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kintone アプリデザイナー 演習問題解答 

演習問題 「第 1 章 プロセス管理」 

① kintone 管理者でログインします。 

② 以下のユーザーを作成しましょう。 

名前（表示名）： 十条和恵 

ログイン名： jujo 

パスワード： jujo10 

組織： 営業１課 

役職： なし 

上司： 一瀬和夫 

  

【必須】jujo でログインできること、営業 1 課所属になっていることが必須です。 

 

 

③ 以下を参考に「出張申請」アプリをはじめから作成しましょう。 

フィールド名 フィールドタイプ  

出張先 文字列（1 行）  

申請者 作成者  

申請日 作成日時  

出張費用 数値  

経理部の確認欄 ラジオボタン 「未確認」「確認済」 

［完成イメージ］ 
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④ 「出張申請」アプリにプロセス管理機能を設定しましょう。 

ステータス： 

「未申請」→「上長承認待ち」→「承認（出張費用未申請）」→「出張費用申請」→

「出張費用承認」 

アクション名： 

「申請する」→「承認する」→「費用申請する」→「承認する」 

※ 承認者（作業者）には、「上司」を指定します。 

※ ここでは、「差し戻し」プロセスは省略します。 

④は⑥の回答とあわせて採点します。 

 

⑤ 「十条和恵」でログインした状態で「出張先：大阪」でレコードを追加して申請し

ます。 

そして上司の「一瀬和夫」でログインし、承認するところまでプロセス管理を進め

てください。 

その結果、レコードのステータスが「承認（出張費用未申請）」になり、作業者が「十

条和江」になっていることを確認しましょう。 

 

 

⑥ 条件分岐プロセスを設定しましょう。 

［10 万円以上のプロセス］ 

出張後の費用申請の際に合計金額が 10 万円以上の場合は、上司（課長）の承認の

上、部長で決裁させる。 

 



kintone アプリデザイナー 

 

ステータス： 

10 万未満 「未申請」→「上長承認待ち」→「承認（出張費用未申請）」→「出張

費用申請」→「出張費用承認」 

10 万以上 「未申請」→「上長承認待ち」→「承認（出張費用未申請）」→「出張

費用申請」→「出張費用承認（部長決裁待ち）」→「部長決裁」 

アクション名： 

「申請する」→「承認する」→「費用申請する」→「承認する」→「決裁する」 

 

※ ここでは、「差し戻し」プロセスは省略します。 

 

【必須】 

・「プロセス管理を有効にする」がチェックされている。 

・ステータスと作業者が正しく設定されている。 

・10 万円の条件設定が正しく設定されている。 

・上長承認、部長承認の条件のプロセス設定が作成されている。 
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⑦ 「十条和恵」でログインした状態で「大阪」のレコードの「出張費用」に 10 万円以

上の金額を入力して保存してから出張費用を申請します。 

そして上司の「一瀬和夫」でログインし、承認するところまでプロセス管理を進め

てください。 

その結果、レコードのステータスが「出張費用承認（部長決裁待ち）」になり、作業

者が「五代さつき」になっていることを確認しましょう。 

 

 

 

⑧ 「自分が作成したもの」の一覧を追加しましょう。 

「十条和恵」でログインした状態で、「自分が作成したもの」の一覧に「大阪」のレ

コードが表示されることを確認しましょう。 

 

［完成イメージ］ 
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【必須】一覧の絞り込み条件を確認し、以下のように設定されていることが必須です。 

 

 

演習問題 「第 2 章 アクセス権」 

① 「五代さつき」でログインします。 

② 「出張申請」アプリのアクセス権を設定しましょう。 

 

⚫ 「Everyone」から、レコード削除の権限を外します。 

⚫ 「経理部」を追加して、アプリの管理やファイルの読み込み・書き出しなどす

べての権限を付与します。 

 

【必須】 

・「Everyone」のレコード削除を外している。 

・「経理部」が追加され、すべての権限が付与されている。 
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③ プロセスのステータスが「出張費用承認」もしくは「部長決裁」になっていないレ

コードは、申請者、作業者、更新者および経理部のみが閲覧・編集できるように、

その他のユーザーは閲覧できないように、レコードのアクセス権を設定しましょう。

（レコードのアクセス権） 

 

