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ワークフローを導入運用していると、「ワークフローを変更するワークフロー」と言う話が必ず出てくる。

ビジネスプロセスモデリングの鉄則から言えば、『キッカケ』を決める事が大切だ。例えば、「カイゼンしたい！」

と言う（自然発生的な）社内要望があったときに随時見直しを行うのか、毎月（プロセスオーナーが能動的に）

要望を集めて見直しを行うのか、によって「ワークフローを変更するワークフロー」の定義が異なる。以下の

事例は、利用者である社員が発見したカイゼン点を起点にするワークフローだ。

ワークフローを『より良いモノ・あるべき姿』に近づけようとする組織は、ワークフローそのものを『企業競

争力の源泉』に高める事ができる。少なくとも「どの様なカイゼン点が存在するのか」を日頃から把握しよう

と試みる組織は強い。

なお、全ての「要望」が理にかなったものとは限らない。あるいは複数の社員から同じ「要望」が上がってく

るケースもある。以下は、検討途中で『中断』しやすいワークフロー定義だ。（もっとも、中断したとしても『要

望の記録』は資産だ）

ワークフロー改善を検討するワークフロー

http://ja.workflow-sample.net/2011/02/blog-post_04.html
2011 年 02 月 04 日1
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『ワークフロー改善を検討するワークフロー』を運用していると、運用中のワークフローに関して過去どの様

な要望が上がって来たのか、いつでも把握できるようになる。しかし、ただ（受け身に得た）「カイゼン要望」

を記録するだけではなく、プロセス オーナーとしての「信念をもって行ったカイゼン」も記録したい。まさに

「BPM 活動の記録」になる。 BPM: Business Process  Management ( 業務プロセス管理 )

なんて事は無い、タスク『2. 要望対応方針』からもワークフローを開始できるようにすれば良い。議論を活性

化させるべく、コメントが投稿される度に部署内のメーリングリストに自動投稿するケースも多い。

プロセスオーナーが主体的にワークフロー変更を提案する

http://ja.workflow-sample.net/2011/02/blog-post_05.html
2011 年 02 月 05 日3
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論文作成に手順（プロセス）なんてない！、のかも知れない。

要は気合で締切に間に合わせれば良い！、のかも知れない。

確かに、書く人間にとっては「現状把握」は容易だが、複数人を指導する人間 ( 教授 ) にとっては「どの論文

がどのステータスにあるのか」なんて覚えていられない。

研究室の「流儀」は研究室の規模によって様々だろう。上記の例では、月に一度の「研究室内の研究発表」に

向けた各学生の進捗を可視化する。指導者 ( 教員 ) が 研究テーマとして「一か月以内にこれくらい出来るダロ」

と設定した内容について、学生は『2. 研究進捗報告』と『3a. 研究進捗確認』、『2. 研究進捗報告』と『3b. コ

メント助言』、をグルグル回す仕組みだ。「記録」として残るため、先輩コメントや教授コメントなど、歴代の

OB/OG の研究進捗についても参照できるようになる。

ちなみに発表資料のクオリティを高めるためには、発表資料の事前「教授チェック」が必要かも知れない。（そ

こまでしてくれる教授は居るのか？）

学生の研究進捗を把握するための研究報告プロセス

http://ja.workflow-sample.net/2011/02/blog-post_06.html
2011 年 02 月 06 日5
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マーケティング企画は、「企画

書」として立案され、企画会議

に提出される。

マーケティング部は次々と新し

い企画を立てる。そして企画書

を書き上げるタイミングは、い

つも夜中だ…。（そんな貴方に

『SaaS 型のワークフロー』はピ

ッタリ）

マーケティング部は≪新規性≫

に富んだ販売促進や認知度向上

などの施策を考えるのが仕事。

そして、その質の向上の為には、

どうしても≪過去の「企画書」

≫がいつでも入手確認できるこ

とが大切だ。

すなわち、過去の会議でどのよ

うな企画書が提出され、どのよ

うな議論・結論になったのか、

いつでも参照したい。あるいは

成功した企画が、どの様な企画

書に始まったのか、いつでも参

照したい。（会議の度に誤字脱

字やフォーマットについて指摘をしているようでは話にならない）

なお記録として、部長の『5. 所見評価』（コメントおよび 100点満点評価）があると再利用性が飛躍的に高ま

るだろう。

ボツになった販促企画もキッチリと記録して行きたい！

http://ja.workflow-sample.net/2011/02/blog-post_12.html
2011 年 02 月 12 日7
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『ボツになった販促企画もキッチリと記録して行きたい！』の記事では、企画書完成時（タスク『1. 企画書完成』）

