

– 待機モード :  定数、絶対日付

– 絶対日付 :  項目属性、終了日

� 関数によって設定される項目属性 :  なし

� 関数によって取り出される項目属性 :  なし
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ユーザー定義警告アクション・プロセスの概要ユーザー定義警告アクション・プロセスの概要ユーザー定義警告アクション・プロセスの概要ユーザー定義警告アクション・プロセスの概要
ユーザー定義警告アクション・プロセスのプロパティを表示するには、ナビゲータ・ツリー
でプロセスを選択し、「編集」メニューから「プロパティ」を選択します。ユーザー定義警
告アクション・プロセスは、実行可能になっていません。これは、ワークフロー・エンジン
の CreateProcess APIおよび StartProcess APIをコールして、最上位レベルのプロセスとし
て実行を開始できないことを示しています。

プロセス・アクティビティの「詳細」プロパティ画面では、このプロセス・アクティビティ
に関連するエラー項目タイプおよびエラー・プロセスがないことがわかります。エラーが起
きた場合、開始されるエラー・プロセスは、親プロセスであるエラー・チェックに関連付け
られているエラー項目タイプとエラー・プロセスによって決定されます。

ユーザー定義警告アクション・プロセスの「プロセス」ウィンドウを表示すると、プロセス
が 3つの異なるアクティビティから構成されていることがわかります。プロセスのアクティ
ビティを詳しく説明するために、次のように各ノードに番号を付けて参照しやすくしてあり
ます。番号自体は、プロセス・ダイアグラムには含まれません。

ユーザー定義警告アクション・プロセスは、エラー・チェック・プロセスのサブプロセスと
して開始されます。

ワークフローは、ノード 1の「開始」アクティビティから開始します。ノード 2で、プロセ
スは検出されたエラーをリストした通知をアラートの宛先へ送ります。この時点でプロセス
は終了します。

ユーザー定義警告アクション・プロセスのアクティビティユーザー定義警告アクション・プロセスのアクティビティユーザー定義警告アクション・プロセスのアクティビティユーザー定義警告アクション・プロセスのアクティビティ

開始（ノード開始（ノード開始（ノード開始（ノード 1））））
これは、単にプロセスの開始をマークする「標準」関数アクティビティです。

� 関数 :  WF_STANDARD.NOOP

� 結果タイプ :  なし

� 必須 :  Yes

� 前提条件アクティビティ :  なし

� 関数によって取り出されるアクティビティ属性 :  なし
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� 関数によって設定される項目属性 :  なし

� 関数によって取り出される項目属性 :  なし

警告の宛先に通知（ノード警告の宛先に通知（ノード警告の宛先に通知（ノード警告の宛先に通知（ノード 2））））
これは、指定したアラートの宛先にエラー・レポートを送る通知アクティビティです。

メッセージには、エラー・レポートという 1つの送信属性が含まれます。これは、PL/SQL
プロシージャWF_ALERT.ErrorReportによって作成される値を持つ PL/SQL文書属性です。

� メッセージ :  例外の検出された FYI

� 結果タイプ :  なし

� 必須 :  No

� 前提条件アクティビティ :  なし

終了（ノード終了（ノード終了（ノード終了（ノード 3））））
これは、単にプロセスの終了をマークする「標準」関数アクティビティです。

� 関数 :  WF_STANDARD.NOOP

� 結果タイプ :  なし

� 必須 :  Yes

� 前提条件アクティビティ :  なし

� 関数によって取り出されるアクティビティ属性 :  なし

� 関数によって設定される項目属性 :  なし

� 関数によって取り出される項目属性 :  なし
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Oracle Workflowの管理スクリプトの管理スクリプトの管理スクリプトの管理スクリプト

この章では、ワークフロー管理者が Oracle Workflow Serverに対して実行できる SQLスク
リプトについて説明します。
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様々な SQLスクリプト
様々な様々な様々な様々な SQLスクリプトスクリプトスクリプトスクリプト
次の管理スクリプトを使用すると、Oracle Workflowの各種機能を設定して保存できます。
Oracle Workflowのスタンドアロン版の場合、各スクリプトは使用しているサーバーの
Oracle Workflowの admin/sqlサブディレクトリにあります。Oracle Applications 
embedded Workflowの場合は、$FND_TOPの sqlサブディレクトリにあります。

� 変換表の更新 -- WFNLADD.sql: 14-4ページ

� 言語の有効化 /無効化 -- wfnlena.sql: 14-8ページ

� ワークフロー・プロセスの実行 -- wfrun.sql: 14-12ページ

� バックグラウンド・エンジンの起動 -- wfbkg.sql: 14-4ページ

� バックグラウンド・エンジンの次回の実行のために繰り延べられたアクティビティの表
示 -- wfbkgchk.sql: 14-5ページ

� 項目のステータス・レポートの表示

– wfstatus.sql: 14-12ページ

– wfstat.sql: 14-12ページ

� 通知のステータスの表示 -- wfntfsh.sql: 14-9ページ

� オブジェクトの保護レベルの再設定 -- wfprot.sql: 14-9ページ

� エラーが発生したアクティビティの処理 -- wfretry.sql: 14-10ページ

� バージョン・エラーおよびプロセス定義エラーのチェック

– wfverchk.sql: 14-13ページ

– wfverupd.sql: 14-13ページ

– wfstdchk.sql: 14-12ページ

� 無効な外部キーのチェック -- wfrefchk.sql: 14-10ページ

� ディレクトリ・サービスのデータ・モデルのチェック -- wfdirchk.sql: 14-8ページ

� システム表でのワークフロー・キューのクリーン・アップ -- wfqclean.sql: 14-9ページ

� ワークフロー・オブジェクトの内部名の変更
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– wfchact.sql: 14-5ページ

– wfchacta.sql: 14-5ページ

– wfchita.sql: 14-6ページ

– wfchitt.sql: 14-6ページ

– wfchluc.sql: 14-6ページ

– wfchlut.sql: 14-7ページ

– wfchmsg.sql: 14-7ページ

– wfchmsga.sql: 14-7ページ

� Oracle Workflowの表からのデータ削除

– wfrmall.sql: 14-10ページ

– wfrmitms.sql: 14-11ページ

– wfrmitt.sql: 14-11ページ

– wfrmtype.sql: 14-11ページ

– wfrmita.sql: 14-11ページ

� Oracle Workflow Serverのバージョンの表示 -- wfver.sql: 14-12ページ

注意注意注意注意 : 通常、Oracle Workflow Builderでは、ワークフロー・オブジェク
トの内部名は更新できません。ただし、プロセス定義をデータベースに
ロードする場合に、オブジェクトに対するランタイム・データが存在しな
ければ、スクリプトの 1つを使用して、ワークフロー・オブジェクトの内
部名を更新できます。このスクリプトは、設計時にオブジェクトの内部名
に関するエラーを訂正する場合にのみ使用してください。プロセスの実行
中のインスタンスに関連するオブジェクトの名前の変更には、使用しない
でください。

注意注意注意注意 : Oracle Applicationsでは、「ワークフローの不要ランタイム・デー
タのパージ」と呼ばれる標準コンカレント・プログラムも使用できます。
14-4ページの「FNDWFPR」を参照してください。
Oracle Workflowの管理スクリプト 14-3



様々な SQLスクリプト
FNDWFPR
Oracle Applications embedded Workflowでは、標準コンカレント・プログラム FNDWFPR
「ワークフローの不要ランタイム・データのパージ」を使用して、古くなったデータを

Oracle Workflowランタイム表から定期的に削除してください。

Oracle Applicationsの「要求の発行」フォームにナビゲートし、「ワークフローの不要ラン
タイム・データのパージ」コンカレント・プログラムを発行します。Oracle Applicationsと
Oracle Workflowをインストールして設定するときに、システム管理者はこのコンカレン
ト・プログラムを実行する職責の要求セキュリティ・グループに追加する必要があります。
『Oracle Applications システム管理者ガイド』の「コンカレント・プログラムとコンカレン
ト要求の概要」および『Oracle Applications User's Guide』の「Submitting a Request」を参
照してください。

「ワークフローの不要ランタイム・データのパージ」コンカレント・プログラムには、次の
パラメータを渡すことができます。

� 項目タイプ :  削除する項目タイプ。このフィールドを空のままにすると、デフォルトで
すべての項目タイプのランタイム・データが削除されます。

� 項目キー :  削除する項目キー。このフィールドを空のままにすると、デフォルトですべ
ての項目キーのランタイム・データが削除されます。

� 持続日数 :  削除するデータの最小経過日数。

WFNLADD.sql
Oracleインストールで新しい言語を使用可能にする場合は、WFNLADD.sqlを使用して
Oracle Workflowの変換表にその言語用の欠落行を追加します。2-21ページの「手順WF-4 
WF_LANGUAGESビューの作成」および 14-8ページの「wfnlena.sql」を参照してくださ
い。

このスクリプトの使用方法は、次のとおりです。

sqlplus <user/pwd> @WFNLADD

wfbkg.sql
Oracle Workflowのスタンドアロン版を使用している場合は、wfbkg.sqlを使用してバック
グラウンド・エンジンを起動できます。このスクリプトは、WF_ENGINEバックグラウンド
APIをコールし、指定した時間（分）だけバックグラウンド・エンジンを実行します。「適
格」アクティビティの現行セットの処理が終了すると、バックグラウンド・プロセスは、指
定した時間（秒）だけ待機してから、他のバックグラウンド・エンジンを起動します。この
サイクルは、指定した時間（分）が経過するまで続きます。

このスクリプトの使用方法は、次のとおりです。

sqlplus <user/pwd> @wfbkg <minutes> <seconds>
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<minutes>をバックグラウンド・エンジンを実行する時間（分）に置き換え、<seconds>
を問合せ間でバックグラウンド・エンジンを待機させる秒数に置き換えます。

wfbkgchk.sql
wfbkgchk.sqlを使用すると、バックグラウンド・エンジンを次回に実行するまでに処理待ち
になっているすべてのアクティビティのリストを表示できます。

このスクリプトの使用方法は、次のとおりです。

sqlplus <user/pwd> @wfbkgchk

wfchact.sql
wfchact.sqlを使用して、アクティビティの内部名の変更やアクティビティのすべての参照の
更新ができます。14-2ページの「ワークフロー・オブジェクトの内部名の変更」を参照して
ください。

このスクリプトの使用方法は、次のとおりです。

sqlplus <user/pwd> @wfchact <act_type> <old_act> <new_act>

<act_type>を、更新するアクティビティに関連付けられている項目タイプに、<old_
act>をアクティビティの現行の内部名に、<new_act>をアクティビティの新規の内部名に
置き換えてください。

wfchacta.sql
wfchacta.sqlを使用して、アクティビティ属性の内部名の変更や、アクティビティ属性のす
べての参照の更新ができます。14-2ページの「ワークフロー・オブジェクトの内部名の変
更」を参照してください。

このスクリプトの使用方法は、次のとおりです。

sqlplus <user/pwd> @wfchacta <act_type> <old_acta> <new_acta>

関連項目関連項目関連項目関連項目 :

8-33ページ「Background」

2-28ページ「手順WF-9 バックグラウンドのワークフロー・エンジンの設
定」

関連項目関連項目関連項目関連項目 :

8-33ページ「Background」

2-28ページ「手順WF-9 バックグラウンドのワークフロー・エンジンの設
定」
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<act_type>を、更新するアクティビティ属性に関連付けられている項目タイプに、<old_
acta>をアクティビティ属性の現行の内部名に、<new_acta>をアクティビティ属性の新
規の内部名に置き換えてください。

wfchita.sql
wfchita.sqlを使用して、項目属性の内部名の変更や、項目属性のすべての参照の更新ができ
ます。14-2ページの「ワークフロー・オブジェクトの内部名の変更」を参照してください。

このスクリプトの使用方法は、次のとおりです。

sqlplus <user/pwd> @wfchita <item_type> <old_attr> <new_attr>

<item_type>を、更新する項目属性に関連付けられている項目タイプに、<old_attr>を
項目属性の現行の内部名に、<new_attr>を項目属性の新規の内部名に置き換えてくださ
い。

wfchitt.sql
wfchitt.sqlを使用して、項目タイプの内部名の変更や、項目タイプのすべての参照の更新が
できます。14-2ページの「ワークフロー・オブジェクトの内部名の変更」を参照してくださ
い。

このスクリプトの使用方法は、次のとおりです。

sqlplus <user/pwd> @wfchitt <old_type> <new_type>

<old_type>を項目属性の現行の内部名に、<new_type>を項目属性の新規の内部名に置
き換えてください。

wfchluc.sql
wfchluc.sqlを使用して、選択肢コードの内部名の変更や、選択肢コードのすべての参照の更
新ができます。14-2ページの「ワークフロー・オブジェクトの内部名の変更」を参照してく
ださい。

