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1 テキストの表記規則 
各項目の表記規則について説明します。 

 メニューアイテムやダイアログ ボックスなどの UI 用語は角括弧 ([]) で表記されます。 

 ユーザーが入力する内容は、山括弧 (<>) で表示されます。 

 複数行から成る長いディレクトリ パスなどの、1 行から成る例のテキストは文字  により行の最後で分割されます。 

 ファイルからの抽出テキストは、次のフォントで表示されます。 

This paragraph contains a file extract. 
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2 はじめに 
質問票テンプレートの作成を簡易化して、再利用できるようにするために、ARIS Architect で質問票テンプレートのオブジ

ェクトをモデル化できます。 ただしこれは、ARIS Architect でのモデリングのメソッドおよび機能の規則と表記規則が順守さ

れている場合のみ実行できます。 ARIS Architect において関連するオブジェクトを適切に保守するために、本マニュアルお

よび一般表記規則の表記規則を順守することをお勧めします。 これらのルールに従った場合にのみ、すべてのモデル化された

データは ARIS Risk & Compliance Manager に転送されて、再利用することができます。 
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3 本マニュアルの内容 
以下の各セクションでは、説明ビュー、モデル タイプ、オブジェクト タイプ、関係タイプと接続線タイプ、および属性の使用に関

する標準を説明します。 

3.1 目的および範囲 
目的:モデリング ガイドラインの仕様設計 

本マニュアルに含まれないもの:ユーザーの文書 
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4 ARIS 規則 
 

4.1 ユーザーとユーザー グループの作成 
ユーザーおよびユーザー グループは、[要員] (OT_PERS) および [役割] (OT_PERS_TYPE) のオブジェクトを使用して 
ARIS Architect の組織図でモデル化されます。 

 

図 1: ユーザーおよびユーザー グループの構造 (組織図) 

上位役割 [調査回答者_3] によって、ARIS Risk & Compliance Manager では下位役割が果たす役割が指定さ

れます。これらの役割は、[汎化結果である] 接続線を使用して接続されます。[調査回答者グループ 3.01] は、[調査回

答者_3] の汎化の結果です。作成されるグループの役割とレベルは上位役割名により定義されます。たとえば、<役割>_<
レベル>、調査回答者_3  > 役割: 調査回答者、レベル: 3 (またはオブジェクト固有) です。ユーザー グループは、上位

役割 (調査回答者_3) に対して ARIS Risk & Compliance Manager で生成されません。 

以下がさまざまな役割レベルに適用されます: 

 役割レベル 1: 環境汎用 

役割に基づいてユーザー グループに割り当てられた権限は、ユーザー グループに割り当てられたすべての環境に適用さ

れます。 

 役割レベル 2: 環境固有 

役割に基づいてユーザー グループに割り当てられた権限は、ユーザー グループが作成された環境に適用されます。 

 役割レベル 3: オブジェクト固有 

役割に基づいてユーザー グループに割り当てられた権限は、ユーザー グループが作成された現在の環境にある関連す

るオブジェクトに適用されます。 

上記の例では、[調査回答者グループ 3.01] ユーザー グループは、[調査回答者] の役割およびレベル「3」(オブジェクト

固有の権限) を使用して ARIS Risk & Compliance Manager で生成されます。また、ユーザー ID「B_01」と

「B_02」のユーザーが生成されます。 
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役割名 (ARCM) と役割 (ARIS) の対応一覧 

次の割り当ては、ARIS Risk & Compliance Manager でのユーザー グループと ARIS Architect で使用される名

前に適用されます。その他の役割については、他の表記規則マニュアルで説明しています。 

役割 (ARCM) 役割 (ARIS) 役割レベル 

roles.surveyauditor 調査監査人 レベル 1 および 2 

roles.surveymanager 調査担当者 レベル 1、2、および 3 

roles.surveyreviewer 調査評価者 レベル 3 のみ 

roles.questionnaireowner 調査回答者 レベル 3 のみ 
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4.1.1 役割と要員の割り当て 
 

役割 (ARIS) とユーザー グループ (ARCM) の割り当て 

次の割り当てを [役割 (ユーザー グループ)] オブジェクトに適用できます。 

ARIS 属性 API 名 ARCM 属性 M* 注意 

名前 AT_NAME name ○ ユーザー グループ名は最大 250 文字に制限

されています。 

説明/定義 AT_DESC description -  

役割 – role ○ 役割と役割レベルの値は、上記のとおり指定さ

れます。 

役割レベル – rolelevel ○  

ユーザー – groupmembers - [ユーザー] は要員と役割間の [実行する] 接
続線によって指定されます。 

*M 列では属性が必須項目であるかどうかが示されます。 
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要員 (ARIS) とユーザー (ARCM) の割り当て 

次の割り当ては [要員 (ユーザー)] オブジェクトに適用できます。 

ARIS 属性 API 名 ARCM 属性 M* 注意 

ログオン AT_LOGIN Userid ○ ユーザーのユーザー ID は最大 250 文字に

制限されています。 

名 AT_FIRST_NAM
E 

firstname ○  

姓 AT_LAST_NAM
E 

lastname ○  

  name - 姓と名の組み合わせ。 

説明/定義 AT_DESC description -  

電子メール アドレス AT_EMAIL_AD
DR 

email ○  

電話番号 AT_PHONE_NU
M 

phone -  

  clients - [環境] フィールドは、データのインポート先の環

境によって識別されます。 

  substitutes - [代理] フィールドは、手動でのみ設定されま

す。 

*M 列では属性が必須項目であるかどうかが示されます。 

  



