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理する編理する編

い案件の登録や申請は［新規開
で⾏います。あらかじめ設定された

務プロセス(ワークフロー)に従って、⾃
的に下流⼯程に届けられます。

分の仕事として届けられた案件は、
イタスク］にストックされます。必要
報を⼊⼒し［処理完了］をクリック

ュニケーションが必要な場合には 全

処理できる⼈が複数⼈いる⼯程では、
⼀旦［引き受け待ち］になります。⼿が空

たら積極的に引き受けましょう。

報を⼊⼒し［処理完了］をクリック
ば、次の⼯程に流れていきます。

ュニケーションが必要な場合には、全
ープンな［オープンチャット］に投
ます。案件IDをタグ付けすると、案
ータが参照しやすくなります。

らない案件（マイタスク）を⼀覧する（ログイン）
に登録する（新規申請）に登録する（新規申請）
て新規開始する
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を確認する
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M101 【処理全般】
自分が処理しなければならない案件（マイ

御社専用の ”ログイン URL” にアクセスすると、ログインフォ
ログインフォームが表示されているケースもあれば、単一の
推奨されるログイン方法については、御社の ”システム管理

1. ログイン URL にアクセスする 〔R1010: サポートブラウ
≪1. ログイン URL≫ パソコンやスマートフォンの Web
- ログイン URL は契約ごと（Questetra ID ごと）に異な
- ログイン URL をブラウザ等の ”お気に入り” （Bookm

御社 シ ム管理者 より ” ド 制限” が設- 御社のシステム管理者により ”IPアドレス制限” が設

2. ログインする
≪a. パスワードログイン方式≫  メールアドレスとパス
≪b. シングルサインオン方式（Google）≫ G Suite にロ
≪c. シングルサインオン方式（SAML）≫  SAML にログ
- ［ログイン］ボタンは ”システム管理者” によって設定
- 同一ユーザが複数コンピュータからログインした場合
- 30分を超えて無操作だった場合、強制ログアウト（セ
- ［マイタスク］や［オープンチャット］の表示中（およびモ

［自動 グイ ］をオ にすると ” グイ 後 画面”- ［自動ログイン］をオンにすると ”ログイン後の画面”
- （共用パソコン等では［自動ログイン機能］は使わない
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イタスク）を一覧する（ログイン）

ォームが表示されます。システム設定によっては、複数の
のログインフォームしか表示されていないケースもあります。
理者” にお問い合わせ下さい。

ウザ〕
b ブラウザで ”ログイン URL” にアクセスします
なります （例：”https://xxxx.questetra.net/Login_show” ）
mark）に登録しておくと便利です
設定され る場合などは ク が制限されます設定されている場合などは、アクセス元が制限されます

ワードを入力して［ログイン］します
ログインしているブラウザで［ログイン］します
グオンしているブラウザで［ログイン］します
定されたログイン方式の数だけ表示されます
合、強制的にログアウトさせられます（API アプリ除く）
セッションタイムアウト）される場合があります
モデリング中）は無操作によるタイムアウトは発生しません
” にダイ クトに遷移 きるようになります（ 間）” にダイレクトに遷移できるようになります（7日間）
い、もしくは明示的に［ログアウト］する様にして下さい）



M102 【新規開始】
新規案件をワークフローに登録する（新規

ワークフロー（業務プロセス）に新案件を流したい時は、［新
ロセス定義）を選択します。例えば、日英翻訳案件を登録し
力フォームに必要事項を入力すると、業務プロセス定義に従

1. ワークフローを確認する
≪1. ワークフローを一覧する≫ ［新規開始］メニューで
≪2. フローやルールを確認する≫ ［詳細］ボタンでフロ
- あなたが開始できる ”プロセスモデル” のみ表示され

2. 案件を流す
≪1. ワークフローを一覧する≫ ［新規開始］メニューで
≪2. 案件情報を登録する≫ ［開始］ボタンで入力画面
- 新規案件の登録が完了すると、案件は業務プロセス

3. 進捗中の案件をコントロールする 〔R3020: 業務プロセ
≪a. データを修正する≫ 強制的に案件データを編集す
≪b. 途中停止させる≫ 強制的に停止させるには、案件
≪c. 完全削除する≫ 案件の進捗履歴やデータを消去

進捗中 案件を ト するには ” ト- 進捗中の案件をコントロールするには ”コントロール
- 案件が他者の処理工程に到達するまでは、開始者
- 全工程が完了した案件は、如何なる権限でもデータ
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規申請）

新規開始］メニューから該当する ”プロセスモデル” （業務プ
したい場合には ”翻訳フロー” を選択します。表示される入
従った社内処理が開始されます。

で ”プロセスモデル” を一覧表示させます
ロー図や業務マニュアルを確認します
れます（所属部署やロール（役割）により異なります）

で ”プロセスモデル” を一覧表示させます
を表示させ、必要事項を入力します

ス定義（プロセスモデル）に従い次の工程に進みます

セス内の権限一覧〕
するには、案件詳細画面の［データ編集］から行います
件詳細画面の［強制終了］をクリックします

去するには［削除］をクリックします（復元できません！）
権限” が必要 すル権限” が必要です

自身にも ”コントロール” が可能です
タ修正(a)できません（証跡担保の観点）



M103 【新規開始】
過去のデータを再利用して新規開始する

似たような情報入力を定期的に行う申請系業務や、取引先
案件のデータ複製を活用した新規開始が効率的です。過去
スを開始］を使えば、各データが複製された状態から新規案

1. 再利用開始の活用シーン
≪a. 繰り返し≫ 過去に申請した内容と酷似した経費申
≪b. やり直し（置換）≫ 申請内容に誤りを発見したため
≪c. やり直し（再送）≫ 外部システム連携やメール送信

