
New values added（新機能）

ローコード アプリケーション開発：UIデザイナーからStudioへのビジネス データ マネジメント（BDM)

ユーザがビジネス変数や文書を編集できるフォームは、変更前にユーザに現在値を表示する必要があります。
Studioは現在値を表示するのに必要な変数を作成し、タスクコントラクトにリンクされているウィジェットと同じウィ
ジェットにリンクします：ユーザーが入力してプロセスに戻す必要があるもの。
変数を作成してBDM REST APIを操作する必要はもうありません。
生成されたフォームでは、ウィジェットに必要なプロパティはBDMに対応する属性に必須プロパティを反映するよう
になりました。
※全てのコントラクト挿入は、以前、マークすることが必須されていました。

読取り専用のビジネス変数をフォーム上に簡単に表示する

ビジネスオブジェクトの参照遅延を解決するためのAngularJSフィルターを新規組込み

複数の文書を更新する

Version 7.9 (June/2019)

ビジネス変数やユーザによって編集された文書（リード/ライト）を簡単にフォームから作成

これはDatePickerタイプとDateTimePickerタイプには未だ適応していません：
それらは常に必須ですが、この制限はまもなく修正予定です。 詳しくは、当該資料を参照してください。

ユーザーによるビジネス変数の入力または編集を必要とする多くのフォームでは、他のビジネスデータを読取り専
用情報として表示する必要があります。この情報は、ユーザーが正しい入力や決定を行うのに役立ちます。タ
スク用に作成された各フォームに対して、スタジオは、コントラクト入力の作成に使用されたビジネスオブジェクト
にリンクされている全ての属性をみ取り専用ウィジェットとして表示するオプションを提供します。

不要な属性は簡単に削除でき、有用なものはすべてユーザーに表示する準備ができているので、開発時間を
大幅に節約できます。詳しくは、当該資料を参照してください。

これにより、 lazy references（遅延参照）を使った組込みオブジェクトの管理が改善されました。編集また
は読取り専用のユースケースでオブジェクトの遅延した参照を取得する必要がある場合は、取得するオブジェ
クトに対して「lazyRefフィルタ」を使用して変数を作成します。詳しくは、当該資料を参照してください。

ウィジェットの切替え

ホワイトボード、またはウィジェットのプロパティセクションから直接今行った設定を消去せず、現在のウィジェット
を新しいウィジェットに変更できるようになりした。ウィジェットのカスタムバージョンをカスタムにするか否かにかか
わらず（スタジオからフォームを作成した後の最初のカスタマイズ手順として）、エンドユーザーのニーズに合わ
せて便利になりました。

タスクレベルでの操作は、複数ドキュメントの完全な更新処理ができるようになりました。
追加、削除、更新は、ドキュメントIDを使用して、メソッドによって自動的に管理されます。
この改善は、各ドキュメントの最後のバージョンのみが表示され、各ドキュメントに2つのウィジェットが表示され
るBonita Portalのケース概要にも実装されています。ドキュメントにアクセスするためのファイルビューアとドキュメ
ントを更新するためのファイルアップロードです。
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エンドユーザーのブラウザでUIDページとフォームをレンダリングする

現在のプレビューメカニズムの外側でブラウザタブでプレビューを開くことができるようになりました。
新しいURLパラメータを設定したり、動的なブラウザサイズで再生したり、ユーザーのデフォルトブラウザで
フォームまたはページがどのように動作するかを確認するために、別のブラウザで同じURLを再利用します。

Bonitaが外部サービス（UiPathやDocuSignなど）を起動し、非同期で呼び出す必要がある場合、
新しいREST API “sendMessge”が使用できます。

UIデザイナーで、JavaScript文字列が翻訳できるようになりました。

UIデザイナのボタンウィジェットで新しいアクションが利用可能です。 ： 「タスクの割り当てと送信」
このアクションはACMのユースケースでは必須であり、ユーザーは開始から終了まで自分自身で特定のケー
スを管理することが良くありますが、他の多くのユースケースでも使用できます。
その結果、ACMタイプのリビングアプリケーションのユーザーは、ケース内の利用可能なタスクのフォームを表
示して記入し、[送信]をクリックするだけで済みます。
これは、ユーザーがタスクを予約して同僚のTo Doリストから取り出すために[Take]をクリックする必要があ
るBonita Portalのタスクリストとは異なります。