このスクリプトの使用方法は、次のとおりです。

sqlplus <user/pwd> @wfchluc <lookup_type> <old_luc> <new_luc>

<lookup_type>を、更新する選択肢コードの選択肢タイプに、<old_luc>を選択肢コー
ドの現行の内部名に、<new_luc>を選択肢コードの新規の内部名に置き換えてください。
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wfchlut.sql
wfchlut.sqlを使用して、選択肢タイプの内部名の変更や、選択肢タイプのすべての参照の更
新ができます。14-2ページの「ワークフロー・オブジェクトの内部名の変更」を参照してく
ださい。

このスクリプトの使用方法は、次のとおりです。

sqlplus <user/pwd> @wfchlut <old_lut> <new_lut>

<old_lut>を選択肢タイプの現行の内部名に、<new_lut>を選択肢タイプの新規の内部名
に置き換えてください。

wfchmsg.sql
wfchmsg.sqlを使用して、メッセージの内部名の変更や、メッセージのすべての参照の更新
ができます。14-2ページの「ワークフロー・オブジェクトの内部名の変更」を参照してくだ
さい。

このスクリプトの使用方法は、次のとおりです。

sqlplus <user/pwd> @wfchmsg <msg_type> <old_msg> <new_msg>

<msg_type>を、更新するメッセージの項目タイプに、<old_msg>をメッセージの現行の
内部名に、<new_msg>をメッセージの新規の内部名に置き換えてください。

wfchmsga.sql
wfchmsga.sqlを使用して、メッセージ属性の内部名を変更できます。このスクリプトでは、
メッセージの件名や本文のメッセージ属性への参照は更新されません。メッセージ属性の参
照は、手動で更新する必要があります。14-2ページの「ワークフロー・オブジェクトの内部
名の変更」を参照してください。

このスクリプトの使用方法は、次のとおりです。

sqlplus <user/pwd> @wfchmsga <msg_type> <msg_name> <old_attr> <new_attr>

<msg_type>を、更新するメッセージ属性の項目タイプに、<msg_name>をメッセージ属
性が属するメッセージの内部名に、<old_attr>をメッセージ属性の現行の内部名に、
<new_attr>をメッセージ属性の新規の内部名に置き換えてください。
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wfdirchk.sql
wfdirchk.sqlを使用すると、ディレクトリ・サービスのデータ・モデル内で次の条件をチェッ
クできます。

� WF_USERS内の文字「#」、「:」、または「/」を含む無効な内部名

� WF_USERSまたはWF_ROLES内の無効な複合名

� WF_USERSまたはWF_ROLES内の重複名

� WF_USERSまたはWF_ROLES内で元のリポジトリ内の同じ行にリンクされている複数
の名前

� WF_USERSまたはWF_ROLES内の不明な表示名

� WF_USERSまたはWF_ROLES内で「通知環境設定」がMAILTEXT、MAILHTMLまた
は SUMMARYの場合の無効な「通知環境設定」または未入力の電子メール・アドレス

� WF_USERS内の無効なステータス

� WF_ROLES内に対応する行がないWF_USERS内の行

� WF_ROLES内で文字「#」または「/」を含むか、あるいは長さ 30文字（半角英数字）
を超える無効な内部名

� WF_USER_ROLES内の無効なユーザー /ロール外部キー

� WF_USER_ROLES内の不明なユーザー /ロール（すべてのユーザーは、各自のロールに
参加する必要があります。）

� WF_USER_ROLES内の重複行

wfdirchk.sqlでは、ディレクトリ・サービスのデータ・モデルが正しいかどうかを確認する行
は戻されません。

このスクリプトの使用方法は、次のとおりです。

sqlplus <user/pwd> @wfdirchk

wfnlena.sql
Oracleインストールで新しい言語を定義する場合は、wfnlena.sqlを使用すると、その言語を
Oracle Workflowで使用可能または使用不可にすることができます。14-4ページの
「WFNLADD.sql」を参照してください。

このスクリプトの使用方法は、次のとおりです。

sqlplus <user/pwd> @wfnlena <language_code> <enable_flag>

<language_code>を有効な言語コードに置き換え、指定した言語を使用可能にする場合は
<enable_flag>を Yに、使用不可にする場合は Nに置き換えます。
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wfntfsh.sql
wfntfsh.sqlを使用すると、通知 IDを指定した特定の通知のステータスに関する情報を表示
できます。

このスクリプトの使用方法は、次のとおりです。

sqlplus <user/pwd> @wfntfsh <notification_id>

wfprot.sql
wfprot.sqlを使用すると、指定した項目タイプに関連したすべてのオブジェクトの保護レベ
ルを再設定できます。

このスクリプトの使用方法は、次のとおりです。

sqlplus <user/pwd> @wfprot <item_type> <protection_level>

<Item_type>を、保護レベルを再設定する項目タイプに置き換え、<protection_
level>を新しい保護レベルに置き換えます。

wfqclean.sql
wfqclean.sqlを使用して、システム表のワークフロー・キューのクリーン・アップができま
す。

wfqclean.sqlスクリプトの使用方法は、次のとおりです。

sqlplus system/manager @wfqclean <un>

<un>を、ORA-00600エラーが発生するスキーマのユーザー名に置き換えてください。

注意注意注意注意 : ある項目タイプのすべてのオブジェクトの保護レベルを再設定す
ると、新規の保護レベルより上位のアクセス・レベルで操作するユーザー
は、その項目タイプの各オブジェクトをカスタマイズできなくなります。

注意注意注意注意 : このスクリプトが必要になるのは、リリース 8.1.5以前の Oracle8
で、wfqued.sqlを使用して事前にワークフロー・キューを削除せずに、
ユーザーまたは表領域を削除した場合のみです。wfqued.sqlスクリプト
は、Oracle Workflowの sqlサブディレクトリにあります。以前のバー
ジョンの Oracle8で、DROP USER CASCADEコマンドや DROP 
TABLESPACE INCLUDING CONTENTSコマンドを使用すると、システ
ム表にキュー・データが残り、その結果、キューを再作成すると、
ORA-00600エラーになります。これを回避するには、常に wfqued.sqlを
実行してキューを削除してから、ユーザーまたは表領域を削除してくださ
い。
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wfrefchk.sql
wfrefchk.sqlを使用して、外部キーに対する主キー・データのない、無効なワークフロー・
データを検索できます。

sqlplus <user/pwd> @wferfchk

wfretry.sql
wfretry.sqlを使用すると、特定プロセスのインスタンスに関してエラーが発生したアクティ
ビティのリストを表示し、そのアクティビティをスキップするか、再試行するか、または再
設定するかを指定できます。

このスクリプトの使用方法は、次のとおりです。

sqlplus <user/pwd> @wfretry <item_type> <item_key>

項目タイプと項目キーを指定して、特定の項目またはプロセスのインスタンスを識別しま
す。このスクリプトでは、最初に、エラーが発生したアクティビティのラベル名別リストが
戻されます。次に、スキップ、再試行または再設定するアクティビティのラベル名を求める
プロンプトが表示されます。スキップするように選択した場合は、スキップするアクティビ
ティの結果も指定する必要があります。

wfrmall.sql
wfrmall.sqlを使用すると、Oracle Workflowの設計時と実行時のすべての表の全データを削
除できます。

このスクリプトの使用方法は、次のとおりです。

sqlplus <user/pwd> @wfrmall

注意注意注意注意 : このスクリプトでは、WF_ENGINE HandleError APIがコールさ
れるため、実際には指定した項目タイプと項目キーに関連した任意のアク
ティビティのラベル名を指定して、ロールバックを実行できます。8-62
ページの「HandleError」を参照してください。

警告警告警告警告 : このスクリプトを実行すると、すべてのワークフロー定義が削除
されます。実行時と設計時の表からすべてのワークフロー・データを削除
することに絶対的な確信がない限り、このスクリプトは使用しないでくだ
さい。

このスクリプトを実行した後に、「標準」、「システム :  メール・システム」
および「システム :  エラー」項目タイプのワークフロー定義も再ロードす
る必要があります。各ワークフロー定義は、それぞれファイル
wfstd.wft、wfmail.wftおよび wferror.wftに格納されています。
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wfrmita.sql
wfrmita.sqlを使用して、指定した項目タイプ属性のワークフロー・データをすべて削除でき
ます。このスクリプトを実行すると、削除対象の項目タイプと属性名の入力を求めるプロン
プトが表示されます。または、Oracle Workflow Builderを使用して、ファイルまたはデー
タベースに格納されたワークフロー定義から、項目タイプ属性を削除することもできます。

このスクリプトの使用方法は、次のとおりです。

sqlplus <user/pwd> @wfrmita

wfrmitms.sql
wfrmitms.sqlを使用すると、Oracle Workflowの実行時の表から特定項目のステータス情報を
削除できます。このスクリプトを実行すると、指定した項目タイプと項目キーに関連したす
べてのデータを削除するか、指定した項目タイプと項目キーの完了したアクティビティの
データのみを削除するかの選択を求めるプロンプトが表示されます。

このスクリプトの使用方法は、次のとおりです。

sqlplus <user/pwd> @wfrmitms <item_type> <item_key>

wfrmitt.sql
wfrmitt.sqlを使用すると、Oracle Workflowの設計時と実行時のすべての表から、特定の項目
タイプの全データを削除できます。このスクリプトを実行すると、有効な項目タイプのリス
トから項目タイプを選択するように求めるプロンプトが表示されます。

このスクリプトの使用方法は、次のとおりです。

sqlplus <user/pwd> @wfrmitt

wfrmtype.sql
wfrmtype.sqlを使用すると、特定の項目タイプに関連したランタイム・データを削除できま
す。このスクリプトを実行すると、削除する項目タイプを有効な値リストから選択するよう
に求めるプロンプトが表示されます。次に、指定した項目タイプに関連したすべてのデータ
を削除するか、または指定した項目タイプの完了したアクティビティと項目のデータのみ削
除するかが確認されます。

このスクリプトの使用方法は、次のとおりです。

sqlplus <user/pwd> @wfrmtype

警告警告警告警告 : このスクリプトを実行すると、指定した項目タイプのワークフ
ロー・データがすべて削除されます。
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wfrun.sql
wfrun.sqlを使用すると、指定したプロセスを作成して開始できます。

このスクリプトの使用方法は、次のとおりです。

sqlplus <user/pwd> @wfrun <item_type> <item_key> <process_name>

wfstat.sql
wfstat.sqlを使用すると、指定した項目の開発者用ステータス・レポートを表示できます。出
力は半角英数字で 1行当り 132文字です。

このスクリプトの使用方法は、次のとおりです。

sqlplus <user/pwd> @wfstat <item_type> <item_key>

wfstatus.sql
wfstatus.sqlを使用すると、指定した項目のエンド・ユーザー用ステータス・レポートを表示
できます。出力は半角英数字で 1行当り 132文字です。

このスクリプトの使用方法は、次のとおりです。

sqlplus <user/pwd> @wfstatus <item_type> <item_key>

wfstdchk.sql
wfstdchk.sqlを使用して、Oracle Workflowデータ・モデルで検出された問題のチェックと
レポートができます。たとえば、このスクリプトは、無効な関数を参照する関数アクティビ
ティをレポートし、各ワークフロー・プロセス定義オブジェクト表を検索して、各行に有効
な内部名と表示名が入っているかどうかを検証します。

このスクリプトの使用方法は、次のとおりです。

sqlplus <user/pwd> @wfstdchk

wfver.sql
wfver.sqlを使用すると、インストールされている Oracle Workflow Serverのバージョン、
Oracle Workflow PL/SQLパッケージのステータスとバージョン、および Oracle Workflow
ビューのバージョンを表示できます。

このスクリプトの使用方法は、次のとおりです。

sqlplus <user/pwd> @wfver
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様々な SQLスクリプト
wfverchk.sql
wfverchk.sqlを使用するのは、同時にアクティブになっている複数バージョンのアクティビ
ティが、ワークフロー・プロセスで起きている問題の原因と思われる場合です。このスクリ
プトは、複数バージョンが同時にアクティブであるように見える原因となっている、アク
ティビティのエラーを識別します。

このスクリプトの使用方法は、次のとおりです。

sqlplus <user/pwd> @wfverchk

wfverupd.sql
wfverupd.sqlを使用すると、複数バージョンのアクティビティが同時にアクティブになって
いることが原因で、ワークフロー・プロセスで起きている問題を解決できます。このスクリ
プトは、複数バージョンが同時にアクティブであるように見える原因となっている、アク
ティビティのエラーを識別し、修正します。

