SharePoint Server連携、内部統制対応

申請/承認業務を効率化し、運用管理コストを大幅に低減する
柔軟性の高いワークフロー ソリューション

このようなお悩みはありませんか？
ワークフロー未導入のお客様

ワークフロー導入済みのお客様
 社内に各業務に合わせて、複数のワークフ
ローツールを使っている
 業務ルールが複雑でパッケージ製品では対応
できず、活用されていない
 グループウェアに付属するワークフローを使っ
ているが、操作性や管理機能に不満がある
 帳票を変更するたびに、ソフトウェア会社に開
発を頼んでおり、運用費が負担となっている

 申請や稟議承認の業務を紙で行っている
 業務が多岐に渡るため、業務ごとにソフト
ウェアを導入するのはコストがかかる
 承認が終わった帳票を保存するのが手
間、監査の時などにすぐに探し出せない

■社内標準ワークフローとして利用可能！
社内のさまざまな部署、業務の申請業務に1製品で対応、
管理や運用ルールを統一できます。

従来 複数のワークフローが乱立
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1つのワークフローパッケージで社内
のあらゆる業務や部署に対応
自社内で帳票やフローの開発が可能
ユーザー情報の一元管理が可能

紙文書の廃止や削減による
コスト低減が可能です！
Smart Workflowで解決！
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■社内の複数システムをつなぐ連携役となります
Windows環境に最適なワークフローエンジンです。
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ユーザー認証連携、データベース
連携、XML Webサービス連携など、
複数のサーバーと連携することに
より、お客様のシステム環境に最
適なワークフローをご提供します。
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見出しWorkflow 特長・メリット① さまざまな業務に対応する柔軟さ
Smart
■ダイナミックな承認フロー、柔軟なフロー定義
Smart Workflowでは、フローの定義や対象業務を限定することなく、さまざまな業務に共通して使える仕組みを
持っています。
「代理承認」にもさまざまなパターンがあり、例えば以下のようなフローにもすべて対応可能です。
代理の承認者をあらかじめ個人名で限定したい
申請者の所属組織から、上司などを自動的に代理承認者に設定したい
申請時に、代理承認者を個別に設定したい

例えば…

Smart Workflowでは、標準機能やフロー定義時の設定などを
組み合わせて、複雑なフローに柔軟に対応することができます。
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■オリジナルのGUIツールを標準装備
複雑なワークフローも、標準装備のGUIツール「Smart
Workflow Workflow Designer」で容易に設定
できます。
ドラッグ アンド ドロップ、設定項目の入力などで使用で
き、難しいプログラミングを使わずにフロー定義を行うこ
とが可能です。

Smart Workflow 特長・メリット② かゆいところに手が届く帳票作成
■ノンプログラミングで使いやすい帳票を作成

複雑な帳票でも、プログラミングで作成可能です。

InfoPath
とは

データの入力・収集を効率的に行う、新しいOfficeアプリケーションです。
自由度の高いフォーム作成機能で、フォームそのものを業務や企業に合わせてデザイン可能です。
入力されたデータはXMLファイルとして保存し、データベースや XML Web サービスへのデータ送信が
可能です。
Smart Workflow との組み合わせでInfoPathをフル活用したワークフロー環境をご提供

見出しWorkflow 特長・メリット③ システム連携、情報の可視化
Smart
■承認済みの帳票やログをポータル（SharePoint）で自動管理
Active
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帳票を社内で容
易にカスタマイズ
可能
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ステータス確認
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承認待ち一覧
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SharePoint Serverと連携し、承認が終
わった帳票を自動的にSharePoint
Serverのデータベースに保存できます。
SharePointの文書管理機能やログ
機能などを活用することができます。

ライブラリ登録

SharePoint Server
承認者

■進捗状況の管理で作業を可視化、業務効率を向上
承認処理がどこで停滞しているか、未処理件数が何件あるかなど、進捗状況を随時確認できます。また、承認者に
処理を催促することなども可能です。

