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はじめに

このユーザー ガイドには、 Kofax Customer Communications Manager Designer for Web の使用に関す
る一般的な情報および手順が記載されています。このソフトウェアを使用する前に、このガイド全体を
お読みください。

このガイドは、役割に関係なく、Kofax Customer Communications Manager Designer for Web のすべて
のユーザーに役立ちます。

システム要件
システム要件に関する情報は、Kofax Web サイト (www.kofax.com) で入手可能な Cross Product
Compatibility Matrix に記載されています。このマトリックスは定期的に更新されています。製品をイン
ストールする前に注意深く確認することをお勧めします。

トレーニング
Kofax Customer Communications Manager および Kofax Customer Communications Manager Designer
for Web の詳細については、ccmkc.kofax.com にあるナレッジ センターにアクセスしてください。

Kofax Customer Communications Manager Designer for Web の操作性を最大限に高めるに
は、www.kofax.com にある無料のインタラクティブな e ラーニング モジュールを修了してください。

www.kofax.com
ccmkc.kofax.com
www.kofax.com
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Kofax Customer Communications Manager

Kofax Customer Communications Manager (別名 CCM) は多数の標準ドキュメントを自動的に生成する
機能と、専門的な個人文書を構成する機能を備えた単一の統合ソリューションです。

Kofax Customer Communications Manager はさまざまなチャネルを通して配信される関連文書や個人
文書を生成することにより、組織と顧客との関係およびコミュニケーションを強化することができるソ
リューションです。
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Kofax Customer Communications Manager
Designer for Web

Kofax Customer Communications Manager Designer for Web (別名 CCM Designer for Web) は Kofax
Customer Communications Manager 向けのオーサリング ツールおよびコンテンツ管理システムです。

CCM Designer for Web には次の主要機能があります。
▪ ライフサイクル管理およびバージョン管理システム
▪ 役割ベースの機能
▪ 再利用可能な要素
▪ テンプレートとコンテンツの統合管理

ドキュメント上の表示
組織には、レター、会社の方針、提案書、請求書など、数百のドキュメントが存在することがありま
す。ドキュメントは住所、あいさつ、レターの本文、結びなど、さまざまな要素で構成されています。
ドキュメントには、ロゴなどのコーポレート アイデンティティ、フッター、標準フォント、指定された
余白幅などを含めることもできます。

通常、組織には似たようなドキュメントが複数あります。たとえば、組織内のすべてのレターはレイア
ウト、ヘッダー、フッター、住所ブロック、あいさつが同じです。

これらの要素をすべて正しく、かつ簡単に管理するために、CCM Designer for Web ではこれらを個別に
管理します。CCM Designer for Web のドキュメント生成はテンプレートに基づいて行われます。テキス
トのブロック (いわゆる [テキスト ブロック]) や企業のフッターなど、ドキュメントのさまざまな要素を
個別に作成して、調整することができます。変更は 1 回適用するだけで済みます。

CCM Designer for Web は役割ベースです。コーポレート アイデンティティに関連する要素など、ド
キュメントの特定の要素を変更した場合、これを適用できるのは、コーポレート アイデンティティを管
理する役割を持つユーザーのみです。

ドキュメントの要素を個別に扱うことで、マルチブランド化の適用も簡単に行えるようになります。異
なるコーポレート アイデンティティを使用しながら、サブブランドで [テキスト ブロック] などのコンテ
ンツ要素を再利用することができます。

次の図に、さまざまな要素を持つレターの構造を示します。
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ロゴ、名前、住所、参照、結び、署名、およびフッターは各レターで共通している場合がありま
す。CCM Designer for Web では、これらの要素を [マスター テンプレート] で定義されます。

本文はレターごとに異なることがあります。本文は [コンテンツ ウィザード] および [テキスト ブロック]
で定義されます。[コンテンツ ウィザード] および [テキスト ブロック] は [ドキュメント テンプレート]
を使用して [マスター テンプレート] にリンクされます。

ドキュメントのコーポレート デザイン (ヘッダー、フッター、フォント、余白など) はページ スタイル 
および  [スタイル シート]で定義されます。

発行のワークフロー
CCM Designer for Web には、すべてのオブジェクトの履歴を追跡するためのバージョン管理システム機
能があります。

CCM Designer for Web は発行プロセス全体も監視します。これは、ライフサイクル管理システムを利
用して行われます。ソフトウェア内のすべてのオブジェクトがライフサイクルに含まれています。CCM
Designer for Web の保護された環境内でテスト、承認、発行のプロセス全体を実行できます。
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CCM Designer for Windows

CCM Designer for Web は CCM Designer for Windows の後継です。CCM Designer for Windows の一部
の機能は CCM Designer for Web 5.0 では使用できません。
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第 1 章

CCM Designer for Web の操作

自分に割り当てられたプロジェクトの役割に基づいて、この章に記載された該当するチュートリアルを
選択し、熟読してください。

スタート
CCM Designer for Web には役割ベースの機能があります。このトピックでは、組織内でユーザーが実行
するタスクに基づく最も重要な情報について説明します。

タスク 1:ドキュメントのコンテンツの追加および編集

ユーザーにはドメインに関する豊富な知識が必要です。ユーザーのタスクはドキュメントおよびテキス
トを作成して、編集することです。CCM Designer for Web で [テキスト ブロック]、[コンテンツ ウィ
ザード]、[ドキュメント テンプレート]、[フォーム]、および [レター ブック]、[テキスト ブロック リス
ト]、[静的ドキュメント]、[クイック テンプレート]、[メタデータ] を使用します。

次のトピックを確認してください。

新しい [テキスト ブロック] の作成

ドキュメントのテキストの編集

ドキュメント内のテキストの書式

ドキュメントに [テキスト ブロック] を含める

[コンテンツ ウィザード] の [テキスト ブロック] のプロパティの調整

[テキスト ブロック] のリストの作成

[コンテンツ ウィザード] にテキスト ブロック リストを含める

新しい [ドキュメント テンプレート] の作成

新しい [レター ブック] の作成

[メタデータ] を使用した [テキスト ブロック] の分類

マルチブランド化機能の適用

新しい [静的ドキュメント] の作成

新しい [クイック テンプレート] の作成

オブジェクトのテスト



Kofax Customer Communications Manager Designer for Web ユーザー ガイド

11

承諾または発行のための送信

タスク 2:コーポレート アイデンティティの管理

ロゴの変更、レターの余白の調整、フッターの内容の編集を行います。CCM Designer for Web で、テキ
スト ブロックとドキュメント テンプレート、およびリソースとコーポレート デザインを使用します。

次のトピックを確認してください。

新しい [テキスト ブロック] の作成

ドキュメントのテキストの編集

ドキュメント内のテキストの書式

ドキュメントに [テキスト ブロック] を含める

[コンテンツ ウィザード] の [テキスト ブロック] のプロパティの調整

[テキスト ブロック] のリストの作成

[コンテンツ ウィザード] にテキスト ブロック リストを含める

新しい [ドキュメント テンプレート] の作成

[レター ブック] の使用

[リソース] の使用

ドキュメントのテキストのスタイル定義

ドキュメントの [ページ スタイル] の書式設定

オブジェクトのテスト

承諾または発行のための送信

タスク 3:テンプレートの作成

ドキュメントのテンプレートを作成します。ユーザーにはデータおよびアプリケーションに関する知識
が必要です。CCM Designer for Web で、[マスター テンプレート]、[ドキュメント テンプレート]、[Data
Backbone]、[フィールド]、および [フィールド セット]、[メタデータ]、[Includes]、[ライブラリ] を使用
します。

次のトピックを確認してください。

[マスター テンプレート] の使用

新しい [ドキュメント テンプレート] の作成

オブジェクトのテスト

[テスト データ] の管理



Kofax Customer Communications Manager Designer for Web ユーザー ガイド

12

[メタデータ] を使用した [テキスト ブロック] の分類

[Includes] の使用

[ライブラリ] の使用

承諾または発行のための送信

タスク 4:CCM Designer for Web の管理

[ユーザー権限] 、新しいユーザー、およびプロジェクトを作成します。ユーザーは管理者である必要が
あります。

この章のすべてのトピックを参照してください。

CCM Designer for Web へのアクセス
CCM Designer for Web の機能は役割に従って編成されています。各ユーザーには、プロジェクトでユー
ザーが担うタスクに応じて役割が割り当てられています (「スタート」を参照)。すべての役割に一連の
権限が設定されています。たとえば、 [プロジェクト管理者] は Template Designers に、プロジェクトに
アクセスして [テキスト ブロック] などを編集する権限を付与することができます。

注  通常、CCM Designer for Web は組織のビジネス アプリケーションに統合されます。ユーザーはロ
グオンする必要がない可能性があります。CCM Designer for Web が統合されていない場合は、ログオ
ンするための資格情報がシステム管理者からユーザーに与えられます。

注  インストールに成功した場合は、ユーザーがログオンした後に InstallationTest4-4 の組み込みプロ
ジェクトが表示されます。このプロジェクトは CCM Designer for Windows から削除できます。

定義済み役割

CCM Designer for Web には一連の定義済み役割および対応する権限が付属しています。
▪ 作成者:削除、 [編集] 、新規作成、名前変更、説明の設定、[テスト]、[承諾へ送る]、[表示]。

▪ コンテンツ レビューア:[発行へ送る] 、[拒否]、[テスト]、[表示]。

▪ 発行者: [発行] 、[拒否]、[テスト]、[表示]。

▪ [発行作成者]:[発行作成者] には [作成者] と [発行者] の両方の権限が付与されます。

▪ 発行レビューア:[発行レビューア] には [コンテンツ レビューア] と [発行者]の両方の権限が付与されま
す。

▪ ビューア:[ビューア] は [表示] のみ行えます。

▪ プロジェクト管理者:[プロジェクト管理者] には上記のすべての権限が付与されます。プロジェクト管
理者の任務は、他のユーザーにアクセス権を付与することです。
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注  CCM Designer for Web 5.0 では新しい役割を作成できません。

一般に、すべての権限に次のルールが適用されます。
▪ 役割および対応する権限をユーザーに付与するには、役割を割り当てる必要があります
▪ デフォルトでは、権限は付与されていません
▪ 権限を抑制することはできません

ユーザーへのロールの割り当て

CCM Designer for Web ユーザーに役割を割り当てるには、次の手順を使用します。

1. ユーザー グループが作業するプロジェクトを右クリックして、[ユーザー権限] をクリックします。
[ユーザー権限] ウィンドウが表示されます。

2. ドロップダウン リストでユーザーを選択します。

3. 1 つ以上の役割を選択して、[適用] をクリックします。
[確認] ウィンドウが表示されます。

4. [はい] をクリックします。
[ユーザー権限] が保存されたことを示す通知が送信されます。
ユーザーごとに上記の手順を繰り返します。

注  新しいユーザーを作成するには、外部プログラムを使用します。CCM のセールス担当者また
は CCM のメンテナンスを行っている IT 担当者に問い合わせてください。

新しいプロジェクトの作成

注  CCM Designer for Web 5.0 で新しいプロジェクトを作成することはできません。既存のプロジェク
トをアップロードしてインポートすることのみ可能です。CCM Designer for Web で使用するプロジェ
クトを作成するには、「CCM Designer for Windows での新しいプロジェクトの作成」を参照してくだ
さい。