ウ ウ活用（選択） 障害発生時 過去 あ≪d. ノウハウ活用（選択）≫ 障害発生時に、過去にあ
≪e. ノウハウ活用（標準化）≫ 納品時の顧客通知文を

2. 過去データを表示する 〔R3020: 業務プロセス内の権限
≪a. 自分が関わった案件を表示≫ 開始案件一覧や処
≪b. 閲覧権限のある案件を表示≫ 期間やキーワード
- 一覧の表示や［詳細］の表示には ”データ閲覧権限
- ”データ閲覧権限” を持たない業務プロセス案件で
- （案件詳細画面では、処理する際に閲覧できたレベ
- ［引き受け待ち］の際に閲覧できていたとしても、結

3. 案件データをコピーする
≪1. 再利用して開始する≫ ［このデータを再利用してプ
新案件を生成します
- ワークフロー（業務プロセス）に新案件を流す立場に
- ワークフローに開始ポイントが複数存在する場合、開
- 複製者のデータ閲覧レベルに応じて複製範囲が異な
- 複製者の入力画面（入力可能な項目）に応じて複製
- 掲示板型データは、コピー対象になりません

編集して流す4. 編集して流す
≪1. 必要な修正を行う≫ コピーされたデータを必要に
- ［件名］は ”(コピー)” と言う文字列が自動付与されて
- 業務プロセス定義にて ”初期値” が設定されている
- ただしコピー元が ”閲覧できない場合” ”未入力状態
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先の属性情報更新を伴う受注報告の様なケースでは、過去
去案件の詳細画面にある［このデータを再利用してプロセ
案件の登録（新規開始）を行う事が可能です。

申請（休暇申請）を行う
め、データを複製したうえで進捗中案件を削除する
信にエラーが出たため、同データでリトライする

た 種 障害報告文をブ シ プ 報告するった同種の障害報告文をブラッシュアップして報告する
を、実践業務を通じてブラッシュアップしていく

限一覧〕
処理履歴一覧から、案件の［詳細］をクリックします
ドでの検索で案件を絞り込み［詳細］をクリックします

限” が必要です
であっても、自分が処理に関わった案件は表示されます

ルでデータ閲覧できます）
果として引き受けなかった案件は表示されません

プロセスを開始］ボタンで、各データがコピー（複製）された

に無ければ、ボタンはクリックできません
開始ポイント（先頭タスク）を指定した上でコピーします
なります

製範囲が異なります

に応じて編集し、新案件として登録します
ています

るデータ項目も、データ代入によって上書きされています
態” （null 状態） の項目は、初期値上書きされません



M104 【処理】
マイタスクにストックされた案件を処理す

あなたが対応しなければならない案件は［マイタスク］に一覧
を入力する事で、あなたの［マイタスク］に表示されなくなりま
ワークフロー全体でどの工程に該当するかを調べたい場合

1. 表示カラムの On/Off 設定をする
≪a. 案件ID≫ システム全体（ご契約 ID 全体）で一意に
≪b. 工程名≫ その案件の現在工程（あなたが担当す
≪c. 開始した人≫ その案件を発生させた人を表示しま

案件 発生 時 そ 案件が ”新規開始” や ”≪d. 案件の発生日時≫ その案件が ”新規開始” や ”
≪e. 案件の到達日時≫ あなたの担当する工程への到
≪f. 処理の締切時刻≫ あなたの担当する工程での締
- ［マイタスク］には、あなたが引き受けた案件と、自動
- あなたが日頃重要視しているデータ項目が見やすく
- 左右方向のデータ表示順を変更する事も可能です（
- 先頭工程が［引き受け待ち］状態で始まる自動開始
- 表示設定を初期状態に戻すには、ブラウザの Cook

2. 案件をグルーピング表示する
カ ゴリ別 ”業務プ セ 定義 系統” ごとに案≪a. カテゴリ別≫ ”業務プロセス定義の系統” ごとに案

≪b. 業務フロー別≫ ”業務プロセス定義” ごとに案件
≪c. 処理工程の名称別≫ ”承認する” や ”翻訳する”
≪d. 案件を開始した人の別≫ 業務とは関係なく ”案件
- あなたの兼務状況や、実際の案件処理数などから、
- 特定の案件グループを折りたたんで非表示にするこ

3. 案件をソートする
≪1. ソート≫ 案件をソートしたい場合には、いずれかデ
- あなたが付けた ”★スター” でソートすることも可能

4. 案件を処理する
≪1.入力フォーム≫ ［処理ボタン］で入力フォームを表
クリックします
- 末尾のボタン名やボタンの数は、工程によって異なり
- ［保存して中断］の場合は、入力途中のデータが保存
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する

覧されます。各案件の［処理］ボタンをクリックし、必要事項
ます（案件は次の工程に進みます）。あなたの［処理］が

合などには、処理する前に案件詳細で確認します。

に割り当てられた案件番号を表示します（例：”123”）
る工程）を表示します（例：”承認する”、”レビューする”）

ます（例：”佐藤”、”鈴木”）
”自動開始” 等 よ 生成された 時を表 ます”自動開始” 等によって生成された日時を表示します
到達日時を表示します（”引き受けた日時”ではありません）
締切日時を表示します（超過すると赤色表示になります）
動的にあなたに割り当てられた案件が、全件表示されます
くなるように工夫して下さい
（テーブルヘッダ部を Drag＆Drop して下さい）
等、案件開始者が空白になる場合もあります

kie 情報を削除してください

案件をグ ピ グします（例 ”管理系業務 ”）案件をグルーピングします（例： ”管理系業務フロー”）
をグルーピングします（例： ”経費申請”、”翻訳”）

” と言った処理工程の名称で案件をグルーピングします
件を発生させた人” で案件をグルーピングします
、見やすいグルーピング方法を工夫して下さい
ことも可能です（アコーディオン機能）

