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プロジェクタを見て下さい！	

プロジェクタを見て 
パソコンの操作をして下さい！	



アジェンダ	

0.	Questetra	概要	

1. 既成のアプリを触ってみる	

2. 簡単なアプリを作ってみる	

3. 「出張申請アプリ」を作る	

4. 条件により「分岐」させる	

参考： https://support.questetra.com/ja/get-started/	



Questetra	BPM	Suite	とは	

Questetra	BPM	Suite	

ワークフロー
アプリケーション	

作成する⼈	

利⽤する⼈	

ワークフローアプリケーションを作成できる	
作成したワークフローアプリケーションを利⽤できるプラットフォーム	
	 ワークフローアプリケーションを「アプリ」と呼んでいる	

ワークフロー
アプリケーション	



ワークフローアプリケーションとは	

•  ユーザはフォームにデータを⼊⼒	
•  アプリケーションの設定に従って、ユーザからユーザへ
受け渡していく	

•  途中で外部システムにデータを渡したり、データを受け
取ったりということもできる	



⽤語説明：アプリとプロセス	

アプリ	 プロセス（インスタンス）	

業務が従っている
設定／ルール	

アプリケーション上で
動く実際の業務	

ワークフローアプリケーション	
（の設定）そのもの	

組織の業務ルールを	
実現している	

アプリケーション上で⾏われて
いる、実際の1つ1つの業務	

特定の「稟議」「案件」	
「問い合わせ対応」など	



既成のアプリを触ってみる	

既成のアプリを使って、システム上での	
業務の進め⽅を体験していただきます	

プロジェクタを見て下さい！	

プロジェクタを見て 
パソコンの操作をして下さい！	



アプリの設定を⾒る 0/3	[シナリオ]	
＜体験する業務のシナリオ＞	
•  業務名：作業依頼フロー	
•  業務内容：	

1.  [依頼元担当者]が[依頼内容を⼊⼒]、[依頼先担当者]へ[作業を依頼]	
2.  [依頼先担当者]は、依頼内容を元に[依頼作業を実施]し、[依頼元担当者]へ[提出]	
3.  [依頼元担当者]は、[作業結果を確認]し、[完了の判断を⾏う]	

【依頼元】	 【依頼元】	

【依頼先】	

作業依頼	 作業再依頼	

【依頼元】	

作業完了確認	

依頼の意味	
わかんない！	

不⼗分！	
やり直し！	

作業実施・提出	

終了	



アプリの設定を⾒る 1/3	
1.  （右上のユーザ名）

→「アプリ設定」	

2. 「アプリ⼀覧」にある、「作業依頼フロー」の
⾍眼鏡アイコンをクリックして、詳細ページに移動	



アプリの設定を⾒る 2/3	

開始イベント／終了イベント
プロセスを新規開始することのできるポイント／終了するポイントを表す	

タスク	
⼈が処理すると定めた⼯程	
システムが処理する（⾃動処理）される⼯程もあるが、アイコンが異なる	



アプリの設定を⾒る 3/3	

スイムレーン	
同⼀の役割の⼈によって処理されるタスクを、グルーピングする
スイムレーン内のタスクは、原則、同⼀ユーザが処理する	

フロー	
⼯程の前後関係を表す	
１つの⼯程から複数のフローが出ている（分岐）する場合もある	



プロセスの新規開始／タスクの処理を体験する 1/4	

1.  「ワークフロー」
→「新規開始」	

2.  ⼀覧から「作業依頼フロー」を⾒
つけて、左から2つ⽬のボタン	

–  「作業依頼フロー」の	
「１．依頼作業の⼊⼒」の	
処理画⾯が開きます	

3.  「依頼先」で、他のユーザBを指定	
–  ⾍眼鏡のアイコンで検索

できます

4.  他を⼊⼒して	
 「『１．依頼作業の⼊⼒』処理完了」	



プロセスの新規開始／タスクの処理を体験する 2/4	

5.  「マイタスク」（左メニュー）	
 →⼀覧から「作業依頼フロー」の

「2.再確認／完了報告」を⾒つけて
左から2つ⽬のボタン	

 →「2.再確認／完了報告」の処理画⾯
が開きます	

6.  処理画⾯で何か⼊⼒して「再確認」	
 －	「完了」を押さないで	

7.  「マイタスク」（左サイド）	
 →⼀覧に「作業依頼フロー」の	
「1x.	再確認への対応」があること	
を確認	



10.  「1x.	再確認への対応」の
⾍眼鏡ボタン	

11.  以下の情報が表⽰されています	
–  概要	
–  関連する会話（社内SNS）	
–  処理記録および現在の状態	
–  プロセスデータ（⼊⼒データ）	
–  状態	