CCM Designer for Web へのプロジェクトのアップロードとインポート
1. メニューで、[ファイル] > [ダッシュボード] をクリックします。

ダッシュボードが表示されます。

2. [インポート] をクリックします。

3. インポートするプロジェクトに移動し、 [開く] をクリックします。

4. [アップロード] をクリックします。

5. プロジェクトの名前を入力し、 [インポート] をクリックします。
CCM Designer for Web にプロジェクトがインポートされる際に通知が表示されます。通知
は、CCM Designer for Web に表示されます。
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ヒント  適用した変更を表示するために CCM Designer for Web をリフレッシュする必要があるこ
とがあります。[リフレッシュ] をクリックします。

CCM Designer for Windows での新しいプロジェクトの作成

1. CCM Designer for Windows を開始します。
資格情報の入力を求められることがあります。

2. [ファイル] > [新規] > [新しいプロジェクト] をクリックします。
ドキュメントのタイプおよび [マスター テンプレート] の言語を選択するように求められます。

3. 設定を調整し、 [作成] をクリックします。
[新しいプロジェクト - 設定] ウィンドウが表示されます。

4. [全般] タブで、プロジェクトの名前を入力します。
他のタブで設定を調整する必要がある場合は、ccmkc.kofax.com のナレッジ センターにアクセスし
てください。

5. [適用] をクリックしてから、[OK] をクリックします。
新しいプロジェクトが CCM Designer for Web に表示されます。

注  新しいプロジェクトが表示されるまでしばらく待つ必要があることがあります。プロジェクト
が表示されない場合は、 [リフレッシュ] をクリックしてソフトウェアをリフレッシュします。

新しいフォルダーの作成
このオプションを使用できる場合は、フォルダーを作成できます。

1. 別のフォルダーを追加するフォルダーに移動します。フォルダーを右クリックして、[新規] > [新し
いフォルダー] をクリックします。
[新しいフォルダー] ウィンドウが表示されます。

2. 新しいフォルダーの名前を入力して、 [OK] をクリックします。

注  名前には意味のあるものを指定する必要があります。

フォルダー内に新しいフォルダーが表示されます。

注  適用した変更を表示するには、ソフトウェアのリフレッシュが必要になることがあります。
ツールバーで [リフレッシュ] をクリックします。

ドキュメント テンプレートの使用
[ドキュメント テンプレート] はドキュメントの生成に使用します。すべてのドキュメントには、それ自
身の [ドキュメント テンプレート] があります。[ドキュメント テンプレート] は、[マスター テンプレー
ト]、[クイック テンプレート]、または [静的ドキュメント] に基づきます。

ccmkc.kofax.com
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新しい [ドキュメント テンプレート] の作成

新しい [ドキュメント テンプレート] を作成して定義するには、まず [マスター テンプレート]、[静的ド
キュメント]、および[クイック テンプレート] に関する知識が必要です。「[マスター テンプレート] の使
用」、 「新しい [静的ドキュメント] の作成」､および「新しい [クイック テンプレート] の作成」を参照
してください。

1. コミュニケーション > ドキュメント テンプレート に移動し、ドキュメント テンプレート を右ク
リックし、新規 > 新しいドキュメント テンプレート をクリックします。
[新しいドキュメント テンプレート] ウィンドウが表示されます。

2. 新しい [ドキュメント テンプレート] の名前を入力し、[次へ] をクリックします。
[ドキュメント テンプレート エディタ] が表示されます。

3. [マスター テンプレートに基づく] セクションで、鉛筆アイコンをクリックして [マスター テンプ
レート] およびその他のプロパティを定義します。

4. 新しいウィンドウで、 [マスター テンプレート] タブをクリックし、新しい [ドキュメント テンプ
レート] の基になる [マスター テンプレート] をクリックします。
そのセクションに [マスター テンプレート] の名前が表示されます。

5. [説明] セクションで、鉛筆アイコンをクリックして説明を追加します。

6. [保存して閉じる] をクリックします。
新しい [ドキュメント テンプレート] が [ドキュメント テンプレート] に表示されます。

[ドキュメント パッケージ テンプレート] の作成

[ドキュメント パッケージ] には、ドキュメントのセットが含まれます。[ドキュメント パッケージ] は
[ドキュメント パッケージ テンプレート] から作成されます。[ドキュメント パッケージ テンプレート]
は、CCM Designer for Web で作成および維持されます。

1. コミュニケーション > ドキュメント パッケージ テンプレート に移動し、ドキュメント パッケージ
テンプレート を右クリックし、新規 > 新しいドキュメント パッケージ テンプレート をクリックし
ます。
[新しいドキュメント パッケージ テンプレート] ウィンドウが表示されます。

2. 新しい [ドキュメント パッケージ テンプレート] の名前を入力し、OK をクリックします。
新しい [ドキュメント パッケージ テンプレート] が ドキュメント パッケージ テンプレート フォル
ダーに表示されます。

3. 新しい [ドキュメント パッケージ テンプレート] を右クリックし、編集 をクリックします。
[ドキュメント パッケージ テンプレート エディタ] が表示されます。

4. [カバー レターの選択] ウィンドウで、カバー レター を選択し、選択 をクリックします。
▪ 選択した [カバー レター] を変更するには、カバー レター スロットの右側にあるドット記号をク

リックし、カバー レターの選択 をクリックし、手順 4 を繰り返します。

5. [ドキュメント テンプレート] を選択してデータを準備するには、データ準備テンプレート スロット
の右側にあるドット記号をクリックし、データ準備テンプレートの選択 をクリックします。
[データ準備テンプレートの選択] ウィンドウが表示されます。

6. [データ準備テンプレート] を選択し、選択 をクリックします。
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7. 1 つ以上の ドキュメント テンプレート を追加するには、プラス アイコンをクリックします。
[ドキュメント テンプレートの追加] ウィンドウが表示されます。

8. 1 つ以上の ドキュメント テンプレート を選択し、追加 をクリックします。
[ドキュメント テンプレート] が ドキュメント パッケージ テンプレート エディタ に表示されます。
冗長な [ドキュメント テンプレート] を削除するには、ドキュメント テンプレート スロットの右側
にあるドット記号をクリックし、削除 をクリックします。

9. スロットのプロパティを管理するには、スロットの右側にあるドット記号をクリックし、 [プロパ
ティ] をクリックします。
[プロパティ] ウィンドウが表示されます。

10. [省略可能] をオンにして、ユーザーが ドキュメント パッケージ を作成し、この ドキュメント テン
プレート を含めるか、または除外できるようにします。

11. このスロットにアクセスする必要がある統合アプリケーションがある場合は、スロットの参照を提
供します。

12. [保存] をクリックします。

13. [保存して閉じる] をクリックします。

[レター ブック] の使用

[レター ブック] を使用すると、[ドキュメント テンプレート] のコレクションを設定して編成できま
す。[レター ブック] は CCM Designer for Web の外部にあり、インポートできます。[レター ブック]
は、作成、編集､およびインポートできます。

新しい [レター ブック] の作成

1. [コミュニケーション] > [レター ブック] に移動し、[レター ブック] を右クリックし、[新規] > [新し
いレター ブック] をクリックします。
[新しいレター ブック] ウィンドウが表示されます。

2. 新しい [レター ブック] の名前を入力し、[OK] をクリックします。
新しい [レター ブック] が [レター ブック] に表示されます。

3. 新しい [レター ブック] を右クリックし、[編集] をクリックします。
[レター ブック エディタ] ウィンドウが表示されます。

4. 右側のウィンドウで、 [ドキュメント テンプレート] をクリックして左側のウィンドウにドラッグし
ます。

注  現在の [レター ブック] から他の [レター ブック] を参照することもできます。そのためには、
[レター ブック] タブをクリックし、必要な [レター ブック] をクリックして左側のウィンドウにド
ラッグします。

5. [レター ブック] の作成が完了したら、[保存して閉じる] をクリックします。

[レター ブック] のインポート

1. [コミュニケーション] > [レター ブック] に移動し、[レター ブック] を右クリックし、[レター ブッ
クのインポート] をクリックします。
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2. [+参照] をクリックします。

3. アップロードするファイルをクリックし、 [開く] をクリックします。

注  [レター ブック] は XML ファイルです。

ファイルがインポートされたら、ウィンドウを閉じます。

新しい [テキスト ブロック] の作成
[テキスト ブロック] は、さまざまな目的のために再利用できる特定の意味を含むテキストです。[テキス
ト ブロック] は、通常 1 つまたは 2 つの段落で構成されます。

1. [コンテンツ] > [テキスト ブロック] に移動し、新しい [テキスト ブロック] を含むドキュメント タ
イプを含むフォルダーをクリックします。
たとえば、新しい [テキスト ブロック] をウェルカム レターに追加する場合、必要なフォルダーの
名前付きレター である可能性があります。

2. 新しい [テキスト ブロック] を含めるドキュメントが格納されているフォルダーを右クリックしま
す。[新規] > [新しいテキスト ブロック] をクリックします。
[新しいテキスト ブロック] ウィンドウが表示されます。

3. [テキスト ブロック] の名前を入力し、[OK] をクリックします。

注  [テキスト ブロック] には、意味のある名前を付ける必要があります。たとえば、ロイヤル カ
スタマー クラブに関する情報を含む [ウェルカム レター] に新しい [テキスト ブロック] を追加す
るには、[テキスト ブロック] に同じ名前を割り当てます。

[テキスト ブロック] がフォルダーに表示されます。

4. [テキスト ブロック] にテキストを追加するには、[テキスト ブロック] を右クリックしてから [編集]
をクリックします。
[テキスト ブロック エディタ] が表示されます。

5. テキストを作成します。[フィールド] を追加することもできます。エディタの機能の詳細について
は、「ドキュメント内のテキストの書式」 を参照してください。

6. 変更を保存します。
[テキスト ブロック] が結果ドキュメントでどのように表示されるかを確認するには、「オブジェク
トのテスト」 を参照してください。

ドキュメントのテキストの編集
このセクションでは、修正を必要とするドキュメントを更新する方法について説明します。

各ドキュメントは、 [ドキュメント テンプレート] で作成されます。テキストの一部 ([テキスト ブロッ
ク]) を変更する場合は、 この [テキスト ブロック] を含む [ドキュメント テンプレート] を特定する必要
があります。

1. [コミュニケーション] > [ドキュメント テンプレート] に移動し、変更する [ドキュメント テンプ
レート] を右クリックし、[表示] をクリックします。
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[ドキュメント テンプレート エディタ] ウィンドウが表示されます。

2. [パラメータ] セクションを探し、このドキュメントで使用されている [コンテンツ ウィザード] を特
定します。[コンテンツ ウィザード] の名前を記録します。この名前は、更新するドキュメントを含
む [コンテンツ ウィザード] を見つけるために必要です。

3. [ドキュメント テンプレート エディタ] ウィンドウを閉じます。

4. [コンテンツ] > [コンテンツ ウィザード] に移動し、変更するファイルを含むフォルダーをクリック
します。
たとえば、ウェルカム レターを変更する場合、そのファイルはおそらくレター フォルダーにある
と考えられます。