に指名した「マーケティング担当の同僚」に企画書を事前レビューしてもらった上で、その後のマーケティン

グ会議に提出していた。しかし現実問題とし て「マーケティング部の会議」の直前まで資料作成に没頭するケ

ースが後を絶たない・・・。（なぜか会議には間に合う）

と言うことで、「時間がない

場合には事前レビューを省略

できる」と言うフローに改め

たい。すなわち『1.→2.→

3.→4.→5.』の流れが理想だ

が、『1.→3.→4.→5.』の流れ

を認めるというカイゼン ( ？

) だ。

ちなみに、マーケティング会

議にはみんなが PC を持ち込

み、ワークフローにログイン

する。全員に割り当てられて

いるタスク『3. 意見の記録チ

ャット』で、会議議論をディ

スカッション領域に書き込ん

だり、自分の意見をメモした

り・・・。

会議後の数日間は、更に意見

を書き込めるようにしても良

い。（会議後の雑談で出てき

たアイデアなど）

マーケ企画会議 - 事前チェック省略マーケ企画会議 - 意見追記

ワークフローに乗せて企画書をブラッシュアップする

http://ja.workflow-sample.net/2011/02/blog-post_14.html
2011 年 02 月 14 日9
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クラウドの時代「受託開発ソフトウエア業」と言う分類名称は変わっていくのかも知れない。が、「請負型の

ビジネス」が消えてなくなることはないだろう。そして営業マンは、見積内容を上司と相談し、見積書を作成

して提出し続ける。

この『営業部内でのやり取り』を、経営陣全体がリアルタイムに把握できるようにしたい。

シンプルながら悪くない。例えば・・・「今、今日、この瞬間に、何枚の見積書が≪承認待ち≫なのか？」が

分かるようになる。「あの会社に、先月一か月で、総額幾らの見積書が出されたのか？」が分かるようになる。

リアルタイムの情報を得られるようになれば、取締役会の議論も変わってくるだろう。

全てを「部長承認」に回すと≪承認待ち≫が増えると言う組織なら、総額が 100万円未満を「課長承認」で

良いことにしたい。

請負型ビジネスにおける見積書承認フロー

http://ja.workflow-sample.net/2011/02/blog-post_11.html
2011 年 02 月 11 日11
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「往訪報告」はメールで済ませる・・・。

ま…、「何も報告しない」よりはメールで報告する方が良いのだが、非常に再利用性に乏しい。何とか「集計」

に使えるレベルの記録を考えたい。例えば「営業マンＡは今月何件の訪問を行ったのか？」、「営業部全体で今

月何件の新規訪問があったのか？」。

すなわち、往訪直後にフォー

マットに従ったに入力を行う

ルールにすれば、極めて有意

義な往訪記録データベースが

できあがる。ちなみに「営業

日報フロー」も悪くないが、

日次の報告よりも、往訪終了時の報告の方が、抜け漏れを防ぐ観点で有効だ。

『営業活動の管理』はSFAシ

ステムの導入も効果的だが、

営業マンの報告品質を向上さ

せるにはワークフローシステ

ムの活用も悪くない。以下の

例では『同行者コメント』を

積極的に回収するワークフロ

ーだ。

往訪直後に「１件ずつ」の往訪報告フロー

http://ja.workflow-sample.net/2011/02/blog-post_15.html
2011 年 02 月 15 日13
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「往訪報告のワークフロー化」や「往

訪記録のデータベース化」を考える

に、往訪前にある程度の入力を済ま

せておきたい。（『往訪直後に「１件

ずつ」の往訪報告フロー』を拡張）

もっとも、Questetra BPM Suite の

様に各ステップ（タスク）の部分入

力を認めるワークフロー製品であれ

ば、同一者の連続タスクはあまり意

味がない。（「進捗情報の共有」と言

う観点であれば分けてもよいかも）

場合によっては「往訪して来い！」

と上司や先輩から指示されるケース

もある。そんな場合は第三者が情報

を入力してくれていても良い。

事前に往訪記録を書きかけておく往訪報告フロー

http://ja.workflow-sample.net/2011/02/blog-post_16.html
2011 年 02 月 16 日15
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「≪新規≫の往訪報告って、Web サイト資料請求などの≪引合対応≫がほとんどなんだよね・・・」

そんな場合には「往訪報告フロー」に自動的にデ

ータを引き継ぎたいものだ。（言うまでもなく）、

往訪するまでに『メールや電話でアポイントを入

れるタスク』があるのだが、それらの上流プロセ

ス「引合対応プロセス」で投入されたデータを引

き継ぐと言うのもアリだ。

「引合対応プロセス」から連結される記号は、ワー

クフロー記法 BPMN では『メッセージ開始イベ

ント』と呼ばれる。Web サイトから直接『メッセ

ージ開始イベ ント』を呼び出したり、あるいは≪

上流≫の「引合対応プロセス」から『メッセージ

開始イベント』を呼び出したり・・・。

以下の様に、再往訪のステータスを管理するフロ

ーも悪くない。

Web引合の入力データを引き継ぐ往訪報告フロー

http://ja.workflow-sample.net/2011/02/web.html
2011 年 02 月 17 日17
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「エレベータメンテナンス」や