このスクリプトの使用方法は、次のとおりです。

sqlplus <user/pwd> @wfverupd
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様々な SQLスクリプト
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Oracle Workflow Builderのメニューと ツール
A

Oracle Workflow Builderのメニューとのメニューとのメニューとのメニューと

ツールバーツールバーツールバーツールバー

付録 Aでは、Oracle Workflow Builderのメニューとツールバーについて説明します。
バー A-1



Oracle Workflow Builderのメニューのメニューのメニューのメニュー
Oracle Workflow Builderのメイン・メニュー・バーには、次のメニューが含まれています。

� ファイル

� 編集

� 表示

� ウィンドウ

� ヘルプ

「ファイル」メニュー「ファイル」メニュー「ファイル」メニュー「ファイル」メニュー
「ファイル」メニューを使用すると、次のような処理を実行できます。

新規新規新規新規 項目タイプを作成するための新規作業領域を作成します。

クイック・スタークイック・スタークイック・スタークイック・スター
ト・ウィザードト・ウィザードト・ウィザードト・ウィザード

ワークフロー・プロセス定義の設計を開始できるフレームワークを
作成します。3-17ページの「クイック・スタート・ウィザードの概
要」を参照してください。

オープンオープンオープンオープン ... データベースやファイルへの接続を求めるプロンプトが表示され、
データ・ストアが開きます。3-11ページの「項目タイプのオープン
と保存」を参照してください。

ストアを閉じるストアを閉じるストアを閉じるストアを閉じる 選択したデータ・ストアを閉じます。このメニュー・オプションを
選択できるのは、ナビゲータがアクティブ・ウィンドウになってい
る場合に限られます。

保存保存保存保存 現在接続されているデータベースまたはファイルに変更内容を保存
します。3-11ページの「項目タイプのオープンと保存」を参照して
ください。

新規保存新規保存新規保存新規保存 オプションの有効日で指定したファイルまたはデータベースに変更
内容を保存します。
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「編集」メニュー「編集」メニュー「編集」メニュー「編集」メニュー
「編集」メニューは、ナビゲータ・ウィンドウが選択されているか、プロセス・ウィンドウ
が選択されているかに応じて変わります。次のメニュー・オプションが表示されるのは、ナ
ビゲータ・ウィンドウが選択されている場合に限り、オプションは「ナビゲータ」ウィンド
ウにのみ適用されます。

ショートカット作成ショートカット作成ショートカット作成ショートカット作成 Oracle Workflow Builderの現行セッションのデスクトップにショート
カット・アイコンを作成します。ショートカット名の入力を求める
プロンプトが表示されます。ショートカットを選択すると、Oracle 
Workflow Builderが実行され、ショートカットの作成時に選択した
データ・ストアに自動的に接続して項目タイプをロードし、その時
点でロードされて開いていたプロセス・ウィンドウが開きます。
データ・ストアがデータベースの場合は、ショートカットを実行す
ると、Oracle Workflow Builderの起動前に、データベースのパスワー
ド入力を求めるプロンプトが表示されます。この機能を使用できる
のは、Microsoft Windows 95またはWindows NT 4.0以上で Oracle 
Workflow Builderを実行する場合のみです。Microsoft Windows 
NTの旧バージョンでは、ショートカットの概念がサポートされて
いません。5-18ページの「ワークフロー・プロセスのショートカッ
ト・アイコンの作成」を参照してください。

検証検証検証検証 現行データ・ストア内のすべてのプロセス定義を検証します。「更
新」を使用して、プロセスの最新の検証レポートを表示します。
5-16ページの「プロセス定義の検証」を参照してください。

ダイアグラムの印刷ダイアグラムの印刷ダイアグラムの印刷ダイアグラムの印刷 アクティブなプロセス・ウィンドウに表示されているプロセス・ダ
イアグラムを印刷します。5-15ページの「プロセスの印刷」を参照
してください。

項目タイプの表示項目タイプの表示項目タイプの表示項目タイプの表示 /
非表示非表示非表示非表示

「項目タイプの表示」ウィンドウが表示され、現行データ・ストアの
どの項目タイプをナビゲータ・ツリーで表示または非表示にするか
を指定します。

データベースからデータベースからデータベースからデータベースから
ロールをロードロールをロードロールをロードロールをロード

Oracle Workflowディレクトリ・サービスのロールが、現行データ
ベース・ストアから Oracle Workflow Builderにロードされ、ナビ
ゲータ・ツリーの「ディレクトリ・サービス」ブランチや、ロール
を参照するプロパティ画面のドロップ・ダウン・フィールドから表
示できるようになります。このメニュー・オプションを選択できる
のは、現行データ・ストアがデータベースの場合に限られます。
5-18ページの「ロール」を参照してください。

終了終了終了終了 Oracle Workflow Builderを終了します。

新規新規新規新規 プロパティ画面を表示し、項目タイプ、関数アクティビティ、プロ
セス・アクティビティ、通知アクティビティ、メッセージ、選択肢
タイプ、選択肢コードまたは属性を新規作成します。
Oracle Workflow Builderのメニューと ツールバー A-3



次のメニュー・オプションが表示されるのは、プロセス・ウィンドウを選択している場合に
限られ、選択したプロセス・ウィンドウにのみ適用されます。

「表示」メニュー「表示」メニュー「表示」メニュー「表示」メニュー
「表示」メニューを使用すると、Oracle Workflow Builderの表示を変更できます。

コピーコピーコピーコピー 選択したオブジェクトをナビゲータ・ツリーにコピーします。

貼り付け貼り付け貼り付け貼り付け オブジェクトを、クリップボードからナビゲータ・ツリーで選択し
たブランチに貼り付けます。

削除削除削除削除 選択したオブジェクトをナビゲータ・ツリーから削除します。

検索検索検索検索 「検索」ウィンドウが表示され、検索基準を入力してナビゲータ・ツ
リーでオブジェクトを検索できます。3-5ページの「ナビゲータ・ツ
リーでのオブジェクトの検索」を参照してください。

再検索再検索再検索再検索 前に「検索」ウィンドウで定義したのと同じ基準を使用して、ナビ
ゲータ・ツリーでオブジェクトを検索します。

プロパティプロパティプロパティプロパティ 選択したオブジェクトのプロパティ画面を表示します。

プロセス詳細プロセス詳細プロセス詳細プロセス詳細 選択したプロセス・アクティビティのプロセス・ウィンドウを開き
ます。

属性の移動属性の移動属性の移動属性の移動 選択した属性をリスト内で上下に移動し、ナビゲータ・ツリーの現
在のブランチに表示されている属性の順序を変更します。

選択の削除選択の削除選択の削除選択の削除 選択したオブジェクトをプロセス・ウィンドウから削除します。

プロパティプロパティプロパティプロパティ 選択したアクティビティ・ノードのプロパティ画面を表示します。

ダイアグラムのダイアグラムのダイアグラムのダイアグラムの
コピーコピーコピーコピー

アクティブなプロセス・ウィンドウに表示されているプロセス・ダ
イアグラムを、クリップボードにコピーします。5-15ページの「プ
ロセス・ダイアグラムをクリップボードにコピー」を参照してくだ
さい。

フォントフォントフォントフォント 「フォント」プロパティ画面を表示します。このプロパティ画面を使
用して、「ナビゲータ」ウィンドウやプロセス・ウィンドウに表示さ
れるテキストのフォントの設定を変更します。変更は、それ以降の
すべての Oracle Workflow Builderセッションに適用されます。5-17
ページの「Oracle Workflow Builderのフォントの変更」を参照して
ください。

ログログログログ -> 表示表示表示表示 「ログ」ウィンドウの表示と非表示を切り替えます。「メッセージ・
ログ」ウィンドウには、ワークフロー・ビルダーからのエラーと無
関係なメッセージが表示されます。
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ログログログログ -> 詳細詳細詳細詳細 Oracle Workflow Builderのデバッグ・モードのオンとオフを切り替え
ます。「詳細」をオンにすると、デバッグ・モードがオンになり、よ
り詳細なメッセージが「ログ」ウィンドウに書き込まれます。この
モードをオンにすると Oracle Workflow Builderのパフォーマンスが
大幅に低下するため、オラクル社カスタマ・サポート・センターの
担当者から特に指示がない限り、「詳細」をオンにしないでくださ
い。

ログログログログ -> ファイルにファイルにファイルにファイルに
保存保存保存保存

「メッセージ・ログ」ウィンドウの今後の内容がすべてファイルに書
き込まれます。「表示」メニューから「ログ表示」を選択して、ロ
グ・ファイルの位置と名前を指定します。

ログログログログ -> 手前に表示手前に表示手前に表示手前に表示 「メッセージ・ログ」ウィンドウがアクティブ・ウィンドウとして一
番手前に表示されます。

グリッド指定グリッド指定グリッド指定グリッド指定 すべてのプロセス・ウィンドウのグリッド表示のオンとオフを切り
替えます。

「デザイナのラベル「デザイナのラベル「デザイナのラベル「デザイナのラベル
表示」サブメニュー表示」サブメニュー表示」サブメニュー表示」サブメニュー

オプションのサブメニューを使用すると、アクティビティのラベル
に表示される情報を制御できます。「インスタンス・ラベル」、「内部
名」、「実行者」または「コメント」を選択します。

デザイナのラベル表デザイナのラベル表デザイナのラベル表デザイナのラベル表
示示示示 -> インスタンス・インスタンス・インスタンス・インスタンス・
ラベルラベルラベルラベル

プロセス・ダイアグラム内のアクティビティ・ノードのラベルとし
て、ノード・ラベルを使用します。この設定は、特に変更するまで、
すべてのプロセス・ダイアグラムとすべてのOracle Workflow Builder
セッションに適用されます。

デザイナのラベル表デザイナのラベル表デザイナのラベル表デザイナのラベル表
示示示示 -> 内部名内部名内部名内部名

プロセス・ダイアグラム内のアクティビティ・ノードのラベルとし
て、アクティビティの内部名を使用します。この設定は、特に変更
するまで、すべてのプロセス・ダイアグラムとすべての Oracle 
Workflow Builderセッションに適用されます。

デザイナのラベル表デザイナのラベル表デザイナのラベル表デザイナのラベル表
示示示示 -> 表示名表示名表示名表示名

プロセス・ダイアグラム内のアクティビティ・ノードのラベルとし
て、アクティビティの表示名を使用します。この設定は、特に変更
するまで、すべてのプロセス・ダイアグラムとすべての Oracle 
Workflow Builderセッションに適用されます。

デザイナのラベル表デザイナのラベル表デザイナのラベル表デザイナのラベル表
示示示示 -> 実行者実行者実行者実行者

プロセス・ダイアグラム内のアクティビティのラベルとして、アク
ティビティの実行者を使用します。実行者が存在しない関数アク
ティビティとプロセス・アクティビティには、ラベルは表示されま
せん。この設定は、特に変更するまで、すべてのプロセス・ダイア
グラムとすべての Oracle Workflow Builderセッションに適用されま
す。

ラベルの表示ラベルの表示ラベルの表示ラベルの表示 ->
コメントコメントコメントコメント

プロセス・ダイアグラム内のアクティビティ・ノードのラベルとし
て、そのアクティビティのコメントを使用します。コメントが付い
ていないアクティビティには、ラベルは表示されません。この設定
は、特に変更するまで、すべてのプロセス・ダイアグラムとすべて
の Oracle Workflow Builderセッションに適用されます。
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アクティブ・ウィンドウが「ナビゲータ」ウィンドウの場合は、次のメニュー・オプション
も表示されます。

アクティブ・ウィンドウがプロセス・ウィンドウの場合は、次のメニュー・オプションも表
示されます。

「ウィンドウ」メニュー「ウィンドウ」メニュー「ウィンドウ」メニュー「ウィンドウ」メニュー
「ウィンドウ」メニューには、開いているすべてのアプリケーション・ウィンドウの名前が
表示されます。ウィンドウ名を選択して、ウィンドウをアクティブにします。また、次のメ
ニュー項目も選択できます。

開発者モード開発者モード開発者モード開発者モード 表示を標準のプレゼンテーション・モードと開発者モードに切り替
えます。開発者モードでは、アイコンはすべて特定のオブジェク
ト・タイプ /サブタイプのデフォルト・アイコンに戻り、サブプロ
セスにはトップ・レベルのプロセス・アイコンと異なるアイコンが
表示され、ナビゲータ・ツリーでは、オブジェクトが内部名で表示
およびソートされます。属性は内部名で表示されますが、ソートは
されないので注意してください。