申請状況一覧で
進捗状況を確認

■既存のアカウント情報、人事情報と連携
日次バッチ処理

従来

コピー
Active Directoryや
人事システム

二重管理

Smart Workflow
ActiveDirectory
ですべて管理

一元管理

Active Directoryと完全連携し、ユーザー情報の二重管
理が不要です。また、Active Directoryを直接参照する
ので、利用者の利便性も向上します。
 シングルサインオン（パスワード再入力が不要）
 申請書を開くだけで、自分の名前（表示名）、部署名が
自動入力
 部署名や上司の情報に基づいて承認者を決定
 各種メール通知のためのメールアドレス参照

お客様導入・活用事例


導入前の
お悩み

Smart
Workflow
による解決








既存のASP型ワークフローが、複雑なフローに対応できない、他システムと
の連携ができないなどの不満があった。
内部統制対応に耐えうるワークフローシステムが必要とされていた。
毎日数百件以上のフローが発生するため、ワークフローに高い信頼性を求
めていた。
多数の社内の届け出書類を電子化。複雑な帳票や承認ルールもワークフ
ロー化が可能となった。
ワークフローとWebサービスやCRMとの連携が可能となった。
SharePoint Serverとの連携でログ管理や文書管理が実現できた。

内部統制への迅速な対応が可能に！

Smart Workflowご採用企業
いちよし証券様
NTTアド様
日本航空インターナショナル様
IDCフロンティア様
ミロク情報サービス様
野村不動産様
その他多数

『マイクロソフト パートナー・オブ・ザ・イヤー 2006Japan Award コンピテンシーアワード』受賞
Active Directory、InfoPath、Share Point Portal Serverを基盤として開発された 「スマートワークフロー」により、ノーツで従来は
500時間の開発工数を必要とする案件に対し、5分の1の開発工数でシステム導入を実現した事例に対して、高い評価をいただきました。

見出し
システム構成
お客様の既存のWindowsシス
テム環境に合わせて追加する
だけで、業務の効率化を実現
します。
既存のサーバー環境に無駄な
く統合でき、Windowsインフラの
特長を活用できます。

•
•
•
•

既存環境
《社内ポータル》
SharePoint Server

《データベース》
SQL Server

《メール・グループウェア》
Exchange Server / Notes

SharePoint Server
Exchange Server
SQL Server
Windows Server

《ユーザー情報》
Active Directory

《ユーザー環境》
Microsoft Office（InfoPath) / Internet Explorer

ライセンス価格
【導入時 項目】

【ライセンス価格】

項目
初期導入時
必須項目

初期導入時
オプション

作業内容
•
•
•

Smart Workflowライセンス
導入作業
製品サポート

•
•

クイックスタート支援サービス
テクニカルサービス
（技術支援サービス、
追加開発サービス）

実行モジュール、製品ドキュメントが含まれます

ユーザー数（未満）

Smart Workflowライセンス※1

250

¥2,000,000

500

¥2,500,000

1,000

¥3,500,000

3,000

¥5,500,000

5,000

¥8,000,000

※詳細内容、料金などは別途お問合わせください。

※2

7,000

¥10,000,000

※1：1システムあたりの価格です(クラスタノード、開発サーバーはカウントしません)。
※2：7,000ユーザー以上の大規模利用の場合、別途お問い合わせください。

その他サービス
■帳票・ワークフローの設計・開発も承ります。
複雑な帳票やワークフローを開発したい、お客様社内にIT専任者がいない場合など、Smart Workflowの
帳票・ワークフローの設計や開発を弊社で行うことが可能です。ヒアリング・環境調査を実施し、ご要件を確
定の上、難易度応じて別途お見積りさせていただきます。

■ワークフロー関連ソリューションをご提供しております。
ワークフロー＋電子印鑑
連携ソリューション

シヤチハタ様の「パソコン決裁」と連携し、電子印鑑と連携したワークフローソ
リューションです。捺印が必要な書類を完全電子化し、紙による承認業務や
回覧の廃止、事務作業の手間軽減、コスト削減などを実現します。

内部統制対応
ID統合管理ソリューション

社内の複数システムへのアカウント登録に関して、申請・承認などの統合管
理を可能とするソリューションです。システム管理の負荷を軽減し、監査ログ
機能などによる内部統制への対応も可能とします。
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