プロセスの新規開始／タスクの処理を体験する 3/4	



プロセスの新規開始／タスクの処理を体験する 4/4	

（※1）トークン
特定のプロセスにおいて、どの⼯程まで業務が進んでいるか表す	
原則、１つのプロセスに１つだが、複数になる場合もある	
全てのトークンが終了イベントに到達すると、プロセスは終了する	

•  先ほど⾒たアプリと同じであることを確認してください	
•  個々のプロセスは、アプリに従って動作します	
•  １つ１つのタスクを処理していけば、トークン（※1）が動いていきます	

通った経路（フロー）は、⾚⾊になっています	
•  タスクにあるアイコンは、直近の処理担当者を表します

各ユーザがアイコンを設定していると、それぞれのアイコンになります	



簡単なアプリを作ってみる	

単純なアプリの設計を通じて、
アプリの作成⽅法を体験していただきます	

プロジェクタを見て下さい！	

プロジェクタを見て 
パソコンの操作をして下さい！	



Questetra	BPM	Suite	の基本概念③	

•  ワークフロー図（業務フロー図）	
– ⼯程、および⼯程の前後関係	

•  データ項⽬	
– 取り扱うデータ	
– タスク処理画⾯（フォーム）	

•  処理担当者	
– 誰が各タスクを処理するか	

アプリの３要素	



簡単なアプリを作ってみる 1/9	
1.  （右上のユーザ名）

→「アプリ設定」	

2.  「アプリ新規作成」	

3.  アプリ名は任意で、
そのまま「新規作成」	



簡単なアプリを作ってみる [作成シナリオ]	
＜作成する業務のシナリオ＞	
•  業務名：出張旅費申請業務	
•  業務内容：	

1.  [申請者]が	[管理部(*)]へ[申請]	
2.  [管理部(*)]が、申請内容を元に[確認]	
3. 終了	

【申請者】	

【管理部】	

申請	

確認	
終了	

(*)本パートでは、管理部は特定の⼈物（後述）	



簡単なアプリを作ってみる 2/9	
•  以下のワークフロー図を作成してください	

•  http://u.questetra.com/HOMov11_3d 

•  各アイテムをダブルクリックして、名前を変更可能	



簡単なアプリを作ってみる 3/9	

スイムレーン	
同⼀の役割の⼈によって処理されるタスクを、グルーピングする
スイムレーン内のタスクは、原則、同⼀ユーザが処理する	

タスク	
⼈が処理すると定めた⼯程	
システムが処理する（⾃動処理）される⼯程もあるが、アイコンが異なる	

開始イベント／終了イベント
プロセスを新規開始することのできるポイント／終了するポイントを表す	

フロー	
⼯程の前後関係を表す	
１つの⼯程から複数のフローが出ている（分岐）する場合もある	



簡単なアプリを作ってみる 4/9	

•  データ項⽬で以下を追加	
–  数値	
–  ⽇付	



簡単なアプリを作ってみる 5/9	
•  データ編集許可設定を、以下のように	

–  “申請”タスクは、全データを「編集可」に	
–  “確認”タスクは、全データを「表⽰のみ」に	

①	

②

③



簡単なアプリを作ってみる 6/9	

•  各⼯程で、データ項⽬が編集可能かどうか設定するもの	
– 編集可：値の閲覧可能。および編集可能	
– 表⽰のみ：値の閲覧可能。編集はできない	
– 「-」（表⽰なし）：値の閲覧も、項⽬の閲覧もできない	