調査管理表記規則 

 

8 
 

4.2 質問票テンプレートの作成 
マスター データの管理を簡易化するために、ARIS Architect で [質問票テンプレート] をモデル化できます。これには [調
査管理] (MT_SURVEY_MGMT) モデルを使用します。次のオブジェクトをモデルで使用できます。 

オブジェクトとシンボル 

オブジェクト タイプ API 名 シンボル 

質問票テンプレート OT_SURVEY_QUEST_TMPL 

 

セクション OT_SURVEY_SECTION 

 

質問 OT_SURVEY_QUESTION 

 

オプション セット OT_SURVEY_OPTION_SET 

 

回答オプション OT_SURVEY_OPTION 
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質問票テンプレートのオブジェクト間の関係は、例で示します。 

 

図 2: 質問票テンプレートのサンプル ([調査管理] モデル) 

最高レベルのアイテムは質問票テンプレートです (「プロセス評価の自己評価」)。質問票テンプレートには任意の数のセクショ

ンを割り当てることができます。セクションは、任意の数のサブセクションを持つことができます。上の例では、質問票テンプレート

には「一般情報」と「経営者」の 2 つのセクションがあります。質問は、質問テンプレートに直接割り当てることはできません。

質問はセクションにのみ割り当てることができます。質問は 1 つのセクション内で 1 回しか存在できないことに注意してくださ

い。質問の上の図では、「プロセス所有者は誰ですか？」および「プロセスの関与人数」は [一般情報] セクションに割り当て

られています。「プロセス所有者は誰ですか？」という質問は、テキスト タイプの自由回答形式の質問です。つまり、この質問

の回答にはテキスト ボックスが使用できます。「プロセスの関与人数」という質問は、単一選択の質問タイプです。上の図で示

されているように、この質問には 3 つの可能な回答が割り当てられています。ユーザーは、3 つの回答からいずれかを選択し

てこの質問に回答できます。 



調査管理表記規則 

 

10 
 

可能な回答の組み合わせを頻繁に使用する場合は、これらの回答を 1 つのオプション セットにまとめることができます。上の

例では、「管理職は、プロセスの継続的な改善および調整をどのようにして確かなものにしていますか？」という質問に [最良]、

[とても良い]、[良い]、[普通]、[劣っている] のオプション セットが割り当てられています。オプション セットは、[調査管理] 
タイプの同じモデルか、すべてのオプション セットを組み合わせる別のモデルでモデル化できます。 

 

図 3: オプション セット ([調査管理] モデル) 

次の接続線と関係が調査管理のオブジェクト間で使用できます。 

  



調査管理表記規則 

 

11 
 

質問票テンプレートのオブジェクト関係 

オブジェクト 接続線 オブジェクト 注意 

質問票テンプレ

ート 

含む セクション 質問票テンプレートは複数のセクションを持つことができます。セク

ションは、1 つの質問票テンプレートにのみ存在できます。セクシ

ョンを別の質問表テンプレートで再使用することはできません。 

セクション 含む セクション セクションには複数のサブセクションを含めることができます。サブセ

クションは、1 つの上位セクションしか持つことができません。 

セクション 含む 質問 セクションには複数の質問を含めることができます。質問はセクシ

ョン内で 1 回しか存在できません。ただし、異なるセクションで質

問を使用することはできます。質問は、別の質問票テンプレート

で使用することもできます。 

質問 含む オプション セット 質問にはオプション セットは 1 つのみ割り当てることができます。

ただし、オプション セットには複数の質問を割り当てることができ

ます。 

質問 持つ 回答オプション 質問には複数の回答を割り当てることができます。回答オプショ

ンは、複数の異なる質問に割り当てることができます。 

オプション セット 持つ 回答オプション オプション セットには複数の回答オプションを含めることができま

す。回答オプションは、複数の異なるオプション セットに割り当て

ることができます。 
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4.2.1 回答オプションと質問/セクション間の依存関係の作成 
回答オプションと追加の質問/セクション間に依存関係を作成できます。この場合、調査回答者は追加の質問に回答するか、

提供した回答に依存する追加のセクションを編集する必要があります。質問タイプが「単一選択」または「複数選択」の場合

のみ追加の質問を作成できます。 回答オプションで追加の質問とセクションを同時にアクティブ化できます。依存関係は、[調
査管理] モデルでモデル化されます。依存関係でサイクルをモデル化しないようにしてください。 

例 

例: プロセスの継続的な改善および調整を保証するために、マネージャのパフォーマンスをどのように評価しますか？  

回答オプション 1: [良い] (回答する追加の質問はありません) 

回答オプション 2: [普通] (回答する追加の質問はありません) 

回答オプション 3: [劣っている] (追加の質問をアクティブ化します: 何か改善できますか？) 