ウィンドウを分割ウィンドウを分割ウィンドウを分割ウィンドウを分割 ナビゲータ・ウィンドウを縦方向または横方向に分割します。

概要概要概要概要 プロセスの「概要」ウィンドウを表示します。5-14ページの「プロ
セス概要の表示」を参照してください。

ナビゲータでナビゲータでナビゲータでナビゲータで
プロセスを表示プロセスを表示プロセスを表示プロセスを表示

このメニュー・オプションを選択すると、プロセス・ダイアグラ
ム・ウィンドウに表示されている現行プロセスに対応するプロセ
ス・アクティビティが、ナビゲータ・ウィンドウに表示されます。

オーバーレイ・オーバーレイ・オーバーレイ・オーバーレイ・
イメージの表示イメージの表示イメージの表示イメージの表示

アイコンにオーバーレイ・イメージがある場合、その表示または非
表示を切り替えます。たとえば、プロセスの「開始」アクティビ
ティと「終了」アクティビティには、それぞれ緑と赤の矢印のオー
バーレイ・イメージがあります。

重ねて表示重ねて表示重ねて表示重ねて表示 開いているウィンドウがカスケード表示（重ねて表示）されます。

並べて表示並べて表示並べて表示並べて表示 開いているウィンドウがタイル表示（並べて表示）されます。
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「ヘルプ」メニュー「ヘルプ」メニュー「ヘルプ」メニュー「ヘルプ」メニュー
「ヘルプ」メニューを使用すると、Oracle Workflowの使用方法に関するヘルプを表示できま
す。

Oracle Workflow Builderのツールバーのツールバーのツールバーのツールバー
Oracle Workflow Builderでは、ナビゲータ・ウィンドウとプロセス・ウィンドウにツール
バーが表示されます。

ナビゲータのツールバーナビゲータのツールバーナビゲータのツールバーナビゲータのツールバー
ナビゲータのツールバーには、次のボタンが含まれ、ナビゲータ・ツリーから選択したオブ
ジェクトにのみ適用されます。

新規ストア新規ストア新規ストア新規ストア : ナビゲータ・ツリーに新規のデータ・ストアのブランチが作成されま
す。

オープンオープンオープンオープン : 「オープン」ウィンドウを表示し、ファイルまたはデータベースから保
存されている項目タイプを開きます。

上書き保存上書き保存上書き保存上書き保存 : 選択したデータ・ストアの変更内容が、現在接続中のデータベースま
たはファイルに保存されます。選択したデータ・ストアがデータベースやファイル
に接続されていない場合は、「開く」ウィンドウを表示してデータベースやファイ
ルに接続します。

削除削除削除削除 : 選択したオブジェクトを削除します。

プロパティプロパティプロパティプロパティ : 選択したオブジェクトのプロパティ画面を表示します。

コピーコピーコピーコピー : 選択したオブジェクトをコピーします。

貼り付け貼り付け貼り付け貼り付け : コピーしたオブジェクトを現行オブジェクト・ブランチに貼り付けます。

検証検証検証検証 : プロセス定義を検証します。

開発者モード開発者モード開発者モード開発者モード : 「開発者」と「プレゼンテーション」の表示を切り替えます。

検索検索検索検索 : 「検索」ウィンドウを表示し、検索基準を指定してナビゲータ・ツリーでオ
ブジェクトを検索します。

目次目次目次目次 Oracle Workflowの使用方法のヘルプを表示します。

Oracle Workflowのののの
バージョン情報バージョン情報バージョン情報バージョン情報

Oracle Workflow Builderの現行バージョンとアクセス・レベルを表示
します。「アクセス・レベル」フィールドでアクセス・レベルを編集
し、「OK」を選択して変更を適用することもできます。
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クイック・スタート・ウィザードクイック・スタート・ウィザードクイック・スタート・ウィザードクイック・スタート・ウィザード : クイック・スタート・ウィザードを実行し、
ワークフロー・プロセス定義の作成を開始します。

ヘルプヘルプヘルプヘルプ : Oracle Workflowの使用方法のヘルプを表示します。

新規オブジェクト新規オブジェクト新規オブジェクト新規オブジェクト : 選択したオブジェクト・ブランチ（項目タイプ、「プロセス」、
「通知」、「関数」、「メッセージ」または「選択肢タイプ」）に応じて、そのオブジェ
クト・タイプのプロパティ画面が表示され、オブジェクトを新規作成します。

「プロセス」ウィンドウのツールバー「プロセス」ウィンドウのツールバー「プロセス」ウィンドウのツールバー「プロセス」ウィンドウのツールバー
プロセス・ウィンドウのツールバーには、次のボタンが含まれ、現行のプロセス・ウィンド
ウから選択したオブジェクトにのみ適用されます。

オープンオープンオープンオープン : 「オープン」ウィンドウを表示し、ファイルまたはデータベースから保
存されている項目タイプを開きます。

上書き保存上書き保存上書き保存上書き保存 : 選択したデータ・ストアの変更内容が、現在接続中のデータベースま
たはファイルに保存されます。選択したデータ・ストアがデータベースやファイル
に接続されていない場合は、「開く」ウィンドウを表示してデータベースやファイ
ルに接続します。

ダイアグラムの印刷ダイアグラムの印刷ダイアグラムの印刷ダイアグラムの印刷 : 現行のプロセス・ダイアグラムを印刷します。

新規プロセス新規プロセス新規プロセス新規プロセス : プロセス・アクティビティ・ノードのプロパティ画面を表示し、新
規プロセス・アクティビティを作成します。

新規通知新規通知新規通知新規通知 : 通知アクティビティ・ノードのプロパティ画面を表示し、新規通知アク
ティビティを作成します。

新規関数新規関数新規関数新規関数 : 関数アクティビティ・ノードのプロパティ画面を表示し、新規関数アク
ティビティを作成します。

選択の削除選択の削除選択の削除選択の削除 : 選択したオブジェクトを削除します。

プロパティプロパティプロパティプロパティ : 選択したオブジェクトのプロパティ画面を表示します。

開発者モード開発者モード開発者モード開発者モード : 「開発者」と「プレゼンテーション」の表示を切り替えます。

検索検索検索検索 : プロセスの「概要」ウィンドウを表示します。

インスタンス・ラベルの表示インスタンス・ラベルの表示インスタンス・ラベルの表示インスタンス・ラベルの表示 : プロセス・ウィンドウのノード・アクティビティ・
ラベルとして、インスタンス・ラベルを表示します。

内部名の表示内部名の表示内部名の表示内部名の表示 : プロセス・ウィンドウのノード・アクティビティ・ラベルとして、
ノードの内部名を表示します。
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表示名の表示表示名の表示表示名の表示表示名の表示 : プロセス・ウィンドウのノード・アクティビティ・ラベルとして、
ノードの表示名を表示します。

コメントの表示コメントの表示コメントの表示コメントの表示 : プロセス・ウィンドウのノード・アクティビティ・ラベルとして、
ノードのコメントを表示します。

実行者の表示実行者の表示実行者の表示実行者の表示 : プロセス・ウィンドウのノード・アクティビティ・ラベルとして、
ノードの実行者を表示します。

ヘルプヘルプヘルプヘルプ : Oracle Workflowの使用方法のヘルプを表示します。
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Oracle Applications embedded Work
B

Oracle Applications embedded Workflow

付録 Bでは、Oracle Applicationsおよび Oracle Self-Service Web Applicationsに埋め込まれ
ているワークフローと、各ワークフローのカスタマイズに関するオラクル社のサポート・ポ
リシーについて説明します。
flow B-1



Oracle Applicationsと Oracle Self-Service Web Applications埋込みの事前定義済みのワークフロー
Oracle Applicationsとととと Oracle Self-Service Web Applications
埋込みの事前定義済みのワークフロー埋込みの事前定義済みのワークフロー埋込みの事前定義済みのワークフロー埋込みの事前定義済みのワークフロー

次に挙げる事前定義済みのワークフロー・プロセスは、Oracle Workflowを使用してカスタ
マイズできます。各ワークフローの詳細は、各製品のユーザーズ・ガイドまたは構成ガイド
を参照してください。

Application Implementation Wizard
Application Implementation Wizardには、一連のワークフロー・プロセスが表示されるた
め、指示に従って Oracle Applicationsを設定し、実装できます。また、このウィザードを使
用すると、各タスクを実行し、インストールに合せて相互に依存する Oracle Applicationsを
構成できます。実装作業を容易に進行できるように、Application Implementation Wizard
では類似する設定タスクが論理グループにまとめられています。

ウィザードに表示される手順の順序は、実装するアプリケーション・モジュールによって決
まります。このため、複数のアプリケーション・モジュールを実装する場合に、重複する設
定手順を実行する必要がなくなります。

ワークフロー・プロセスの詳細と使用方法は、『Oracle Application Implementation Wizard
ユーザーズ・ガイド』を参照してください。

Oracle Application Object Library
Oracle Application Object Libraryには、コンカレント・マネージャの処理を Oracle 
Applicationsのワークフロー・プロセスに統合するときに使用できるように、一連の「標
準」関数アクティビティが用意されています。これらの「標準」関数アクティビティは、コ
ンカレント・マネージャ関数の項目タイプに関連付けられています。6-13ページの「コンカ
レント・マネージャの標準アクティビティ」を参照してください。

注意注意注意注意 : Oracle Applicationsの製品には、Account Generatorの機能を使用
して、動的に会計フレックスフィールドの組合せを作成するものもありま
す。Account Generatorには、あらかじめ定義されている汎用的なワーク
フロー関数が用意されており、それぞれの Oracle Application製品では、
事前に定義した Account Generatorのプロセス内でこれを使用します。こ
こでは、各製品に関する Account Generatorのプロセスについては記載し
ていません。詳細は各製品のユーザーズ・ガイドに記載されています。
Account Generator機能の一般的な内容については、『Oracle Applications
フレックスフィールド・ガイド』を参照してください。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : B-9ページ「定義済みのワークフローに対するオラクル社のサ
ポート・ポリシー」
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Oracle Business Intelligence System
BIS例外管理例外管理例外管理例外管理 : 汎用的なワークフロー・プロセスで、BISカスタマが Performance 
Management Frameworkの一部として使用するためのテンプレートです。実際のパフォー
マンスが、要求するパフォーマンス要件を満たさない場合は、このプロセスによって、埋込
みレポート URLを使用した基本的な処置の通知が送信されます。OBIS Corrective Actionの
項目タイプの他のすべてのプロセスは、BIS例外管理に類似しています。

Oracle Self-Service Expenses
経費精算プロセス経費精算プロセス経費精算プロセス経費精算プロセス : Oracle Self-Service Expensesでは、経費精算ワークフロー・プロセスを
使用し、Self-Service Expensesに入力された経費精算書に対してマネージャの承認および経
理担当者の検査を行います。経費精算プロセスは、ユーザーが経費精算書を送信したタイミ
ングで起動され、経費精算書が却下または承認された時点で終了します。承認された場合
は、経費精算プロセスによって、経費精算書が買掛 /未払金請求書インポート・プロセスで
使用できるようになります。経費精算書プロセスは、マネージャの承認および経理担当者の
検査中のキー・イベントで、従業員に通知を行います。

Oracle Self-Service Human Resources
応募者内定承認プロセス応募者内定承認プロセス応募者内定承認プロセス応募者内定承認プロセス : 「ライン・マネージャ・ダイレクト・アクセス」の「応募者内定」
オプションを使用して提示された内定が、承認階層の該当するマネージャに送信されます。
承認階層の最後の承認者が内定を承認すると、内定通知を印刷、署名し、応募者に送信して
応募者の応答を待つようにという通知が、ワークフローによって人事部門に送られます。応
募者が内定に応答すると、元のマネージャに通知され、ワークフローが完了します。このプ
ロセスの実行中は、内定のステータスが元のマネージャに絶えず通知されます。

キャリア・マネージメント・レビュー・プロセスキャリア・マネージメント・レビュー・プロセスキャリア・マネージメント・レビュー・プロセスキャリア・マネージメント・レビュー・プロセス : レビュー担当者に「評価と査定」の通知
が送信されます。

360度評価プロセス度評価プロセス度評価プロセス度評価プロセス : 特定の人に、グループの一員として評価を行う必要があるという通知
を送信します。

その他のプロセスその他のプロセスその他のプロセスその他のプロセス : Oracle Self-Service HRには、従業員およびマネージャが、承認された個
人情報の詳細をWeb上で参照、更新および表示するプロセスが含まれています。具体的に
は、次の情報が対象となります。