⼯程1	 ⼯程1x	 ⼯程2	 ⼯程3	

データA	 編集可	 編集可	 編集可	 表⽰のみ	

データB	 編集可	 編集可	 表⽰のみ	 表⽰のみ	

データC	 編集可	 編集可	 表⽰のみ	 表⽰のみ	



簡単なアプリを作ってみる 7/9	
•  処理担当者の設定画⾯に移動	
•  “管理部”	にて、以下の設定	

–  「ユーザ:	〇〇」を選択して、「編集」ボタン	
•  他のユーザに変更して「確定」	

–  「候補者の表⽰」で、選択したユーザが
表⽰されることを確認	

アプリ保存後、	「開発中のバージョン○のリリース」	



•  「保存」→「閉じる」	

•  「開発中のバージョ
 １のリリース」	

•  バージョンメモは空で、
「リリース」を押して
ください	

簡単なアプリを作ってみる 8/9	

プロセスを「開始できる状態」になった
ので開始します。	



簡単なアプリを作ってみる 9/9	

1.	「ワークフロー」→「新規開始」	

2.	⼀覧からアプリを⾒つけて	
プロセスを開始＆先頭タスクを処理	

3.	「ワークフロー」→「マイタスク」	

4.	⼀覧から先に開始したアプリの	
「確認」タスクを⾒つけて、タスク	
を処理	

定義したデータ項⽬が、タスク処理画⾯に表⽰される	
設定に応じて、「⼊⼒」「確認」での、各項⽬の編集可否が変わる	
担当者設定で指定したユーザに、「確認」タスクが割りあたる	



簡単なアプリを作ってみる	

⼯程を処理する担当者の候補が複数存在する場合	
のアプリを作成します	

プロジェクタを見て下さい！	

プロジェクタを見て 
パソコンの操作をして下さい！	



ユーザと組織	

•  所属は右の通り	

•  全員で10名	

•  管理部に２名	

全社	

開発部	 営業部	

営業1課	

営業2課	

管理部	

•  営業部	
–  Hawaii(*)	

  営業1課	
–  Galapagos(*)	
–  Oahu	

  営業2課	
–  Solomon(*)	
–  Midway	

•  全社	
–  SouthPole(*)	

•  管理部	
–  Sumatera(*)	
–  Maldives	

•  開発部	
–  Canarias(*)	
–  SaintHelena	

(*)	のついているユーザは所属組織のリーダ	



簡単なアプリを作ってみる [作成シナリオ]	
＜作成する業務のシナリオ＞	
•  業務名：出張旅費申請業務	
•  業務内容：	

1.  [申請者]が	[管理部(*)]へ[申請]	
2.  [管理部(*)の誰か]が、申請内容を元に[確認]	
3. 終了	

【申請者】	

【管理部】	

申請	

確認	
終了	

(*)本パートでは、管理部に所属するメンバの	
				任意の⼀⼈が⼯程を処理できる	

私、やり	
ますね！	

Sumatera	

Maldives	



担当者を複数⼈にしたら 1/10	

再びアプリを編集します	
①	

③	

②	



“管理部”	にて、設定を「編集」	
•  「組織」「管理部」「直接所属するリーダまたはスタッフ」にして「確定」	
•  「候補者の表⽰」で、「管理部」の２⼈が表⽰されれば問題ありません	