データ項目名（テーブルヘッダ部）をクリックします（昇順）
です

表示させ、必要データを入力し、末尾の［処理完了］ボタンを

ります
存されます（必須項目が未記入でもアラートはでません）



M105 【処理】
引き受け待ち状態の案件を引き受ける（マ

あなたが引き受けることができる案件は［引き受け待ち］に
ると、その案件は［引き受け待ち］に表示されなくなります（引
現在進捗や処理マニュアルを調べたい場合には、引き受け

1. 引き受け待ち案件を一覧する
≪1. 引き受け待ち≫ 案件の件名、案件の現在工程名
- ［マイタスク］と同様の表示カスタマイズが可能です

2. 案件詳細を確認する
≪a. 案件データ≫ データ項目に入力されている値を確
≪b. 案件の進捗≫ フロー図上のどの位置（工程）で進
≪c. 案件の処理履歴≫ 上流各工程の処理者／処理時
≪d. 関連するSNS投稿≫ 案件に関連する［オープンチ
- ［候補者］リンクから、”引き受け候補者” の一覧を確
- ［業務マニュアル］リンクから、当該ワークフロー全体

3. 引き受ける
≪1. 引き受け≫ 担当する工程に溜まっている案件を引
- ［引き受け待ち］から［マイタスク］ に移動します
- 複数案件を一括して引き受ける事も可能です（チェッ
- ［引き受けて処理］ボタンで、引き受けと同時に着手
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マイタスクに入れる）

一覧されます。あなた（もしくはあなたの同僚）が引き受け
引き受けた人の［マイタスク］に移動します）。その案件の

ける前に各案件の[詳細］から確認します。

名、処理の締切時刻などの情報を一覧します

確認できます
進捗しているか、を確認できます
時刻を確認できます

チャット］の投稿（つぶやき）を確認できます（#p案件ID）
確認する事も可能です
体に関する ”業務マニュアル” を確認する事も可能です

引き受けるには［引き受ける］ボタンをクリックします

ックボックス）
する事も可能です



M106 【処理】
引き受けた仕事を返上する（引き受け待

何らかの事情により引き受けた案件を処理できなくなった場
戻すことが可能です。返上した人自身が再度［引き受ける］
代わりに引き受けてくれる人が決まっている様なケースでは

1. 引き受け案件返上の活用シーン
≪a. 対応者と案件のミスマッチ≫ 必要スキルが想定よ
≪b. 対応者資源の枯渇≫ 他に優先すべき案件が発生

2. 案件詳細を確認する
≪a. 案件データ≫ 各データ項目に入力されている値を
≪b. 案件の進捗≫ フロー図上のどの位置（工程）で進
≪c. 案件の処理履歴≫ 上流各工程の処理者／処理時
≪d. 関連するSNS投稿≫ 案件に関連する［オープンチ

3. 引き受け待ち状態に戻す
≪1. 返上する≫ あなたが引き受けている案件を、［引
- あなた以外に処理できる人が居ない場合（その工程
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ち状態に戻す）

場合、その案件を［返上］することで［引き受け待ち］状態に
ことも可能です。なお、［引き受け待ち］に戻すのではなく、

は、引受担当者の変更［移譲］を行います。

より高く処理困難になった（例：”専門知識を要する翻訳”）
生し、しばらく対応時間が取れそうになくなった

を確認できます
進捗しているか、を確認できます
時刻を確認できます

チャット］の投稿（つぶやき）を確認できます（#p案件ID）

き受け待ち］の状態に戻します
程の引受候補者があなただけの場合）は返上できません



M107 【処理】
引き受けた仕事を誰かに移譲する（代わ

引き受けた案件を ”他の誰かが処理すべき” あるいは ”他
場合、その案件を［移譲］することが可能です。”コントロール
制的に引き受け者を変更する事も可能です。

1. 引き受け案件委譲の活用シーン
≪a. 対応者と案件のミスマッチ≫ 自分よりも適切な対
≪b. 対応者資源の 適化≫ 手の空いた同僚や上司が

案件詳細を確認する2. 案件詳細を確認する
≪a. 案件データ≫ 各データ項目に入力されている値を
≪b. 案件の進捗≫ フロー図上のどの位置（工程）で進
≪c. 案件の処理履歴≫ 上流各工程の処理者／処理時
≪d. 関連するSNS投稿≫ 案件に関連する［オープンチ

3. 誰かに引き受けてもらう 〔M3020: 業務プロセス内の権
≪1. 移譲する≫ あなたが引き受けている案件を、他の
- あなた以外に処理できる人が居ない場合（その工程
- ［コントロール権限］を持つユーザは誰にでも割り当て

2017-01-16 v11.2.2

りに引き受けてもらう）

他の誰かが代わりに引き受けてくれる” という状況になった
ル権限” を持つユーザであれば、引受候補者以外にも強

対応者がわかった（例：”専門知識を要する翻訳”）
が代わりに対応してくれることになった

を確認できます
進捗しているか、を確認できます
時刻を確認できます

チャット］の投稿（つぶやき）を確認できます（#p案件ID）

権限一覧〕
の人に（相手を指名して）引き受けてもらいます
程の引受候補者があなただけの場合）、移譲できません

てることができます



M108 【個人設定】
通知設定や言語設定を変更する

あなたの担当する業務工程に案件が到達した際など、様々
信タイミングの設定は、［アカウント設定］（右上メニュー）に
ではその他にも、パスワードの変更や言語設定の変更など

1. 個人の情報を編集する
≪a. 表示名を変更する≫ 表示上の名前を変更する事
≪b. ユーザアイコンを変更する≫ あなたのアイコンを設
≪c. 主に所属する部署を変更する≫ 兼務者のデフォル
- メールアドレス、所属組織、ロールの変更は、”ユーザ
- 複数部署に所属するユーザ（兼務者）の場合 立場複数部署に所属するユ ザ（兼務者）の場合、立場