� 基本詳細（名前、婚姻区分など）

� 住所

� 電話番号

� 連絡先

� 履歴書

� 資格

� 個人コンピテンス・プロファイル
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� 学校と大学就学

� 勤務選択

Oracle Self-Service HRには、従業員がクラスに登録するプロセス、および応募するプロセス
も含まれています。

Oracle Self-Service Purchasing
入金確認プロセス入金確認プロセス入金確認プロセス入金確認プロセス : 申請者に対して、それぞれの申請が受理されたことを表す受領通知を送
信します。このプロセスは、発注受入確認ワークフローとしても機能します。

「購買依頼承認」プロセス「購買依頼承認」プロセス「購買依頼承認」プロセス「購買依頼承認」プロセス : Web購買から作成された購買申請が承認のために該当するマ
ネージャに送信され、購買申請のステータスが更新されます。

Oracle Web Customers
Customer Self-Service登録承認プロセス登録承認プロセス登録承認プロセス登録承認プロセス: Oracle Web Customersでは、ゲストをログオンさせ
て、会社の顧客担当として登録できます。このプロセスでは、Webストアーの所有者によっ
て定義された適切なアカウント承認者に通知がルーティングされ、登録が検証され、承認さ
れます。アカウント承認者が登録を承認すると、「Webユーザー・ログオン」および「受注
システム顧客勘定」用のゲストのアカウントがアクティブ化されます。アカウント承認者が
登録を却下すると、両方のアカウントが非アクティブ化されます。ゲストが顧客レジストリ
内で重複の可能性がある担当として識別されている場合、このプロセスではWebストアー
のアカウント管理者が要求を既存の担当に関連付けて、その要求を新規担当登録として受け
入れるか、またはすべての要求を一括して却下できます。

受注レビュー・プロセス受注レビュー・プロセス受注レビュー・プロセス受注レビュー・プロセス : Oracle Web Customersでは、Web上で受注入力を検証するレ
ビュー担当を設定できます。このプロセスでは、受注通知が承認のためにレビュー担当に
ルーティングされます。承認されると、見積が記帳され、受注ステータスが「保存済」に変
更されます。それ以外の場合、受注は却下されます。どちらの場合も、顧客、または顧客か
らの受注を作成した営業担当に、適切な通知が送信されます。

Oracle Web Suppliers
Supplier Self-Service登録承認プロセス登録承認プロセス登録承認プロセス登録承認プロセス : Oracle Web Suppliersでは、ゲストをログオンさせ
て、会社の仕入先担当として登録できます。このプロセスでは、登録の検証と承認のため
に、該当するアカウント承認者に通知がルーティングされます。承認者が登録を承認する
と、「Supplier Webユーザー」アカウントがアクティブ化されます。アカウント承認者が登
録を却下すると、そのアカウントは非アクティブ化されます。

Oracle Engineering
設計変更プロセス設計変更プロセス設計変更プロセス設計変更プロセス : 設計変更が適切な承認担当に送信されます。
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Oracle General Ledger
仕訳承認プロセス仕訳承認プロセス仕訳承認プロセス仕訳承認プロセス : 仕訳を転記する前に承認できます。承認階層を作成し、ユーザーごとに
承認限度を定義します。「仕訳承認」プロセスでは、承認階層に基づいて仕訳が適切なユー
ザーに自動的にルーティングされます。

戻し処理自動配賦プロセス戻し処理自動配賦プロセス戻し処理自動配賦プロセス戻し処理自動配賦プロセス : GL配賦プロセスを開始し、GL一括配賦プロセスまたは GL定
型仕訳プロセスに対するバッチを指定します。これらのプロセスでは、バッチを検証して
バッチに対して承認が必要かどうかを判断します。必要な場合には、承認者に対してバッチ
を発行し、承認結果をそれぞれに通知します。エラーが発生した場合は、担当者および責任
者が、戻し処理自動配賦プロセスのロールバックを実行し、転記された仕訳を取り消すこと
ができます。

グローバル会社間システムグローバル会社間システムグローバル会社間システムグローバル会社間システム : グローバル会社間システムは、以前は CENTRAと呼ばれてい
たもので、リリース 11iで機能が拡張されています。ここでは、複数の企業が会社間の取引
を行うための環境が用意されています。送り側の会社が会社間取引を開始すると、ワークフ
ロー・プロセスによって、受け側の会社に取引が通知されます。受け側の会社が取引を承認
または却下すると、送り側の会社に通知されます。また、金額の範囲を設定して、通知の金
額を制限することも、金額の多い取引のみを承認者に通知することもできます。

Oracle Federal Human Resources
GHR人事アクション・プロセス人事アクション・プロセス人事アクション・プロセス人事アクション・プロセス : データ・エントリの人事申請処理 RPAフォームをルー
ティングできるようにし、署名、および最終的な承認前の検討を行って、データベースを更
新します。ユーザーは、エージェントの実行に基づいて、個人、グループボックスまたは
ルーティング・グループのルーティング・リストに RPAを送信できます。RPAがルーティ
ングされると、処理の履歴が記録されます。履歴を参照すると、実行された処理、実行者お
よび実行日がわかります。

GHR職階の摘要プロセス職階の摘要プロセス職階の摘要プロセス職階の摘要プロセス : データ・エントリの職階摘要フォームをルーティングできるよ
うにし、署名、検討および分類を行います。ユーザーは、エージェントの実行に基づいて、
個人、グループボックスまたはルーティング・グループのルーティング・リストに職階摘要
フォームを送信できます。職階摘要フォームがルーティングされると、処理の履歴が記録さ
れます。履歴を参照すると、実行された処理、実行者および実行日がわかります。

GHR等級変更プロセス等級変更プロセス等級変更プロセス等級変更プロセス : 職階変更（WGI）の処理を、手動の作業を介さずに自動化できる
ようにします。デフォルトのWGIプロセスは、WGIが承認されたことを Personnel Officeに
自動的に通知するため、ユーザーは応答する必要がありません。WGIプロセスは、導入の際
にエージェントの実行に基づいて様々な方法で設定できます。

Oracle Human Resources
 タスク・フロー項目タイプタスク・フロー項目タイプタスク・フロー項目タイプタスク・フロー項目タイプ : Oracle Human Resourcesには、あらかじめ定義されている
ワークフロー（HR Task Flow）の項目タイプが用意されており、これを使用してタスク・フ
ローを設定できます。HR Task Flowの項目タイプには、HRアプリケーションの各ウィンド
ウの関数アクティビティが含まれており、このアクティビティによって 1つのタスク・フ
ローに統合できます。これらの定義済みの関数アクティビティを使用して、それぞれのタス
ク・フローに対するワークフロー・プロセスをモデル化できます。また、関数アクティビ
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ティにはアクティビティ属性が含まれており、この属性の設定によって、対象のアプリケー
ション・ウィンドウで、ボタン・ラベルの作成やボタンの位置定義を行うことができます。

HR Task Flowの項目タイプでは、タスク・フローを設定および管理するためのフォームを使
用することもできます。Oracle Workflowと統合すると、グラフィカルな Oracle Workflow 
Builderを使用し、一連のウィンドウを簡単に設計および作成できます。

Oracle Order Entry
ATO発注変更管理プロセス発注変更管理プロセス発注変更管理プロセス発注変更管理プロセス : このプロセスは、受注 /出荷プロセスのナビゲータ・フローで
す。ここでは、わかりやすいグラフィカル・ユーザー・インタフェースを使用して、受注組
立（ATO）の顧客に対する受注プロセスの変更を効率的に行うことができます。また、この
プロセスでは、複数のアプリケーション間での受注プロセスの変更を効率よく行うことが可
能で、完全なビジネス・サイクルが含まれています。

Oracle Payables
APオープン・インタフェース・インポート・プロセスオープン・インタフェース・インポート・プロセスオープン・インタフェース・インポート・プロセスオープン・インタフェース・インポート・プロセス : オープン・インタフェース表の
データの検証が自動化されます。たとえば、このプロセスを修正し、オープン・インタ
フェース表内ですべての会計コード組合せを検証できます。無効なコード組合せがある場合
は、その通知を指定したユーザーに送信して訂正させることができます。必要であれば、無
効なコード組合せを明示したデフォルト値で上書きするように、このプロセスを設定できま
す。Oracle Workflowを使用すると、特定の業務要件にあわせてワークフロー・ルールを追
加することも可能です。請求書は、このプロセスを通過すると、Oracle Payables 
Applicationの表にインポートする準備ができたことになります。

クレジット・カード取引従業員プロセスクレジット・カード取引従業員プロセスクレジット・カード取引従業員プロセスクレジット・カード取引従業員プロセス : クレジット・カード取引がカード所有者に通知さ
れ、確認されます。Oracle Payablesでは、「クレジット・カード取引検証および例外レポー
ト」を発行すると、このプロセスが開始されます。このプロセスでは、従業員のクレジッ
ト・カードによって作成された取引がその従業員に通知され、従業員に取引情報が確認され
ます。

クレジット・カード取引マネージャ・プロセスクレジット・カード取引マネージャ・プロセスクレジット・カード取引マネージャ・プロセスクレジット・カード取引マネージャ・プロセス : クレジット・カード取引がカード所有者の
マネージャに通知され、確認されます。Oracle Payablesでは、クレジット・カード取引従業
員ワークフロー・プロセスが実行されると、このプロセスが開始されます。クレジット・
カード取引マネージャ・ワークフロー・プロセスでは、従業員のクレジット・カードによっ
て作成された取引がマネージャに通知され、マネージャがその取引を承認する必要があるか
どうかが決定されます。

経費精算プロセス経費精算プロセス経費精算プロセス経費精算プロセス : Oracle Payablesでは、経費精算ワークフロー・プロセスを使用して、
Self-Service Expensesに入力された経費精算書に対してマネージャの承認および会計の検討
を行います。経費精算プロセスは、ユーザーが経費精算書を送信したタイミングで起動さ
れ、経費精算書が却下または承認された時点で終了します。承認された場合は、経費精算プ
ロセスによって、経費精算書が買掛 /未払金請求書インポート・プロセスで使用できるよう
になります。経費精算書プロセスは、マネージャの承認および会計の検討時のキー・イベン
ト・ポイントで、従業員に通知を行います。
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Oracle Planning
計画例外メッセージ・プロセス計画例外メッセージ・プロセス計画例外メッセージ・プロセス計画例外メッセージ・プロセス : 仕入先、得意先の担当者または社内の担当者に対して、計
画の例外を通知し、通知を受信した担当者が、対象の計画例外に対して適切な処置を開始で
きるようにします。

Oracle Projects
プロジェクト承認とステータス変更プロセスプロジェクト承認とステータス変更プロセスプロジェクト承認とステータス変更プロセスプロジェクト承認とステータス変更プロセス : プロジェクトがルーティングされ、該当する
ユーザーにプロジェクト・ステータスの変更が通知されます。たとえば、プロジェクトを承
認処理のために送信したり、プロジェクトの完了時に該当する担当者に通知できます。該当
するステータスの変更のみでなく、プロジェクトのルーティング先となる担当者の決定に使
用するワークフローを選択します。

予算承認プロセス予算承認プロセス予算承認プロセス予算承認プロセス : プロジェクト予算が承認処理とベースライン化のためにルーティングさ
れます。予算タイプのみでなく、予算のルーティング先となる担当者の決定に使用するワー
クフローを選択します。

Oracle Project Manufacturing
間接間接間接間接 /資本プロジェクト定義プロセス資本プロジェクト定義プロセス資本プロジェクト定義プロセス資本プロジェクト定義プロセス : このプロセスは、プロジェクト製造プロジェクト定
義プロセスのナビゲータ・フローの一部として機能します。このプロセスでは、Oracle 
Project Manufacturingで使用する間接または資本タイプのプロジェクトを設定するときに必要
な一連の手順の説明が表示されます。

契約プロジェクト定義プロセス契約プロジェクト定義プロセス契約プロジェクト定義プロセス契約プロジェクト定義プロセス : このプロセスは、プロジェクト製造プロジェクト定義プロ
セスのナビゲータ・フローの一部として機能します。このプロセスでは、Oracle Project 
Manufacturingで使用する契約タイプのプロジェクトを設定するときに必要な一連の手順に関
する説明が表示されます。

Oracle Process Manufacturing
品質管理サンプル作成通知プロセス品質管理サンプル作成通知プロセス品質管理サンプル作成通知プロセス品質管理サンプル作成通知プロセス : 特定のトランザクションのパラメータ（Organization、
Warehouse、Itemなど）に関連付けられている適切なユーザーに対して通知を行い、Oracle 
Process Manufacturingの Product Development Moduleに対して品質保証のためのサンプ
ルを作成するように要求します。このワークフロー・プロセスでは、Oracle Process 
Manufacturingの特別な在庫トランザクションが開始されます。ユーザーは、通知から直接
サンプル作成フォームを起動して、品質管理のサンプルを作成できます。