担当者を複数⼈にしたら 2/10	

アプリ保存後、	「開発中のバージョン○のリリース」	



担当者を複数⼈にしたら 3/10	
1.  「ワークフロー」

→「新規開始」	

2.  ⼀覧からアプリを⾒つけて
プロセスを開始＆先頭タス
クを処理	

3.  「マイタスク」を表⽰	

「マイタスク」ではなく、「引き受け待ち」に「確認」タスクが⼊る	

４．【操作しないで下さい！】	



担当者を複数⼈にしたら 4/10	

設定に該当するユーザが	
１⼈しかいない場合	

仕事は、⾃動的に	
そのユーザのものとなる	

設定に該当するユーザが	
２⼈以上いる場合	

•  仕事は「誰かが引き受けてくれ
るのを待つ」（引き受け待ち）
状態に	
– 対象ユーザに依頼メール	

•  仕事は、引き受けたユーザの	
				ものとなる	



担当者を複数⼈にしたら 5/10	

1.	「引き受け待ち」にある
「確認」タスクで⾍眼鏡アイコン	

2.	「詳細」ページの
「処理中の⼯程」および「処理記
録」の	処理担当者	に	

–  処理担当の候補者が表⽰される	
–  管理部の２⼈のユーザ	

3.	「引き受ける」または	
				「引き受けて処理開始」から	
						タスク処理が可能	

引き受けた時点で、他の候補者の「引き受け待ち」リストからは消える	

【注⽬！】	
講師が管理部のユーザを	

操作してみます	



担当者を複数⼈にしたら 6/10	
•  現在、もう１⼈のユーザではプロセスを開始できない	

•  開始イベントのあるスイムレーンでは、担当者設定の意味が異なる	

•  「該当業務のプロセスを開始できるのは誰か」という意味に	

•  それ以外のスイムレーンでは、
「そのスイムレーンで発⽣した仕事を処理できるのは誰か」	

担当者１の「担当者設定」で、他のユーザを追加してやると、
そのユーザもプロセスを開始できるようになる	



簡単なアプリを作ってみる [作成シナリオ]	
＜作成する業務のシナリオ＞	
•  業務名：出張旅費申請業務	
•  業務内容：	

1.  [申請者(*1)]が	[管理部(*2)の誰か]へ[申請]	
2.  [管理部(*2)の誰か]が、申請内容を元に[確認]	
3. 終了	

【申請者】	

【管理部】	

申請	

確認	
終了	

(*1)本パートでは、全社員が対象となる	
(*2)本パートでは、管理部に所属するメンバの	
				任意の⼀⼈が⼯程を処理できる	

私、やり	
ますね！	

Sumatera	

Maldives	

【全社員】	



担当者を複数⼈にしたら 7/10	

再びアプリを編集します	
①	

③	

②	



担当者を複数⼈にしたら 8/10	
担当者設定で、「申請者」	のスイムレーンの設定	
1.  ⾃分を指し⽰すものを選択して、「編集」	
2.  「組織」「全社」「直接所属するリーダまたはスタッフ」にして「確定」	
「候補者の表⽰」で、「サウスポール」しか出てこない	



担当者を複数⼈にしたら 9/10	

全社	

開発部	 営業部	

営業1課	

営業2課	

管理部	

「組織：	全社より下位組織に所属して	
いるリーダまたはスタッフ」は	
「開発部」「営業部」「管理部」	
…に所属しているユーザが対象	
（「全社」は除かれる）	

「組織：全社	に直接所属している	
リーダまたはスタッフ」は	
「全社」組織に所属している	
ユーザ“のみ”が対象	

この⼆つを組み合わせると、全ユーザーが対象になる	



担当者を複数⼈にしたら 10/10	

保存後「開発中のバージョン○のリリース」をし
 ・誰でも開始できること	
を確認してください	

1.  「申請者」	のスイムレーンで「追加」	
2.  「組織」「全社」「より下位組織に所属するリーダまたはスタッフ」にして	
					「確定」	
-「候補者の表⽰」で、全ユーザが出てくるようになる	



少し脱線 開始したプロセスの状況を確認する	
•  ⾃分が起点になったプロセスが、どのような状況か
知りたいことがある	

–  申請を上司が承認してくれたか	
–  稟議がどこまで通っているか	

•  左サイドメニューの「開始したプロセス」	



「出張申請アプリ」を作る	

まずは出張申請のデータ設計から	

プロジェクタを見て下さい！	

プロジェクタを見て 
パソコンの操作をして下さい！	



フォームの⾼度な設定 1/9	

先ほど作成したアプリの編集画⾯に移動	
①	

③	

②	



フォームの⾼度な設定 2/9	

項⽬名を以下に変更	
•  ⾦額  ⇐数値	
•  開始⽇ ⇐⽇付1つ⽬	
•  終了⽇ ⇐⽇付2つ⽬	
•  申請者 ⇐ユーザ	
•  内容  ⇐⽂字	

すでにある数値と⽇付に加えて、	
「追加」プルダウンから以下を
選択して追加	
•  ⽇付（2つ⽬です)	
•  ユーザ	
•  ⽂字	



② 

③ 

①	

フォームの⾼度な設定 3/9	

①左側の項⽬⼀覧でデータ項⽬	
②右上のワークフロー図で⼯程を選択
可能	
–  いずれも複数選択可能	

③右下の表に、選択したデータ項⽬／
⼯程についてのデータ編集許可設定
が表⽰	
<	編集も可能	>	
–  「申請」⼯程はすべて「編集可」に 	
–  「確認」⼯程はすべて「表⽰のみ」に	
–  終了したら「戻る」	