2. パスワードを変更する
≪a. ログインパスワードを設定する≫ 必要に応じてパ
≪b. API パスワードを発行する≫ プロセスモデル設計
- ［パスワードポリシー］ は ”システム管理者” によって

3. 言語設定を変更する
≪1. 表示言語≫ メニュー表記やメールアラートなど、あ
- 日本語、英語、ドイツ語、スペイン語、フランス語、ハ

4. タイムゾーンを変更する
≪1. タイムゾーン≫ 日時型データ項目や処理記録の
- 日付型データ項目や検索・集計機能では、システム

5. 案件の到達通知を設定する
≪a. 案件の到達（引き受け待ち）≫ あなたの担当する
≪b. 案件の到達（自動引き受け）≫ 自動的に案件が割
≪c. 処理の締切（1日前）≫ ［マイタスク］［引き受け待ち
≪d. 案件の締切（1時間前）≫ ［マイタスク］［引き受け待
≪e 案件の締切（締切後）≫ ［マイタスク］［引き受け待≪e. 案件の締切（締切後）≫ ［マイタスク］［引き受け待
- メールでの通知、ヘッダーメニューでの通知、もしくは
- 通知専用アドレス no-reply@s.questetra.net 等から届
- 通知専用アドレスへの返信は Questetra サーバが受

6. タスクフィード通知を設定する
≪a. メンション≫ あなた宛ての投稿（メッセージ／コメ
≪b. リアクション（コメント）≫ あなたのメッセージに対
≪c. リアクション（いいね！）≫ あなたの投稿に ”いい
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々なタイミングで ”通知メール” を受け取ることできます。受
てカスタマイズする事ができます。なお ［アカウント設定］

どの個人設定が可能です。

事が出来ます（例：”鈴木”→”Suzuki (鈴木)”）
設定する事が出来ます（100KB制限）
ルト所属部署を変更する事が出来ます
ザ管理権限” を持つユーザに依頼する必要があります
選択が必要になる処理があります（例：経費申請など）選択が必要になる処理があります（例：経費申請など）

パスワードを変更します
計者として Basic 認証 API を活用する際に発行します
て設定されています

あなたの操作画面の表示言語を切り替える事ができます
ハングル語、ポルトガル語、簡体中国語、京都弁、入門用

日時など、時刻表示のタイムゾーンを切替え可能です
ムのタイムゾーンが利用されます

る工程に、案件が追加された際に通知します
割り当てられ［マイタスク］が増えた際に通知します
ち］の案件が締切まで1日となった際に通知します
待ち］の案件が締切まで1時間となった際に通知します

待ち］案件の締切超過時に通知します（一定時間おき）待ち］案件の締切超過時に通知します（ 定時間おき）
はその両方での通知を選択できます
届きます （必要に応じて迷惑フィルタを変更して下さい）
受信しますが、自動破棄されます

メント）があった際、メール通知します
してコメントがあった際、メール通知します

いね！” があった際にメール通知します



M109 【個人設定】
案件の到着をいち早く検知できるツール

あなたが対応しなければならない処理の発生や、あなたが
したい場合には、検知ツールが便利です。例えば Chrome 
る ”Questetra My Tasks” をインストールすれば、あなたが

1. 検知ツールの活用シーン
≪a. 即時対応（対社外）≫ 問い合わせの受信に対して
≪b. 即時対応（対社内：判断）≫ 承認や決裁を滞留さ
≪c. 即時対応（対社内：トラブル）≫ センサーからの障

2. ブラウザ拡張アプリやスマホアプリで検知する
≪1. 公開アプリをインストールする≫ ”ソフト開発API”
- ブラウザで Questetra にログインしていない時にも、
- ”障害対応” や ”稟議対応” など、特定の業務工程
- システム管理権限者にアプリ登録されている必要が

3. Chrome Extension ”Questetra My Tasks” の機能
≪a. 案件数の表示≫ あなたのマイタスク（もしくは[引き
≪b. 案件一覧の表示≫ アイコンをクリックする事で、案

入力画面 ジ プ 覧内 案件名をクリ≪c. 入力画面へのジャンプ≫ 一覧内の案件名をクリッ
- Chrome ［ツール］＞［拡張機能］＞［他の拡張機能を
- 案件詳細に直接移動するには、ログインしている（も
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を導入する

が引き受け候補者になっている案件の到着を、いち早く認識
ブラウザの拡張機能（Chrome Extension）であ

が処理すべき ”案件の数” を常に認識する事ができます。

て素早く対応する（KPI：平均回答時間）
せない（経営判断の高速化）

障害通知に対して瞬時に着手する

 を活用したアプリケーションをインストールします
案件の到達を検知できるようになります
に特化したオリジナルアプリを開発する事も可能です

があります（OAuth を使用する接続アプリケーション）

き受け待ち案件］）にある案件数を表示し続けます
案件の ”件名” を一覧する事が出来ます

クする事 入力画面を表示する事が出来ますックする事で、入力画面を表示する事が出来ます
を見る］＞［ストアを検索］から無料インストールできます
もしくは自動ログインを on にしている）必要があります



M110 【案件進捗モニタ】
自分が処理した案件の現在進捗を確認す

あなたが開始させた案件が ”今現在どの工程に居るのか”
ある案件の状態を確認します。各案件の[詳細]を確認すれ
です。処理に関わった案件の現在進捗は、処理履歴一覧（

1. 案件を一覧する
≪1. あなたの開始案件≫ あなたによって開始された案
- システム側で管理している ”開始ユーザ” の値があ
- 案件の一覧表にある ”状態” で、現在の工程名を確