「IT 資産管理」など、点検作業を

≪請け負い業務≫として行って

いるケースでは、当然ながら点

検員も修理担当者も多数所属し

ている。人数や制度にも依存す

るが、「点検仕事一覧」を見て各

点検員が自主的に仕事を引き取

る制度であれば、以下の様なワ

ークフロー定義になる。すなわ

ち『2. 撮影＋点検報告』を各自

判断でこなして行く。

（『点検ワークフローは修理ワークフローとつながるハズだ』のワークフロー定義を拡張）

ただ、例えば点検内容によって

得手不得手がある場合や、各点

検員のキャリアを考えて仕事を

割り振りたい場合などには、途

中に「仕事を割り当てる」と言

う仕事を入れた方がスムーズに

回るケースが多い。

（「ヘルプデスク」への問い合わ

せに始まる点検仕事には、仕事

件名の文頭に「★急★」と入れ

ておくと良いかも）

請負点検業務を各自が引き受ける業務フロー

http://ja.workflow-sample.net/2011/02/blog-post_13.html
2011 年 02 月 13 日19
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≪問い合わせ対応フロー≫は、業務フロー改善活動（BPM）の「着手のテーマ」として定番。

つまり、多くの会社で「社外からの問合に対して平均して何時間で回答できているのか？」や「どの様な問合

が多いのか？それにどんな回答をしているのか？」が把握しきれていない。これらは取締役会でもよくある質

問だが、得てして「次回までに調べてきます」だ。「いつでも御覧下さい！」と言える可視化環境を構築したい。

まずは準備運動（？）として、社内からの問い合わせに回答するワークフローを構築してみよう。（最初から

適用範囲を大きくすると、ロクなことはない）

この業務フロー定義では、タスク『3. 質問回答文』で記入された回答文が、最後の「メッセージ送信中間イベ

ント」にて自動的にメール送信される。途中タスク『2. 回答担当割当』では、「誰が回答するか」を指名する。

タスク『1. 質問入力』で記録された質問受信時間から、回答メール送信までの時間が、いわゆる「レスポンス

タイム」だ。どんな事業であれ、問い合わせには「より早く・より正確に」答えられる様になりたい。

なお、お問い合わせは Web フォームで受け付ける例が多い。以下の業務フロー定義は Google Docs 

SpreadSheet Form に入力された内容も、自動的にワークフローに引き継がれる。（BPMN ではメッセージ

ワークフローで問い合わせへのレスポンスタイムを計測

http://ja.workflow-sample.net/2011/02/blog-post_25.html
2011 年 02 月 25 日21
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業務フロー定義『ワークフローで問い合わせへのレスポンスタイムを計測』は、非常にシンプルだ。確かに、「誰

が、どの問い合わせに、対応中なのか？」や、「自分がすべき対応は何件残っているのか？」などは明確になる。

しかし実際に「運用」をしてみると、色々と検討事項が見えてくる。

例えば、他のマーケティング業務を兼務しているスタッフ 10人で『カスタマーサービス』が構成されている

なら、仕事の割り振りタスク『2. 回答担当割当』は≪熾烈なカケヒキの場≫となる。そのような組織では、や

はり「マネージャクラスだけが行える状態」にしておく方が望ましい。すなわち、各メンバの得意不得意や負

荷状態、あるいは教育観点を踏まえて、各メンバへの仕事割り振りを行うべきだ。以下の定義では、タスク

『2. 回答担当割当』はカスタマーサービス部のリーダにしか割り当てられない。（滞留しない様に「リーダ」は

複数人で構成したい）

なお、仕事を割り当てた以上、リーダは「相談に乗る責任」がある（ような気もする）。以下の定義では、仕

事を割り振られたメンバが回答に困った時に相談に乗ってもらえるワークフローになっている。

問合内容を見て回答担当者を指名するワークフロー

http://ja.workflow-sample.net/2011/02/blog-post_26.html
2011 年 02 月 26 日23
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一日の問い合わせ想定数が 100件を超える組織は、≪問い合わせの分類分け≫を検討すべきだ。すなわち「製