品質管理サンプル検収プロセス品質管理サンプル検収プロセス品質管理サンプル検収プロセス品質管理サンプル検収プロセス : 品質管理分析者に対して、新しく作成されたサンプルでテ
ストを実施するように通知する詳細プロセスを生成し、最終的なサンプル検収のテスト結果
を管理します。このワークフローは、Oracle Process Manufacturingの Product 
Development Moduleでサンプルが作成されたときに開始されます。このワークフローはマ
スター・プロセスとして機能し、あらかじめ定義された仕様に基づいてサンプルで実行する
一連のテストを決定し、テストを実行するための分析を通知する Quality Control Assay 
Testingの詳細プロセスの該当番号を導出します。このマスター・プロセスは、すべての詳
細プロセスが、サンプル承認者に対してサンプル処置の通知を送信するまで待機します。こ
の通知によって、承認者は、結果フォームから結果を直接参照し、サンプルに対して最終的
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な処置を行うことができます。このプロセスは、在庫承認者に対して最終的なサンプル処置
が通知されたタイミングで終了します。

品質管理分析テスト・プロセス品質管理分析テスト・プロセス品質管理分析テスト・プロセス品質管理分析テスト・プロセス : 品質管理分析者に対して、新しく作成されたサンプルでテ
ストを実行するように通知します。このプロセスは、品質管理サンプル検収プロセスによっ
て開始されます。ここでは、テストを実行する必要のある分析者に対して通知が送信されま
す。分析者は、この通知から直接結果フォームを開いて通知に応答し、テストの結果を入力
できます。

品目有効化プロセス品目有効化プロセス品目有効化プロセス品目有効化プロセス: 承認者に対して、Oracle Process Manufacturingで作成された品目を承認
するように通知します。この項目は、承認者によって承認されるまで無効になっています。

ロット期限切れおよびロット再テスト・プロセスロット期限切れおよびロット再テスト・プロセスロット期限切れおよびロット再テスト・プロセスロット期限切れおよびロット再テスト・プロセス : 品目のロットまたはサブロットが失効日
に達したとき、または品目の再テストの準備ができたときに、品目に関連付けられている対
象ロールに通知します。

Process Manufacturing Intelligence
プロセス製造在庫回転率プロセスプロセス製造在庫回転率プロセスプロセス製造在庫回転率プロセスプロセス製造在庫回転率プロセス : 在庫品の回転の実績値が、在庫回転率レポートで定義さ
れている目標値に満たない場合に、指定された責任者に対して通知が送信されます。在庫回
転率レポートは、Process Manufacturing BISで使用されます。

Oracle Purchasing
調達ワークフロー調達ワークフロー調達ワークフロー調達ワークフロー : 調達ワークフローは、サプライ・チェーンのメンバー全員のための、完
全に自動化された柔軟で拡張性のあるトランザクション処理システムです。このワークフ
ローは、より戦略的な部品外注および調達アクティビティに対する主要な実現手段の一つで
す。このワークフローは、文書承認、自動文書作成、変更オーダー、勘定科目生成、通知の
送信、価格 /販売カタログ通知および入金確認（Self-Service Purchasingのみで使用）の
ワークフロー・プロセスによって構成されます。

文書承認プロセス文書承認プロセス文書承認プロセス文書承認プロセス : Oracle Purchasingの承認に関するすべてのアクティビティを実行しま
す。具体的には、文書の発行、承認、転送、承認通知、却下などがあります。このプロセス
には、購買発注を承認するための発注承認ワークフロー・プロセスと、購買申請を承認する
ための発注依頼の承認ワークフロー・プロセスが含まれています。

自動文書作成プロセス自動文書作成プロセス自動文書作成プロセス自動文書作成プロセス : 購買申請明細に必要なソース情報が含まれている場合は、承認済み
の購買申請明細を使用して、包括契約に対する標準発注または発注リリースが自動的に作成
されます。このプロセスは、発注文書作成ワークフローとも呼ばれます。

変更オーダー・プロセス変更オーダー・プロセス変更オーダー・プロセス変更オーダー・プロセス : 変更によって、手動による再承認が必要であるか、自動的に再承
認されるかを制御します。手動または自動で再承認されたすべての文書では、文書の改訂を
表す番号が増加します。このプロセスは、発注承認ワークフローの一部として機能します。

通知の送信プロセス通知の送信プロセス通知の送信プロセス通知の送信プロセス : 不完全な文書、却下された文書または再承認が必要な文書をロックし、
この文書ステータスに関する通知を該当メンバーに通知します。このプロセスは、購買文書
ワークフローの発注送信通知としても機能します。
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価格価格価格価格 /販売カタログ通知プロセス販売カタログ通知プロセス販売カタログ通知プロセス販売カタログ通知プロセス : 購買文書オープン・インタフェースを介して送信された
価格 /販売カタログ情報に、設定した金額範囲を超える金額の増分が検出された場合に、購
買担当に対して通知を送信します。このプロセスは、発注カタログの価格許容範囲超過通知
ワークフローとしても機能します。

Oracle Receivables
クレジット・メモ申請承認プロセスクレジット・メモ申請承認プロセスクレジット・メモ申請承認プロセスクレジット・メモ申請承認プロセス : 組織の内部管理階層、または Oracle Receivablesで定義
されている承認制限を使用して、承認するクレジット・メモの申請をルーティングします。
この申請が承認されると、Oracle Receivablesにクレジット・メモが作成されます。申請が
却下された場合は、申請者に対して却下の理由を通知します。

Oracle Service
サービス要求プロセスサービス要求プロセスサービス要求プロセスサービス要求プロセス : サービス要求が組織内の個人にルーティングされ、処理されます。
このプロセスをカスタマイズして、サービス担当を選択して通知するのみでなく、組織の
サービス・ルールとガイドラインに基づいてサービス要求を自動的に転送し、エスカレート
させることができます。

サービス要求処理と手配プロセスサービス要求処理と手配プロセスサービス要求処理と手配プロセスサービス要求処理と手配プロセス : サービス要求処理が解決のために組織内の個人にルー
ティングされるだけでなく、現場で作業手配が必要な該当のサービス担当に指示が通知され
ます。このプロセスをカスタマイズして、作業手配要求を管理、転送またはエスカレートさ
せることができます。

フィールド・サービス作業手配プロセスフィールド・サービス作業手配プロセスフィールド・サービス作業手配プロセスフィールド・サービス作業手配プロセス : サービス要求データをインタフェース表に対して
挿入または更新し、フィールド・サービス・エンジニアに対して、ディスパッチ情報の通知
を送信します。このプロセスは、Oracle Mobile Field Serviceで使用されます。

定義済みのワークフローに対するオラクル社のサポート・ポリ定義済みのワークフローに対するオラクル社のサポート・ポリ定義済みのワークフローに対するオラクル社のサポート・ポリ定義済みのワークフローに対するオラクル社のサポート・ポリ
シーシーシーシー

Oracle Applicationsには Oracle Workflowが埋め込まれており、それぞれのモジュールで
Oracle Workflowを使用し、ビジネス・プロセスを自動化して効率よく作業できます。
Oracle Workflow Builderを使用すると、アプリケーション・コードを修正せずに、既存の
ビジネス・プロセスを簡単に変更できます。Oracle Workflowを使用すると、実際のニーズ
にあわせてビジネス・ルールが変更された場合にも、ワークフロー・プロセスを拡張できま
す。

Oracle Workflowを使用して定義済みのワークフロー・プロセスをカスタマイズする前に、
次のカスタマイズ・ガイドラインをよく読み、事前に標準設計、安全な設計および実際の開
発について理解しておいてください。これらのガイドラインに従うと、カスタマイズで問題
が発生した場合に、オラクル社カスタマ・サポート・センターに対して、支援に必要な重要
な情報を提示できます。
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カスタマイズのガイドラインカスタマイズのガイドラインカスタマイズのガイドラインカスタマイズのガイドライン
1. 『Oracle8i Workflowガイド』およびその他の製品固有のユーザーズ・ガイドに記載され

ているとおりに、すべての設定が完了していることを確認します。

2. シードされる未修正のワークフローを、テスト・データベースでテストし、各自の環境
に特有の設定およびデータを使用して、正常に稼働することを確認します。

3. ワークフローの特別な問題については、製品固有のユーザーズ・ガイド、および
MetaLinkで利用できるドキュメントの改訂を参照してください。これらのドキュメン
ト・ソースでは、特に「修正できないもの」について記載されています。オラクル社カ
スタマ・サポート・センターでは、「修正不可」と明示されているオブジェクトに関す
る修正については、サポートしていません。

4. 手順ごとにカスタマイズを行い、各手順が終了した時点で、カスタマイズしたワークフ
ローをテストします。

5. PL/SQLプロシージャを作成する場合は、『Oracle8i Workflowガイド』に記載されてい
る標準の PL/SQL APIテンプレートを確認します。エラーの発生時には必ず例外を処理
するようにして、エラーが発生したプロシージャに戻れるようにします。

6. カスタマイズしたワークフローが、テスト・データベースで正常に実行できることを確
認せずに、本稼働用のデータベースに実装しないでください。テスト・データベース
は、本稼働用の設定の特定部分のみが複製されているためです。

カスタマイズに関する問題点の解決カスタマイズに関する問題点の解決カスタマイズに関する問題点の解決カスタマイズに関する問題点の解決
ワークフローのカスタマイズ中に問題が発生した場合は、次のようにします。

� サポート分析者に、修正したワークフローの定義ファイルを提示し、可能な場合は、問
題が発生した手順を識別します。

� サポート分析者に、修正していないワークフローを実行した結果を報告します。

サポート対象外のカスタマイズサポート対象外のカスタマイズサポート対象外のカスタマイズサポート対象外のカスタマイズ
次のタイプのカスタマイズは、サポート対象外となります。

1. 保護レベルが 100未満のワークフロー・オブジェクトは修正できません。

2. 元の保護レベルが 100未満の場合、そのワークフロー・オブジェクトの保護レベルは変
更できません。

3. 100未満のレベルで保護されているワークフロー・オブジェクトを修正するために、ア
クセス・レベルを、未定義（100未満）のレベルに変更することはできません。

4. 対象ワークフローの製品固有のユーザーズ・ガイドまたはドキュメントの改訂ノート
に、明確に「UNSUPPORTED」と記載されているカスタマイズを行うことはできませ
ん。具体的には、修正不可と記載されているプロセス、属性、関数アクティビティ、通
知、選択肢タイプまたはメッセージは修正できません。
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5. 接頭辞WF_または FND_を付加して、ワークフローの表を手動で修正することはでき
ません（『Oracle8i Workflowガイド』に記載されている場合、またはオラクル社サポー
ト・サービスで必要な場合は除きます）。

サポート対象のカスタマイズサポート対象のカスタマイズサポート対象のカスタマイズサポート対象のカスタマイズ
次のタイプのカスタマイズは、サポート対象となります。

1. ワークフローの製品固有のユーザーズ・ガイド、またはドキュメントの改訂ノートで、
必須とされているカスタマイズ。

2. 製品固有のユーザーズ・ガイドまたはドキュメントの改訂ノートに記載されているカス
タマイズ例。ここで発生する問題点は、記載されているとおりにカスタマイズ例が実行
される範囲までは、完全にサポート対象となります。記載とは異なる環境によって発生
する問題は、カスタム開発の問題となり、さらに評価する必要があります。次の 3.を参
照してください。

3. カスタマイズがサポート対象外か、必須か、またはサポート対象のカスタマイズ例かに
ついて明確ではない場合は、サポートの範囲は次のようになります。まず、ユーザーが
前述のカスタマイズのガイドラインに従って問題を切り分けます。評価の結果、切り分
けられた問題点が Oracle製品によるものであるとオラクル社カスタマ・サポート・セ
ンターがみなした場合は、オラクル社より解決策が提示されます。Oracle製品による問
題ではない、カスタム開発に対する問題解決は、ユーザーの責任において行ってくださ
い。
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更新
C

更新情報更新情報更新情報更新情報

この付録には、重要な情報が含まれています。この付録で、Oracle Workflowの最新の情報
と追加情報を確認してください。
情報 C-1



Oracle Internet Application Server 8i
Oracle Internet Application Server 8i
Oracle Internet Application Server 8i（iAS） リリース 1.0.1以降をWebサーバー・オプショ
ンとして使用し、Oracle Workflowと統合できます。

iASをWebサーバーとして使用する場合は、「グローバル設定項目」を定義するときに、
Workflow Web Agentの URLを次のように変更する必要があります。

http://<server.com:portID>/pls/<DAD_name>

<server.com:portID>は、Webリスナーが要求を受け取るサーバーと TCP/IPポート番
号を表し、<DAD_name>は Oracle Workflowのデータベース・スキーマ用に構成された
DADの名前を表します。