覧された案件を 業務 （プ デ ） 絞- 一覧された案件を、業務フロー（プロセスモデル）で絞
- 一覧された案件を、業務フロー ”開始日時” で絞り込

2. 処理履歴を一覧する
≪1. あなたの処理履歴≫ あなたの処理履歴を、左メニ
- システム側で管理している ”処理担当者” の値があ
- 処理ログの一覧を、”プロセスモデル”（業務フロー）
- 処理ログの一覧を、”案件到達時刻” 等で絞り込む事

3. 案件の現在工程を確認する
案件 処理履歴 各案件 詳細情報から 現在≪1. 案件の処理履歴≫ 各案件の詳細情報から、現在

≪2. 案件の位置≫ 各案件の詳細情報にあるフロー図
- 分流ポイントで分割されている案件は、複数のトーク
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る

” を確認したい場合には、”開始させた案件” の一覧表に
れば、フロー図上でその進捗（工程）を確認することも可能
（処理したタスク）にある案件詳細から確認します。

案件を、左メニュー［開始したプロセス］から一覧します
あなたになっている案件が抽出されます
確認する事が可能です
絞り込む事も 能 す絞り込む事も可能です
込む事も可能です

ニュー［処理したタスク］から一覧します
あなたになっている処理ログが抽出されます

で絞り込む事も可能です
事も可能です

在ま 経緯を確認します在までの経緯を確認します
図で、現在の工程を確認します（トークン表示）
クンが表示されます



M111 【案件進捗モニタ】
社内全案件の現在進捗を確認する

社内の案件が ”今現在どの様な状況になっているのか”（何
は、ヒートマップ（滞留状況が分かるフロー図）で滞留案件数
確認したい場合には、フロー図の工程をクリックしフロー図

1. 案件を一覧する
≪1. 全社の未終了案件≫ 全ての業務フローに流れて
- あわせて、未終了案件の業務別円グラフが表示され
- あなたに閲覧権限のない案件は表示／集計されませ

4.76

2. 業務で案件一覧を絞り込む
≪1. 特定業務の全未終了案件≫ 業務別円グラフをク
- 案件一覧に加えて、フロー図が表示されます（トーク

3. 工程でさらに案件一覧を絞り込む
≪1. 特定業務の特定工程に滞留中の案件≫ フロー図
- 当該工程における、引き受け待ちの案件や、処理待

4. 案件の経緯を確認する
案件 詳細 各案件 詳細情報から 現在ま≪1. 案件の詳細≫ 各案件の詳細情報から、現在まで

- 分流ポイントで分割されている案件は、同時刻に複数
- ループ構造のあるプロセスモデルに流れた案件は、
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何処に何件くらい滞留しているのか）を確認したい場合に
数を俯瞰します。特定の工程に滞留する案件を具体的に
の下に表示されている案件一覧を更に絞り込みます。

ている案件の内、いまだ途中工程にある案件を一覧します
れます
せん 〔R3020: 業務プロセス内の権限一覧〕

6 cm

クリックし、特定の業務フローに絞り込みます
クンの滞留件数が可視化されます）

図中の工程をクリックし、案件一覧を更に絞り込みます
待ち／処理中の案件の数が俯瞰できます

経緯（処理履歴）を確認しますでの経緯（処理履歴）を確認します
数の処理ログが残ります
同じ処理名が複数回登場する可能性があります



M112 【処理数集計】
自分の処理履歴を業務別に確認する

” 近処理した案件を振り返りたい” や ” 近どの業務を沢
自身の活動を確認分析したい場合には、［先月の成果］や
グラフ）を確認します。円グラフ内の業務をクリックすると、処

1. 先月の処理数集計の活用シーン
≪a. 月報の作成≫ どの業務のどの工程で何件のアウ
≪b. 個人 KPI の確認≫ 例えば ”仕様レビュー” の業
≪c. リソース割の把握≫ 例えば ”往訪商談” と ”提案

近処理 た案件 探索 ”先月 処理 た” と≪d. 近処理した案件の探索≫ ”先月に処理した” と
- 案件数と処理数は必ずしも一致しません
- 例えば ”申請” の下流に ”確認” の工程がある場合

2. 先月の処理分布を一覧する
≪1. 円グラフを確認する≫ ［先月の成果］ から業務別
≪2. ワークフローを絞り込む≫ 円グラフをクリックし、処
- 一覧表示にある［カラム］から処理ログ一覧に表示さ
- 工程名（タスク名）、案件到達日、処理完了日、締切
- 一覧表示データを、表示のままにダウンロードする事

処理した案件 現在進捗を確認した 場合には ”案- 処理した案件の現在進捗を確認したい場合には、”案
- 絞込条件式を保存したい場合には、”データ検索” に
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沢山処理しているのか確認したい” など、短期的な視点で
［今月の成果］ にある処理ログ一覧や円グラフ（処理件数
処理ログの一覧が当該業務のログだけに絞り込まれます。

ウトプットを出せているのか、について確認する
務フローで積極的にレビューを引き受けているか確認する

案書雛形改訂” の業務バランスが目標通りか確認する
と言う事だけ覚え る案件を探索すると言う事だけ覚えている案件を探索する

合、処理数は案件数の2倍近くになります

別に集計された処理件数グラフを俯瞰します（円グラフ）
処理ログの一覧を絞り込みます
させる項目を追加する事ができます

切時刻などのシステム保持情報でソートする事ができます
事も可能です（CSV, Excel, Google Spreadsheet）
案件進捗 タ” により現在 程を確認します案件進捗モニタ” により現在工程を確認します
により処理の検索を行います



M113 【処理数集計】
自分の処理履歴を月別に確認する（月次推

あなたが対応した案件数（処理の回数）の推移を確認したい
の処理ログが集計され、その推移を月次グラフで確認でき
定の業務フローに関する処理回数について、その月次推移

1. 1年間の処理数集計の活用シーン
≪a. 人事考課シートの作成≫ 自分の実績を定量的に
≪b. 処理した案件の探索≫ ”4月に処理した” と言う事
- 案件数と処理数は必ずしも一致しません
- 例えば ”申請” の下流に ”確認” の工程がある場合

