
{POINT 7Hその他様々な榔続実

-・~~主.呈p1 i:_ 
登録されているx.データ情報、彼定例績を簡H植にヱクスポート、インポートできます.綾mサーバから$喬サーバへの移行、データのパックアップ・リストア
など4・々な周途で.理告の作..聞が鍾.されます.
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従来からの文書_... に加えて、全文:a.. 億が利用で曾ます.当維の金支線耳障エンジンQul味Solutlonのコア緩衝を応周し、思いついたキーワードゃあ
い'.いなg昼寝から、宗.済みx・を金支給量ーすることが可健です.大文字/小文字、会角/挙角などの量陸自自の.hや、x・内のどの羽目にあるか、などをtt
にする必屡がな〈、還付ファイルの中身.で富速に会.x_で嘗宮す.

圃E園・
日頃使い慣れた島間同・.を闘十し..，Workf胸w・ロップロードするととで続務盲面土の申舗・示冨データ縄.，込んだE悶1:17イJ崎pc~~，ウン
ロードすることがでftす.さらに、白酬の唱巨頭レイアワトをそのoブラウザの入力フォームとして適用することが可能です'.J鶴岡嗣錦町I8.SVFとも連鎗して
おります.帳票フォーム飯野後に、そのフォームを.，Wo同d胸w・にアップロードするだげで、申傭.~.データを埋め包んだ志織的なPDF形式の申鵬文・
tI出力可飽となります.

• 
晶晶舗舗面温

r.・申傭H幽E直線...Jr名刺申筒HI由与績込口座申舗Jlなど、企殺でよ〈行われる申舗.，臓をr.翁テンプレートjとして4・8で錫供します.これ
により、・IIPWorkf1ow11をお入費量すぐに申舗換務を聞鎗マt.す.例えば、10万円を越える受温.~信長後舗、10万円以下はよ.$陸銀といった条件も
厳定調書で白金鍍のJ"ールに合わ信てカスタマイズが可衝です.~枕、との..テン汎，ー同、申舗...Dする土での見2ーとしてもど活用いただ惚す. 

..  納伽市flo.llでは内館録制}を'...し、以下のワークフローの..  情報を可銀化でt.す.
①申舗x・(目付申も含めて}の隻更属鹿②申愉径路.a1l舗の変更属医③承陽、決銭箱限~eセキュリティ宙定の妥更庖塵

--・履歴検...を活用して、管理者cta積された『いつ・緯が・伺をしたかjという欝鋼なデータまで、必要に応じて鋪幽することがで曾ます.鍋幽したデータは
csvフ7イルに出力1，.プロセスログを分析するとともで曾ます.

-~3.U".1ぷ[f!t l巧A・
Ea孟盆孟届溢斗温

大規舗な運用形鎗に晶、て降、アヲJケーション・サーペワークフロー・エンジン・サーパデータ村ース・サーパのω・にサー'/(t似す、時にそれぞれを-台のサー
パに分倣Hることがで曾ます.これによ・J.1つのワークフロー・エンジンに.."発生しても.別のZンジンマ義"を鎗符することが司首位4問、可居住の高札墨寧
なシステムを傭歯医できます..~Zンジシをニ・il::'することで、申"や承-務の負衡が寝中する・舎も徳銀のザ-/~Iに負衡を分散させることが、憎まれ

-1.:J _1 ・・簡単フォーム宙定 .テンプレート{自由デザイン)..

E.1:'1 rE・承認経路GUI宙定

ユーザ・組鎗管理と建織した
-・E ・...文・作成/Ir更/聞置/廃棄権限
E; J.I. 1.:.a ・.~陽経路作成、安更植限 .董聞、決.権限

---.システム管理者槍限tre

-~里E古E. .ユーザ属医 .所属'理 .仮想ユーザ/仮想グループ
置 L1. 1~ ・ ・ユーザ・組鎗一括登録など

--・E ・-・マスター経路彼定、デフォJ峠経局、個別経路霞定.サブ糧脇E副団 ・湖、砲、動乱 ・練中鳩問、 取 り 乱
・自動フロー制御{条件分敏‘.. 列結合}

EEE3122涜2J綿布グラム副

.各種メーJ".通知・能

i i.' i i…冒面 m 楓瑚画面 … 
.状況順会、作集中玄・ ・既存玄書のコピー霊録画面

F明司明唱. . 文.量痩E更庖E聞覧
- ..霞定ファイJ"のエクスボート・インポートなど

W'Indows. Llnux. AIX. HP.υX，I5/0S 

RDB 

W咽bSphere，Tomcat， Oracle Appllcatlon Server， Int咽rstal噂， WebLollc， COlmln眠xu払 WebOTX

082，Or.ω噂， SQL Server， POI匂T噂SQL

クライアントブラウザ Intemet Explorer. Firefox. GOOlle Chrome. S.f掴氏 Android.・ブラウザ.Mobile S.f.凶

灘署島νフトウzアI1JRIバージョンについては、2削除お飼い合わセ〈だ事い.

..匝a・W明鋪師、事匝a・F崎市制崎由、Oui曲事剖叫蜘酷住友司11IIJ:像組式会批舟聾鋤蘭毎可~1'.