4.2.1.1 オブジェクトと関係 
 

[調査管理] モデルのオブジェクト関係 

オブジェクト  接続線 オブジェクト 注意 

回答オプション アクティブにする 質問 回答オプションで 1 つ以上の質問をアクティ

ブ化できます。 

回答オプション アクティブにする セクション 回答オプションで 1 つ以上のセクションをアク

ティブ化できます。 

 

図 4: 回答オプションと質問間の依存関係 
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4.2.1.2 依存する質問/セクションのアクティブ化 
 

4.2.1.2.1 回答オプションで常に同じ質問/セクションをアクティブ化する 
回答オプションは、質問票テンプレートで複数回使用されることがよくあります (回答オプションがオプション セットに属する場

合は特に)。たとえば、「劣っている」という回答で常に「何か改善できますか？」という同じ質問をアクティブ化する必要がある場

合は、質問をそのオプションに接続する必要があります。セクションにも同様のことが言えます。 

例 

 

図 5: 回答オプションで常に同じ質問をアクティブ化する 
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4.2.1.2.2 回答オプションで、特定の質問のコンテキストで異なる質問/セクションをアクティブ化する 
たとえば、[劣っている] という回答オプションで、コンテキストによって異なる質問をアクティブ化できます。その場合、[有効なコンテキストである] 接続線を使用して、どのコンテキストでどの依

存する質問をアクティブ化するか定義する必要があります。セクションにも同様のことが言えます。 

 オブジェクト 接続線 オブジェクト 注意 

質問 有効なコンテキストである 質問 質問は、特定の質問のコンテ

キストの回答オプションによっ

てのみアクティブ化されます。 

セクション 有効なコンテキストである 質問 セクションは、特定の質問のコ

ンテキストの回答オプションに

よってのみアクティブ化されま

す。 
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例 

 
図 6: 回答オプションで異なるコンテキストで異なる質問をアクティブ化する 
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4.2.1.3 ARIS Risk & Compliance Manager での依存する質問

/セクションの位置 
質問票テンプレートを ARIS でモデル化すると、質問票テンプレートを ARIS Risk & Compliance Manager に転送で

きます ([ARCM の同期])。依存する質問/セクションの位置を ARIS Risk & Compliance Manager の質問票テン

プレートで定義する方法は 2 つあります。  

4.2.1.3.1 有効化する質問の直下の依存する質問/セクション 
依存する質問/セクションを、ARIS Risk & Compliance Manager の質問票テンプレートの構造で有効化する質問の

下に表示できる場合は、[アクティブにする] 接続線を使用して質問/セクションを ARIS の回答オプションに接続します。 

標準のケース 

トリガーする回答オプションが ARIS の複数の質問に接続されている場合は、ARIS Risk & Compliance Manager の
同期によって、アクティブ化した質問/セクションの対応する数のコピーが生成されます。ARIS Risk & Compliance 

Manager の質問票テンプレートの構造に、アクティブ化する質問の直下にアクティブ化された質問/セクションの各コピーが表

示されます。回答オプションは、アクティブ化する質問の直下に表示される、依存する質問/セクションのみ常にトリガーします。 

特殊なケース 
 

複数の回答オプションで同じ依存する質問をトリガーする 

1 つの質問の複数の回答オプションで同じ依存する質問をトリガーする場合は、依存する質問は質問の下に 1 回だけ表

示されます。 

複数の質問で同じ依存するセクションをアクティブ化する 

 セクション内の複数の質問で同じ依存するセクションをアクティブ化する場合は、依存するセクションはセクションの下に 1 
回だけ表示されます。 

 同じ上位セクションに属する複数のセクションの複数の質問で同じ依存するセクションをアクティブ化する場合は、依存す

るセクションは上位セクションの下に 1 回だけ表示されます。  

複数の質問で同じ依存する質問をアクティブ化する 

1 つのセクションの複数の質問で同じ依存する質問をアクティブ化する場合は、依存する質問はセクション内に 1 回だけ表

示されます。 
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4.2.1.3.2 定義した位置の依存する質問/セクション 
依存する質問/セクションの位置を ARIS Risk & Compliance Manager の質問票テンプレートの構造に指定する場合

は、これを ARIS で明示的にモデル化する必要があります。その場合、[アクティブにする] 接続線を使用して質問/セクショ

ンを回答オプションに接続します。また、[含む] 接続線を使用して、セクション/質問票テンプレートに質問/セクションの位置を

指定します。 

(依存する質問/セクションをアクティブ化する) 回答オプションが ARIS で複数の質問に接続されている場合は、ARIS 
Risk & Compliance Manager との同期により質問/セクションが 1 つだけ生成されます。ARIS Risk & 

Compliance Manager の質問票テンプレートの構造で、依存する質問/セクションは ARIS モデルと同じ位置に表示さ

れます。各回答オプションで同じ依存する質問/セクションをアクティブ化します。 

例 

 

図 7: 構造の定義された位置のセクション 
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4.2.2 質問票テンプレート オブジェクト 
質問票テンプレートは、[質問票テンプレート] オブジェクト (OT_SURVEY_QUEST_TMPL) を使用して ARIS Architect でモデル化します。質問票テンプレートは、[ARCM の同

期] 属性が設定されている質問票テンプレートごとに ARIS Risk & Compliance Manager で作成されます。次の割り当ては [質問票テンプレート] オブジェクトに適用できます。 