2. 年間の処理数推移を確認する
≪1. 月次推移グラフを確認する≫ ［あなたの成果］か
≪2. 処理月を絞り込む≫ 棒グラフをクリックし、処理ロ
- 一覧表示にある［カラム］から処理ログ一覧に表示さ
- 工程名（タスク名）、案件到達日、処理完了日、締切
- 一覧表示データを、表示のままにダウンロードする事
- 処理した案件の現在進捗を確認したい場合には、”案
- 絞込条件式を保存したい場合には、”データ検索” に
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推移）

い場合には、処理数集計グラフを確認します。過去１年間
ます。ワークフロー名（プロセスモデル）で絞り込むと、特

移を確認することが可能です。

に説明するための基礎データを得る
事だけ覚えている案件を探索する

合、処理数は案件数の2倍近くになります

ら処理数集計グラフを俯瞰します（棒グラフ）
ログの一覧を絞り込みます
させる項目を追加する事ができます

切時刻などのシステム保持情報でソートする事ができます
事も可能です（CSV, Excel, Google Spreadsheet）
案件進捗モニタ” により現在工程を確認します
により処理の検索を行います



M114 【案件数集計】
全工程を終了した案件の集計グラフを確認

全社レベルのパフォーマンス（実績）を確認したい場合には
時間を確認します。一年間分の案件数と平均時間が自動的
簡単に検知する事が出来ます。個別案件の処理ログや業務

1. 全案件の集計グラフを確認する
≪a. 案件の数≫ 終工程完了まで正常終了した案件
≪b. 平均所要時間≫ 終工程完了までに要した時間
- 案件の一覧もあわせて表示されます
- 途中工程にあって進捗中の案件は集計に入りません
- 途中工程で ”強制終了” となった案件や ”完全削除
- 集計の結果（値）は ”データ閲覧権限” に応じて異な

2. 業務別の集計グラフを確認する
≪1. 業務を選択する≫ 全案件の集計グラフから業務フ
- 案件数の変化（棒グラフ）、平均所要時間（折れ線グ
- フロー図もあわせて表示されます（フロー図上に通過

3. 案件を一覧する
≪1. 月で絞り込む≫ 各グラフ中の”月”をクリックし、案
- 案件の発生日時でソートされます（デフォルト） 案件
- 終工程までに要した時間（所要時間）でソートする
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認する（月別／業務別）

は、業務フローに実際に流れた終了済み案件の数や平均
的に月別集計されグラフ化されているので、業績の変化を
務データは［詳細］から確認します。

件の数を棒グラフで確認します（過去一年間／月次集計）
間を、折れ線グラフで確認します（過去一年間／月次集計）

ん（全工程を終えた時点で 集計対象となります）
除” された案件は集計に入りません
なります（閲覧権限のない案件は集計されません）

フローを選択し、集計グラフを更新します
グラフ）が更新されます
過した回数等が表示されます）

案件一覧を絞り込みます
件の終了日時でソートする事も可能です
る事はできません（v11.2.2 現在）



M115 【案件数集計】
全工程を終了した案件の実績データから各

”手戻りの発生が多い” や ”人によって引受数にバラツキが
場合には、フロー図上で各工程の処理状況を俯瞰します。
リックする事で当該工程の処理ログを一覧する事が可能で

1. 全案件の集計グラフを確認する
≪a. 案件の数≫ 終工程完了まで正常に終了した案
≪b. 平均所要時間≫ 終工程完了までに要した時間
- 案件の一覧もあわせて表示されます
- 途中工程にあって進捗中の案件は集計に入りません
- 途中工程で ”強制終了” となった案件や ”完全削除
- 集計の結果（値）は ”データ閲覧権限” に応じて異な

2. 業務別の集計グラフを確認する
≪1. 業務を選択する≫ 全案件の集計グラフから業務フ
- 案件数の変化（棒グラフ）、平均所要時間（折れ線グ
- フロー図もあわせて表示されます（フロー図上に通過

3. 各工程の通過実態を確認する
≪1. 工程を選択する≫ フロー図中の”工程”をクリック
- ”差し戻し対応” と言った手戻り専用工程がある場合

4. 必要に応じて案件データを参照する
≪1. 案件データを表示する≫ 処理ログ一覧にある、案
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各工程の問題点を発見する

が大きい” など、各処理工程が抱える問題点を確認したい
処理に要した平均時間などが確認できると共に、工程をク

です。具体的な業務データは案件詳細から確認します。

案件数を棒グラフで確認します（過去一年間／月次集計）
間を、折れ線グラフで確認します（過去一年間／月次集計）

ん（全工程を終えた時点で 集計対象となります）
除” された案件は集計に入りません
なります（閲覧権限のない案件は集計されません）

フローを選択し、集計グラフを更新します
グラフ）が更新されます
過した回数等が表示されます）

クし、その工程での処理ログを表示させます
合、どの案件が手戻りになったか簡単に一覧できます

案件情報から業務データを確認します



M116 【データ検索】
自分のデータ閲覧権限を確認する

検索結果の一覧や案件データの詳細表示は、一人ひとり異
限” が無い業務の案件データについては、その存在を含め
なたの［アカウント設定］にある ”プロセスモデル別権限” か

1. 検索結果に表示される案件 〔R3020: 業務プロセス内
≪a. 自分が処理に関わった案件≫ 自分が申請（新規
≪b. データ閲覧権限≫  ”プロセスモデル編集権限者”
- ”関わった案件” では、担当工程で閲覧できるデータ
- 引き受け待ち等の期間に閲覧できていたとしても、結
- ”データ閲覧権限（進捗情報限定）” の場合、業務デ