詳細は、Oracle Internet Application Server 8iのマニュアルを参照してください。

Oracle Workflowへのカスタム・アイコンの追加へのカスタム・アイコンの追加へのカスタム・アイコンの追加へのカスタム・アイコンの追加
カスタム・アイコンを Oracle Workflow Builderのプロセス定義に組み込んで、プロセスを
表示するときにワークフロー・モニターに表示する場合は、次の操作を実行する必要があり
ます。

� カスタム・アイコン・ファイル（.ico）を gif形式（.gif）に変換します。

� .gifファイルを、ワークフロー・モニターでアクセスできるように、Webサーバーの
/OA_MEDIA/仮想ディレクトリが指す物理ディレクトリにコピーします。

注意注意注意注意 : Oracle Applications embedded Workflowを使用している場合、 
/OA_MEDIA/のマッピングは Oracle Applicationsのインストールおよび
設定手順の一部として実行されます。

注意注意注意注意 : スタンドアロン版の Oracle Workflowを使用している場合、/OA_
MEDIA/のマッピングは Oracle Workflow Serverのインストールとワーク
フロー・モニターの設定後に実行されます。
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HTML形式の通知メッセージ用の応答テンプレート
通知における「再割当て」ボタンの非表示化通知における「再割当て」ボタンの非表示化通知における「再割当て」ボタンの非表示化通知における「再割当て」ボタンの非表示化
ユーザーが「ワークリスト」Web画面で通知を表示すると、デフォルトで通知の応答フレー
ムに「再割当て」ボタンが含まれています。ユーザーによる通知の再割当てを禁止する場合
は、内部名 #HIDE_REASSIGNを指定してメッセージ属性を組み込み、「再割当て」ボタン
を表示するかどうかを制御できます。

#HIDE_REASSIGN属性は、テキスト・タイプにする必要があります。「再割当て」ボタンを
非表示にするには、この属性の値を Yに設定し、表示するには Nに設定します。

� 特定のメッセージを使用する通知の「再割当て」ボタンを常に非表示にする場合は、値
Yを定数として指定します。

� 特定の場合にのみ「再割当て」ボタンを非表示にする場合は、値として項目タイプ属性
を指定します。次に、このボタンを表示するかどうかを実行時に動的に決定し、それぞ
れ項目タイプ属性を Yまたは Nに設定するロジックを、ワークフロー・プロセスに組
み込みます。

HTML形式の通知メッセージ用の応答テンプレート形式の通知メッセージ用の応答テンプレート形式の通知メッセージ用の応答テンプレート形式の通知メッセージ用の応答テンプレート
HTML形式の通知メッセージ内で応答リンクをクリックすると、Oracle Workflowにより、
応答値ごとにプロンプトを含む応答テンプレートが自動的に生成されます。従来は、一重引
用符ではなく二重引用符（" "）が使用されていましたが、このようにして生成される応答テ
ンプレートでは、プロンプトの後に応答値を囲む一重引用符（' '）が提供されます。このよ
うに変更されたのは、リンクの <A HREF="mailto:">タグに含まれる二重引用符を処理で
きなくても、一重引用符は使用できる電子メール・アプリケーションに対応するためです。

リンクをクリックして応答を選択すると、その応答が自動的に挿入されます。他に要求され
る情報に対する応答値を提供するには、応答プロンプトの後に値を一重引用符で囲んで挿入
します。

注意注意注意注意 : この変更前に受け取ったHTML形式の通知メッセージをオープン
している場合は、その応答リンクから生成された二重引用符付きの応答テ
ンプレートを使用して、従来どおり通知に応答できます。この変更は、
HTML形式の新規の通知メッセージから生成される応答テンプレートにの
み適用されます。

注意注意注意注意 : 一重引用符への変更は、プレーン・テキストの通知メッセージに
は適用されません。プレーン・テキスト通知用の応答テンプレートには、
引き続き二重引用符が使用されます。
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HTML形式の通知メッセージ用の応答テンプレート
「システム : メール・システム」項目タイプの次の各メッセージ・テンプレートの場合、ボイ
ラープレート HTML本文が一重引用符の使用を反映するように更新されています。

� 「ワークフロー・オープン・メール（テンプレート）」メッセージ

� 「ワークフロー・オープン・メール（直接）」メッセージ

� 「ワークフロー無効のメール」メッセージ

「ワークフロー・オープン・メール（テンプレート）」メッセージ「ワークフロー・オープン・メール（テンプレート）」メッセージ「ワークフロー・オープン・メール（テンプレート）」メッセージ「ワークフロー・オープン・メール（テンプレート）」メッセージ
テンプレートによる応答方法を選択すると、通知システムでは、応答を必要とする電子メー
ル通知のテンプレートとして、「ワークフロー・オープン・メール（テンプレート）」メッ
セージが使用されます。この通知テンプレートには、通知の応答方法に関する一般的な指示
が含まれています。また、メッセージ優先度、応答期日、通知が他のユーザーから転送され
たものかどうか、メッセージの送信者や転送者からのコメントなど、メッセージに関する情
報も含まれます。

プレーン・テキスト・メッセージ本文に含まれる応答指示では、テンプレートによる応答方
法を使用して手動で返信する方法が記述されます。このメッセージは、通知環境設定を
MAILTEXTまたはMAILATTHに指定している実行者に送られる通知に使用されます。
HTML形式のメッセージ本文に含まれる応答指示では、自動的に生成される応答テンプレー
トを使用して返信する方法が記述されます。このメッセージは、通知環境設定を
MAILHTMLに指定している実行者に送られる通知に使用されます。また、通知環境設定を
MAILATTHに指定している実行者に送られる通知にも添付されます。

「ワークフロー・オープン・メール（テンプレート）」メッセージには、次のメッセージ属性
があります。その値は、通知アクティビティに関連付けられているメッセージ定義から取り
出されます。

START_DATE メッセージの送信日。

TO 通知の送信先のロール（実行者）。

SUBJECT メッセージで定義される件名。

BODY メッセージで定義される本文のテキスト。

COMMENT 送信者または転送者によって追加されるコメント。

PRIORITY 通知メッセージの優先度。

DUE_DATE 通知アクティビティで指定される応答期日。

NOTIFICATION 通知情報の識別に使用される必須の通知コード。

注意注意注意注意 : テンプレートによる応答方法を選択するには、通知メーラーの構
成ファイル内で DIRECT_RESPONSE=Nに設定します。
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HTML形式の通知メッセージ用の応答テンプレート
RESPONSE 実際の通知メッセージ定義の「応答」メッセージ属性で定義される
ユーザー応答セクション。

MAILTO 受信者が通知への応答上でクリックする HTMLタグの内容。この属性
は、HTML形式の電子メール通知にのみ使用されます。

「ワークフロー・オープン・メール（テンプレート）」メッセージの本文に表示されるボイ
ラープレート・テキストをカスタマイズできます。このメッセージでは、アンパサンド（&）
で始まる属性は、通知の送信時に実行時の値に置き換えられるトークンです。

プレーン・テキスト・メッセージ本文のボイラープレート・テキストは、次のとおりです。

Oracle Workflow Notification
&COMMENT
____________Start of Response Template____________

Response Template for &NOTIFICATION

To submit your response, reply to this message, including this response template 
with your reply.Copy and paste from this message if necessary to obtain an editable 
copy of the template.Insert your response value between the quotes following each 
response prompt.

&RESPONSE
____________End of Response Template_____________

Notification Details:
&BODY

Due Date:&DUE_DATE

HTML形式のメッセージ本文のボイラープレート・テキストは、次のとおりです。

<HTML> <HEAD> <TITLE> Oracle Workflow Notification </TITLE></HEAD>
<BODY BGCOLOR="#FFFFFF" >
<P><B><FONT SIZE=+1>&COMMENT</FONT> </B>
<P>&BODY
<P><B>Please click on one of the following choices to automatically generate an 
E-mail response.Before sending the E-mail response to close this notification, 
ensure all response prompts include a desired response value within quotes.</B>
<P>&MAILTO
</BODY>
</HTML>
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HTML形式の通知メッセージ用の応答テンプレート
「ワークフロー・オープン・メール（直接）」メッセージ「ワークフロー・オープン・メール（直接）」メッセージ「ワークフロー・オープン・メール（直接）」メッセージ「ワークフロー・オープン・メール（直接）」メッセージ
直接応答方法を選択すると、通知システムでは、応答を必要とする電子メール通知のテンプ
レートとして、「ワークフロー・オープン・メール（直接）」メッセージが使用されます。こ
の通知テンプレートには、通知の応答方法に関する一般的な指示が含まれています。また、
メッセージ優先度、応答期日、通知が他のユーザーから転送されたものかどうか、メッセー
ジの送信者や転送者からのコメントなど、メッセージに関する情報も含まれます。

プレーン・テキスト・メッセージ本文に含まれる応答指示では、直接応答方法を使用して返
信する方法が記述されます。このメッセージは、通知環境設定をMAILTEXTまたは
MAILATTHに指定している実行者に送られる通知に使用されます。HTML形式のメッセー
ジ本文に含まれる応答指示では、自動的に生成される応答テンプレートを使用して返信する
方法が記述されます。このメッセージは、通知環境設定をMAILHTMLに指定している実行
者に送られる通知に使用されます。また、通知環境設定をMAILATTHに指定している実行
者に送られる通知にも添付されます。

「ワークフロー・オープン・メール（直接）」メッセージには、次のメッセージ属性がありま
す。その値は、通知アクティビティに関連付けられているメッセージ定義から取り出されま
す。

START_DATE メッセージの送信日。

TO 通知の送信先のロール（実行者）。

SUBJECT メッセージで定義される件名。

BODY メッセージで定義される本文のテキスト。

COMMENT 送信者または転送者によって追加されるコメント。

PRIORITY 通知メッセージの優先度。

DUE_DATE 通知アクティビティで指定される応答期日。

NOTIFICATION 通知情報の識別に使用される必須の通知コード。

RESPONSE 実際の通知メッセージ定義の「応答」メッセージ属性で定義される
ユーザー応答セクション。

MAILTO 受信者が通知への応答上でクリックする HTMLタグの内容。この属
性は、HTML形式の電子メール通知にのみ使用されます

注意注意注意注意 : 直接応答方法を選択するには、通知メーラーの構成ファイル内で
DIRECT_RESPONSE=Yに設定します。

注意注意注意注意 : HTML形式の通知または添付ファイルから自動的に生成される応
答には、DIRECT_RESPONSEパラメータで選択した応答方法に関係なく、
常に応答テンプレートが使用されます。
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「ワークフロー・オープン・メール（直接）」メッセージの本文に表示されるボイラープレー
ト・テキストをカスタマイズできます。このメッセージでは、アンパサンド（&）で始まる
属性は、通知の送信時に実行時の値に置き換えられるトークンです。

プレーン・テキスト・メッセージ本文のボイラープレート・テキストは、次のとおりです。

Oracle Workflow Notification
&COMMENT
____________________________________________________

Response Instructions for &NOTIFICATION

To submit your response, reply to this message, including this note with your 
reply.The first lines of your reply must be your responses to the notification 
questions.
Instructions below detail exactly what should be placed on each line of your reply.

&RESPONSE

____________________________________________________

Notification Details:
&BODY

Due Date:&DUE_DATE

HTML形式のメッセージ本文のボイラープレート・テキストは、次のとおりです。

<HTML> <HEAD> <TITLE> Oracle Workflow Notification </TITLE></HEAD>
<BODY BGCOLOR="#FFFFFF" >
<P><B><FONT SIZE=+1>&COMMENT</FONT> </B>
<P>&BODY
<P><B>Please click on one of the following choices to automatically generate an 
E-mail response.Before sending the E-mail response to close this notification, 
ensure all response prompts include a desired response value within quotes.</B>
<P>&MAILTO
</BODY>
</HTML>

「ワークフロー無効のメール」メッセージ「ワークフロー無効のメール」メッセージ「ワークフロー無効のメール」メッセージ「ワークフロー無効のメール」メッセージ
「ワークフロー無効のメール」メッセージは、通知に対するユーザーの応答が正しくないと
きに送信されます。メッセージは、通知に正しく応答する方法を説明します。メッセージ属
性は、次のとおりです。

START_DATE 元のメッセージの送信日。

TO 通知の送信先のロール（実行者）。
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SUBJECT 元のメッセージの件名。

BODY 元のメッセージのテキスト。

COMMENT 送信者または転送者によって追加されるコメント。

PRIORITY 通知メッセージの優先度。

DUE_DATE 通知アクティビティで指定される応答期日。

NOTIFICATION 通知情報の識別に使用される必須の通知コード。

RESPONSE 元のメッセージ定義の「応答」メッセージ属性で定義されるユーザー
応答セクション。

MAIL_ERROR_MESSAGE

応答処理中にエラーが発生した場合に、メール・プログラムによって
生成されるエラー・メッセージ。

MAIL_ERROR_STACK

応答処理中にエラーが発生した場合に、メール・プログラムによって
生成される引数のエラー・スタック。応答を修正しても問題を解決で
きない場合は、オラクル社カスタマ・サポート・センターにお問い合
せください。

プレーン・テキスト・メッセージ本文のボイラープレート・テキストは、次のとおりです。

Oracle Workflow Notification
&COMMENT

WARNING:Your previous response to this message was invalid (see error message 
below).Please resubmit your response.