品Ａについての質問」なのか、あるいは「製品Ｂについての質問」が、上流で分かっていれば対応ルートも対

応者も変わってくる（かもしれない）。

以下の定義では問い合わせ者自身に≪

問い合わせの種類≫を選択してもらう

事を想定している。ただし、リーダタ

スク『2. 回答担当割当』で上書きする

ことも可能だ。

（『ワークフローで問い合わせへのレス

ポンスタイムを計測』および『問合内

容を見て回答担当者を指名するワーク

フロー』を拡張）

もし仮に「製品Ａについて /製品Ｂについて」の質問対応は簡単な業務で、また「製品Ｃについて /その他」

は複雑な業務であるとわかっているなら、キャリア別のチーム編成も考えたい。

以下のワークフロー定義では、「製品

Ａについて /製品Ｂについて」への回

答は、すべて≪新人≫の誰かを指名し

て回答させる。他方「製品Ｃについて

/その他」への回答は、≪ベテラン≫

達が自主的に仕事を引き受けるスタイ

ルだ。

問い合わせの種類に応じて回答仕事の割当先が変わるフロー

http://ja.workflow-sample.net/2011/02/blog-post_27.html
2011 年 02 月 27 日25
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プロセスオーナー（リーダ）は、ワークフローを運用に乗せるために、自らも汗をかくべきだ。「ワークフロ

ー定義を済ませたらオシマイ」では、スムーズに業務が回るはずもない。

以下の例では、プロセスオーナー自身が秀逸文を FAQ サイトに投稿する。カスタマーサービスのメンバは、

質問回答文を書く際に参照する。運用していれば徐々にレスポンスタイムが短縮していくだろう。「今月は平

均 10 時間以内に！ 来月は平均 8 時間以内に！」と言ったカイゼン目標を部署全体で共有するのも良い。

( 関連 )

『ワークフローで問い合わせへのレスポンスタイムを計測』

『問合内容を見て回答担当者を指名するワークフロー』

『問い合わせの種類に応じて回答仕事の割当先が変わるフロー』

問合着信から、回答メール発信、FAQ 投稿までがワークフロー化され、『問い合わせ対応業務』自体が本格化

してくると、問合着信時のノイズ（社内テスト／スパム）が気になるかも知れない。以下の例ではカンタンに

中断できるようにしてある。

問合対応ワークフローで、リーダも汗をかく方法

http://ja.workflow-sample.net/2011/02/blog-post_28.html
2011 年 02 月 28 日27
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何かを造る ( 創る ) 会社は「製造原価」の計算が付きまとう。

しかしながら「どの作業に、何時間費やしたか？」を正確に測る事は非常に難しい。特に「意匠デザイン」や

「ソフトウェア開発」では、如何にスマートに各社員から報告してもらうかが大きな課題だ。（請負型ビジネス

であれば≪生命線≫）

以下のワークフロー例では、毎日『作業時間の報告 ( タスク )』が自動で割り当てられる。BPMN では『タイ

マー開始イベント』と呼ばれる。すなわち、未報告者やその未報告日は、リアルタイムに可視化される。

まずは申請系のワークフローの様に、手動で『1. 時間配分』を申請する仕組みを構築し、一部のメンバーに小

さく稼働するのが良いだろう。特に注力すべきは「入力フォームの分かりやすさ」を洗練させる事だ。注意書

き一つで入力データの正確さが変わる。

ちなみに、毎日の報告業務だけに、最初の入力タスク『1. 時間配分』で、あらかじめ「報告対象日」や「報告

者」が件名の初期値として自動的に入力されていると嬉しい。Questetra BPM Suite では「変数埋め込み設定」

(※) しておくことで実現できる。

※ ｛format(processInstanceStartDatetime, 'MM 月 dd 日 ')} ｛processInstanceInitQuserName｝

原価計算のため「作業時間」を日次報告するフロー

http://ja.workflow-sample.net/2011/02/blog-post_21.html
2011 年 02 月 21 日29
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『原価計算のため「作業時間」を日次報告するフロー』で≪作業時間≫を毎日報告するなら、ついでに≪作業

内容≫も書いて、それぞれのプロマネ達にも通知される仕組みを考えたい。この手の日次ルーティーンは習慣

にするまで時間がかかるが、慣れてくれば、それほどメンドウではない。むしろ一日の作業を振り返る良い機

会になる。

各＜プロマネ＞は自身のプロジェクトの進捗に日々気になる。上記の例は、作業報告が入力され次第、プロマ

ネ達のメーリングリストにその内容が届く。（残業時間が気になる＜上司＞とは視点が違う）

自身のプロジェクトに関係ない社員からのメールも届いてしまうが、メール Subject で「報告対象日 報告者」

が判断できるので、プロマネ達にはフィルタ活用等による効率良い確認が期待される。

ちなみに、プロマネにとって得るべき情報がない「全社員からの報告」もある。例えば、プロマネ達自身の従

事時間の報告や、社員報告でも「終日研修を受けた」と言う報告は、通知されても無意味だ。以下のワークフ

ロー定義では、『プロマネ宛て報告なし』のフラグがチェックされている場合には、メール通知されない。

原価計算のためだけの日次報告フローはつまらない

http://ja.workflow-sample.net/2011/02/blog-post_22.html
2011 年 02 月 22 日31
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『原価計算のため「作業時間」を日次報告するフロー』