ARIS 属性 API 名 ARCM 属性 M* 注意 

名前 AT_NAME name ○ 質問票テンプレートの名前は最大 250 文字に制限されています。 

説明/定義 AT_DESC description -  

セクション – sections - 質問票テンプレートと割り当てられたセクションの間の接続線を使用して決

定 『7 ページ 』されます。セクションへの対応するリンクは ARIS Risk & 
Compliance Manager に保存されます。 

タイトル 1 

タイトル 2 

タイトル 3 

タイトル 4 

AT_TITL1 

AT_TITL2 

AT_TITL3 

AT_TITL4 

文書: 

 名前 

 タイトル 

- リンクした文書を示します。 

リンク 1 

リンク 2 

リンク 3 

リンク 4 

AT_EXT_1 

AT_EXT_2 

AT_EXT_3 

AT_LINK 

文書: 

 リンクを開いてく

ださい 

- リンクした文書を示します。 
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ARIS 属性 API 名 ARCM 属性 M* 注意 

ARIS 文書格納タ

イトル 1 

ARIS 文書格納タ

イトル 2 

ARIS 文書格納タ

イトル 3 

ARIS 文書格納タ

イトル 4 

AT_ADS_TITL1 

AT_ADS_TITL2 

AT_ADS_TITL3 

AT_ADS_TITL4 

文書: 

 名前 

 タイトル 

- リンクした文書を示します。 

ARIS 文書格納リ

ンク 1 

ARIS 文書格納リ

ンク 2 

ARIS 文書格納リ

ンク 3 

ARIS 文書格納リ

ンク 4 

AT_ADS_LINK_1 

AT_ADS_LINK_2 

AT_ADS_LINK_3 

AT_ADS_LINK_4 

文書: 

 リンクを開いてく

ださい 

- リンクした文書を示します。 

スコア (目標) AT_SCORE_TARGET targetScore - スコア (目標) は、特定の質問票に関して達成すべき点数を指定しま

す。 

ARCM の同期 AT_AAM_EXPORT_RELEVANT – - この属性は、質問票テンプレートを ARIS Risk & Compliance 

Manager と同期するかどうかを指定します。 
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ARIS 属性 API 名 ARCM 属性 M* 注意 

段落番号の自動

設定 

AT_AUTOMATIC_NUMBERING autoNumbering - ARIS Risk & Compliance Manager の質問票のすべてのセクション

と質問に対して、段落番号の自動設定をアクティブ ([はい]) または非ア

クティブ ([いいえ]) にします。 

*M 列では属性が必須項目であるかどうかが示されます。 
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4.2.3 セクション オブジェクト 
セクションは、[セクション] オブジェクト (OT_SURVEY_SECTION) を使用して ARIS Architect でモデル化します。次の割り当ては [セクション] オブジェクトに適用できます。 

ARIS 属性 API 名 ARCM 属性 M* 注意 

名前 AT_NAME name ○ セクションの名前は最大 250 文字に制限されています。 

説明/定義 AT_DESC description -  

サブセクション – subSections - セクションとサブセクションの間の接続線を使用して決定 『7 ページ 』されま

す。サブセクションへの対応するリンクは ARIS Risk & Compliance 

Manager に保存されます。 

質問 – questions - セクションと割り当てられた質問の間の接続線を使用して決定 『7ページ 』

されます。質問への対応するリンクは ARIS Risk & Compliance 
Manager に保存されます。 

スコア (目標) AT_SCORE_TARGET targetScore - スコア (目標) は、特定のセクションに関して達成すべき点数を指定しま

す。 

*M 列では属性が必須項目であるかどうかが示されます。 
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4.2.4 質問オブジェクト 
質問は、[質問] オブジェクト (OT_SURVEY_QUESTION) を使用して ARIS Architect でモデル化します。オプション セットと回答オプションは、質問に同時に割り当てることはでき

ません。次の割り当ては [質問] オブジェクトに適用できます。 

ARIS 属性 API 名 ARCM 属性 M* 注意 

説明/定義 AT_DESC question_text ○ [説明/定義] ARIS 属性には、質問テキストが含まれます。 

注釈/例 AT_REM remark - [注釈/例] ARIS 属性には、質問テキストに関する注釈や説明を含めるこ

とができます。 

オプション セット – optionSet -/○ 質問と割り当てられたオプション セットの間の接続線を使用して決定 『7 ペ

ージ 』されます。オプション セットへの対応するリンクは ARIS Risk & 

Compliance Manager に保存されます。 

回答オプション – options -/○ 質問と回答オプションの間の接続線を使用して決定されます。回答オプション

への対応するリンクは ARIS Risk & Compliance Manager に保存さ

れます。 

メモの使用許可 AT_ANNOTATIONS_ALLOWED Notes 
allowed 

- 調査回答者が質問に関してメモを追加できるかどうかを指定します (デフォル

ト設定: False = いいえ)。 

質問タイプ AT_QUESTION_TYPE type ○ 質問タイプは質問の種類を指定します (たとえば、単一選択、テキストな

ど)。 

調査評価者による

回答の評価 
AT_REVIEWER_RATES_ANSWER reviewerRates 

Answer 
- 調査評価者が調査回答者の回答を評価して、スコアを割り当てることができ

るかどうかを指定します (デフォルト設定: False = いいえ)。 

任意回答 AT_OPTIONAL_QUESTION optional 
Question 

- 質問がオプションであるかどうかを指定します (デフォルト設定: False = い
いえ)。 
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ARIS 属性 API 名 ARCM 属性 M* 注意 