2. データ閲覧権限の有無を確認する
≪1. 権限を一覧する≫ ［アカウント設定］で業務（プロセ
≪2. 閲覧レベルを確認する≫  ”データ閲覧権限” もし
- 自身に何らかの権限が与えられている業務フロー定
- ”データ閲覧権限” の権限は ”データ閲覧権限（進捗
- （”データ閲覧権限” を持つ場合、さらに ”データ閲覧

3. 検索窓で案件検索する
≪a. IDで検索する≫ 案件IDが分かっている場合、その
≪b. 件名で検索する≫ 閲覧権限を持つ全案件を業務

4. 検索窓の活用シーン
≪a. 顧客との履歴確認≫ 見積書発行、問合対応、請
≪b. 社員の活動確認≫ 立替金申請、パスワード変更
- 日常どの様な情報を件名に記載しているかにより ”
- （初期値があらかじめ入力されている様に設定されて
- （件名データへの ”入力のヒント” 等がガイドされてい
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異なります。自身が関わりの無い業務や ”データ閲覧権
めて検知できません。検索・集計できる範囲については、あ
から確認できます。

の権限一覧〕
規開始）した案件や、途中工程を引き受けた案件

” から ”データ閲覧権限” をもらっている業務の案件
タ項目のみが検索閲覧の対象となります
結果として操作しなかった案件は表示されません

データを用いた検索はできません（除 ”件名” 等）

セスモデル）を一覧します
しくは ”データ閲覧権限（進捗情報限定）” を確認します
定義（プロセスモデル）のみ、表示されます
捗情報限定）” を包括します
覧権限（進捗情報限定）” をもらう必要はありません）

の番号を入力します（例：”123”）
務横断的に検索します

求書発行など特定顧客との通信履歴を横断的に検索する
など、特定社員の各種申請履歴を横断的に検索する
業務横断検索（件名）” の効率が変わってきます
ていると、大幅に検索効率が良くなります）（M207）
いると、ゆらぎを減らす事ができます）（M213）



M117 【データ検索】
全案件データを絞込検索する／絞込条件

”プロセスデータ閲覧権限” を持っているワークフローであれ
索・データ閲覧することが可能です。ワークフロー（プロセス
象に含めた複雑な検索が可能となります。良く使う検索条件

1. 案件を検索する（業務横断的）
≪a. 検索窓で件名検索する≫ 件名だけを対象に全案
≪b. 業務横断的に検索する≫ 開始日／開始者などの
≪c. 業務を指定して検索する≫ ワークフローを指定し
- システム保持情報： 案件発生日、案件終了日、案件
- 仮に同じデータ名を付けたとしても、横断検索の絞込
- 開始日／開始者と言ったシステム保持情報を用いた
- ワークフロー固有のデータによる絞り込みも可能です

2. 処理ログを検索する（業務横断的）
≪a. 業務横断検索≫ 全ての処理ログに対して、システ
≪b. 業務指定検索≫ ワークフローを指定した上で、そ
- システム保持情報： 処理者、処理工程到達日、処理
- ”案件発生日” や ”案件の開始者” などの案件レベ
- 処理者/処理完了日と言ったシステム保持情報を用い
- ワークフロー固有のデータによる絞り込みも可能です

3. 検索条件を保存する
≪1. 表示項目を変更する≫ （必要に応じて）検索結果
≪2. 検索条件を保存する≫ 使用頻度が高い検索は検
- ”先月の1日” や ”先月の同じ日” や ”先月の同じ時
- （例： "#today.addMonths(-1).getFirstDateInMonth()"

4. 検索結果をダウンロードする
≪a. 表示どおりにダウンロードする≫ ”ページサイズ”
≪b. 全件ダウンロードする≫ 保存した検索条件の一覧
- 検索条件を業務指定のみとすることで、当該ワークフ
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を保存する

れば、関与したかどうかに関わらず全て案件をデータ検
スモデル）を指定することで、各業務固有のデータを検索対
件は保存する事ができます。

案件を検索します（M116）
のシステム保持情報を用いて全案件を検索します
した上で、そこに流れた（流れている）案件を検索します

件の開始者、案件開始者の所属組織、案件の進捗状況
込条件に ”業務データ” を含める事はできません
た検索が可能です
す 〔R1170: データ型別の検索書式（サブタイプ一覧）〕

テム保持情報で検索します
そこで行われた処理を検索します
理完了日、処理締切日、スターマーク
ベルのシステム保持情報も利用できます

いた検索が可能です
す 〔R1170: データ型別の検索書式（サブタイプ一覧）〕

果で一覧できるデータ項目を追加します
検索条件に名前を付けて保存します

時刻” といった動的な指定も可能です
"、"#today.addMonths(-1)"、"#now.addMonths(-1)" ）

” や ”表示項目” を表示のままダウンロードします
覧にある［全件ダウンロード］から取得します
フローに流れた全案件のダウンロードが可能です



M118 【案件内メモ】
案件クローズドなコミュニケーションを行

”掲示板型データ” は少し変わったデータ型です。”文字列型
る事ができますが、”掲示板型” の場合は ”追記” しかでき
み時刻とユーザ名が自動的に追記されます。案件内のコミ

1. ”掲示板型データ” の活用シーン
≪a. 社内コミュニケーション≫ その案件特有の注意事
≪b. 非定形情報の記録≫ データフォーマットとして予め
≪c. 過程の記録（単工程1人）≫ その案件に関して行っ
≪d. 過程の記録（単工程複数人）≫ 複数人の意見を記
≪e. 過程の記録（複数工程複数人）≫ 変化する情報を

2. ”掲示板型データ” に入力する
≪1. 入力エリアに記入する≫ 表示エリアの下にある記
≪2. 送信ボタンを押す≫ 追記時刻と入力者名が自動
- 他のデータ型と異なり［送信］ボタンによってデータが
- 一度のデータ入力中（処理中）に、複数回に分けてデ
- 他項目のデータを送信する際に掲示板型の ”入力エ
- スマートフォンからの入力時には［送信］ボタンがあり