『原価計算のためだけの日次報告フローはつまらない』

「シリーズ：製造原価計算のための日次報告」と言う感じになってきた。≪製造原価≫のための日次報告をさせ

るなら、ついでに≪勤怠管理≫のための報告も兼ねたくなる。

上司の現実、月に一度「部下達の出勤簿」を見せられても、そこに書かれた内容が正しいかどうか分からない。

すなわち日々の報告に「出勤簿に必要な情報」を追記しておきたい。以下の日次報告ワークフローでは、「出

勤欠勤の選択、出勤時刻、退社時刻」の各情報も入力する。（ダイアグラムは同型）

なお、出退勤情報を同時報告させるワークフローは、経理部門や人事部門が「情報の再入力」を求めるケース

を想定すべきかもしれない。

どうせ日次報告するなら「報告すべき情報」を全て流そう！

http://ja.workflow-sample.net/2011/02/blog-post_23.html
2011 年 02 月 23 日33
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『原価計算のため「作業時間」を日次報告するフロー』

『原価計算のためだけの日次報告フローはつまらない』

『どうせ日次報告するなら「報告すべき情報」を全て流そう！』

ワークフローで承認されたデータは、

給与計算や原価計算などに利用され

る。「会計ソフト」なのか「基幹シス

テム」なのか、会社によって様々。

ただ、いずれにしても「手入力での

転記」は避けたい。BPMNの表記法

では、データ (プロセスデータ )の外

部送信を『メッセージ送信中間イベ

ント』で想定している。

データ送信不要を判断するワークフ

ローも良い。以下の業務フロー定義

では、タスク『3. 確認／修正依頼』

を処理する経理部門において最終判

断される。

社員の日次報告データを基幹システムに自動連携

http://ja.workflow-sample.net/2011/02/blog-post_24.html
2011 年 02 月 24 日35
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『個人情報』はヤッカイだ。少しでも活用しようものなら色々なメンドウ（諸々の手間）が発生する。本当なら「持

たず・作らず・持ち込ませず」で済ませたい。しかし実際「自分達の顧客リスト」は持ちたい。他社の「個人

情報リスト」に関わることもある。あるいは、「個人情報リスト」を預からざるを得ないケー スがあるかも知

れない。

「個人情報を管理する」とは、まずは個人情報リストの『発生』と『消滅』を記録（トレース）できる体制になる事だ。

名刺情報を表計算ソフトに入力したり、Web アンケートシステムの運用管理を受注したり、郵送業務代行の

ために個人情報リストを預かったり・・・。それぞれ の管理責任者は『1. 個人情報リストの発生』を抜け漏れ

なく報告しなければならない。しかし現実問題、その「発生タイミングの記録」は容易ではない。

以下のワークフロー定義は、誰かが「個人情報リストの発生」を予想した時点で管理活動を開始させる。その

予想が多少ノイズになったとしても、『1. リストの発生報告』の即時性向上・抜け漏れ防止を目指したいものだ。

明日は、『個人情報リスト』の業務活用記録をワークフロー内で自動記録し続ける方法を考えてみたい。

個人情報の存在をワークフローで検知

http://ja.workflow-sample.net/2011/02/blog-post.html
2011 年 02 月 01 日37
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永続的に存在する「個人情報リスト」もあれば、３か月で廃棄される「個人情報リスト」もある。

個々の「個人情報リスト」のライフサイクルをワーク フローで検知する方法については『個人情報の存在をワ

ークフローで検知』で例示した。以下では、その途中の活用記録について も把握し続けようとするワークフロ

ー定義だ。

言うまでもなく「記録し続ける」と言う活動は、その個人情報リストの消滅とともに終了する。

以下の業務フロー定義では更に、管理責任者が『5. 消滅報告』タスクで管理活動を終了させるには、事前に上

司に確認 (4) させる必要がある。（タスク『3. 活用記録』でのループ条件制御）

個人情報リストの「適切な消滅処理」は、組織内に徹底したい所だ。

流れに乗って、個人情報活用記録を残し続ける

http://ja.workflow-sample.net/2011/02/blog-post_02.html
2011 年 02 月 02 日39
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『個人情報リスト』は、デジタルファイルで管理したい。紙の書類への参照は、その権限コントロールが難し

いだけではなく、何よりログに残しづらい。「デジタルファイルの保存場所を何処にすべきか？」については

ケースバイケースで簡単な話ではないが、一元的に管理すべきである事は確かだ。

すなわち『管理責任者』以外の人間が「一元的に管理されている事」を定期的にチェックするタスク『4. 一元

管理確認記録』が欲しい。

上司への負担集中を避けるために、『4. 一元管理確認記録』の専任して担当する人間を別途指名する事も検討

したい。

個人情報が一元的に管理されている事の継続確認

http://ja.workflow-sample.net/2011/02/blog-post_03.html
2011 年 02 月 03 日41
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業務全般・製品品質・環境影響…、企業は様々な目的で『内部監査』をする。「品質マネジメントシステム」