タイトル 1 

タイトル 2 

タイトル 3 

タイトル 4 

AT_TITL1 

AT_TITL2 

AT_TITL3 

AT_TITL4 

文書: 

 名前 

 タイトル 

- リンクした文書を示します。 

リンク 1 

リンク 2 

リンク 3 

リンク 4 

AT_EXT_1 

AT_EXT_2 

AT_EXT_3 

AT_LINK 

文書: 

 リンクを開いてく

ださい 

- リンクした文書を示します。 

ARIS 文書格納タ

イトル 1 

ARIS 文書格納タ

イトル 2 

ARIS 文書格納タ

イトル 3 

ARIS 文書格納タ

イトル 4 

AT_ADS_TITL1 

AT_ADS_TITL2 

AT_ADS_TITL3 

AT_ADS_TITL4 

文書: 

 名前 

 タイトル 

- リンクした文書を示します。 
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ARIS 属性 API 名 ARCM 属性 M* 注意 

ARIS 文書格納リ

ンク 1 

ARIS 文書格納リ

ンク 2 

ARIS 文書格納リ

ンク 3 

ARIS 文書格納リ

ンク 4 

AT_ADS_LINK_1 

AT_ADS_LINK_2 

AT_ADS_LINK_3 

AT_ADS_LINK_4 

文書: 

 リンクを開いてく

ださい 

- リンクした文書を示します。 

*M 列では属性が必須項目であるかどうかが示されます。 
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4.2.5 オプション セット オブジェクト 
オプション セットは、[オプション セット] オブジェクト (OT_SURVEY_OPTION_SET) を使用して ARIS Architect でモデル化します。次の割り当ては [オプション セット] オブジェク

トに適用できます。 

ARIS 属性 API 名 ARCM 属性 M* 注意 

名前 AT_NAME name ○ オプション セットの名前は最大 250 文字に制限されています。 

説明/定義 AT_DESC description -  

回答オプション – options ○ オプション セットと回答オプションの間の接続線を使用して決定されます。回

答オプションへの対応するリンクは ARIS Risk & Compliance 
Manager に保存されます。 

*M 列では属性が必須項目であるかどうかが示されます。 
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4.2.6 回答オプション オブジェクト 
回答オプションは、[回答オプション] オブジェクト (OT_SURVEY_OPTION) を使用して ARIS Architect でモデル化します。次の割り当ては [回答オプション] オブジェクトに適用で

きます。 

ARIS 属性 API 名 ARCM 属性 M* 注意 

回答オプション AT_NAME name ○ 回答オプションの名前は最大 250 文字に制限されています。 

回答値 AT_OPTION_VALUE optionValue - 回答値はスコアの計算に使用されます (対応する回答が選択された場

合)。 

説明/ 

定義 

AT_DESC description -  

*M 列では属性が必須項目であるかどうかが示されます。 
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4.2.7 質問タイプ 
回答の基本プロパティは、質問タイプです。質問タイプは、質問にどのように回答できるか、またはしなければならないかを指定

します。さらに、質問タイプは、質問がオプション セットまたは回答オプションに割り当てられるかについて影響を与えます。 

以下の質問タイプを使用できます。 

 単一選択 

単一選択の質問タイプは、調査回答者は、使用できる回答オプションから 1 つの回答のみを選択できることを指定しま

す。この質問タイプを選択した場合は、質問はオプション セットまたは回答オプションに割り当てられる必要があります。 

 複数選択 

複数選択の質問タイプは、調査回答者は、使用できる回答オプションから任意の数の回答を選択できることを指定しま

す。この質問タイプを選択した場合は、質問はオプション セットまたは回答オプションに割り当てられる必要があります。 

 テキスト 

テキスト質問タイプは、調査回答者は、質問の回答に任意のテキストを入力できることを指定します。 

 数値 (整数) 

数値 (整数) 質問タイプは、調査回答者は、質問の回答に整数を入力しなければならないことを指定します。 

 数値 (浮動小数点) 

数値 (浮動小数点) 質問タイプは、調査回答者は、質問の回答に浮動小数点値を入力しなければならないことを指

定します。 

 日付 

日付質問タイプは、調査回答者は、質問の回答に日付を入力しなければならないことを指定します。 

 日付範囲 

日付範囲質問タイプは、調査回答者は、質問の回答に日付範囲 (～から～まで) を入力しなければならないことを指

定します。 

これらの質問タイプはすべて排他的です。つまり、質問は 1 つの質問タイプしか持つことができません。 

4.2.8 調査評価者による回答の評価 
[調査評価者による回答評価] 属性が設定されている場合は、調査評価者は調査回答者の回答を評価できます。ただし、

これは質問が単一選択または複数選択タイプでない場合のみ可能です。属性が設定されると、質問はオプション セットまた

は回答オプションに割り当てられる必要があります。調査回答者が質問に回答したら、調査評価者は回答オプションから適合

する回答を選択できます。これを実行する際には、調査評価者は質問に回答するのではなく、調査回答者の回答を評価し

ます。この評価により、対応する質問のスコアが決定します。 
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4.3 質問票テンプレート割り当て 
[質問票テンプレート割り当て] タイプのモデルには、[調査管理] タイプのモデルを割り当てることができます。このモデルは、調査に関係する領域、オブジェクト、および階層に関する情報を表