5. ファイルを右クリックして、 [編集] をクリックします。
[コンテンツ ウィザード エディタ] が表示されます。

6. 左側のメニューで、更新する [テキスト ブロック] を選択します。

ヒント  [テキスト ブロック] をプレビューするには、ダッシュボードの [表示] をクリックし、[テ
キスト ブロック プレビューの表示] を選択します。プレビューは、右下隅に表示されます。

7. [テキスト ブロック] を右クリックして、[編集] をクリックします。
[テキスト ブロック] ウィンドウが表示されます。

8. [テキスト ブロック] を編集可能にするには、[動作] フレームの [編集可能] を選択します。編集可能
な [テキスト ブロック] の詳細については、「[テキスト ブロック] を編集可能にする」を参照してく
ださい。

9. 左側のメニューの [テキスト ブロック] の位置を記録し、[OK] をクリックします。

10. [コンテンツ ウィザード エディタ] ウィンドウを閉じます。

11. [コンテンツ] > [テキスト ブロック] に移動し、変更する [テキスト ブロック] を含むフォルダーをク
リックします。

12. [テキスト ブロック] を右クリックして、[編集] をクリックします。
[テキスト ブロック エディタ] ウィンドウが表示されます。

13. [テキスト ブロック] に必要な変更を行います。

14. [保存して閉じる] をクリックします。

15. [テキスト ブロック エディタ] ウィンドウを閉じます。

注  CCM Designer for Web の特定のオブジェクトに適用した変更を表示する場合は、「オブジェ
クトのテスト」を参照してください。

ドキュメントに [テキスト ブロック] を含める
1. [コンテンツ] > [コンテンツ ウィザード] に移動し、特定の [テキスト ブロック] を含めるドキュメン

トが存在するフォルダーをクリックします。

2. [テキスト ブロック] を追加するファイルを右クリックし、[編集] をクリックします。
[コンテンツ ウィザード エディタ] が表示されます。
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3. メニューの [編集] をクリックし、[テキスト ブロックの追加] をクリックします。
[テキスト ブロック] ウィンドウが表示されます。

4. 追加する [テキスト ブロック] を含むフォルダーをダブルクリックします。

5. 追加する [テキスト ブロック] をクリックします。

ヒント  [テキスト ブロック] をプレビューするには、左下隅にある [テキスト ブロック プレ
ビュー] を選択します。

6. [追加して閉じる] をクリックします。
作成しているドキュメントに [テキスト ブロック] が組み込まれて表示されます。ドキュメント構造
内の [テキスト ブロック] の位置を変更するには、[テキスト ブロック]をクリックして、左側のツー
ルバーにある矢印を使用します。

7. [ファイル] > [保存] をクリックします。

8. [ファイル] > [閉じる] をクリックします。

注  赤の [X] アイコンをクリックしてエディタを閉じると、適用した変更の一部が失われることが
あります。

適用したドキュメントまたは変更を表示するには、「オブジェクトのテスト」を参照してくださ
い。
[テキスト ブロック] のプロパティを調整する方法については、「[コンテンツ ウィザード] の [テキ
スト ブロック] のプロパティの調整」を参照してください。

[コンテンツ ウィザード] の [テキスト ブロック] のプロパティの調整

[テキスト ブロック] を省略可能または必須にしたり、編集可能または編集不能にしたりすることができ
ます。

[テキスト ブロック] を編集可能にする
編集可能とは、作成しているドキュメントのテキストをユーザーが変更できることです。これは、ド
キュメントを個人的に変更する場合に便利です。たとえば、組織の従業員は、顧客との連絡方法 (電話ま
たは電子メール) をレターで指定することにより、レターをカスタマイズできます。

1. [コンテンツ] > [コンテンツ ウィザード] に移動して、変更を行うフォルダーを [コンテンツ ウィ
ザード] で検索します。

2. [コンテンツ ウィザード] を右クリックして、[編集] をクリックします。
[コンテンツ ウィザード エディタ] が表示されます。

3. [テキスト ブロック] を検索して右クリックし、[編集] をクリックします。
[テキスト ブロック] ウィンドウが表示されます。

4. [編集可能] を選択します。

注  デフォルトでは、 [テキスト ブロック] は編集不能です。

5. [OK] をクリックします。

6. [コンテンツ ウィザード エディタ] を閉じます。
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[テキスト ブロック] を省略可能にする
省略可能な [テキスト ブロック] は、必要に応じてドキュメントに含めることができる定義済みのテキス
トで構成されています。これは、顧客へのレターに情報を追加する場合に便利です。たとえば、組織の
年次休暇の終了に関する情報を追加する場合に、この情報を含む [テキスト ブロック] を作成し、これを
省略可能に設定して、必要なときのみ使用することができます。[テキスト ブロック] の作成方法につい
ては、「新しい [テキスト ブロック] の作成」を参照してください。

1. [コンテンツ] > [コンテンツ ウィザード] に移動して、変更を行うフォルダーを [コンテンツ ウィ
ザード] で検索します。

2. [コンテンツ ウィザード] を右クリックして、[編集] をクリックします。
[コンテンツ ウィザード エディタ] が表示されます。

3. [テキスト ブロック] を検索して右クリックし、[編集] をクリックします。
[テキスト ブロック] ウィンドウが表示されます。

4. [省略可能] を選択します。

5. [OK] をクリックします。

[テキスト ブロック] への [条件] の追加

デフォルトでは、 [テキスト ブロック] 、または [テキスト ブロック] グループなどの別の要素は、常に
[コンテンツ ウィザード] に含まれています。条件によっては、該当する [テキスト ブロック] を使用する
かどうかを指定できます。

1. [コンテンツ] > [コンテンツ ウィザード]に移動して、必要なオブジェクトが格納されたフォルダー
をクリックします。
たとえば、条件付きの [テキスト ブロック] をウェルカム レターに追加する場合は、必要なフォル
ダーの名前付きレター である可能性があります。

2. 必要なオブジェクトを右クリックして、 [編集] をクリックします。
[コンテンツ ウィザード エディタ] が表示されます。

3. メニューで [編集] をクリックしてから、[テキスト ブロックの追加] をクリックします。
[テキスト ブロック] ウィンドウが表示されます。

4. [条件] を追加する [テキスト ブロック]を検索して、クリックします。

5. [追加して閉じる] をクリックします。
ドキュメントの構造に [テキスト ブロック] が表示されます。ドキュメント構造内の [テキスト ブ
ロック] の位置を変更するには、[テキスト ブロック]をクリックして、左側のツールバーにある矢印
を使用します。

6. [テキスト ブロック] を右クリックして、[編集] をクリックします。
[テキスト ブロック] ウィンドウが表示されます。

7. [表示/非表示] タブをクリックします。

8. [場合によってはテキスト ブロックを含めない] を選択します。

9. 右側の [新規] をクリックして、新しい [条件] を追加します。
[条件] ウィンドウが表示されます。
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10. ドロップダウン リストで、該当する [テキスト ブロック] に関連する [フィールド] を選択しま
す。[フィールド] が値 Y (はい) に等しい場合は、この [テキスト ブロック] が含まれます。

注  条件は必要なだけ適用できます。

11. 値 Y を入力して、[OK] をクリックします。
[条件] が適用されました。この [テキスト ブロック] は、指定した [フィールド] の値が Y に等しい
場合のみ [コンテンツ ウィザード] に含まれるようになりました。

12. [OK] をクリックします。

13. [ファイル] > [保存] をクリックします。

14. [ファイル] > [閉じる] をクリックします。

条件付き [テキスト ブロック] のテスト

特定の [テキスト ブロック] に [条件] を適用した場合は、それが属している [コンテンツ ウィザード] を
テストします。

1. [コンテンツ] > [コンテンツ ウィザード] > [テキスト ブロック] に移動し、テストする [テキスト ブ
ロック] を右クリックし、[テスト] をクリックします。
[テスト] ウィンドウが表示されます。

2. [テスト データの編集] をクリックします。 たとえば、テストの名前、性別、または住所を変更でき
ます。これにより、データがドキュメントに正しく含まれているかどうかを確認できます。
[テスト] ウィンドウが表示されます。

3. [条件] を追加しているときに指定した[フィールド]をクリックします。

4. 必要なフィールドに「Y」を入力し、このテストで何か異なる設定を指定します。

5. [テスト] をクリックします。
Microsoft Word でドキュメントが開きます。[条件] に含めた [テキスト ブロック] に移動して、正し
いかどうかを確認します。

条件付き [テキスト ブロック] の再テスト (ドキュメントに表示しない)
1. [コンテンツ] > [コンテンツ ウィザード] > [テキスト ブロック] に移動し、[条件] を適用した [テキス

ト ブロック] を右クリックし、[テスト] をクリックします。
[テスト] ウィンドウが表示されます。

2. [テスト データの編集] をクリックします。
[テスト] ウィンドウが表示されます。

3. [条件] を追加しているときに指定した[フィールド]をクリックします。

4. 必要なフィールドに「Y」の代わりに「N」 (いいえ) を入力します。

5. [テスト] をクリックします。
条件付き [テキスト ブロック] なしでドキュメントが表示されます。

6. Microsoft Word を閉じます。
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[テキスト ブロック] グループへの [条件] の追加

[テキスト ブロック] 条件グループを作成して、必要な場合のみドキュメントに表示することができま
す。

1. [コンテンツ] > [コンテンツ ウィザード] に移動して、必要なドキュメントが格納されたフォルダー
をクリックします。

2. ドキュメントを右クリックして、 [編集] をクリックします。
[コンテンツ ウィザード エディタ] が表示されます。

3. ドキュメント構造内でグループを右クリックし、 [編集] をクリックします。
[セクション] ウィンドウが表示されます。

4. [表示/非表示] タブをクリックします。

5. [場合によってはセクションを含めない] を選択します。

6. 右側の [新規] をクリックして、 [条件] を [セクション] に追加します。
[条件] ウィンドウが表示されます。

7. ドロップダウン リストで、[セクション] に関連する [フィールド] を選択します。[フィールド] が値
Y (はい) に等しい場合は、この [セクション] が含まれます。

8. [OK] をクリックします。
[条件] が [セクション] に適用されます。

9. [OK] をクリックします。
[テキスト ブロック] グループの追加が条件に従って実行されるようになりました。このグループが
ドキュメントに表示されるのは、このグループが必要な場合のみになります。

10. [ファイル] > [保存] をクリックします。

11. [ファイル] > [閉じる] をクリックします。

[テキスト ブロック] の条件付きグループのテスト

[テキスト ブロック] のグループに [条件] を適用した場合は、それが属している [コンテンツ ウィザード]
をテストします。

1. [コンテンツ] > [コンテンツ ウィザード] に移動し、条件付き [テキスト ブロック] のグループを追加
するオブジェクトを右クリックして、[テスト] をクリックします。
[テスト] ウィンドウが表示されます。