(ISO  9001) や「環境マネジメントシステム」(ISO  14001) などは、多くの方がその影響を受けた経験があろう。

最近であれば、「情報セキュリティマネジメントシステム」(ISMS ／ ISO  27001) だろうか。

定番のチェックリストを作るのは良いのだが、その記録を「紙」で行っていたのではスピードが出ない。何より、

集計コストがかかって仕方がない。きっちりと情報システムを活用しようではないか。

このワークフロー例では、監査ヒアリ

ングに使うチェックリストは雛形ファ

イルを使う。すなわち必要項目を全て

記入し当該ファイルを投稿すれば 2 の

タスクが終了する仕組みだ。監査担当

者は、内部監査室室長の『1. 監査テー

マ設定』で設定されたヒアリング業務

を、コツコツと優先度順（監査締切日

順）にこなしていく。

なお以下例にある様に、その後の「監

査室長から社長への個別報告」を速報

として即時オンラインで行ってしまう

のも良いだろう。「PDCA サイクルの

加速」は常に意識したいものだ。

監査テーマをワークフローで次々とこなす

http://ja.workflow-sample.net/2011/02/blog-post_07.html
2011 年 02 月 07 日43
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「内部監査業務」自体の監査結果が『指摘事項』で埋まってしまわない様に、「内部監査業務プロセス」だけは

自律的にカイゼンしたい。（まさにBPM）

『監査テーマをワークフローで次々とこなす』にある様に、監査業務のアウトプットを「紙」から「デジタル

ファイル」にするだけでも、集計や保管において随分効率良くなる。しかし、特にチェック項目が固定化され

ているケースで、月間 10回以上実施されるような監査なら「デジタルファイルの入力項目」を「プロセスデータ」

に展開してしまう事も検討してみたい。すなわち「ファイルアップロード手間の排除」や「高度な集計分析」

を目指したい。ワークフロー製品次第だが、監査ヒアリング内容を iPad などのタブレット機で直接入力し電

送できるとなれば、随分とスピード感が変わる。

＝品質管理簡易チェックフロー＝

もちろん、実際のチェック項目は業種業態によって変わるので「チェックリスト＋監査」などでインターネッ

ト検索するなりして、自組織にあわせたものにして頂きたい。

以下の業務フロー定義では、チェック項目に対して事前に「自己申告」させ、その後ヒアリングを実施するケ

ースを想定している。

＝品質管理事前チェックフロー＝

監査ワークフローの現場ヒアリングは iPadで！

http://ja.workflow-sample.net/2011/02/ipad.html
2011 年 02 月 08 日45
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各自動車、工場の各装置、あるいは消防用設備や防火対象物…。企業によっては点検業務は写真に残す。WiFi

や 3Gと言った無線通信インフラが加速する今日、スマートフォンなどを活用して撮ったその瞬間にワークフ

ローを回してしまいたい。場合によっては、報告直後…まだ現場近くにいる間に「再点検の要請」を出せるか

もしれない。

無線通信インフラが整ってきたとはいうものの、現実問題「圏外」で作業するケースもままある。点検結果報

告に対して『4. 再点検』が必要な場合には、自動的にメールアナウンスも投げておく方が良いかもしれない。

すなわち『4. 再点検』を少しでも早く認識できる様にしたい。

「現場での写真付点検報告」を想定した点検フロー

http://ja.workflow-sample.net/2011/02/blog-post_09.html
2011 年 02 月 09 日47
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点検業務でNGだった場合には、≪何らかの対応≫が必要だ。

そこで、昨日紹介した『「現場での写真付点検報告」を想定した点検フロー』を拡張し、『5. 修理』タスクに繋

げるワークフローを定義してみたい。

さらに、『修理着手』と『修理報告』を分けておくことで、「今、誰がどの修理に着手しているか」を可視化す

ることが出来る。

点検ワークフローは修理ワークフローとつながるハズだ

http://ja.workflow-sample.net/2011/02/blog-post_10.html
2011 年 02 月 10 日49
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国際財務報告基準 IFRS（イファース）[ アイファースとも ] に関連する「ワークフロー整備」は大量に存在する。