「テーマ」プロジェクトがBonitaプロジェクトに統合されました（サブスクリプション版のみ）

Studioから、開発メニューから、そしてプロジェクトエクスプローラの「新規」オプションから、テーマをリビング
アプリケーションの他のパーツとして作成できるようになりました。
REST APIでの拡張と同様にMavenプロジェクトとしてパッケージ化されており、Bonitaプロジェクトにネス
ティングされています。
Studioで作成したテーマはポータルにデプロイし、アプリケーションの他のエレメントと同様に管理（開く、編
集、削除）することができます。
テーマは、ビルダーとデプロイヤーを通してBonita継続的デリバリー アドオン内アカウントで保持されます。
使い方の詳細は、当該資料を参照してください。

一旦、テーマがアプリケーションにマッピングされると、ターゲットアプリケーションのコンテキストで開発中の
ページ、フォーム、レイアウト、またはフラグメントのビューできるようになります。 アーティファクトのスタイルの
調整を容易にするために、UI Designerのプレビューウィンドウに新しく「アプリケーションで表示」機能が追
加されました。

開発中のアプリケーションテーマ内UIデザイナー成果物を表示する。

Bonita コミュニティ版でリビング アプリケーションでカスタムされたテーマとレイアウトを使用する

IDEで作成されたテーマをアプリケーション記述子とマッピングして、リビング アプリケーションのLook&Feelを
カスタマイズすることができます。 UIデザイナーで作成されたレイアウトは、より良いカスタマイズのためにアプリ
ケーション記述子でアップデートすることもできます。

提供されたUIDウィジェットをカスタムウィジェットのテンプレートとして使用する。

リビングアプリケーションボタンの新しい方法：「割り当てと実行」

プロジェクトの継続的デリバリー/インダストリアリゼーション（産業化）

外部システムキーと一致するように特定の数値書式を適用するテキストウィジェットが必要ですか？
特定のパディングを持つテーブルウィジェットが必要ですか？
Bonita UIデザイナーはあなたのフォームとページを構築するための一連の標準ウィジェットを提供します。
そして、あなたの特定のニーズを満たすためにそれらを拡張することができます。
プロパティパネルのヘッダーに、新しいウィジェットのアクションメニューがありますが、 このメニューから、編集、
表示、フラグメントとして保存（選択したウィジェットに応じて）など、ウィジェット関連の全てのアクションを起
動できます。 このウィジェットのアクションメニューから、ウィジェットを表示し、それをカスタムウィジェットとして複
製して変更することができます。
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以前のポータルページと同じ機能を提供します。
⚫ 組織の.xmlを含んでファイルをアップロード。
⚫ .xmlをローカルにダウンロードして共有するための[エクスポート]ボタン、更に検証機能が強化され
ています（ファイル形式のエラーを固有エラーメッセージで確認）。

UIレンダリングを保証するためのUIDアセット管理

アセットに正しい順序を適用すると、スタイルを上書きする順序やCSSの読込み、JSオブジェクトの宣言
などのページの動作に影響します。 AngularやBootstrapのバージョンでも、そのようなフレームワークの
ドキュメントを利用するためのドキュメントリンクが追加されています。

アダプティブケース管理（ACM）を利用する

Bonitaプラットフォームは現在、混在したダイアグラム（構造化/非構造化）のシナリオでタスクステータ
スの更新を可能にする基本的なメカニズムを組込んでいます。 このイベントハンドラは、実行タスクの後に
“$”で始まるタスク変数の値を判定します。
ACMの目的は、変数は各タスクのステータスであり、ケース実行の任意のステップでユーザーがそのタスク
を利用できるかどうかを決定します。 このイベントハンドラはStudioおよびRuntimeバンドルに含まれて
いますが、デフォルトでは無効になっています。 それを使用するにはStudioの設定、またはバンドル設定
で有効にする必要があります。