2. [テスト データの編集] をクリックします。
[テスト] ウィンドウが表示されます。

3. グループに [条件] を追加するときに選択した [フィールド] をクリックします。

4. 必要なフィールドに「Y」を入力します。

5. [テスト] をクリックします。
Microsoft Word でドキュメントが開きます。[テキスト ブロック] のグループがあることを確認しま
す。

6. Microsoft Word を閉じます。



Kofax Customer Communications Manager Designer for Web ユーザー ガイド

23

[テキスト ブロック] の条件付きグループの再テスト (ドキュメントに表示しな
い)
1. [コンテンツ] > [コンテンツ ウィザード] に移動し、条件付き [テキスト ブロック] のグループを追加

するオブジェクトを右クリックして、[テスト] をクリックします。
[テスト] ウィンドウが表示されます。

2. [テスト データの編集] をクリックします。
[テスト] ウィンドウが表示されます。

3. グループに [条件] を追加するときに選択した [フィールド] をクリックします。

4. 必要なフィールドに「Y」の代わりに「N」を入力します。
ドキュメントは Microsoft Word で [テキスト ブロック] の条件付きグループなしで開きます。

5. Microsoft Word を閉じます。

[テキスト ブロック] のリストの作成
CCM Designer for Web では、ドキュメントの作成中に使用できる [テキスト ブロック] のリストを作成
できます。

[テキスト ブロック リスト] のコンテンツを定義するには、次の 2 つの方法があります。
▪ 最初の方法では、特定のフォルダーに属しているすべての [テキスト ブロック] リストを作成す

ることによって [テキスト ブロック] フォルダーのエイリアスを作成します。詳細については、
「[テキスト ブロック] のリストを [テキスト ブロック] フォルダーのエイリアスとして作成す
る」を参照してください。

▪ 2 番目の方法では、必要な [テキスト ブロック] のみをリストに手動で追加することによっ
て、[テキスト ブロック] の固定セットを作成します。詳細については、「[テキスト ブロック] の
リストを [テキスト ブロック] の固定セットとして作成する」を参照してください。

[テキスト ブロック] のリストを [テキスト ブロック] フォルダーのエイリア
スとして作成する

ドキュメントの作成中に使用できる [テキスト ブロック] のリストを作成できます。

1. [コンテンツ] > [テキスト ブロック リスト] に移動し、[テキスト ブロック リスト] を右クリック
し、[新規] > [新しいテキスト ブロック リスト] をクリックします。
[新しいテキスト ブロック リスト] ウィンドウが表示されます。

2. [テキスト ブロック リスト] の名前を入力して、[OK] をクリックします。
[テキスト ブロック リスト] に新しい [テキスト ブロック リスト] が表示されます。

3. 新しい [テキスト ブロック リスト] を右クリックして、[編集] をクリックします。
[テキスト ブロック リスト エディタ] ウィンドウが表示されます。

4. [テキスト ブロック フォルダーのエイリアスです] を選択します。

5. [選択] をクリックして、作成する [テキスト ブロック リスト] のエイリアスにする [テキスト ブロッ
ク] フォルダーを選択します。
[テキスト ブロック フォルダー] ウィンドウが表示されます。
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6. フォルダーを選択します。下位レベルのフォルダーを開くには、フォルダーをダブルクリックしま
す。上位レベルの [テキスト ブロック] フォルダーに戻るには、青い上矢印アイコンをクリックしま
す。

7. [OK] をクリックします。

8. [保存して閉じる] をクリックします。
ドキュメントの作成中に [コンテンツ ウィザード] に テキスト ブロック リスト を含めるには、
「[コンテンツ ウィザード] にテキスト ブロック リストを含める」を参照してください。

[テキスト ブロック] のリストを [テキスト ブロック] の固定セットとして作
成する

1. [コンテンツ] > [テキスト ブロック リスト] に移動し、[テキスト ブロック リスト] を右クリック
し、[新規] > [新しいテキスト ブロック リスト] をクリックします。
[新しいテキスト ブロック リスト] ウィンドウが表示されます。

2. [テキスト ブロック リスト] の名前を入力して、[OK] をクリックします。
[テキスト ブロック リスト] に新しい [テキスト ブロック リスト] が表示されます。

3. 新しい [テキスト ブロック リスト] を右クリックして、[編集] をクリックします。
[テキスト ブロック リスト エディタ] ウィンドウが表示されます。

4. [テキスト ブロックの固定セットです] を選択します。

5. 青のプラス アイコンをクリックして、[テキスト ブロック] を追加します。

6. 必要なすべての [テキスト ブロック] を追加した後に、[保存して閉じる] をクリックします。

[コンテンツ ウィザード] にテキスト ブロック リストを含める
[コンテンツ ウィザード] に [テキスト ブロック リスト] を含めると、ドキュメント作成のプロセスが容易
になります。

1. [コンテンツ] > [コンテンツ ウィザード] に移動し、編集するドキュメントのタイプを含むフォル
ダーをクリックします。

2. ドキュメントを右クリックし、 [編集] をクリックします。
[コンテンツ ウィザード エディタ] ウィンドウが表示されます。

3. メニューの [編集] をクリックし、 [セクションの追加] > [セクション グループ] をクリックします。
[テキスト ブロック リスト] は、既存の [テキスト ブロック] 選択グループに追加することもできま
す。
[テキスト ブロック選択グループ] ウィンドウが表示されます。

4. グループの名前を入力し、必要に応じて選択します。選択グループを条件付きにすることもできま
す。[条件] を追加する方法の詳細については、「[テキスト ブロック] グループへの [条件] の追加」
を参照してください。

5. [OK] をクリックします。
[コンテンツ ウィザード] の構造に新しい [テキスト ブロック] の [選択グループ] が表示されます。
左側のツールバーにある矢印をクリックすると、グループの位置を調整できます。
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6. 新しい [テキスト ブロック] の選択グループを右クリックし、[テキスト ブロック リストの追加] を
クリックします。
[テキスト ブロック リスト] ウィンドウが表示されます。

7. [テキスト ブロック リスト] を選択し、[OK] をクリックします。
[コンテンツ ウィザード] の構造に [テキスト ブロック リスト] が表示されます。

[メタデータ] を使用した [テキスト ブロック] の分類
[テキスト ブロック] を分類するもう 1 つの方法は、[メタデータ] を使用することです。[メタデータ]
は、[テキスト ブロック] にラベルを適用して整理および分類するための手段となります。[メタデータ]
を使用すると、ラベルを作成し、それを [テキスト ブロック] に適用できるようになるため、[テキスト
ブロック] のフィルター処理や必要に応じた使用を簡単に行えるようになります。

[メタデータ] の作成と編集

1. [コンテンツ] > [メタデータ] に移動し、[メタデータ] を右クリックし、[新規] > [新しいメタデータ]
をクリックします。
[新しいメタデータ] ウィンドウが表示されます。

2. 新しい [メタデータ] オブジェクトの名前を入力し、ID を割り当てます。

注  割り当てる ID については、CCM の保守を担当する IT 担当者に連絡してください。サポート
されている ID の形式は数字のみです。

3. [OK] をクリックします。
新しい [メタデータ] オブジェクトが [メタデータ] に表示されます。

4. 新しい [メタデータ] オブジェクトを右クリックし、[編集] をクリックします。
[メタデータ エディタ] ウィンドウが表示されます。

5. [メタデータ] オブジェクトに関連付ける値の数に応じて、[1 つの値を選択できます] または [複数の
値を選択できます] を選択します。
たとえば、英語、フランス語、ドイツ語などの異なる言語の値を作成する場合は、 [複数の値を選
択できます] を選択します。

6. 値の名前を入力し、 [追加] をクリックします。作成するすべての値に対して、同じ操作を実行しま
す。

7. [保存して閉じる] をクリックします。

[メタデータ] の [テキスト ブロック] グループへのアタッチ

1. [コンテンツ] > [テキスト ブロック] に移動し、[メタデータ] をアタッチする [テキスト ブロック] の
フォルダーを右クリックして、[設定] をクリックします。
新しいウィンドウが表示されます。

2. [フォルダー メタデータ] タブをクリックします。
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3. [フォルダーへのメタデータの追加] をクリックして、追加する[メタデータ] オブジェクトを選択し
ます。
▪ デフォルト値を 1 つ以上選択するように要求された場合は、そのように選択して、[OK] をク

リックします。

4. [適用] をクリックしてから、[OK] をクリックします。
[メタデータ] はフォルダー内のすべての [テキスト ブロック] に基づいています。特定の [テキスト
ブロック] の[メタデータ] を編集するには、「グループ内の 1 つの [テキスト ブロック] の [メタデー
タ] の編集」を参照してください。

グループ内の 1 つの [テキスト ブロック] の [メタデータ] の編集

[テキスト ブロック] のグループに [メタデータ] ラベルを付け、そのグループの特定の [テキスト ブロッ
ク] に別のラベルを付ける場合は、[テキスト ブロック エディタ] で次のように指定できます。

1. [コンテンツ] > [テキスト ブロック] に移動し、別のラベルを付ける [テキスト ブロック] を右クリッ
クし、[編集] をクリックします。

ヒント  グループ内に新しい [テキスト ブロック] を作成し、それに別の [メタデータ] ラベルを付
けることもできます。

[テキスト ブロック エディタ] ウィンドウが表示されます。

2. ツールバーで [メタデータ] 記号をクリックし、[メタデータ] を編集します。

3. [編集] をクリックして、[テキスト ブロック] に別の値を選択します。

4. [OK] をクリックします。

5. [OK] をクリックします。
[テキスト ブロック] に別の [メタデータ] ラベルが付けられます。

6. [保存して閉じる] をクリックします。

ドキュメント内のテキストの書式
書式設定について説明しているセクションは、読者が Microsoft Word の基本を理解しているという前提
で記述されています。

テキストの書式設定機能の一部は、CCM Designer for Web の [テキスト ブロック エディタ] で使用でき
ます。
▪ テキストのスタイル
▪ 太字の書式設定
▪ 斜体の書式設定
▪ 下線の書式設定
▪ 番号付きリスト
▪ 箇条書き
▪ インデントを増やす
▪ 表の挿入と編集
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▪ [フィールド] の挿入

注  [テキスト ブロック エディタ] のテキストのスタイルは、結果のドキュメントのスタイルと異なりま
す。結果のドキュメントのスタイルは CCM Designer for Web に実装され、組織のコーポレート アイ
デンティティに準拠しています。結果のドキュメントを表示するには、「オブジェクトのテスト」を参
照してください。

注  追加書式設定を適用するには、「ドキュメントのテキストのスタイル定義」を参照してください。

テーブルの挿入

[テキスト ブロック エディタ] 内では、テーブルをドキュメントに挿入できます。

1. [コンテンツ] > [テキスト ブロック] に移動し、テーブルを含める [テキスト ブロック] を右クリック
し、[編集] をクリックします。

注  [テキスト ブロック] を定義するプロセスについては、「ドキュメントのテキストの編集」とい
うトピックで説明します。

[テキスト ブロック エディタ] ウィンドウが表示されます。

2. テーブルを挿入する場所にカーソルを置き、テーブルのアイコンをクリックしてテーブルを挿入し
ます。このアイコンをクリックして、テーブルを編集することもできます。
[テーブルの挿入/編集] ウィンドウが表示されます。