します。調査に関わる要素を使用して、[調査タスク] タイプのオブジェクトをモデル化することもできます。[ARCM の同期] 属性が設定されている質問票テンプレートに割り当てられた調査

タスクは、その関連情報とともに ARIS Risk & Compliance Manager と同期されます。質問票テンプレートでモデル化された情報は、インポートでは無視されます。  

[質問票テンプレート割り当て] モデルでは、次のオブジェクトを [関係する] 接続線を使用して [質問票テンプレート] タイプのオブジェクトに割り当てることができます。 

オブジェクト タイプ名 シンボル タイプ名 API 名 シンボル ARCM 名 

タスク プロジェクト/タスク OT_FUNC_INST 

 

 

監査テンプレート/監査手順 

 

リスク カテゴリ リスク カテゴリ OT_RISK_CATEGORY 

 

リスク カテゴリ 

アプリケーション システム タイプ アプリケーション システム タイプ OT_APPL_SYS_TYPE 

 

アプリケーション システム タイプ 

ファンクション ファンクション/統制 OT_FUNC 

 

 

プロセス/統制 
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オブジェクト タイプ名 シンボル タイプ名 API 名 シンボル ARCM 名 

組織ユニット 組織ユニット OT_ORG_UNIT 

 

組織 

用語 用語 OT_TECH_TRM 

 

規定 

方針 経営方針 OT_POLICY 

 

方針の定義 

リスク リスク OT_RISK 

 

リスク 

検査の定義 検査の定義 OT_TEST_DEFINITION 

 

検査の定義 

[質問票テンプレート割り当て] モデルでは、次のオブジェクトを [開始された] 接続線を使用して [質問票テンプレート] タイプのオブジェクトに割り当てることができます。 

調査タスク 調査タスク OT_SURVEYTASK 

 

調査タスク 

調査を担当する調査担当者は、[割り当てる] 接続線を使用して質問票テンプレートに割り当てられます。 

役割 役割 OT_PERS_TYPE 

 

調査担当者グループ 
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4.3.1 質問票テンプレート割り当てモデル内の質問票テンプレートのオブジェクト関係 

オブジェクト 接続線 オブジェクト 注意 

質問票テンプレート 影響する 監査テンプレート/監査手順 複数の監査テンプレートまたは監査手順、またはその両方を質問票テンプレートに割り

当てることができます。 この関係は ARIS Risk & Compliance Manager には

転送されません。 

質問票テンプレート 影響する 方針  複数の方針定義を質問票テンプレートに割り当てることができます。 この関係は 
ARIS Risk & Compliance Manager には転送されません。 

質問票テンプレート 影響する リスク カテゴリ 複数のリスク カテゴリを質問票テンプレートに割り当てることができます。 この関係は 
ARIS Risk & Compliance Manager には転送されません。 

質問票テンプレート 影響する 用語/規定 複数の規定を質問票テンプレートに割り当てることができます。 この関係は ARIS 
Risk & Compliance Manager には転送されません。 

質問票テンプレート 影響する ファンクション/プロセス 複数のプロセスを質問票テンプレートに割り当てることができます。 この関係は ARIS 
Risk & Compliance Manager には転送されません。 

質問票テンプレート 影響する アプリケーション システム タイプ 複数のアプリケーション システム タイプを質問票テンプレートに割り当てることができま

す。 この関係は ARIS Risk & Compliance Manager には転送されません。 

質問票テンプレート 影響する 組織ユニット 複数の組織ユニットを質問票テンプレートに割り当てることができます。 この関係は 
ARIS Risk & Compliance Manager には転送されません。 

質問票テンプレート 影響する リスク 複数のリスクを質問票テンプレートに割り当てることができます。 この関係は ARIS 
Risk & Compliance Manager には転送されません。 

質問票テンプレート 影響する 統制 複数の統制を質問票テンプレートに割り当てることができます。 この関係は ARIS 
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オブジェクト 接続線 オブジェクト 注意 
Risk & Compliance Manager には転送されません。 

質問票テンプレート 影響する 検査の定義 複数の検査の定義を質問票テンプレートに割り当てることができます。 この関係は 
ARIS Risk & Compliance Manager には転送されません。 

質問票テンプレート 開始される 調査タスク 複数の調査タスクを質問票テンプレートに割り当てることができます。 この関係は 
ARIS Risk & Compliance Manager で使用されます。 

質問票テンプレート 割り当てられている 役割 複数の調査担当者グループを質問票テンプレートに割り当てることができます。 この関

係は ARIS Risk & Compliance Manager で使用されます。 
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4.3.2 調査タスク 
[調査タスク] タイプのオブジェクトは、[開始される] 接続線を使用して [質問票テンプレート] タイプのオブジェクトに接続できます。[ARCM の同期] 属性が設定されている質問票テンプ