特に、国際会計基準 IAS の「第 36 号：資産の減損」あたりや「第 11 号：工事契約」( 工事進行基準 ) などで

は、≪社員からの情報収集≫が大切だ。

以下の業務フローは「『会社の資産』が大きく減損していないか」（減損の兆候）、を定期的に確認するワーク

フローだ。平たく言えば「設備、ちゃんと稼働してる？」と言う定期健診。多くの社員の協力を要する。

本来の「減損会計の一連業務」は『減損兆候』を検知してから、更に『減損の認識』や『減損損失の測定』の

ステップに進む。ただ、まずは減損兆候の検知を、効率よく、記録に残る形で実施できれば、大きな進歩だ。（そ

して『不具合有』と回答されたものから詳細調査に入る）

なお全固定資産を≪網羅的≫に実施する時に、一つ一つ『1. 資産調査内容』を入力してられない。そんな場合

のために、「固定資産管理簿」からスクリプト（Google Apps Script）を起動し、一気に全件を流し込めるよ

うにしておきたい。（『メッセージ開始イベント』を追記）

参照：p57「ワークフローにプロセスを多数起動する SpreadSheets 設定」

IFRS 関連の業務フロー整備に着手する

http://ja.workflow-sample.net/2011/02/ifrs.html
2011 年 02 月 18 日51
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『IFRS関連の業務フロー整備に着手する』では、固定資産の管理状況を調査するワークフローを例示した。た

だ固定資産の数が多いケースなどでは、固定資産の管理台帳に記載された管理担当 (調査担当 )が変わってい

る場合もある。このようなケースが想定される場合、あえてタスクを分割することでスムーズなワークフロー

を実現する方法もある。

すなわち「2. 調査報告」と言う仕事（タスク）を『2a. 調査開始』と『2b. 調査報告』に分割し、管理台帳に

記載された管理担当者が『2a. 調査開始』にて、新しい管理担当者を指名する仕組みだ。

この業務フロー定義は、「確かに部長クラスが管理担当者だが、調査報告は部下に代行させる」という利用法

も想定できてしまう。（すなわち「指名タスク」と「実行タスク」への分割は『個別の権限委譲』に便利）

ちなみにワークフローの手順等、≪本質的な部分≫は何も変えずに、あえて２つの並行タスクに分割定義する

ケースもある。たとえば『3. 調査報告確認』を『3a. 調査報告確認 (不具合有 )』と『3b. 調査報告確認 (不具

合無 )』の別々のタスクとして定義すれば、不具合有のケースを、少しでも早く、少しでも明確に把握できる

ようになる。

参照：p57「ワークフローにプロセスを多数起動するSpreadSheets 設定」

管理者が変わっていてもスムーズに流れる固定資産調査フロー

http://ja.workflow-sample.net/2011/02/blog-post_19.html
2011 年 02 月 19 日53
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ボロボロの靴をみて「使えなくなった」と言うか「まだまだ使える」と言うか、人によって違う。そして固定

資産に対する見解も、その感想文は人それぞれ。

そう、固定資産の管理者を２名体制にし、同じ調査を並行して行う事も良い。それほど手間や時間のかかる仕

事ではない。 

（『IFRS 関連の業務フロー整備に着手する』および『管理者が変わっていてもスムーズに流れる固定資産調査

フロー』を拡張）

下流タスク『3. 調査報告確認』が、上流の「同時並行タスク」（『2a. 調査報告』と『2b. 調査報告』）の全完了

を待つ場合は次のようなワークフロー定義になる。

参照：p57「ワークフローにプロセスを多数起動する SpreadSheets 設定」

それぞれに複数人を指名する固定資産調査フロー

http://ja.workflow-sample.net/2011/02/blog-post_20.html
2011 年 02 月 20 日55
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ワークフローにプロセスを多数起動するSpreadSheets 設定
(Questetra BPM Suite SaaS Edition)

p51「」

1. ワークフロー側の受信テスト（必ずしも実施する必要はない）

アクティベート後に『バージョン詳細』から「外部システム連携用の URL」を確認する。

例）

https://s.questetra.net/XXXXXXXX/System/Event/MessageStart/start?processModelInfoId=ZZ&nodeNumber

=WW&key=YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY

ばえ例、でのな値力入が素要2の）スレドアルーメの者理管（ ]0[atad、）名産資定固（ eltit は例記上

https://s.questetra.net/XXXXXXXX/System/Event/MessageStart/start?processModelInfoId=ZZ&nodeNumber

=WW&key=YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY&title=Osaka+Factory&data[0].email=tsujimoto@example.com

と言うアクセスを受けると新規プロセスが一つ生成される。試しにコノ長い URL をブラウザに入力してみる

(真っ白画面で成功 )。

すると、タスク一覧にタスクが一つ出現する。

注 1：「XXXXXXXX」と「YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY」は ID とパスワードみたいなモノなので、各自で

置き換え。（公開しちゃダメ）

注 2：「ZZ」と「WW」は利用環境によって数字が異なる。

2. 固定資産管理情報のファイル作成

Google Docs にログインし『新規作成＞スプレッドシート』で新規ファイルを作成する。

ファイル名「固定資産管理簿」

データ項目として「Name」「Manager (Email Address)」の 2つを作成

するとＡ列に「Name」、Ｂ列に「Manager (Email Address)」のスプレッドシートが出来上がる。

3. 固定資産管理情報の流し込み準備

固定資産管理情報がワークフロー側に送出されるスクリプトを書く。

ファイルを開いた状態から「ツール＞スクリプト＞スクリプトエディタ」を選択しスクリプトを作成する。

function myFunction() {

}

とある記載を、（極力何も考えず？）、以下の内容に書き変えて保存する。

（「XXXXXXXX」と「YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY」、「ZZ」、「WW」は各自で置き換えが必要）