データ項⽬右上の	
「データ編集許可」	



少し脱線 フォームプレビュー	

右上にある「フォームプレビュー」ボタンから	
タスク処理画⾯の確認ができます。	

–  別ウィンドウで開きます	

⼯程ごとに、どのようなフォームになるか、	
イメージをつかむことができます。	
同様のボタンは、ヒューマンタスクの	
プロパティダイアログにもあります。	



フォームの⾼度な設定 4/9	

•  項⽬の順番を変更	
–  項⽬⼀覧（左半分）でドラッグ＆ドロップ	
–  「件名」「申請者」「開始⽇」「終了⽇」「⾦額」「内容」の順番に	

•  段組設定も変更	
–  「開始⽇」と「終了⽇」の段組みを「2」に	
–  項⽬⼀覧（左半分）で対象項⽬を選択し、詳細設定（右半分）の段組で「2」を選択	
–  項⽬⼀覧で複数の項⽬を選択し、まとめて段組設定もできます	



フォームの⾼度な設定 5/9	

•  「⾦額」データを変更	
•  「必須」に	
•  「説明」を追加	

–  上限	200	万円	

「編集」から	
•  最⼩値を	“0”	に	
•  最⼤値を	“2000000”	に	
最後に「閉じる」	



フォームの⾼度な設定 6/9	

•  「申請者」データを変更	
•  データタイプで「セレクトボックス」を「検索セレクトボックス」に	
•  「必須」に	
•  「編集」から初期値を「プロセス開始ユーザ」に	

–  初期値は、プロセスを開始したタイミングで設定される値	
–  つまり、プロセスを開始したタイミングで、開始したユーザが設定される	



フォームの⾼度な設定 	7/9	

•  「内容」データを変更	
•  データタイプで「単⼀⾏」を「複数⾏」に	
•  「必須」に	
•  「編集」からプレースホルダテキストに任意の⽂字列を設定	

–  プレースホルダテキストは、⼊⼒フィールドの値が空の時にだけ表⽰される
「とりあえず」の値	

–  消えてしまうので、注意事項など、重要なことは書かない	



フォームの⾼度な設定 	8/9	

•  「開始⽇」「終了⽇」データを変更	
•  「必須」に	



フォームの⾼度な設定 9/9	

保存後、「開発中のバージョン○のリリース」	
タスク処理画⾯の動きを確認してください	
•  「件名」以外、全項⽬が必須	
•  「数値」の⼊⼒値チェック	(0	以上	2000000	以下)	
•  「ユーザ」の	UI	と初期値	
•  「⽂字」の	UI	とプレースホルダ	



「出張申請アプリ」を作る	

「上司の承認」が必要な形に	

プロジェクタを見て下さい！	

プロジェクタを見て 
パソコンの操作をして下さい！	



「上司の承認」が必要な形に 1/6	

アプリの編集画⾯に移動	
①	

③	

②	



簡単なアプリを作ってみる [作成シナリオ]	
＜作成する業務のシナリオ＞	

•  業務名：出張旅費申請業務	
•  業務内容：	

1.  [申請者(*1)]が	[申請者の上司(*3)]へ[申請]	
2.  [申請者の上司(*3)]は、申請内容を元に[承認]し、[管理部の誰か(*2)]へ[確認]依頼	
3.  [管理部(*2)の誰か]が、申請内容を元に[確認]	
4.  終了	

【申請者】	

【管理部】	

申請	

確認	
終了	

(*1)本パートでは、全社員が対象となる	
(*2)本パートでは、管理部に所属するメンバの	
					任意の⼀⼈が⼯程を処理できる	
(*3)申請者の所属する組織の⻑	

私、やり	
ますね！	

Sumatera	

Maldivs	

【全社員】	

承認	

【申請者の上司】	



ワークフロー図を変更してください	
•  「上司」を表わすスイムレーンを追加	
•  「承認」⽤のヒューマンタスクを「上司」スイムレーンに配置	
•  フローの付け替え	
•  名前の変更を忘れずに	