3. テーブルのプロパティを設定します。
▪ [自動サイズ設定] を選択し、列の幅をテキストのサイズに合わせます。
▪ [最初の列] 、[最後の列]、[ヘッダー行]、または [フッター行] を選択し、これらのテーブルの部

分が残りの部分と異なるスタイルになるように代替のスタイルを追加します。適用されるスタイ
ルは、テンプレートのスタイルに従います。

4. [挿入] をクリックします。
カーソルを置いた位置にテーブルが表示されます。

5. 変更を保存します。

[フィールド] を含める

[テキスト ブロック エディタ] を使用して [テキスト ブロック] に [フィールド] を含めます。

1. [コンテンツ] > [テキスト ブロック] に移動します。

注  正しい [テキスト ブロック] を定義するプロセスについては、「ドキュメントのテキストの編
集」というトピックで説明します。

[テキスト ブロック エディタ] が表示されます。

2. [フィールド] を配置する場所にカーソルを置き、ウィンドウの右側の [フィールド] リストから
[フィールド] を選択します。ここで検索機能を使用できます。

3. [フィールド] をダブルクリックしてドキュメントに追加します。
カーソルを置いた位置に [フィールド] が表示されます。
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4. 変更を保存します。

[フィールド] の書式設定

[フィールド] には基本的な書式設定を適用できます。たとえば、 [フィールド] の名前が常に大文字にな
るように指定できます。

1. [コンテンツ] > [テキスト ブロック] に移動し、特定の [フィールド] が属している [テキスト ブロッ
ク] を右クリックし、[編集] をクリックします。
[テキスト ブロック エディタ] が表示されます。

2. 書式設定する [フィールド] をクリックし、ツールバーの [F] ボタンをクリックします。

3. 書式設定を選択し、[OK] をクリックします。
書式設定が適用されているかどうかを確認できます。適用されている場合は、 [フィールド] の名前
の後に書式設定の名前が表示されます。たとえば、[CustomerAddress.City:upper] は、大文字の書
式設定が適用されていることを意味します。

4. [保存して閉じる] をクリックします。

[フィールド] への条件の追加

[フィールド] に条件付き書式を適用できます。これは、クライアントの名前の前に常に Mr. または Mrs.
を配置する場合に便利です。次の手順では、受信者の性別に応じて Mr. または Mrs. を追加する方法につ
いて説明します。

1. [コンテンツ] > [テキスト ブロック] に移動して、編集する [テキスト ブロック] を右クリック
し、[編集] をクリックします。
[テキスト ブロック エディタ] が表示されます。

2. 顧客の名前を表示する場所にカーソルを置きます。そこに [Customer.Initials] および
[Customer.Surname] [フィールド] が配置されていない場合は、右側の [フィールド] リストでこれら
のフィールドを検索して、ダブルクリックします。
テキスト内にこれらの [フィールド] が表示されます。

3. [Customer.Initials] [フィールド] の前にカーソルを置いて、[Customer.Gender] [フィールド] を追加
します。
テキスト内にこの [フィールド] が表示されます。

4. テキスト内の [Customer.Gender] [フィールド] をクリックして、ツールバーの [F] ボタンをクリッ
クします。

5. ドロップダウン リストで[条件] を選択します。[次と比較する] パラメータに M を入力します (男
性の場合)。[一致する場合に使用する] パラメータに Mr. を入力します。[一致しない場合に使用す
る]パラメータに Mrs を入力します。

6. [OK] をクリックします。
性別の値が M の場合はテキスト ブロックに Mr. が使用され、M でない場合は Mrs. が使用されま
す。

7. [保存して閉じる] をクリックします。
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条件付き [フィールド] のテスト

[フィールド] に [条件] を適用した場合は、それが属している [テキスト ブロック] をテストします。

1. [コンテンツ] > [テキスト ブロック] に移動し、条件付き [フィールド] が属している [テキスト ブ
ロック] を右クリックし、[テスト] をクリックします。
[テスト] ウィンドウが表示されます。

2. ステータスに [開発中] を選択し、必要な [ドキュメント テンプレート] を選択します。

3. [テスト データの編集] をクリックします。
[テスト] ウィンドウが表示されます。

4. [顧客] フィールドで、必要に応じて男性または女性に対して[M]または[F]を入力します。

5. [テスト] をクリックします。
Microsoft Word でドキュメントが開きます。 条件付き [フィールド] が正しく表示されることを確認
します。

6. Microsoft Word を閉じます。

ドキュメントのテキストのスタイル定義

ドキュメントのテキスト スタイルのプロパティを定義するには、[スタイル シート] を使用します。

1. [コーポレート デザイン] に移動して、作業しているプロジェクトが格納されたフォルダーをクリッ
クします。

2. [スタイル シート] をクリックして、書式設定するファイルを選択します。

3. ファイルを右クリックして、 [編集] をクリックします。
Microsoft Word が開きます。 CCM Designer for Web に組み込まれた書式設定スタイルをプレ
ビューします。

4. [ホーム] タブをクリックします。

5. [スタイル] セクションを検索し、右下にある小さな矢印をクリックします。
[スタイル] ウィンドウが右側に表示されます。

6. 書式設定するスタイルを右クリックして、コンテキスト メニューを開きます。
たとえば、基本的なテキスト フォントがあるとします。この場合、項目の名前は ITP_normal:Basic
style のようになっています。

7. [変更] をクリックします。
[スタイルを変更] ウィンドウが表示されます。

8. 必要な変更を行って、 [OK] をクリックします。
編集したスタイルのプロパティを使用するすべての項目に変更が適用されます。

9. Microsoft Word 文書を閉じて、変更を保存するように要求されたら、変更を保存します。

表の書式設定
[スタイル シート] を使用すると、カスタムの表スタイルを作成したり、ITP_table スタイルを書式設定し
たりできます (このスタイルが書式設定スタイルのプレビューで使用できる場合)。次の手順では、新し
い表スタイルを作成してドキュメント内で使用する方法について説明します。
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注  ITP_table スタイルが適用されるのは、標準 [テキスト ブロック] 内の表のみです。それ以外の、
[スタイル シート] は、リッチ テキスト ブロック でのみ使用できます。

1. [コーポレート デザイン] に移動して、作業しているプロジェクトが格納されたフォルダーをクリッ
クします。

2. [スタイル シート] をクリックして、書式設定するファイルを選択します。

3. ファイルを右クリックして、 [編集] をクリックします。
Microsoft Word が開きます。CCM Designer for Web に組み込まれた書式設定スタイルをプレ
ビューします。

4. ドキュメントの最後にある空のスペースにカーソルを置いて、Microsoft Word の [挿入] タブをク
リックしてから、[表の挿入] をクリックします。

5. 列および行の数を定義して、 [OK] をクリックします。
カーソルの置いてある場所に表が表示されます。

6. [表ツール] > [デザイン] > [表のスタイル] に移動します。

ヒント  このタブを使用できない場合は、挿入された表をクリックすると、[表ツール]タブが表示
されます。

7. 右下にある小さな矢印をクリックすると、さらにオプションが表示されます。

8. [新しい表のスタイル] をクリックします。
[書式から新しいスタイルを作成] ウィンドウが表示されます。

9. ドキュメントにプレビューされているスタイルの名前に従って、スタイルの名前を入力します。
ITP_table_custom のように入力します。

10. 必要な変更を行って、 [OK] をクリックします。
[表のスタイル] セクションに新しいスタイルが表示されます。

11. 新しいスタイルをクリックして表に適用します。

12. Microsoft Word 文書を閉じて、変更を保存するように要求されたら、変更を保存します。

マルチブランド化機能の適用
組織に住所や電話番号が異なる支店またはオフィスがある場合は、ドキュメントで使用されるテキスト
およびコーポレート アイデンティティにマルチブランド化を簡単に適用できます。

ヘッダーまたはフッターに異なるロゴを含むドキュメントを生成するには、 [マスター テンプレート] ま
たは CCM Core Process Script のスクリプトに関する知識が必要です。詳細については、CCM または
CCM Core Process Script のドキュメントを参照してください。

ドキュメントのテキストへのマルチブランド化機能の適用

組織内に住所が異なるオフィスまたは支店がある場合は、CCM Designer for Web でそれらを指定するこ
とにより、ドキュメントを顧客に送信するときに正しい住所を簡単に選択できます。
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注  場所ごとに異なる住所を含む [テキスト ブロック] がすでに配置されている場合は、手順 1 および
手順 2 をスキップしてください。

1. 複数の住所を使用する [テキスト ブロック] をいくつか作成します。これらの [テキスト ブロック]
を作成するには、「新しい [テキスト ブロック] の作成」を参照してください。

2. テキスト内に複数の住所を含める [テキスト ブロック] をドキュメントに追加します。「ドキュメン
トに [テキスト ブロック] を含める」を参照してください。

注  [コンテンツ ウィザード エディタ] で、ドキュメント構造内に複数の住所を含む [テキスト ブ
ロック] を 1 つずつ配置します。

3. [コンテンツ] > [コンテンツ ウィザード] に移動して、複数の住所を含めるドキュメントのタイプが
格納されたフォルダーをクリックします。

4. ドキュメントを右クリックして、 [編集] をクリックします。
[コンテンツ ウィザード エディタ] ウィンドウが表示されます。

5. 左側のドキュメント構造内で、特定の住所を含む [テキスト ブロック] の 1 つを右クリックし
て、[編集] をクリックします。
[テキスト ブロック] ウィンドウが表示されます。

6. [表示/非表示] タブをクリックします。

7. [場合によってはテキスト ブロックを含めない] を選択します。その他のプロパティはデフォルトの
設定どおりにする必要があります。

8. 右側の [新規] をクリックして、 [条件] を [テキスト ブロック] に追加します。

注  [条件] がすでに作成されている場合は、編集できます。[編集] をクリックします。

[条件] ウィンドウが表示されます。

9. [フィールド] リストで、必要な住所に関連する [フィールド] を選択します。値ドロップダウン リス
トの右にある空のスペースに、選択された [フィールド] に関連付けられたテキストを入力します。

10. [OK] をクリックします。
[条件] が [テキスト ブロック] に適用されます。

11. [OK] をクリックします。

12. 異なる住所を含む [テキスト ブロック] ごとに、手順 5 ～ 12 を繰り返します。

13. [コンテンツ ウィザード エディタ] を閉じます。

ドキュメントの [ページ スタイル] の書式設定
[ページ スタイル] では、ページのスタイルを書式設定できます。

1. [コーポレート デザイン] に移動し、作業するプロジェクトのフォルダーをクリックします。

2. [ページ スタイル] をクリックし、書式設定するオブジェクトを探します。
たとえば、ウェルカム レターのページを書式設定する場合、必要なファイルはおそらく名前付きレ
ターになります。
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3. オブジェクトを右クリックし、 [編集] をクリックします。
Microsoft Word 文書が開きます。