実行監査メカニズムが導入されました。 作業の実行に時間がかかりすぎる、またはスケジュール変更が
多すぎる場合を検出するために動作します。 作業実行監査ページを参照してください。

レスポンシブなUIデザイナーで作成されたものはカスタムされ、リビング アプリケーションに追加することが
できます。 それらはカスタムウィジェットで構成されており、 Bonitaポータルのリソースとして提供され
（古いものは推奨されていません）、Bonita UIデザイナでインポートおよび編集することができます。
新しい機能：
⚫ 「アプリケーションのリスト」アイコン：クリックすると、ログインされたユーザのプロファイルに対して利用
可能なアプリケーション リストをモーダルウィンドウを表示するので、ユーザは１つを選択するだけでア
プリケーションを切り替えることができます。

⚫ ログに記録されたユーザーの名前：クリックすると、ユーザー情報を含むモーダルウィンドウにアプリ
ケーションの言語ピッカー、およびログアウトボタンが表示されます。
全てのブラウザ（Microsoft Edge、IE11、Mozilla Firefox、およびGoogle Chrome）に準
拠しています。

Improvements （機能改善）

BonitaポータルからBonita リビング アプリケーションへ

私たちはBonita Portalを徐々にUIデザイナー テクノロジーにマイグレートし、提供されたプロファイルごと
に1つずつ、3つのアプリケーションに変換するというイニシアチブを追求しています。 それぞれの新しいペー
ジは、レスポンシブな新しいカスタムページとして提供され、UIデザイナでカスタマイズでき、あらゆるリビング
アプリケーションで使用できます。

管理者ポータルの「組織のインストール/エクスポート」

新しいBonita レイアウト

パフォーマンス

実行エンジン
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新しいコンフィグレーション機能が追加されました。

Package (パッケージ）

非同期コネクター実行

Bonita Runtimeは、低速コネクターのコンテキストで最大10倍パフォーマンスが向上し、より多くのタスクを
実行しSPOC(Single Point of Contention)を回避することができます。

⚫ コネクタは非同期的に実行されます。 以前のバージョンでは、各作業は他のワークロードを処理する前に
コネクターの終了を待っていました。 実行時間が長いコネクターが幾つか存在すると、パフォーマンスが低
下します。

⚫ コネクタの実行がトリガーされるとすぐにワーカースレッドがリリースされるようになりました。
詳しくは、コネクターの実行ページを参照してください。 結果として、コネクタが多くの時間を要する状況で
は（遅いサードパーティサービスへの接続、ハイコンピューティングなど）、通常のジョブ実行はブロックされ
ずに続行できます。

レガシーv6フォームを保存するために使用されていました。 本番環境を7.8.0にマイグレートすると、データ
ベースから削除されます。

Cluster locks（クラスターロック）

ドラッグアンドドロップを使用してBonita Studioに.bosアーカイブをインポートする

Bosアーカイブは、ファイルシステムからドラッグして、Bonitaプロジェクト エクスプローラにドロップすること
で、Bonita Studioにインポートできるようになりました。

非同期コネクター実行

タイマー実行

Quartzとの統合の安定性を高めるためのバグが修正されました。
⚫ BS-19239：Quartz ジョブ実行中に例外が発生し、関連するフローノードが「待ち」状態のままになり、
プロセスの実行が停止していました。

⚫ BR-56：cronタイマーの失敗は以降の実行をキャンセルします。タイマーがどのように実行されるか、およ
び時間実行の失敗を処理する方法を説明するために新しいページが追加されました。
また、タイマー実行のためのQuartzの設定方法に関する詳細も追加されました。：
Quartzパフォーマンスのチューニング

bonita.platform.cluster.lock.leaseTimeSeconds :