「上司の承認」が必要な形に 2/6	



「上司」の処理担当者の設定を	
スイムレーン：『申請者』のタスクを処理した⼈「と同じ組織のリーダ」に	

「上司の承認」が必要な形に 3/6	



「上司の承認」が必要な形に 4/6	

Oahu	で申請すると、
Galapagos	が承認者に	

Midway	で申請すると、
Solomon	が承認者になる	

•  営業部	
– Hawaii	

  営業1課	
– Galapagos	
– Oahu	

  営業2課	
– Solomon	
– Midway	

全社	

開発部	 営業部	

営業1課	

営業2課	

管理部	

•  全社	
– SouthPole	

•  管理部	
– Sumatera	
– Maldives	

•  開発部	
– Canarias	
– SaintHelena	



「上司の承認」が必要な形に 5/6	

「同じ組織のリーダ」を指定したが	
「上司」の位置づけは、他にもある	

営業２課のユーザから⾒ると	
•  同じ組織（営業２課）	
•  親組織（営業部）	
•  より上位組織（営業部と全社）	

それぞれ	
「リーダまたはスタッフ」	
「リーダ」	
「スタッフ」の3パターン	

全部で	
３×3+1（同じユーザー）＝10パターン	

全社	

開発部	 営業部	

営業1課	

営業2課	

管理部	



「上司の承認」が必要な形に 6/6	

•  「同じ組織のリーダ」という指定だと、リーダの⼈が	
				申請すると、⾃分⾃⾝が「上司として承認」することに
なる（そのような業務ルールであれば、問題ない）	
– リーダの申請に対して、「親組織のリーダ」に承認させるため
には、アプリを分けるなどの⼯夫が必要	

•  「部⻑」や「課⻑」といった特定のポジションを	
				指定できない	

– 組織にレベルの概念が無いため	
– さらに複雑な設定を⾏えば可能	

•  複雑な設定は、メンテナンスコストが掛かる	
•  可能な限り、容易な設定での実現をお勧めします	



少し脱線 アプリのバージョンとリリース	
アプリにバージョンの概念	
開発中のアプリは、リリースをした時
点で「最新バージョン」になる。	

各プロセスは、開始したタイミングの
アプリのバージョンに紐付いている。	
（プロセスは最新バージョンでしか	
 開始できない）	

!	
 バージョン2で開始されたプロ
セスは、終了までバージョン2の
設定に基づき動作する。	
（バージョン3がリリースされても、
バージョン３の設定に基づき動作する
わけではない）	

バージョン１	

バージョン2	

バージョン3（最新）	

バージョン3（開発中）	

リリース	

アプリ	



条件により「分岐」させる	

上司が却下できるように	

プロジェクタを見て下さい！	

プロジェクタを見て 
パソコンの操作をして下さい！	



上司が却下できるように 1/3	

アプリの編集画⾯に移動	
①	

③	

②	



簡単なアプリを作ってみる [作成シナリオ]	
＜作成する業務のシナリオ＞	

•  業務名：出張申請申請業務	
•  業務内容：	

1.  [申請者(*1)]が	[申請者の上司(*3)]へ[申請]	
2.  [申請者の上司(*3)]は、申請内容を元に[承認判断]し、
[管理部(*2)の誰か]へ[確認]依頼	もしくは	[却下]し、[終了]	

3.  [管理部(*2)の誰か]が、申請内容を元に[確認]	
4. 終了	

【申請者】	

【管理部】	

申請	

確認	
終了	

(*1)本パートでは、全社員が対象となる	
(*2)本パートでは、管理部に所属するメンバの	
					任意の⼀⼈が⼯程を処理できる	
(*3)申請者の所属する組織の⻑	

私、やり	
ますね！	

Sumatera	

Maldives	

【全社員】	

承認判断	

【申請者の上司】	

終了	

却下	

承認	



上司が却下できるように 2/3	

上司が「却下」できるようにします	
以下のように、ワークフロー図を変更してください	
1.  終了イベントを上司のスイムレーンに追加	
2.  承認タスクから終了イベントへのフローを追加	