."時僧.8・曹れてい串奇の働時鍍8および胸&事It.事般の湿舗網.および澗."'1'.
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本格的ワークフローも簡単にスピーディーに実現する

多国語対応 Webワークフローシステム

ぷ orkflowll

Ing・nlousDynamlcs 令住友電工情報システム



( POINT 1 H 簡単・スピーディ股肘 ) 

・申簡7"ームの殴肘色簡単に

データ項目の霞定による申町フォーム眼断、マウス揚作による申繭フォーム殴断、どちらの方法でも息い温りの画面が簡単に作成できます.

[① 宇 畑 即防で幼面開

申蹄フォームで使用するデータ項目を一覧表形式で設定すれば、申繭フォームが
自動生成されます。
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Excolで作成した申問書フォーマットをそのまま入力胃置として利用できます.

・鍾路限定也マウス楓作で簡単に

ブラウザ上のマウス録作により、経路世定が簡・tにできます.このGUIを周い
た経路殴定はAJaxの鐘績を周いており、噛末舗に特別なソフトを鴻入すること
な〈、ブラウザ画面から..に操作することができます.
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①『査聞H決穂」など
のアイコンを温択

I①マウス損作創で簡単レイ7ウト c:.

グラフイカル・フォーム・Zテ・ィタを使用すれば、申筒フォームのデー
タ項目設定、レイアウト編集をマウス操作だ付で行えます。直感的
な操作でイメージどおりの薗面を簡単に作成できます。
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①追加したい
項目を設定

@マウス操作で
追加したい
場所を指定

λカZラーチz.，.タの・定‘マウス揖伸で圃阜に
申糟フォームのλカミスをシステム個でチェックしてヱヲ-Il示事せるた
めの設定をマウス録作でffえます.複散の入力項目の備をもとに計算
王患者組立てるロジγタも設定することができます.

-複維な申回目面也簡単に実現

申箇画面開聞、行追加、データ自動取得など、複緯な申.面画11簡
隼に作4できるようになりました.

画面開聞が可能

行適加
申輔画面に入力符
を追加で脅す

データ白崎.. ・
創晶コードを入力
すると、111品名が
自動で入力され剖・

( POINT 2 }-{豪放な承隠フローを実現(ワークフロー制御}
条件分眠、事前通知{榎固し}、合鳴など、日本の商習慣に合った、柔敏なワークフロー定‘を実現します.

直亘E舗 に わM 断 jト苦味貼

画面扇面

型画E申鴎問脳珂"に繍併他の聞に
..  内容をあ畠かt泊銅らせ畠乙l:d可健マす.
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| 鮒舗 |川副楓圃ω 11 司岬・ | 

| 合・ 11 畑調 11 畑帽 |

| 且列 11 取り.... 11 動乱 | 

| 樹脂 11白 雌 回 11 奮. 1 

POINT 3 }-{組織州異動に綿々対応
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異同目、引鍵完了目f.前段定可

総oWo曲目。wllはきめ細かなユーザ組織管理(グループ管理)を援用してい

ます。握作性の高い回定冒面により、人事異動時のメンテナンスを各部門で

対応するζとが可憾です。ワークフローシステムの維持コストを最小限に抑える

ことができます。

-仮想ユ【ザ鶴能
・人事異動対応{取り戻し樋能、引."4・能、廃止傷事対応)

楽家Workflowll
(POINT 4 H知 4悦鍋鵬輔、帽崎別海帽、加端綱肱蜘〕

出力するメッセージやタイトJI-、ボタンの種類(30∞種調}も、使用したい宵固にいつでも切り

管えることができます。「目:本聞で申町された集積を、中園田で承露仏実情で回覧」といった
ワークフローも実現します。受付取り舗の首臨で電子メー')!，温知を出すこともできます。

グローバル多国間サービスの使用で、タイ層、スペ
イン筒、栂園館、フランス舗などの多官舗にも対応
で曾ます.(オプション利用時)

( POINT 5 H 他システム遍視や槍鎗鉱彊も簡単実現(オプション利用時) ) 

・担樟なエラーチ7.':1夕刊P外郁デ-~連携を寓現

プラグイン開宛オプションを利用すれば、申情・承寵のタイミングで独自処理を実行することが可健です.Webアプリケーション聞宛基銀である

自民々 Framewor阻の豊富な楓能(API)を利用することができ、外国データの拳鳳や書き込み(DB、ファイJレ)など、自由自在に楓能拡置する

ことができます。承毘.7後に既存の袋署Eシステム(会計システムなど)とのデータ..t，実現でき、利用用途が訟がります。

.ERPや既存舞鶴システムのワークフロー
.憶を統合

デ【タ連携オプションを有用すれば、 ERPや既存の祭器シ

ステムヘ承臨調能を組み込み、縫合ワークフローエンジンと

して利用することができます.WebサーピスAPIやJavaAPI

経由で灘oWorkflow・の豊富な申町・承回揖能が刺用

可健となります。

実務システムと婁蔚システムとをつなぐ、簡掴BPMエンジンと

してもお偉いいた却すます。
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ログイン健の画面(トップページ}

文書の週-圃

企ての文書臥.文書
の種鼠ごとの『フ寸ル
ダJとフォJ1fダをまと
める『キャビネットjに
纏舗されます.

意思ま・-. ..冒禽

震.11'1:6震な文. 自分場戸関与した文書
の-.です. のit・-51量際状況を

砲.'で含ます.

事~

( P問附o剖E附附N附T6Hス

スマ-トフオン、強帯電恒からのアクセスを自動輔副し、それぞれに適した

インターフェースに自助的に切り替えます。外出先でPCを健わずに、申

爾・承毘寮濁を行うことができます。