Error Message:&MAIL_ERROR_MESSAGE
Error Stack:&MAIL_ERROR_STACK
--------------------------------------------------

Response Instructions for &NOTIFICATION

To submit your response, reply to this message, including this original with your 
reply.This note contains a special 'NID' string that is required to process the 
response.The first lines of your reply must be your responses to the notification 
questions.You should enter one line for each response required by the notification; 
any additional lines will be ignored.You may leave a line blank to accept the 
default value for that specific response.You must supply a value or a blank line for 
each question asked.Instructions below detail exactly what should be placed on each 
line of your reply.

&RESPONSE
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-------------------------------------------

Notification Details:
&BODY

Due Date:&DUE_DATE

HTML形式のメッセージ本文のボイラープレート・テキストは、次のとおりです。

<html><Head></Head><body>WARNING:Your previous response to this message was invalid 
(see error message below).Please resubmit your response.
<P>Error Message:&MAIL_ERROR_MESSAGE
<BR>Error Stack:&MAIL_ERROR_STACK
<HR><P><B><FONT SIZE=+1>&COMMENT</FONT> </B>
<P>&BODY
<P><B>Please click on one of the following choices to automatically generate an 
E-mail response.Before sending the E-mail response to close this notification, 
ensure all response prompts include a desired response value within quotes.</B>
<P>&MAILTO
</BODY> </HTML>
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用語集用語集用語集用語集

アクセス・レベル（アクセス・レベル（アクセス・レベル（アクセス・レベル（Access Level））））

0～ 1000の数値。各ワークフロー・ユーザーは固有のアクセス・レベルで操作します。アク
セス・レベルにより、そのユーザーが特定のワークフロー・データを変更できるかどうかが
定義されます。変更できるのは、自分のアクセス・レベル以上のレベルで保護されている
データのみです。 

アクティビティ（アクティビティ（アクティビティ（アクティビティ（Activity））））

ビジネス・プロセス中に実行される 1単位の作業。 

アクティビティ属性（アクティビティ属性（アクティビティ属性（アクティビティ属性（Activity Attribute））））

関数アクティビティの動作を制御するために、その関数アクティビティの外部で定義されて
いるパラメータ。アクティビティ属性を定義するには、「アクティビティ」ウィンドウでア
クティビティの「属性」プロパティ画面を表示します。アクティビティ属性に値を割り当て
るには、プロセス・ウィンドウで、そのアクティビティ・ノードの「属性値」プロパティ画
面を表示します。 

関数（関数（関数（関数（Function））））

ビジネス・ルールの定義、アプリケーション内で自動化されているタスクの実行、またはア
プリケーション情報の取出しができる PL/SQLストアド・プロシージャ。ストアド・プロ
シージャは、標準引数を受け入れて完了結果を戻します。 

関数アクティビティ（関数アクティビティ（関数アクティビティ（関数アクティビティ（Function Activity））））

PL/SQLストアド・プロシージャで定義され、自動化されている 1単位の作業。 

外部関数（外部関数（外部関数（外部関数（External Functions））））

Oracle8iの外部で実行されるプログラム。 

結果コード（結果コード（結果コード（結果コード（Result Code））））

結果タイプにより定義される、結果値の内部名。 
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結果タイプ（結果タイプ（結果タイプ（結果タイプ（Result Type））））

アクティビティの結果値の候補を含む選択肢タイプの名前。 

結果値（結果値（結果値（結果値（Result Value））））

完了したアクティビティから戻される値。 

項目（項目（項目（項目（Item））））

ワークフロー・プロセスにより管理される特定のプロセス、ドキュメントまたはトランザク
ション。たとえば、購買承認申請プロセスのワークフローで管理される項目は、Oracle 
Internet Commerceの「Web購買依頼」ページで作成される特定の購買申請です。 

項目属性（項目属性（項目属性（項目属性（Item Attribute））））

「項目タイプ属性」を参照。 

項目タイプ属性（項目タイプ属性（項目タイプ属性（項目タイプ属性（Item Type Attribute））））

特定の項目タイプに関連付けられている機能。「項目属性」と同義。項目タイプ属性は、そ
の項目を保存するアプリケーションで値を検索して設定できる変数として定義されます。項
目タイプ属性とその値は、プロセスのすべてのアクティビティに使用可能です。 

項目タイプ（項目タイプ（項目タイプ（項目タイプ（Item Type））））

同じ項目属性セットを共有する特定カテゴリの全項目のグループ。たとえば、「発注依頼」
は、Oracle Internet Commerceの「Web購買依頼」ページで作成された購買申請をすべてグ
ループ化するための項目タイプです。項目タイプは、プロセスを上位レベルでグループ化す
る手段としても使用されます。 

コスト（コスト（コスト（コスト（Cost））））

アクティビティの完了までに必要な処理量をワークフロー・エンジンに通知するために、関
数アクティビティまたは通知アクティビティに割当て可能な相対値。大きいコストを割り当
てるほど、アクティビティは複雑になり、完了までの所要時間が長くなります。ワークフ
ロー・エンジンは、コストのしきい値で動作するように設定できます。ワークフロー・エン
ジンのコストのしきい値を超えるアクティビティは、「DEFERRED」に設定され、処理され
ません。バックグラウンド・エンジンは、延期されたアクティビティをチェックして処理す
るように設定できます。 

実行者（実行者（実行者（実行者（Performer））））

手動によるアクティビティ（通知）を実行するように割り当てられているユーザーまたは
ロール。プロセスに含まれている通知アクティビティは、実行者に割り当てる必要がありま
す。 

選択肢コード（選択肢コード（選択肢コード（選択肢コード（Lookup Code））））

選択肢タイプに定義されている値の内部名。 
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選択肢タイプ（選択肢タイプ（選択肢タイプ（選択肢タイプ（Lookup Type））））

事前定義済みの値リスト。選択肢タイプのそれぞれの値には、内部名と表示名が付いていま
す。 

属性（属性（属性（属性（Attribute））））

「アクティビティ属性」、「項目タイプ属性」または「メッセージ属性」を参照。 

タイムアウト（タイムアウト（タイムアウト（タイムアウト（Timeout））））

ワークフロー・エンジンがエラー・プロセスまたは代替アクティビティ（定義されている場
合）に進む前に、通知アクティビティを実行する必要のある期間。 

通知（通知（通知（通知（Notification））））

ユーザーに配信されるメッセージのインスタンス。 

「通知」「通知」「通知」「通知」Web画面（画面（画面（画面（Notification Web Page））））

任意のWebブラウザで表示し、ワークフロー通知の問合せと応答に使用できるWeb画面。 

通知アクティビティ（通知アクティビティ（通知アクティビティ（通知アクティビティ（Notification Activity））））

ユーザーによる操作を必要とする 1単位の作業。通知アクティビティは、作業の完了に必要
な情報を含むメッセージをユーザーに送信します。 

通知メーラー（通知メーラー（通知メーラー（通知メーラー（Notification Mailer））））

ユーザーに対してメール・アプリケーションを介して電子メール通知を送信し、電子メール
による応答を処理するコンカレント・プログラム。 

ディレクトリ・サービス（ディレクトリ・サービス（ディレクトリ・サービス（ディレクトリ・サービス（Directory Services））））

Oracle Workflowのユーザーおよびロールと、サイトのディレクトリ・リポジトリとのマッ
ピング。 

トランジション（トランジション（トランジション（トランジション（Transition））））

あるアクティビティの完了とプロセス内の別のアクティビティのアクティブ化を定義する関
連。プロセス・ダイアグラムでは、2つのアクティビティを結ぶ矢印がトランジションを表
します。 

ノード（ノード（ノード（ノード（Node））））

プロセス・ウィンドウに表示されるプロセス・ダイアグラム内のアクティビティのインスタ
ンス。 

バックグラウンド・エンジン（バックグラウンド・エンジン（バックグラウンド・エンジン（バックグラウンド・エンジン（Background Engines））））

延期されたアクティビティやタイムアウトになったアクティビティを処理する補助的なワー
クフロー・エンジン。 
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プロセス（プロセス（プロセス（プロセス（Process））））

ビジネス目標を達成するために実行する必要のあるアクティビティのセット。 

プロセス・アクティビティ（プロセス・アクティビティ（プロセス・アクティビティ（プロセス・アクティビティ（Process Activity））））

他のプロセスで参照できるように、アクティビティとしてモデル化されているプロセス。 

プロセス定義（プロセス定義（プロセス定義（プロセス定義（Process Definition））））

Oracle Workflow Builderに定義されているワークフロー・プロセス。 

保護レベル（保護レベル（保護レベル（保護レベル（Protection Level））））

データ変更が禁止されているユーザーを表す 0～ 1000の数値。ワークフロー・データを定
義するときに、誰でも変更できることを示すカスタマイズ可能（1000）に設定するか、その
データを定義中のユーザーのアクセス・レベルと同じ保護レベルを割り当てることができま
す。後者の場合、データを変更できるのは、そのデータの保護レベル以下のアクセス・レベ
ルで操作するユーザーのみです。 

メッセージ（メッセージ（メッセージ（メッセージ（Message））））

通知アクティビティにより送信される情報。メッセージは、通知アクティビティに関連付け
る前に定義する必要があります。メッセージには、件名、優先度、本文が含まれ、1つ以上
のメッセージ属性も含まれている場合があります。 

メッセージ属性（メッセージ属性（メッセージ属性（メッセージ属性（Message Attribute））））

メッセージが通知で送信されるときに、情報を提供したり応答プロンプトを表示するため
に、特定のメッセージに対して定義する変数。事前定義済みの項目タイプ属性をメッセージ
属性として使用できます。「送信」ソースとして定義されたメッセージ属性は、メッセージ
の送信時にランタイム値で置き換えられます。「応答」ソースとして定義されたメッセージ
属性では、メッセージの送信時に応答を求めるプロンプトが表示されます。 

ロール（ロール（ロール（ロール（Role））））

共通の職責または職階別にグループ化された 1人以上のユーザー。 

ワークフロー・エンジンワークフロー・エンジンワークフロー・エンジンワークフロー・エンジン

ワークフロー・プロセス定義を実装する Oracle Workflowコンポーネント。ワークフロー・
エンジンにより、項目のすべてのアクティビティのステータスが管理され、関数が自動的に
実行されて通知が送信され、完了したアクティビティの履歴が保存され、エラー条件が検出
されて、エラー・プロセスが開始されます。ワークフロー・エンジンはサーバーの PL/SQL
に実装され、エンジン APIのコール時にアクティブ化されます。 

ワークフロー定義ローダーワークフロー定義ローダーワークフロー定義ローダーワークフロー定義ローダー

フラット・ファイルとデータベース間でワークフロー定義をアップロードおよびダウンロー
ドするためのコンカレント・プログラム。 
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AbortProcess( )，8-28
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AddAttr( )，8-172
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addItemAttrDate( )，8-35
AddItemAttrDateArray()，8-38
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get_launch_attach_url( )，8-147
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Oracle Workflow Builder，2-22
Webセッション，2-23
電子メール通知，2-23

NODEパラメータ，2-43
「NOOP」アクティビティ，6-6

Notification API，8-151，8-155
Notifications( )，8-81
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Oracle Office，2-38
必須フォルダ，2-46

Oracle Web Server
Workflow Web Agentの識別，2-11
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Oracle Workflow
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コマンドラインから起動，3-16
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PL/SQL API

PL/SQL文書，7-10
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SetMsgResult( )，8-144
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StartProcess( )，8-22
StartProcess関数
サンプル購買申請プロセス，13-21

SUMMARYONLYパラメータ，2-43
SuspendProcess( )，8-26

T
TAGFILEパラメータ，2-46
TCP/IPドライバ，2-2
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TOKEN( )，8-70
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Transfer( )，8-153，8-164
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「製品調査」Web画面，13-32
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10-24
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wfntfsh.sql，14-9
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