レートでモデル化された [調査タスク] タイプのオブジェクトは、調査タスクでモデル化されているすべてのオブジェクトを含む ARIS Risk & Compliance Manager と同期されます。 
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図 8: 質問票テンプレート割り当てモデルのサンプル 
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[影響する] 接続線を使用して、次のオブジェクトを [質問票テンプレート割り当て] モデルで [調査タスク] タイプのオブジェクトに割り当てることができます。 

オブジェクト タイプ名 シンボル タイプ名 API 名 シンボル ARCM 名 

リスク カテゴリ リスク カテゴリ OT_RISK_CATEGORY 

 

リスク カテゴリ 

アプリケーション システム タイプ アプリケーション システム タイプ OT_APPL_SYS_TYPE 

 

アプリケーション システム タイプ 

ファンクション ファンクション/統制 OT_FUNC 

 

 

プロセス/統制 

組織ユニット 組織ユニット OT_ORG_UNIT 

 

組織 

用語 用語 OT_TECH_TRM 

 

規定 

リスク リスク OT_RISK 

 

リスク 
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オブジェクト タイプ名 シンボル タイプ名 API 名 シンボル ARCM 名 

検査の定義 検査の定義 OT_TEST_DEFINITION 

 

検査の定義 

調査を担当する調査回答者は、[割り当てる] 接続線を使用して調査タスクに割り当てられます。これはまた、担当の調査評価者グループでも同様です。 

役割 役割 OT_PERS_TYPE 

 

調査回答者グループ、調査評価

者グループ、調査担当者グループ 
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4.3.3 質問票テンプレート割り当てモデル内の調査タスクのオブジェクト関係 

オブジェクト 接続線 オブジェクト 注意 

調査タスク 関係する リスク カテゴリ 複数のリスク カテゴリを調査タスクに割り当てることができます。 この関係は ARIS 
Risk & Compliance Manager で使用されます。  

調査タスク 関係する 用語/規定 複数の規定を調査タスクに割り当てることができます。 この関係は ARIS Risk & 

Compliance Manager で使用されます。 

調査タスク 関係する ファンクション/プロセス 複数のプロセスを調査タスクに割り当てることができます。 この関係は ARIS Risk & 

Compliance Manager で使用されます。 

調査タスク 関係する アプリケーション システム タイプ 複数のアプリケーション システム タイプを調査タスクに割り当てることができます。 この

関係は ARIS Risk & Compliance Manager で使用されます。 

調査タスク 関係する 組織ユニット 複数の組織ユニットを調査タスクに割り当てることができます。 この関係は ARIS 

Risk & Compliance Manager で使用されます。 

調査タスク 関係する リスク 複数のリスクを調査タスクに割り当てることができます。 この関係は ARIS Risk & 

Compliance Manager で使用されます。 

調査タスク 関係する 統制 複数の統制を調査タスクに割り当てることができます。 この関係は ARIS Risk & 

Compliance Manager で使用されます。 

調査タスク 関係する 検査の定義 複数の検査の定義を調査タスクに割り当てることができます。 この関係は ARIS 

Risk & Compliance Manager で使用されます。 

調査タスク 割り当てられている 役割 複数の調査回答者グループと 1 つの評価者グループ、1 つの調査担当者グループを

調査タスクに割り当てることができます。 この関係は ARIS Risk & Compliance 

Manager で使用されます。 

調査タスクは、[調査タスク] オブジェクト (OT_SURVEY_TASK) を使用して ARIS Architect でモデル化します。次の割り当ては [調査タスク] オブジェクトに適用できます。 
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ARIS 属性 API 名 ARCM 属性 M* 注意 

名前 AT_NAME name ○ 調査タスクの名前です。 

頻度 AT_SURVEYTASK _FREQUENCY frequency ○ 頻度は、調査が生成される頻度を定義します: 

 単発 

 日次 

 週次 

 月次 

 四半期 

 半期 

 年次 

 隔年 

 場合に応じる 

開始日 AT_SURVEYTASK_START_DATE startDate ○ 調査の生成を開始する日付を出力します。 

終了日 AT_SURVEYTASK_END_DATE endDate  調査の生成を終了する日付を出力します。 

オフセット (単位: 日) AT_SURVEYTASK_OFFSET 統制期間のオフセット  調査タスクが統制期間の何日前にあるかを出力します。 

実行期限 (単位: 日) AT_SURVEYTASK _DURATION 期間  ○ 調査回答者が調査を完了するために使用できる日数を出力します。期

間は、調査を完了しなければならない完了日を定義します。 
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ARIS 属性 API 名 ARCM 属性 M* 注意 

統制期間の長さ AT_SURVEYTASK_CTRL_PERIO
D 

control_period  統制の時間単位を指定します。 

 日 

 週 

 月 

 四半期 

 半期 

 年 

 2 年 

イベント駆動の調査許可 AT_EVENT_DRIVEN_SURVEYS_
ALLOWED 

event_driven_allowe
d 

 アドホック調査が許可されるかどうかを示す。 

  owner_group ○ 担当の調査回答者グループです。この役割は複数グループに割り当て

ることができます。調査タスクとロールの間の接続線を使用して決定され

ます。調査タスクへの対応する関係は、ARIS Risk & Compliance 
Manager に保存されます。 

  reviewer_group ○ 担当の調査評価者グループです。 役割は、1 つのグループにのみ割り

当てることができます。調査タスクとロールの間の接続線を使用して決定

されます。  

  manager_group  担当の調査担当者グループです。 役割は、1 つのグループにのみ割り

当てることができます。調査タスクとロールの間の接続線を使用して決定

されます。  



調査管理表記規則 

 