【必須】 

・ステータスを選択し、承認完了以外のステータス（「未申請」、「上長承認待ち」、「承

認（出張費用未申請）」、「出張費用申請」、「出張費用承認（部長決裁待ち）」）が選択さ

れている。 

・「Everyone」のすべての権限が無しになっている。「申請者」「作業者」「更新者」「経

理部」が追加されて、「閲覧」「編集」の権限を持っている。「経理部」の「アクセス権

の継承」は任意。 

 

【参考】「更新者」にアクセス権を与えないと、例えば「二条次郎」の申請を「一瀬和

夫」が承認した直後に「エラー 権限がありません」メッセージが表示されます。これ

は承認前にそのレコードの「作業者」であった「一瀬和夫」が、「承認する」アクショ

ンを実行した結果、そのレコードの「作業者」ではなくなって、レコードを閲覧する

アクセス権を持たなくなってしまうためです。 

 

このエラーを回避するためには、「更新者」に少なくとも「閲覧」のアクセス権を与え

ます。これにより、「一瀬和夫」は直近にレコードを更新した「更新者」として再表示

が可能になります。 

 

④ 「経理部の確認欄」フィールドは経理部のみが編集できるように、その他のユーザー

は閲覧のみできるように、アクセス権を設定しましょう。（フィールドのアクセス権） 

 

【必須】 

・フィールド「経理部の確認欄」にアクセス権が設定されている。 

・「Everyone」は「閲覧」の権限のみで「編集」の権限が無しになっている。 
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・「経理部」が追加されて、「閲覧」「編集」の権限を持っている。「経理部」の「アクセ

ス権の継承」は任意。 

 

 

⑤ 経理部の「六本木むつみ」でログインして「出張申請」アプリを開き、一覧に「大

阪」のレコードが表示され、アプリの管理やファイルの読み書きが可能になってい

ることを確認しましょう。また、「大阪」レコードを編集し、「経理部の確認欄」を

オンにして保存できることを確認しましょう。 

営業部の「三上弥生」でログインして「出張申請」アプリを開き、一覧に「大張」の

レコードが表示されず、アプリの管理やファイルの読み書きができないことを確認

しましょう。また、レコードを追加し、「経理部の確認欄」を編集できないことを確

認しましょう。 

 

⑥ 「五代さつき」でログインし、「申請日」から 7 日以上経過してもステータスが「上

長承認待ち」のままになっている申請を上司（作業者）に通知する設定をしましょ

う。「通知内容」の入力を忘れないようにしましょう。（リマインダー設定） 

【必須】 

・「申請日」の 7 日後に通知されるように「通知のタイミング」が設定されている。 

・「通知の条件」で「ステータス」「上長承認待ち」が選択されている。 

・「通知先」に「作業者」が選択されている。 

・「通知内容」が設定されている。 
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演習問題 「第 4 章 コミュニケーション」 

① 「五代さつき」（kintone 管理者）でログインします。 

② 「cyubozu.com 共通管理」の「ユーザー管理」で組織「商品部」を追加します。 

③ ユーザー「七瀬いずみ」を追加して、「商品部」に所属させます。ログイン名は「nanase」

パスワードは「nanase7」にします。 

 

【必須】組織/ユーザーが以下のように設定されていることが必須です。 

 

 

 

④ 「一瀬和夫」(一般ユーザー)でログインします。スペース「営業ツール」を作成しま

す。 

・ 「参加メンバーだけにこのスペースを公開する」をチェックします。 

・ 「スペースのポータルと複数のスレッドを使用する」はチェックしません。 

・ 参加メンバーは組織「営業部」と組織「商品部」にします。 

【重要】「営業部」の「下位組織も含める」をチェックします。チェックしない

と、「営業部」のみがメンバーとなり、「営業 1 課」と「営業 2 課」は参加メン

バーになりません。 

 

【必須】基本設定タブと参加メンバータブが以下のように設定されていることが必須

です。 

※今回の例題では商品部は課を持たないため、「商品部」の「下位組織も含める」の

チェックは必須ではありません。将来的に商品部の下に課ができる可能性を考慮して

チェックしておく考え方があります。あるいは現時点では課のアクセス権が未定のた

め、確定した時点で設定し直すのもひとつの考え方です。 
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⑤ スペース「営業部」（複数のスレッドを使用するスペース）と、スペース「営業ツー

ル」で、スレッドの表示がどのように異なるかを確認します。 

 

【確認】スペース「営業ツール」にスペーストップが存在しないことを確認してくださ

い。 

 