上司が却下できるように 3/3

1.  「承認」タスクの「分岐」設定に移動	
2.  「分岐タイプ」はそのまま	
3.  「遷移先の決定」の「ボタン名」を変更	

•  「確認」へ遷移するボタンを「承認」に	
•  「終了」へ遷移するボタンを「却下」に	

分岐条件で設定した２つのボタンが表⽰される	
いずれかのボタンを押すとタスクが完了し、設定した先にトークンが移動する	



条件により「分岐」させる	

⾼額な場合は、社⻑の確認も⾏うように	

プロジェクタを見て下さい！	

プロジェクタを見て 
パソコンの操作をして下さい！	



⾼額な場合に社⻑の確認 1/4	

アプリの編集画⾯に移動	
①	

③	

②	



簡単なアプリを作ってみる [作成シナリオ]	
＜作成する業務のシナリオ＞	
•  業務名：出張旅費申請業務	
•  業務内容：	

1.  [申請者(*1)]が	[申請者の上司(*3)]へ[申請]	
2.  [申請者の上司(*3)]は、申請内容を元に[承認判断]する。⾦額が100万円以上の場合、[社⻑]へ[確認]依頼

100万円未満の場合は、[管理部(*2)の誰か]へ[確認]依頼	もしくは	[却下]し、[終了]	
3.  [社⻑]	は、申請内容を元に[確認]する	
4.  [管理部(*2)の誰か]が、申請内容を元に[確認]	
5.  終了	

【申請者】	

【管理部】	

申請	

確認	
終了	

(*1)本パートでは、全社員が対象となる	
(*2)本パートでは、管理部に所属するメンバの	
					任意の⼀⼈が⼯程を処理できる	
(*3)申請者の所属する組織の⻑	

私、やり	
ますね！	

Sumatera	

Maldives	

【全社員】	

承認判断	

【申請者の上司】	

終了	

却下	 ⾦額100万円未満	
      承認	

【社⻑】	

確認	

⾦額100万円以上	
      承認	



⾼額な場合に社⻑の確認 2/4	
⾦額が100万円を超える場合は、社⻑の確認も必要にします	
1.  「社⻑」のスイムレーンを追加	
2.  「社⻑」のスイムレーンに「確認」タスクを追加	
3.  「排他ゲートウェイ」と「結合ゲートウェイ」を追加し「承認」タスク以降

を変更	
–  Advanced	パレットに、2つのゲートウェイがあります	

4.  結合ゲートウェイの名前を「合流」に	
5.  「社⻑」のスイムレーンの担当者設定を「全社のリーダ」に	



⾼額な場合に社⻑の確認 3/4	

1.  「分岐」ゲートウェイのプロパティに移動	
2.  分岐タイプはそのまま	
3.  「合流」へ遷移する条件を削除（「ー」ボタンで）	
4.  「デフォルトフロー」の遷移先を「合流」に	



⾼額な場合に社⻑の確認 4/4	
5.  遷移先が「確認」である条件式の条件名を編集「100万円以上」	
6.  同じ⾏の条件式のアイコンをクリック	

7.  「条件式設定」で「詳細な条件を設定する」を選択	
8.  「⾦額」「右の値以上」を選択し、「1000000」を⼊⼒	
9.  「閉じる」で条件式が「⾦額>=	1000000」になっていることを確認	

「⾦額」が1000000以上であれば、「確認」タスクへトークンが⾃動的に移動	



最後に脱線 滞留状況を⾒る	

•  「ヒートマップ」から特定のアプリを選択	
•  ⼀般ユーザは⾃分が処理に関わったプロセスが集計対象	
•  権限を持つユーザは全プロセスが集計対象	



まとめ	

アプリ	
•  組織が特定の業務を遂⾏する上に	
  おいて、守るべきルール	
•  「業務ルール」「規定」など	

タスク	
•  アプリ内で、⼈が処理すると定めた
⼯程	

プロセス（インスタンス）	
•  ルールに従って実際に⾏われる	
  ⼀連の仕事	
•  特定の「稟議」「申請」「案件」	
 「問い合わせ対応」など	

トークン	
•  特定のプロセスにおいて、どの	
 		⼯程まで業務が進んでいるか表す	

従うべきルール	

ルールにそって動く
実際の業務	

アプリ（3要素）の実装が肝	
•  ワークフロー図	
•  データ項⽬	
•  処理担当者	