39 
 

ARIS 属性 API 名 ARCM 属性 M* 注意 

  relatedAppSystems  割り当てられたアプリケーション システム タイプの一覧です。調査タスク

とアプリケーション システム タイプの間の接続線を使用して決定されま

す。  

  relatedOrgunits  割り当てられた組織ユニットの一覧です。調査タスクと組織ユニットの間

の接続線を使用して決定されます。  

  relatedProcesses  割り当てられたファンクション/プロセスの一覧です。調査タスクとファンクシ

ョンの間の接続線を使用して決定されます。 

  relatedRegulations  割り当てられた規定の一覧です。調査タスクと規定の間の接続線を使

用して決定されます。 

  relatedCategories  割り当てられたリスク カテゴリの一覧です。調査タスクとリスク カテゴリの

間の接続線を使用して決定されます。 

  risks  割り当てられたリスクの一覧です。調査タスクとリスクの間の接続線を使

用して決定されます。  

  controls  割り当てられた統制の一覧です。調査タスクと統制の間の接続線を使

用して決定されます。  

  test_definitions  割り当てられた検査定義の一覧です。調査タスクと検査定義の間の接

続線を使用して決定されます。 

*M 列では属性が必須項目であるかどうかが示されます。 
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5 法的情報

5.1 文書範囲

記載情報は、公開時点における設定および機能についての説明です。文書とソフトウェアは生産サイクルが異なるため、設定

および機能の説明は実際の設定および機能と異なる場合があります。相違に関する情報は製品に付属しているリリース ノー

トに記載されています。リリース ノートをお読みになり、その情報を考慮に入れた上で、製品をインストール、設定およびご使用

ください。

Software AG のサービスを利用せずにシステムの技術的機能と業務機能をインストールする場合は、インストールするシス

テム、その目的、対象システム、さまざまな依存性などに関して広範な知識が必要です。プラットフォームの数が多く、ハードウ

ェアとソフトウェアの設定が相互に依存するので、特定のインストール シナリオのみしか記述できません。すべての設定と依存性

を記述することはできません。

各種の技術を組み合わせる場合は、製造元の指示 (特にインターネット ページに公開されたリリースに関するお知らせ) に
従ってください。承認されているサードパーティ システムが正しく機能すること、および正しくインストールされることの保証はいた

しかねます。また、サードパーティ システムはサポートしていません。必ず、該当の製造元のインストール マニュアルに記載され

ている手順に従ってください。問題がある場合は、製造元にお問い合わせください。

サードパーティ システムのインストールにサポートが必要な場合は、最寄りの Software AG の販売部門にお問い合わせく

ださい。このような製造元またはお客様固有の変更は、Software AG の標準ソフトウェア保守契約の対象ではありません。

このような変更は、それを特別に要請し、同意した場合にのみ実行できます。

説明の中で特定の ARIS 製品を参照している場合、製品には名前が付けられています。それ以外の場合、ARIS 製品の

名前は次のように使用されます。

名前 対象

ARIS 製品 Software AG 標準ソフトウェアの使用許諾契約が適用されるすべての製品を

指します。

ARIS クライアント ARIS Server を介して共有データベースにアクセスする ARIS Architect ま
たは ARIS Designer などのすべてのプログラムを指します。 

ARIS ダウンロード クライアント ブラウザーを使用してアクセスできる ARIS クライアントを指します。 

5.2 データ保護

Software AG の製品は、個人データの処理に関して EU 一般データ保護規則 (General Data Protection 
Regulation; GDPR) に準拠した機能を提供しています。 

該当する場合は、対応する管理文書に適切な手順が記録されます。
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5.3 免責事項 
ARIS 製品は個人による使用を目的として開発されています。内容の生成や、インターフェイスを使用したオブジェクト/成果

物のインポートなどの自動化プロセスによって、データ量が膨大になり、その実行が処理能力や物理的な限界を超える可能性

があります。使用可能なメモリが操作の実行やデータの格納に対して不十分な場合には、物理的な限界を超える可能性が

あります。 

ARIS Risk & Compliance Manager を効率的に操作するには、信頼性があり、高速なネットワーク接続が必要です。

応答時間が不十分なネットワークでは、システムのパフォーマンスが下がり、タイムアウトを引き起こす可能性があります。 

ARIS 製品が仮想環境で使用されている場合は、オーバーブッキングのリスクを回避するために十分なリソースが利用できる

ことが必要になります。 

このシステムは、400 人のユーザーが同時にログオンする内部統制システムのシナリオでテストされました。これには 2 百万

個のオブジェクトが含まれます。適切なパフォーマンスを確保するために、500 人を超えるユーザー以上が同時にログオンしな

い状況で運用することを推奨します。顧客固有の調整、特に一覧とフィルターの調整はパフォーマンスを悪化させます。 
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