⑥ 商品部のユーザー「七瀬いずみ」でログインして、スペース「営業ツール」にアク

セスできることを確認します。 

⑦ 経理部のユーザー「六本木むつみ」でログインして、スペース「営業ツール」にア

クセスできないことを確認します。 



 

 

 

 

10 

【確認】ポータルで以下のように表示されます。 

nanase でログインしたとき 

 

roppongi でログインしたとき 

 

 

⑧ 商品部のユーザー「七瀬いずみ」でログインしてスペース「営業ツール」のディス

カッションに投稿したあとで、営業部のユーザー「二条次郎」でログインしなおし

て、返信してみましょう。 

 

演習問題 「第 5 章 アプリ設計」 

① 「五代さつき」（kintone 管理者）でログインします。 

② 本章の「Step2 アプリの設計と作成」の「1.データ項目の検討」に記載されている

一覧表と、教材の Excel ファイルを元に、「在庫管理」アプリを作成しましょう。 

【重要】「在庫管理」アプリはスペース「営業ツール」のスペース内アプリとして作

成します。 

【必須】「在庫管理」アプリは「営業ツール」スペース内に表示されることが必須です。 

 

【必須】「仕入先代表者名」フィールドは存在してはいけません。 
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【参考】以下は詳細画面の例です。 

 

一覧画面のレイアウトは任意です。使用頻度の高い順（例「商品番号」「商品名」「在庫

数」…）の順にフィールドを並べるとよいでしょう。 

 

③ 「1.データ項目の検討」の一覧表に合わせて「在庫管理」アプリの各フィールドに

適切なアクセス権を設定します。 

 

【参考】今回の例題に限定すると「営業ツール」スペースにアクセスできるのは営業部

と商品部のユーザーのみであるため、組織「商品部」のアクセス権を設定したあとで、

商品部以外（この場合は営業部）を「Everyone」とみなすとシンプルになります。 

 

ただし、実務では営業部と商品部以外の組織や個人ユーザーが異なるアクセス権を持つ

場合が考えられます。「Everyone」のすべてのアクセス権をはずした上で、各組織と個

人に適切なアクセス権を設定する方がより現実的です。 

 

組織「営業部」にアクセス権を設定する場合は、「アクセス権の継承」をチェックするこ

とを忘れないようにしましょう。※今回の例題では商品部は課を持たないため、「商品

部」の「アクセス権の継承」をチェックは必須ではありません。将来的に商品部の下に

課ができる可能性を考慮してチェックしておく考え方があります。あるいは現時点では

課のアクセス権が未定のため、確定した時点で設定し直すのもひとつの考え方です。 

 

kintone 管理者にアプリのデータのアクセス権を与えるかについては、意見が分かれる

かもしれません。近年システム管理者による不正アクセスやデータの不正持ち出しが起

きている背景があり、システム管理者に必要以上の権限を与えない考え方が出てきてい

ます。 
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いずれにしても、実務では現在および将来を考えてアクセス権を設定することを推奨し

ます。 

 

以下の上段は組織「商品部」とそれ以外（例題では営業部）の 2 つに分ける設定例です。

下段はより実務的な設定例です。 

 

「商品番号」「商品名」 

 

または 

 

「商品部担当者」「前回入荷日」「再入荷日数」「在庫数」 

 

または 

 

「仕入価格」「仕入先会社名」「仕入先郵便番号」「仕入先住所」「仕入先担当者名」「仕入

先 TEL」 

 

または 
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④ 商品部のユーザー「七瀬いずみ」でログインして「在庫管理」アプリを起動します。

すべてのフィールドを閲覧できることを確認します。また「商品番号」フィールド

と「商品名」フィールドが編集禁止になっていることを確認します。 

 

【参考】以下は詳細画面の例です。 

 

 

⑤ 営業部のユーザー「二条次郎」でログインして「在庫管理」アプリを起動します。閲

覧や編集の禁止が正しく設定されていることを確認します。 

【参考】以下は詳細画面の例です。 
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⑥ （スマートフォンを持っている場合）「在庫管理」アプリにスマートフォンでアクセ

スして、パソコンの画面との違いを確認します。可能であればスマートフォンに

kintone アプリをインストールして、「在庫管理」アプリの画面を確認します。 

【参考】ポータルの画面レイアウトが異なる、等を確認します。 

 

  