最大時間を指定するとロックはクラスター単位で維持できます。 ネットワークの問題などのエラーのために1
つのノードがロックを解除しない時、プロセスのインスタンスが無期限にロックされるのを防ぎます。
デフォルトでは600秒に設定されています。 それは高い値（トランザクションのタイムアウト以上）に維持
されるべきです。さもなければプロセス上でConcurrent Modifications（同時の変更）が起こるかも
しれません。

Studio usability

Bundle (バンドル）

Tomcat と Wildflyのバンドルは改名されました。 Wildfly と Tomcatのバージョン名は明記されて
いません。

LDAP シンクロナイザーとCAS シングルサインオン モジュール

LDAPシンクロナイザとCASシングルサインオンモジュールは現在、bonita Subscriptionバンドルの
tools / sub-direcにあります。tools/ sub-directory
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Bonita Studio

Tomcat と WildFlyのバンドル内では、License Request Key ジェネレータ ツールは
server /サブディレクトリ から tools /サブディレクトリ に移動しました。

License Request Key generator (ライセンス リクエスト キーの生成）

tools/ sub-directory server/ sub-directory

Technical update (テクニカルアップデート）
JAVA11 Compliance （JAVA11 コンプライアンス）

Bonitaは、現在Java8 と、Java11 で動作します。
Bonitaは、未だJava8でコンパイルされていますが、現在はJava11で動作することができます。
製品のさまざまなライブラリと依存関係はこの考え方に従って更新されています ：それらはセキュリティの問
題を提示したか、あるいはランタイム上で動作しませんでした。リストはこちらです。

その他はそのままです。
"WARNING: Illegal reflective access by [.../]"による不正なリフレクティブアクセス」など、Java 11で

警告を生成することがありますが、これはBonitaの実行に影響を与えるものではなく、将来更新される予
定です。

Bonita 7.9に移行し、それをJava 11上で実行することを計画している場合は、いくつかのコネクターを移
行する必要があります。 「コネクタの依存関係更新」をご覧ください。

一般的にカスタムコードとコネクタはBonitaで使用されているライブラリの最新版を必要とするかもしれませ
ん。 そのような場合、それら更新バージョンをスクリプト/コネクタの依存関係として追加する必要があります。

REST API extension project update （REST API拡張プロジェクト更新）

Java 11と互換性を保つためには、pom.xmlで以下のプラグイン依存関係を更新する必要があります。

• groovy-all dependency must be updated to 2.4.16
• groovy-eclipse-batch dependency must be updated to 2.4.16-02
• maven-compiler-plugin dependency must be updated to 3.8.0
• groovy-eclipse-compiler dependency must be updated to 3.3.0-01

You need to add the plugin repository below in your pom.xml

<pluginRepositories> 

<pluginRepository>

<id>bintray</id>

<name>Groovy Bintray</name>

<url>https://dl.bintray.com/groovy/maven</url>

<releases>

<updatePolicy>never</updatePolicy> 

</releases>

<snapshots>

<enabled>false</enabled>

</snapshots> 

</pluginRepository> 

... 

</pluginRepositories>

内包するEclipseバージョンは、Java 11サポートを統合し、2018-12バージョンに更新されました。
Bonita Studio Communityのインストーラーはデフォルトで（JRE 8ではなく）JRE 11でパッケージされ
ています。
Linuxユーザーは、GTK3ライブラリをインストールする必要があります。
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Tomcat

Tomcatは、バージョン8.5.40に更新されました。

Dependency updates （依存関係更新）

Bonita dependency updates （Bonita依存関係のアップデート）

以下のとおりBonita依存関係は、Java 11サポートを改善するためにアップグレードされました。

• groovy-all from 2.4.4 to 2.4.16
• spring framework version is now 5.1.5.RELEASE
• spring-boot version is now 2.1.3.RELEASE

Migration （マイグレーション）

Bonita 7.9.0の場合、移行ステップでは、プラットフォームにデプロイされたプロセスのCMIS、Eメール、および
Webサービスの各コネクタとその依存関係を移行し、移行したプラットフォームをJava 11上で実行できるよう
にします。 ステップはベストエフォートで動作します：