4. [ページ レイアウト] タブをクリックし、[ページ セットアップ] セクションを探します。

5. [ページ セットアップ] セクションの右下隅の小さな矢印をクリックします。
[ページ セットアップ] ウィンドウが表示されます。

6. 必要な変更を行って、 [OK] をクリックします。

7. Microsoft Word を閉じて、変更を保存するように要求されたら、変更を保存します。
適用した変更を表示するには、「オブジェクトのテスト」を参照してください。

オブジェクトのテスト
承諾または発行のためにドキュメントを送信する前に、ドキュメントに適用した変更または作成したド
キュメントをテストできます。

1. テストするオブジェクトに移動します。
たとえば、ウェルカム レターにテーブルを挿入し、ドキュメント全体を表示する場合は、[コンテ
ンツ] > [テキスト ブロック] > [レター] に移動します。

2. オブジェクトを右クリックし、 [テスト] をクリックします。
[テスト] ウィンドウが表示されます。
ステータス行にオブジェクトのステータスが表示されます (ステータスの詳細については、次を参
照してください。「承諾または発行のための送信」、 以前のバージョンの [テキスト ブロック] の
使用, オブジェクトのバージョン履歴の表示.)
上のフレームには、この [テキスト ブロック] を使用する [ドキュメント テンプレート] が表示され
ます。
下のフレームには、テストに使用するデータ ファイルが表示されます。

3. ステータス、 [ドキュメント テンプレート] 、および [テスト データ] ファイルを選択し、[テスト]
をクリックします。テストで使用するデータを編集するには (名前、性別、顧客の住所など)、次の
手順に進みます。

4. [テスト データ] を編集するには、[テスト データ] ファイルを選択し、[テスト データの編集] をク
リックします。
[テスト] ウィンドウが表示されます。

5. [すべて展開] をクリックし、編集できるすべてのデータを表示します。

6. 必要な変更を行い、 [テスト] をクリックします。

7. 追加情報の入力を求められたら、表示されるフォームに情報を入力し、 [OK] をクリックします。

8. 適用した変更を確認し、 [OK] をクリックします。

9. Microsoft Word を閉じます。

[テスト データ] の管理

CCM Designer for Web ではデータを使用してドキュメントを生成します。リポジトリから受け取り、
クライアントとの相互作用によって収集されるすべてのデータは、 [Data Backbone] で定義されていま
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す。CCM Designer for Web には、ドキュメントをテストするために使用されるデータの管理機能もあり
ます。

[テスト データ] コンテンツは 2 つの方法で管理できます。
▪ 1 つ目は、必要なデータを含む新しい XML ファイルを作成して、CCM Designer for Web にアップ

ロードする方法です。
▪ 2 つ目は、既存のデータ ファイルを編集する方法です。「[テスト データ] の編集」を参照してくださ

い。

[テスト データ] の編集

既存の XML [テスト データ] ファイルをダウンロードし、変更してから CCM Designer for Web にアップ
ロードして戻すことができます。

1. [データ] > [フィールド セット] に移動し、[Data Backbone] を右クリックし、[テスト データの管
理] をクリックします。
[テスト データ マネージャー] ウィンドウが表示されます。

2. 編集する XML ファイルを選択し、鉛筆アイコンをクリックします。
[テスト データの編集] ウィンドウが表示されます。

3. [ダウンロード] をクリックします。

4. ファイルをテキスト エディタで開きます。コードに必要な変更を行います。

注  テキスト値のみを変更してください。たとえば、国名のコードは、次のようにする必要があり
ます: <Country>USA</Country>。コードにはスペースを含めることができます。

5. ファイルをコンピュータに保存します。

6. [テスト データの編集] ウィンドウを閉じます。

7. [テスト データ マネージャー] ウィンドウで、青のプラス アイコンをクリックして変更したファイ
ルをアップロードします。
[新しいテスト データ] ウィンドウが表示されます。

8. ファイルの名前を入力し、鉛筆アイコンをクリックします。

9. 編集した XML [テスト データ] ファイルに移動し、それをクリックして [開く] をクリックします。

10. [新しいテスト データ] ウィンドウで、[OK] をクリックします。
XML ファイルがリストに表示され、テストで使用する準備が整います。

承諾または発行のための送信
CCM Designer for Web にはライフサイクル管理の機能があります。適用した変更または作成したアイテ
ムは、承諾のために送信し、その後に発行のために送信する必要があります。オブジェクトを発行のた
めに送信するには、その前に承諾のために送信する必要があります。

1. 送信するオブジェクトに移動し、オブジェクトを右クリックして [承諾へ送る] をクリックします。
「[承諾へ送る]」 ウィンドウが表示されます。

2. 変更の説明を入力し、 [OK] をクリックします。
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変更は承諾のために送信されます。
ステータスがドラフトの場合は、オブジェクトが作成または編集されたばかりです。
ステータスが [承認済] の場合は、オブジェクトを [発行] する準備ができています。
ステータスが [発行済] の場合は、オブジェクトが運用中に使用されています。

注  オブジェクトのステータスを手動で変更できるのは、CCM Designer for Windows からのみで
す。「以前のバージョンの [テキスト ブロック] の使用」を参照してください。

3. 承諾のために送信されたオブジェクトは、即座に発行のために送信できます。承諾のために送信さ
れたアイテムを右クリックし、 [発行へ送る] をクリックします。

注  オブジェクトを発行のために送信した場合は、発行者に通知する必要があります。オブジェク
トを発行するには、オブジェクトを右クリックし、 [発行] をクリックします。

すべてのオブジェクトを一度に送信または発行する
CCM Designer for Web 5.0 では、プロジェクトに属しているすべてのオブジェクトを送信または発行で
きます。

1. メニューで、作業中のプロジェクトをクリックし、それぞれ [承諾へ送る] 、発行へ送る、または 発
行 をクリックします。

2. 続行するかどうかを尋ねられたら [OK] をクリックします。

注  承諾へ送る場合は、変更の説明を入力し、 [OK] をクリックします。

以前のバージョンの [テキスト ブロック] の使用
ドキュメントを編集する場合に、以前に使用していた [テキスト ブロック] を使用して、以前の [発行済]
バージョンを現在の [発行済] バージョンにすることができます。

1. CCM Designer for Windows を開始します。

2. [プロジェクト] をクリックして、作業するプロジェクトが含まれているフォルダーをクリックしま
す。

3. [テキスト ブロック] をクリックして、必要な [テキスト ブロック] が含まれているフォルダーを検
索します。
たとえば、ウェルカム レターに属している [テキスト ブロック] のステータスを変更する場合、こ
の [テキスト ブロック] は Letters フォルダーに属している可能性があります。

4. このフォルダーをクリックし、必要な [テキスト ブロック] が含まれているドキュメントをクリック
します。

5. [テキスト ブロック] をクリックして、[テキスト ブロック リビジョン] をクリックします。
[テキスト ブロック] の使用可能なバージョンのリストが表示されます。

6. 現在の [発行済] バージョンにするバージョンの番号を右クリックします。[ステータス] > [承認済と
してマーク] をクリックします。
このバージョンが [承認済] バージョンになりました。
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7. このバージョン番号をもう一度右クリックします。[ステータス] > [発行済としてマーク] をクリッ
クします。
このバージョンの [テキスト ブロック] が [発行済] になり、この [テキスト ブロック] を使用するド
キュメントの生成中に使用されるようになりました。

オブジェクトのバージョン履歴の表示
CCM Designer for Web にはバージョン管理システムがあります。オブジェクトの履歴を確認できます。

履歴を確認するオブジェクトに移動し、オブジェクトを右クリックし、 [履歴] をクリックします。
「[リビジョン履歴]」 ウィンドウが表示されます。
ステータスがドラフトの場合は、オブジェクトが作成または編集されたばかりです。
ステータスが [承認済] の場合は、オブジェクトを [発行] する準備ができています。
ステータスが [発行済] の場合は、オブジェクトが運用中に使用されています。
オブジェクトにステータスがない場合は、削除することもできます。「オブジェクトの冗長なバー
ジョンの削除」を参照してください。

オブジェクトの冗長なバージョンの削除

プロジェクトで使用されたオブジェクトのすべての冗長なバージョンを削除できます。オブジェクトの
バージョンは、ステータスがない場合、または使用されていない場合に冗長であると見なされます。

1. メニューで、作業するプロジェクトが含まれるフォルダーをクリックします。

2. プロジェクトを右クリックし、 [プロジェクトのクリーンアップ] をクリックします。

3. 必ず警告メッセージを読んでから [はい] をクリックして続行してください。
クリーンアップが開始されたことを示す通知を受け取ります。

4. [はい] をクリックします。
クリーンアップが完了すると通知を受け取ります。

変更の拒否
管理者は、他のユーザーが公開のために送信した変更を拒否できます。

注  CCM Designer for Web 5.0 に変更通知システムはありません。オブジェクトまたは何らかの変更が
公開のために送信された場合、送信されたオブジェクトの名前と場所を管理者に通知する必要がありま
す。

1. 公開のために送信されたオブジェクトに移動し、そのオブジェクトを右クリックし、 [拒否] をク
リックします。
新しいウィンドウが表示されます。

2. 拒否の説明を入力し、 [OK] をクリックします。

注  拒否された変更の作成者は、修正してから再送信する必要があります。
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[フォーム] の使用
CCM Designer for Web を使用すると、システム データベースでまだ利用可能になっていない情報を簡
単に収集できます。[フォーム] は、そのような情報を取得して [Data Backbone] の [フィールド] に格納
し、ドキュメントを生成するために使用する手段です。[フォーム] は、ドキュメントを作成するための
[マスター テンプレート] というプログラムによって管理されます。[フォーム] では、質問のリストを提
供し、その答えを [フィールド] に格納します。[フォーム] は作成して編集できます。

[フォーム] には、質問、テキスト、およびグループの 3 つのタイプのアイテムを含めることができま
す。

質問を使用すると、ユーザーに質問できます。質問にはいくつかのタイプがあります。たとえば、日付
の質問 (「顧客との電話対応の日付はいつでしたか?」) などです。質問テキストには [フィールド] を使
用できます。すべての質問タイプには、質問テキスト、答えフィールド、およびヘルプ テキストがあり
ます。次のタイプの答えを使用できます。
▪ テキスト形式の質問
▪ Editable Text Block Question (編集可能なテキスト ブロック形式の質問)
▪ 選択形式の質問
▪ Text Block Question (テキスト ブロック形式の質問)
▪ チェックボックス形式の質問
▪ 数値形式の質問
▪ 日付形式の質問
▪ 時間形式の質問 (各質問形式によって異なる)

テキスト は、ドキュメントを作成する際にユーザーに追加の情報を提供する 1 つの方法です。このテキ
ストは、ドキュメントに表示されません。たとえば、テキストを使用してユーザーが読む必要がある警
告を表示できます。一連の質問の説明を表示することもできます。

グループ は、要素をグループ化するために使用できます。グループには、質問、テキスト要素、および
他のグループを含めることができます。グループは、 [条件] に基づいて非表示と表示を切り替えること
ができます。

新しい [フォーム] の作成

質問 [フォーム] の作成

質問 [フォーム] には、ほとんどすべての種類の情報を含めることができます。

1. [コンテンツ] > [フォーム] に移動し、[フォーム] を右クリックし、[新規] > [新しいフォーム] をク
リックします。
[新しいフォーム] ウィンドウが表示されます。