3. ”掲示板型データ” の制限および工夫
≪1. 業務コミュニケーション≫ 従来はメールで行われ
単に実現できます
≪2. 一括ダウンロード≫ 掲示板型データは CSV や E
≪3. 社内オープンなコミュニケーション≫ 社内オープン
す
- 表示情報はリアルタイムに更新されません（同時書き
- 内容の編集や部分削除はできません（案件データの
- 過去の案件データを［再利用開始］する際、掲示板型
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行う

型（複数行タイプ）” の場合は下流工程で全てを書き換え
きません。また ”掲示板型” への書き込みは、その書き込
ミュニケーションや状況記録に活用できます。

事項や、その案件についての激励文を書きこむ
め規定しづらい備考情報や参考情報を記入する
った行動を時系列で記録する（例：”仕様を電話で確認”）
記録する（例：”チームスイムレーン” 上の協調処理）
を各工程で追記する（例：”イベント当日の気象予報”）

記入エリアに書き込みます
動で記録されます（表示エリアが更新されます）
が保存されます（サーバ側にデータが送信されます）
データ送信（データ保存）する事も可能です
エリア” に未送信データが残っていれば併せて送信します
りません（全体送信と同時に送信されます）

ていた様な案件クローズドな業務コミュニケーションが、簡

Excel 形式での、一括ダウンロードに対応しています
ンなコミュニケーションは、”オープンチャット” が効果的で

き込みが想定されるケースでは注意が必要です）
の削除時には完全削除されます）
型データの内容は複製されません



M119 【社内ソーシャル】
全社オープンなコミュニケーションを行

”オープンチャット” は、Facebook や Twitter と同様、フォロ
表示させるツールです。業務上のトピック（ハッシュタグ）自体
ピックをフォローすると、”#受注” と言う言葉を含む発信が自

1. ”ユーザ” をフォローする
≪1. フォロー設定≫ 上司や同僚などの投稿（つぶやき
トに追加します
- 発信者が ”フォロワー宛” に投稿したつぶやきが、タ
- 処理案件/引受候補案件に関する投稿（”#p1234” の
- 発信者が所属部署に限定投稿した場合は、フォロワ
- （発信者が所属部署に限定投稿した場合、フォローに
- 全ての投稿（つぶやき）はオープンな形で記録されま

2. ”トピック” （ ハッシュタグ） をフォローする
≪1. フォロー設定≫ 特定の ”トピック” が付いた投稿を
に追加します
- ”イベント” や ”部署横断プロジェクト” 等のトピック（

3. 投稿（つぶやき）に反応する
≪a. いいね!≫ ポジティブな感情を投稿者に伝えるとと
≪b. コメント≫ 助言できる事や伝えたい事などを書き込
- 多くの ”いいね!” が集まった投稿は、”みんなのいい
- ”#p1234” の書式で案件IDに紐付ける事も可能です
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う（他ユーザや業務トピックをフォローする）

ローしたユーザの情報発信（つぶやき）を ”タイムライン” に
体をフォローする事も可能です。例えば ”#受注” と言うト
自分のタイムラインに表示される様になります。

き）をタイムライン表示させたい場合、ユーザをフォローリス

タイムラインに表示されるようになります
の書式付投稿）はフォロー有無に関わらず表示されます
ワーのタイムラインには表示されません
に関わらず部署全員のタイムラインに表示されます）

ます（全社員は社内全ての投稿を検索閲覧できます）

をタイムライン表示させたい場合、トピックをフォローリスト

（ハッシュタグ）を予め共有しておくと便利です

ともに、自分の ”いいね!履歴” に加えます
込みます（ファイル、URL、スタンプの添付も可能です）
いね!” にランキングされます（直近1カ月間）

す（前後に半角スペースもしくは改行が必要です）



M120 【社内ソーシャル】
特に伝えたい相手を指名してつぶやく（

”オープンチャット” は、Facebook や Twitter と同様、”今”
フローに流れている業務データとリンクさせた発信も簡単で
作成に困った旨を書き込めば、部門の垣根を越え様々な助

1. つぶやきを投稿する
≪a. フォロワーにつぶやく≫ あなたをフォローしている
≪b. 所属部署につぶやく≫ 部署内全員のタイムライン
- 所属部署宛て投稿は、あなたをフォローしていない部
- 所属部署宛て投稿は、あなたをフォローしていても他

2. 特に伝えたい相手を指名して投稿する（メンション）
≪a. 個人を指名してつぶやく≫ 特に伝えたい相手が居
≪b. 部署を指定してつぶやく≫ 特に伝えたい部署があ
- ”メンション”とは、特に情報を伝えたい相手を指名す
- ユーザ名（組織名）やメールアドレスの一部を入力す
- メンション付投稿は、メンションに加えられたユーザの
- メンションに加えられたユーザは、メール等で通知を
- フォロワー／部署を無指定にすることで、メンション先

3. 業務データを紐付ける
≪1. 案件IDで紐付ける≫ 投稿（つぶやき）に業務デー
筆します

2017-01-16 v11.2.2

メンション）

を積極的に発信できるツールです。Questetra ならワーク
です。例えば ”問い合わせ対応フロー” において回答文の
助言をもらえるかも知れません。

るユーザのタイムラインに表示させます（デフォルト）
ンに表示させます
部署メンバのタイムラインにも表示されます
他部署所属であれば、そのタイムラインに表示されません

居る場合、”@ユーザ名” の書式を加えてつぶやきます
ある場合、”%部署名” の書式を加えてつぶやきます
する書き方です
すると、候補が表示されます
のタイムラインにも表示されます

を受け取ることになります（個々人の設定に依存）
先と自分のタイムラインのみに表示させることも可能です

ータを紐付けたい場合には、”#p1234” の書式で案件IDを加
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