• それはそれができるすべてのコネクタをアップグレードしようとします。
• 他のコネクターが使用している依存関係を持つコネクターはアップグレードされません。 これらのコネクタは、

Java 8では動作しますが、Java 11では動作しません。手動で更新する必要があります。
• 行われた全ての変更の詳細レポートが、移行手順の最後に表示されます。
• これらのコネクタの削除された依存関係の１つのスクリプトを使用していたとしても、それはまだ削除/更新
されるので、スクリプトの移行後は動作しないかもしれないことに注意してください。

• 更新および削除された依存関係の完全なリストは以下にあります。

WebService connector （ウェブサービス コネクター）

Java 11への準拠を保証するために、以下の依存関係が追加されました：
• javax.xml.stream:stax-api:1.0-2
• org.codehaus.woodstox:woodstox-core-asl:4.1.2
• org.codehaus.woodstox:stax2-api:3.1.1
• com.sun.istack:istack-commons-runtime:2.4
• javax.activation:activation:1.1
• com.sun.xml.messaging.saaj:saaj-impl:1.3.28
• javax.xml.ws:jaxws-api:2.2.7
• com.sun.xml.ws:jaxws-rt:2.2.7
• javax.jws:jsr181-api:1.0-MR1
• javax.xml.bind:jaxb-api
• com.sun.xml.bind:jaxb-impl

CMIS connector

Java 11準拠を保証するために、以下の依存関係が更新されました：
• org.apache.chemistry.opencmis:chemistry-opencmis-client-impl dependency has been updated 

from 0.13.0 to 1.1.0
• org.apache.chemistry.opencmis:chemistry-opencmis-client-api dependency has been updated 

from 0.13.0 to 1.1.0
• org.apache.chemistry.opencmis:chemistry-opencmis-commons-api dependency has been updated 

from 0.11.0 to 1.1.0
• org.apache.chemistry.opencmis:chemistry-opencmis-commons-impl dependency has been updated 

from 0.11.0 to 1.1.0
• org.apache.chemistry.opencmis:chemistry-opencmis-client-bindings dependency has been updated 

from 0.11.0 to 1.1.0
• org.apache.cxf:cxf-rt-bindings-xml dependency has been updated from 2.7.7 to 3.0.12
• org.apache.cxf:cxf-rt-frontend-simple dependency has been updated from 2.7.7 to 3.0.12
• org.apache.cxf:cxf-rt-core dependency dependency has been updated from 2.7.7 to 3.0.12
• org.apache.cxf:cxf-rt-transports-http dependency has been updated from 2.7.7 to 3.0.12
• org.apache.cxf:cxf-rt-ws-policy dependency has been updated from 2.7.7 to 3.0.12
• org.apache.cxf:cxf-rt-ws-addr dependency has been updated from 2.7.7 to 3.0.12
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• org.apache.cxf:cxf-rt-bindings-soap dependency has been updated from 2.7.7 to 3.0.12
• org.apache.cxf:cxf-rt-databinding-jaxb dependency has been updated from 2.7.7 to 3.0.12
• org.apache.cxf:cxf-rt-frontend-jaxws dependency has been updated from 2.7.7 to 3.0.12
• org.apache.neethi:neethi dependency has been updated from 3.0.2 to 3.0.3
• org.apache.ws.xmlschema:xmlschema-core dependency has been updated from 2.0.3 to 2.2.1

Java 11への準拠を保証するために、以下の依存関係が追加されました：
• org.apache.cxf:cxf-rt-wsdl-3.0.12

以下の依存関係は削除されました：
• org.jvnet.mimepull:mimepull-1.9.4.jar
• org.codehaus.woodstox:stax2-api-3.1.1.jar
• org.apache.geronimo.javamail:geronimo-javamail_1.4_spec-1.7.1.jar
• org.codehaus.woodstox:woodstox-core-asl-4.2.0.jar
• org.apache.cxf:cxf-api-2.7.7.jar

さらに、bonita-connector-cmis-.jarとbonita-connector-cmis-common-.jarが、単一のbonita-connector-cmis-
.jarに置換えられました。