（日本以外の方は JST も置き換えが必要）

function startWorkflow() {

  var sheet = SpreadsheetApp.getActiveSheet();

  var startRow = 2;

Appendix

URL
日付57



  var numRows = 10; // 固定資産最大 10 個を仮設定

  var dataRange = sheet.getRange(startRow, 1, numRows, 2);

  var data = dataRange.getValues();

  for ( var i = 0; i < data.length; ++i) {

    var row = data[i];

    var name = row[0];

    var manager = row[1];

    var url = "https://s.questetra.net/XXXXXXXX/System/Event/MessageStart/start";

      var payload = 'processModelInfoId=ZZ';

    payload += '&nodeNumber=WW';

    payload += '&key=YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY';

    payload += '&title=' + encodeURIComponent(name);

    payload += '&data[0].email=' + encodeURIComponent(manager);

    var params = {

      method: 'post',

      payload: payload

    };

    UrlFetchApp.fetch(url, params);

  }

}

4. 固定資産管理情報の流し込み実施

スクリプトエディタを開いた状態で、[▶] (Run selected function) ボタンを押下すると、スクリプトが実

行される。固定資産管理情報がワークフローに流し込まれ、最初のタスク『1. 資産調査内容入力』が入力デ

ータ数分生成される。

※『ツール＞スクリプト＞管理 ...』を選択し、このスクリプトを実行 (Run) してもよい。

ワークフローにプロセスを多数起動するSpreadSheets 設定

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License. 58



クエステトラについて

http://ja.workflow-sample.net/
ビジネスアナリスト、管理職者の為の≪ワークフロー定義のヒント≫を配信。

代表者

所在地

事業内容

設立

資本金

代表執行役 今村 元一

京都市 中京区 御池通間之町東入高宮町 206 御池ビル 4 階（郵便番号 : 604－0835）

BPM (Business Process Management) ソフトウェア製品の開発

BPM 関連ウェブサイトの開発及び運営

BPM 導入コンサルティング

その他関連する一切の業務

2008 年 4 月 1 日

160,000 千円（2010 年 10 月 1 日現在）

http://www.questetra.com/

ワークフローテンプレート
「Workflow Sample」

http://ja.workflow-sample.net/

BPM百科事典サイト
「Q-BPM.org」

http://ja.q-bpm.org/

社員投稿ブログ
「SaaS BPM ブログ」

http://blog.questetra.com/

- 運営サイト -



Questetra BPM Suite

http://ja.workflow-sample.net/
ビジネスアナリスト、管理職者の為の≪ワークフロー定義のヒント≫を配信。

クラウド型ワークフロー

http://store.questetra.com/

Questetra BPM Suite はクラウド型ワークフローシステムです。
業務情報の受け渡しを円滑にするだけでなく、処理時間や滞留可視化を実現します。



索引

受注処理 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

オープンコメント ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

引合対応 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

固定資産管理 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

原価計算 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

見積 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

ワークフロー改善 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

Google Apps Script ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

スマートフォン ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

報告 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

Web フォーム連携 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

システム連携 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

IFRS ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

企画提案 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

情報セキュリティ ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

可視化 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

問合処理 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

工程管理 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

情報システム管理 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

監査 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

SFA ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

労務 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

ドキュメント管理 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

出退勤申請 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

日次月次報告 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．
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1, 3

13, 15, 17

47, 49, 51, 53, 55

29, 31, 33, 35
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1, 3

21, 23, 25, 27, 51, 53, 55

47, 49

5, 13, 15, 17, 43
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35

51, 53, 55

7, 9

37, 39, 41

5, 49

21, 23, 25, 27

19

37, 39, 41

43, 45

13, 15, 17

29, 31, 33, 35

5

33, 35

29, 31, 33, 35

http://ja.workflow-sample.net/
ビジネスアナリスト、管理職者の為の≪ワークフロー定義のヒント≫を配信。



ビジネスアナリスト、管理職者の為の
≪ワークフロー定義のヒント≫を配信。

本コンテンツは、「Workflow Sample」で
2011 年 2 月に公開された記事を業務別に編纂したもので
す。

「Workflow Sample」では、ビジネスプロセス定義の書き
方やそのサンプル提供を通じて、各タスクがどの様に構成さ
れるべきなのか（フローモデル）、またそれぞれを誰が担当
すべきなのか（オーガナイゼーションモデル）について、探
究していきます。

http://ja.workflow-sample.net/
Shall we BPM; Business Process Management?
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