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ワークフロー機能について 

ワークフロー機能は、さまざまな目的、用途により、多種多様ですが、コンテンツの作成、編集かた

承認、発行までを工程管理ですきる Wrokbench モジュールが良く使われています。 

さらに、単機能な、イベント指向な使い方では Rules モジュールでさまざま動作を設定できます。 

Workbench モジュール 

インストール 

https://drupal.org/project/workbench 

 

関連モジュール： 

Workbench Access  アクセス制御 

Workbench Moderation 作成、承認依頼、発行などのプロセス管理 

https://drupal.org/project/workbench_access
https://drupal.org/project/workbench_moderation
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Workbench Email プロセスごとに通知メールなどを送信設定ができる(Workbench 対応モジュー

ル) 

Workbench Assignee ステータス変更時に特定のユーザを指定できる(Workbench 対応モジュー

ル) 

 

 

デモデータの設定 

サンプルように Workbench demo データを設定します（test configuration for Workbench をク

リック） 

https://drupal.org/project/workbench_email
https://drupal.org/project/workbench_assignee
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Museum というサンプルデータをタクソノミーのボキャブラリーを作成し、タームやコンテンツの

編集権限などを設定します。 

 

実行すると、Museum というタクソノミーができます 
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ワークフローを設定するコンテンツタイプ、今回は Article のみ、タクソノミーのタ

ーム 
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 ターム

 

 

Article のコンテンツタイプで確認、フィールドに Workbench Access のフィール

ドが追加される 
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Workbench Moderation を使う場合（作成、承認申請、発行）は、コンテンツタイ

プの「掲載オプション」で「新しいリビジョンに作成」をクリックし、「Enable 

moderation of revisions」もクリックします。 

 

 

 「Default moderation state」で承認申請などの依頼ステータスが選択できるよ

うになります。 

 

 

ワークフローでのコンテンツ作成 

ワークフローを使うコンテンツタイプの Article でコンテンツ作成をみると、セクシ

ョンという役割が選択できます 
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コンテンツを保存後、標準では、セクションで指定した名前でアクセス設定が表示 

 

 

編集の権限を設定 

たとえば、Exhibits staff の EDITORS を選択し、ユーザを追加します。 
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ユーザの権限で、アクセス、承認申請などを設定 

 

権限の Workbench Moderation で Use 
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コンテンツの「掲載オプション」で Moderation state にて、申請などを設定 

 

承認申請(Needs Review)を設定すると Moderation の記録が変更になります。

 

ステータスが変更になり、新しいリビジョンができたことになります。 

View draft を見ることもできます。 
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マイワークベンチのダッシュボード 

ユーザごとに管理画面に「My Workbench」をクリックして、ダッシュボード使います。 

 

 

さらに、ワークベンチでのスタータスなどがコンテンツの上部に表示されます。 
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Moderation をクリックして、現在の作成、承認申請、発行までのプロセスを確認します。 

 

承認申請をした書類の EDITORS のセクションが Museum の Exhibits Staff でしたので、そこの

EDITORS に別の管理者、たとえば、user1 などを追加して、user1 でログインすることで、承認の

確認をします。 
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承認プロセス 

承認権限のある User1 でログインすることで、プロセスを確認します。My Workbench のダッシュ

ボードで Needs Review を確認し、該当する Article のコンテンツを選択します。 

 

内容確認し、良ければ Published を選択して Apply ボタンをおします。もし修正がある場合は、

Draft を選択して、作成者に戻して、再申請になります。 

 

Published を選択した場合は、コンテンツが公開されます。その場合の Moderation 記録（テストの

タイトル名が変更になっていますが） 
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Workbench moderation の権限設定 

詳しくはマニュアルの Workbench Moderation configuration 

https://drupal.org/node/1175592  

Recommended Workbench Moderation permissions 

For reference, these are the permission sets recommended by the "Check Permissions" tab: 

 Author:  

 Node:  

 View published content  

 View own unpublished content  

 View content revisions  

 create [content type] content 

 edit own [content type] content 

 Workbench Moderation:  

 View the moderation messages on a node 

 Use "My Drafts" workbench tab 

 Editor:  

 Node:  

 View published content  

 View content revisions  

 Revert content revisions  

 edit any [content type] content 

 Workbench Moderation:  

 View all unpublished content 

 View the moderation messages on a node 

 View moderation history 

 Use "My Drafts" workbench tab 

 Use "Needs Review" workbench tab  

https://drupal.org/node/1175592
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 Moderator:  

 Node:  

 View published content  

 View content revisions  

 edit any [content type] content 

 Workbench Moderation:  

 View all unpublished content 

 View the moderation messages on a node 

 View moderation history 

 Use "Needs Review" workbench tab  

 Publisher  

 Node:  

 View published content  

 View content revisions  

 Revert content revisions  

 edit any [content type] content 

 Workbench Moderation:  

 View all unpublished content 

 View the moderation messages on a node 

 View moderation history 

 Use "Needs Review" workbench tab  

 

Workbench Assignee モジュール 

承認する人を指定することができる拡張モジュールです。 

 

Workbench Moderation のタブで Department taxonomy を設定します 
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インストールした後、Article のコンテンツで、「掲載オプション」の Moderation state を Needs 

Review などを選択すると、だれに申請するか、を Assign to で設定できます。 

 

 

 

Workbench Email モジュール 

承認するプロセスごとにメール通知を設定できる拡張モジュールです。 
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プロセスごとに設定 

 

メールの内容も設定可能 

 

Rules モジュール 

Drupal 内部のイベントに応じて、細かいルールを定義できます。 
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