Email connector

javax.mail：mail依存関係のバージョンが1.4.5から1.4.7に更新されました

Twitter connector

org.twitter4j：twitter4j-core依存関係のバージョンが4.0.2から4.0.7に更新されました

JTA transaction manager replacement （JTAトランザクションマネージャの置換え）

Bonita 7.9.0では、BitronixからNarayana（Arjunaとも呼ばれる）へのBonita EngineでのXAトランザク
ションを処理するために使用されていたJTAトランザクションマネージャを置換えました。
この変更はBonitaの使い方に影響を与えないはずです。 但し、Bonitaのトランザクション設定の調整は若干
異なります。
これは、ファイルserver / conf / bitronix-config.propertiesの代わりにファイルserver / conf / jbossts-properties.xmlの

defaultTimeoutプロパティを変更することによって行われます。 より詳しい設定情報はこちらにあります。

Databases supported

Oracle

Bonita 7.9から、サポートされているOracleデータベースのバージョンは12c（12.2.x.y）です。

PostgreSQL

Bonita 7.9から、PostgreSQLデータベースのサポートされているバージョンは11.2です。

Microsoft SQL Server

Microsoft SQL Serverオープンソースドライバは、現在Bonitaによって提供されています。
手動でダウンロードしてインストールする必要はありません。

MySQL

Bonita 7.9以降、サポートされているMySQLデータベースのバージョンは8.0（8.0.x）です。

以前のバージョンからBonita 7.9以降に移行するには、データベースと設定が更新されるように、Bonita マイグ
レーション ツールを実行する必要があります。
その後、MySQLをバージョン8.0にアップグレードする必要があります。 詳細については、MySQLを使用して
Bonita 7.9以降に移行するを参照してください。

Note：BonitaはMySQLにUTF-8エンコーディングの使用を要求しています。
これは 'utf8mb3'の別名であり、現在MySQLでは推奨されていません。
公式の推奨は ‘utf8mb4’を使うことです。 Bonitasoftはこの変更を今後のリリースで対応する予定です。
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BonitaはRed Hat Enterprise Linux 7とUbuntu 18.04 LTSをサポートします。

Supported Operating Systems

Componentization and tools for developers 
Embed Bonita Engine in your application

これで、Bonita Engineを簡単に組込み、ビジネスアプリケーション内のプロセスと簡単に対話できるようにな
りました。
異なる２つの方法があります。
• 標準のSpring Bootスターター インテグレーションの使用
• プログラム的に、Java、Kotlin、Groovy、またはJVM上で実行されている他の言語を介してBonita 

Engineコードを呼出

さらなる情報はこちらを参照してください。

Warming：これはLabの機能であり、いかなるバージョンにおいても警告なしに変更されることがあります。
運用にはお勧めできません。

Feature deprecations and removals
Deprecations

EJB

エンジンとのEJB通信プロトコルは現在推奨されていません。 削除は7.10バージョンで予定されています。

Wildfly Bundle
WildflyバンドルはBonita 7.9で非推奨になりました。Wildflyバンドルを使用している場合は、7.9へ移行時に
Tomcatバンドルに切替えることをお勧めします。Wildflyバンドルは主にSQLサーバーデータベースで使用されてい
ました。 Tomcatバンドルは現在互換性がありことから推奨しています。

Removals

32 bits インストーラー

全てのプラットフォーム用 32bitインストーラーは提供されなくなりました。

SAP JCO2 connector (Subscription only)

SAP JCO2コネクタは利用できなくなりました。 SAP JCO3コネクタは最新のものであり引続き使用できます。

Deploy zip

BonitaSubscription-x.y.z-deploy.zipは、Bonita 7.9から提供されなくなりました。
代わりにTomcatバンドルを使用するか、より具体的なニーズについてはカスタム展開ページを参照してください。

Bugfixes
Bonita 7.9.0 のEngine, Studio, UI Designer格コンポーネントおBugfixはこちらでご確認ください
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