2. [フォーム] の名前を入力し、[OK] をクリックします。
新しい [フォーム] が表示されます。

3. 新しい [フォーム] を右クリックし、[編集] をクリックします。
[フォーム エディタ] が開きます。
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4. 左側のツールバーでプラス アイコンをクリックし、[質問] をクリックし、必要な質問のタイプを選
択します。
新しいウィンドウが表示されます。

5. 必須フィールドにテキストを入力し、必要に応じて選択します。
選択したフォーム アイテムで利用可能な場合は、[フィールド] リストから [フィールド] を挿入する
こともできます。[フィールド] をクリックして、[フィールド] を選択します。

6. [答えフィールド] を選択し、質問の答えを [Data Backbone] のどこに保存するかを指定します。

7. 選択した質問のタイプで利用可能な場合は、 [デフォルトの答え] セクションで、[デフォルトの答
え] を選択します。デフォルトの答えは選択しないこともできますが、デフォルトの答えが [Data
Backbone] から取得されて、必要に応じて変更できるように、[フィールド] リストから選択するこ
ともできます。
▪ [検証] タブに移動して、検証設定を調整します。たとえば、質問に対する回答を空のままにでき

ないように指定することができます。

8. [OK] をクリックします。
新しい質問 [フォーム] が右側のウィンドウに表示されます。

注  複数の [フォーム] がある場合は、[フォーム] のグループを作成できます。

[Editable Text Block Question (編集可能なテキスト ブロック形式の質問)] の作成

1. [コンテンツ] > [フォーム] に移動し、必要な [フォーム] を右クリックし、[編集] をクリックしま
す。
新しい [フォーム] を作成するには、「新しい [フォーム] の作成」を参照してください。
[フォーム エディタ] が開きます。

2. 左側のツールバーでプラス アイコンをクリックし、 [質問] > [Editable Text Block Question (編集
可能なテキスト ブロック形式の質問)] をクリックします。
[Editable Text Block Question (編集可能なテキスト ブロック形式の質問)] ウィンドウが表示されま
す。

3. 必須フィールドにテキストを入力します。
[フィールド] リストから [フィールド] を挿入することもできます（この方法を使用できる場
合）。[フィールド] をクリックして、[フィールド] を選択します。

4. [デフォルトの答え] セクションで、[テキスト ブロック] を選択し、編集可能な [テキスト ブロック]
を選択します。デフォルトの答えが既にシステムにある場合は [開始フィールド] を選択することも
できます。

5. [OK] をクリックします。
新しい [Editable Text Block Question (編集可能なテキスト ブロック形式の質問) フォーム] がウィン
ドウに表示されます。

[テキスト ブロック] の質問の作成

[テキスト ブロック] の質問は、[テキスト ブロック] を選択できる選択形式の質問です。

1. [コンテンツ] > [フォーム]に移動して、グループを追加する[フォーム]を右クリックし、[編集]をク
リックします。



Kofax Customer Communications Manager Designer for Web ユーザー ガイド

38

新しい [フォーム] を作成するには、「新しい [フォーム] の作成」を参照してください。
[フォーム エディタ] が開きます。

2. 左側のツールバーでプラス アイコンをクリックし、質問 > [Text Block Question (テキスト ブロッ
ク形式の質問)] をクリックします。
[Text Block Question (テキスト ブロック形式の質問)] ウィンドウが表示されます。

3. 必須フィールドにテキストを入力します。
[フィールド] リストから [フィールド] を挿入することもできます（この方法を使用できる場
合）。[フィールド] をクリックして、[フィールド] を選択します。

4. [フィールドにテキスト ブロックを保存] を選択し、質問の答えを [Data Backbone] のどこに保存す
るかを指定します。

5. [テキスト ブロックの自動挿入] を選択して、ドキュメントに対して選択したすべての [テキスト ブ
ロック] を自動的に挿入します。

6. [OK] をクリックします。
[フォーム] がウィンドウに表示されます。左側のツールバーにある矢印を使用すると、 [フォーム]
の位置を変更できます。

質問のグループの作成

質問のグループを作成すると、トピックに基づいてこのグループに含めるすべての [フォーム] を追加で
きます。[QForms] のグループを特定の条件に基づいて含めることもできます。

1. [コンテンツ] > [フォーム]に移動して、グループを追加する[フォーム]を右クリックし、[編集]をク
リックします。
新しい [フォーム] を作成するには、「新しい [フォーム] の作成」を参照してください。
[フォーム エディタ] が開きます。

2. 左側のツールバーでプラス アイコンをクリックし、[グループ] をクリックします。
[グループ] ウィンドウが表示されます。

3. グループのタイトルを入力します。[Data Backbone] にフィールドが既に存在する場合は、[フィー
ルド] リストから [フィールド] を挿入することもできます。そのためには、 [フィールド] をクリッ
クして、特定の [フィールド] を選択します。
▪ [グループに含める] セクションで、特定の条件によってグループを含める場合は、[必ずしもグ

ループを含めない] を選択します。

▪ グループを展開可能にしたり、 [フォーム] で事前に行った質問に関する条件に基づいて表示した
りすることもできます。[グループを展開可能にする] または [条件に基づいてグループを表示す
る] のいずれかを選択します。

4. [OK] をクリックします。
[フォーム] のグループがウィンドウに表示されます。
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[フォーム] のテキストの作成

[フォーム] では、静的テキストを作成できます。これは、すべての [フォーム] の前にテキストを追加す
る際に便利です。

1. コンテンツ > [フォーム] に移動し、静的テキストを追加する [フォーム] を右クリックし、[編集] を
クリックします。
新しい [フォーム] を作成するには、「新しい [フォーム] の作成」を参照してください。
[フォーム エディタ] が開きます。

2. 左側のツールバーでプラス アイコンをクリックし、[テキスト] をクリックします。
[テキスト] ウィンドウが表示されます。

3. テキストを入力します。[Data Backbone] にフィールドが既に存在する場合は、フィールド リスト
から [フィールド] を挿入することもできます。そのためには、 [フィールド] をクリックして、特定
の [フィールド] を選択します。

4. [OK] をクリックします。

5. エディタを閉じます。

[QForms] の使用
[QForm] は、[コンテンツ ウィザード] と組み合わせて使用する [フォーム] の一種です。[QForms] は、ド
キュメントに値を持たない [テキスト ブロック] がある場合に使用します。その場合、 [QForm] は、[テ
キスト ブロック] で使用する [フィールド] に関連付けられている質問のリストを提供します。[QForm]
を使用すると、複数の [フィールド] を含むドキュメントを作成する際に時間を節約できます。[QForms]
は作成して編集できます。次の手順を使用して、ドキュメントに [QForm] を添付します。

1. [コンテンツ] > [コンテンツ ウィザード] に移動し、特定の情報が不足しているオブジェクトを含む
フォルダーをクリックします。

2. オブジェクトを右クリックし、 [編集] をクリックします。
[コンテンツ ウィザード エディタ] ウィンドウが表示されます。

3. 左側にあるドキュメント構造内でオブジェクトの名前をクリックし、そのオブジェクトを右クリッ
クして [編集] をクリックします。
[コンテンツ ウィザード] が表示されます。

4. [選択] をクリックして、[QForm] を選択します。
[選択を作成] ウィンドウが開き、使用可能なすべての [QForms] が表示されます。

5. [QForm] を選択し、[選択] をクリックします。

6. [コンテンツ ウィザード] ウィンドウを閉じます。
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新しい [QForm] の作成

[QForms] を作成して編集するプロセスは [フォーム] の場合と同様です。違いは、 [QForms] は [テキ
スト ブロック] および編集可能な [テキスト ブロック] として作成できないこと、および一定の条件で
[QForms] のグループを選択して含めることができないことです。

1. [コンテンツ] > [フォーム] に移動し、[フォーム] を右クリックし、[新規] > [新しい QForm] をク
リックします。
[新しい QForm] ウィンドウが表示されます。

2. [QForm] の名前を入力し、[OK] をクリックします。
新しい [QForm] が [フォーム] に表示されます。

3. 新しい [QForm] を右クリックして、[編集]をクリックします。
エディタが表示されます。

4. 左側のツールバーでプラス アイコンをクリックし、アイテムおよびそのタイプをクリックします。

5. 設定を調整し、 [OK] をクリックします。
[QForm] が表示されます。

[コンテンツ ウィザード] への [QForm] のアタッチ

1. [コンテンツ] > [コンテンツ ウィザード] に移動し、[QForm] をアタッチするドキュメントが格納さ
れたフォルダーをクリックします。

2. ドキュメントを右クリックして、 [編集] をクリックします。
[コンテンツ ウィザード エディタ] ウィンドウが表示されます。

3. 左側にあるドキュメント構造内でオブジェクトの名前をクリックし、そのオブジェクトを右クリッ
クして [編集] をクリックします。
[コンテンツ ウィザード] ウィンドウが表示されます。

4. [選択] をクリックして、[QForm] を選択します。
[選択を作成] ウィンドウが開き、使用可能なすべての [QForms] が表示されます。

5. 構成しているドキュメントの [QForm] を選択し、[選択] をクリックします。

6. [コンテンツ ウィザード] ウィンドウを閉じます。

新しい [静的ドキュメント] の作成
[静的ドキュメント] は、CCM Designer for Web にアップロードして変更せずに使用できるドキュメント
です。[静的ドキュメント] には、[テキスト ブロック]、[コンテンツ ウィザード]、[フィールド] などの動
的要素は含まれません。[静的ドキュメント] には、マップ、ダイヤグラム、添付ファイルなどを含める
ことができます。[静的ドキュメント] はライフサイクル システムの一部で、承諾、発行、または拒否の
ために送信する必要があることを意味します。

1. [コンテンツ] > [静的ドキュメント] に移動し、[静的ドキュメント] を右クリックし、[新規] > [新し
い静的ドキュメント] をクリックします。
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[新しい静的ドキュメント] ウィンドウが表示されます。

2. 作成する [静的ドキュメント] の名前を入力し、[OK] をクリックします。
[静的ドキュメント] が表示されます。

3. 作成した [静的ドキュメント] を右クリックし、[編集] をクリックします。
[静的ドキュメント] ウィンドウが表示されます。

4. 鉛筆アイコンをクリックして、新しいファイルをアップロードします。

5. アップロードするファイルに移動し、 [開く] をクリックします。

注  アップロードできるファイルの形式は .doc、.docs、 xls、.xlsx、.ppt、.pptx、および .pdf で
す。

ファイルは現在のファイルとして表示されます。

6. [保存して閉じる] をクリックします。

7. [静的ドキュメント] を右クリックし、[ドキュメント テンプレートの作成] をクリックします。
[ドキュメント テンプレート] が作成されたことを示す通知が表示されます。[ドキュメント テンプ
レート] が [ドキュメント テンプレート] に表示されます。

8. アップロードした [静的ドキュメント] を表示するには、 [コミュニケーション] > [ドキュメント テ
ンプレート] に移動し、アップロードした [静的ドキュメント] の [ドキュメント テンプレート] を右
クリックし、[テスト] > [テスト] をクリックします。
PDF エディタでドキュメントが開きます。

新しい [クイック テンプレート] の作成
[クイック テンプレート] を使用すると、[フィールド] などの動的要素を使用できます。[クイック テンプ
レート] には、通常はフォームとチェックリストが含まれます。たとえば、組織の従業員は、顧客が回
答を入力するフォームを送信する必要がある場合があります。[クイック テンプレート] は、そのような
フォームを生成して迅速に情報を取得するための手段です。クイック テンプレートはライフサイクル シ
ステムの一部で、承諾、発行、または拒否のために送信する必要があることを意味します。

1. [コンテンツ] > [クイック テンプレート] に移動し、[クイック テンプレート] を右クリックし、 [新
規] > [新しいクイック テンプレート] をクリックします。
[新しいクイック テンプレート] ウィンドウが表示されます。

2. 作成する [クイック テンプレート] の名前を入力し、[OK] をクリックします。
[クイック テンプレート] が [クイック ドキュメント] に表示されます。

3. 作成した [クイック テンプレート] を右クリックし、[編集] をクリックします。
Microsoft Word で [クイック テンプレート] が開きます。

4. テキストや [フィールド] を追加します。Microsoft Word では、 [テキスト ブロック エディタ] と同
様に [フィールド] を直接追加できます。Microsoft Word の [フィールド] では、[フィールド] リスト
から [フィールド] を複製する必要があります (「[フィールド] を含める」を参照)。
たとえば、顧客の姓を含む [フィールド] を追加するには、この フィールド を配置する場所にカー
ソルを置いて、[Customer.LastName] と入力します。[フィールド] には、Microsoft Word の基本的
な書式設定を追加することもできます。
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注  使用する [フィールド] は [フィールド] リストに存在する必要があります。

5. [クイック テンプレート] を右クリックし、[ドキュメント テンプレートの作成] をクリックします。
[ドキュメント テンプレート] が作成されたことを示す通知が表示されます。[ドキュメント テンプ
レート] が表示されます。

6. [クイック テンプレート] を表示するには、[コミュニケーション] > [ドキュメント テンプレート]
に移動し、アップロードした [静的ドキュメント] の [ドキュメント テンプレート] を右クリック
し、[テスト] > [テスト] をクリックします。
Microsoft Word でドキュメントが開きます。

[リソース] の使用
CCM Designer for Web の [リソース] には、CCM Core Process Script で使用するリソースが含まれま
す。

CCM Designer for Web での XSLT スタイル シートおよび CSS スタイル
シートの使用

CCM Designer for Web で XML ドキュメントを HTML または別の XML ベース形式に変換できます。こ
れは XSLT スタイル シートで管理されます。XSLT プロセッサですべての CSS スタイル シートを呼び
出すこともできます。HTML ドキュメントに CSS スタイル シートがアタッチされている場合は、HTML
ドキュメントに適用する必要があるさまざまなスタイル プロパティを定義できます。

新しい [リソース] の作成

CCM Designer for Web では、リソースを作成して編集できます。

1. [リソース] に移動し、[リソース] を右クリックし、[新しいリソース] をクリックします。
[新しいリソース] ウィンドウが表示されます。

2. 新しいリソースの名前を入力し、メニューでタイプを選択して [OK] をクリックします。
[リソース] に新しいオブジェクトが表示されます。

3. 新しいオブジェクトを右クリックして、 [編集] をクリックします。
[リソース エディタ] ウィンドウが表示されます。

4. 必要なコードを入力するか、または貼り付けます。

5. [保存して閉じる] をクリックします。

[オーバーレイ] の使用

[リソース] の [オーバーレイ] フォルダーには、CCM Core でスクリプトのインストラクションを使用し
て取得できる Microsoft Word の静的ドキュメントを格納できます。ほとんどの場合、 [オーバーレイ] は
PDF ファイルと組み合わせて使用されます。
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注  CCM の販売担当者に、CCM Core Process Script のトレーニング資料を請求してください。

[ロゴ] への画像の保存

[リソース] の [ロゴ] フォルダーには、画像を保存できます。これは、ヘッダーまたはフッターに会社の
ロゴを表示するドキュメントを印刷する際に便利です。画像を使用するには、作成するドキュメント
の基になる [マスター テンプレート] にスクリプトを記述する必要があります。CCM の販売担当者にト
レーニング資料を要求してください。[ロゴ] に画像をアップロードするには、「[ロゴ] への画像のアップ
ロード」を参照してください。

[ロゴ] への画像のアップロード

1. [リソース] > [ロゴ] に移動し、[ロゴ] を右クリックし、[新しいリソース] をクリックします。
[新しいリソース] ウィンドウが表示されます。

2. 新しいリソースの名前を入力し、ドロップダウン リストの [ロゴ] を選択し、[OK] をクリックしま
す。
[ロゴ] に新しいオブジェクトが表示されます。

3. 新しいオブジェクトを右クリックして、 [編集] をクリックします。
[リソース エディタ] ウィンドウが表示されます。

4. 鉛筆アイコンをクリックして、新しいファイルをアップロードします。

5. アップロードするファイルを選択して、 [開く] をクリックします。

6. ファイルがアップロードされたら、 [保存して閉じる] をクリックします。

[マスター テンプレート] の使用
[マスター テンプレート] は、ドキュメントを作成するためのプログラムです。

[Includes] の使用

注  このセクションでは、読者がスクリプトの概念に精通していることを前提として記述されていま
す。CCM Designer for Web のプログラミングについて詳しく学習する場合は、セールス担当者にト
レーニング資料を送るよう要求してください。

CCM Designer for Web は再利用可能なコンテンツです。異なる [マスター テンプレート] が単一の
関数とプロシージャを使用できます。[マスター テンプレート] の使用プロセスを簡素化するため
に、Includes を活用できます。[Includes] には関数とプロシージャが含まれ、複数の [マスター テンプ
レート] で再利用できます。これにより、日付、住所指定などに正しい関数を再利用できます。新しい
[マスター テンプレート] を作成する際の誤りを回避するために、上記のような関数を手動で記述する代
わりに参照できます。
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注  CCM Designer for Web 5.0 では、Include に適用される変更は、この Include を使用する [マスター
テンプレート] に適用されます。エラーを防止するために、 [Include] を更新した後にテンプレートを再
作成することを推奨します。

[Include] の作成と編集
1. [マスター テンプレート] > [Includes] に移動し、 [Includes] を右クリックし、[新規] > [新しい

Include] をクリックします。
[新しい Include] ウィンドウが表示されます。

2. 新しい [Include] の名前を入力し、[OK] をクリックします。
新しい [Include] が表示されます。

3. 新しい [Include] を右クリックし、[編集] をクリックします。
Microsoft Word で [Include] が開きます。

4. 必要な変更を行い、Microsoft Word を閉じます。
詳細については、「[Include] の添付」を参照してください。

注  エラーが発生する場合は、ツールバーで [エラー ドキュメントの表示] をクリックします。

[Include] の添付
[Include] には、再利用可能なさまざまな _INC インストラクションが含まれます。これらはプログラミ
ング インストラクションを含むワード プロセッサ ドキュメントです。[マスター テンプレート] を使用
する前に、必要なすべての [Includes] を収集して [マスター テンプレート] にコンパイルする必要があり
ます。

重要  エラーを防止するために、一度含めた [Include] の名前は変更しないでください。

1. [マスター テンプレート] > [ドキュメンテーション] に移動し、[Include] を添付するドキュメントを
右クリックし、[編集] をクリックします。
Microsoft Word が開きます。

2. [Include] を挿入する必要がある新しい段落を作成し、新しい段落にカーソルを置いて __INC
([Include] の名前) を入力します。

3. 必要なすべての _INC インストラクションを追加して Microsoft Word を閉じます。

4. 変更の保存を求められたら保存します。

[ライブラリ] の使用

注  このセクションでは、読者がスクリプトの概念に精通していることを前提として記述されていま
す。CCM Designer for Web のプログラミングについて詳しく学習する場合は、セールス担当者にト
レーニング資料を送るよう要求してください。

[ライブラリ] は、[マスター テンプレート] を実行する際に、CCM Designer for Web のための再利用可能
インストラクションを作成するための手段です。[Includes] は [マスター テンプレート] でコンパイルさ
れますが、[ライブラリ] は完全に自己完結的です。各 [ライブラリ] は、個別にコンパイルされます。
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[ライブラリ] には、次のような再利用可能な関数とプロシージャが含まれます。
▪ [コンテンツ ウィザード] の [テキスト ブロック] をフィルターするために使用する フィルター の関数
▪ [テキスト ブロック] の フィールド の書式設定に使用する書式設定の関数

注  使用できる関数のリストは、 [ライブラリ] に書式設定の関数を定義することによって拡張できま
す。

▪ [マスター テンプレート] で使用されているすべての関数とプロシージャ

注  これらの関数とプロシージャは、ワード プロセッサのインストラクションは生成できません。

[ライブラリ] の作成と編集
1. マスター テンプレート > ライブラリ に移動し、ライブラリ を右クリックし、新規 > 新しいライブ

ラリ をクリックします。
[新しいライブラリ] ウィンドウが表示されます。

2. 新しい [ライブラリ] と ラベル の名前を入力し、OK をクリックします。

注  すべての [ライブラリ] には、一意のレベル番号を割り当てる必要があります。レベル番号に
よって、コンテンツを読み込む順序が決まります。CCM の保守を担当する IT 担当者に連絡して
正しいレベルを入力してください。

新しい [ライブラリ] が ライブラリ に表示されます。

3. 新しい [ライブラリ] を右クリックし、編集 をクリックします。
[ライブラリ エディタ] で ライブラリ が開きます。

4. 必要な変更を行います。

5. [保存して閉じる] をクリックします。

[マスター テンプレート] のコンパイル

[マスター テンプレート] > [ドキュメンテーション] に移動して、コンパイルするドキュメントを右
クリックし、[コンパイル] をクリックします。
エラーが発生する場合は、ツールバーで [エラー ドキュメントの表示] をクリックします。
[ドキュメンテーション] フォルダーには、テンプレートやドキュメントの実行に無関係な、特定の
プロジェクトに属するすべてのドキュメントが格納されています。

オブジェクト名の変更

注  オブジェクトは、アプリケーションの各部で名前によって参照されていない場合にのみ名前を変更
できます。

1. 名前を変更するオブジェクトに移動し、オブジェクトを右クリックし、 [名前変更] をクリックしま
す。
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[名前変更] ウィンドウが表示されます。

2. オブジェクトの新しい名前を入力し、 [OK] をクリックします。
オブジェクトは新しい名前で表示されます。

プロジェクトのエクスポートとダウンロード
作業中のプロジェクトを別の環境に転送するには、エクスポートしてダウンロードする必要がありま
す。

1. メニューで、 [ファイル] をクリックし、[ダッシュボード] をクリックします。

2. [エクスポート] をクリックします。

3. エクスポートするプロジェクトを選択し、 [エクスポート] をクリックします。
プロジェクトがエクスポートされるという通知を受け取ります。

4. [OK] をクリックします。
エクスポートされたプロジェクトは、即座にダウンロードできるようになります。

5. [ダウンロード] をクリックして、プロジェクトをダウンロードします。
プロジェクトを開くか、保存するように要求されます。

6. [保存] をクリックします。
プロジェクトは、デフォルトでコンピュータのフォルダーにダウンロードされたファイルとともに
保存されます。
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