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1.1 ワークフローの概要 
本ガイドではPC版でのご利用方法のご理解を前提に、スマートフォン版の画面の操作方法を説明していま

す。ワークフローの概要や操作や機能につきましては 別紙「IM-Workflow 利用者 操作ガイド」を参照

してください。 

 

スマートフォン版の画面ではPC版と比較して起票・申請操作や、縦配置や横配置を含むルート上動的な要

素の操作を必要とする操作を行うことが出来ません。（その他、PC版と比較して使用できない機能の詳細

は制限事項の章を参照してください。） 

 

以降の節ではスマートフォン版での画面操作を説明します。 
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1.2 申請済案件の確認 
ここでは、［IM-Workflow］-［申請済み］メニューから行える操作について説明します。 

［申請済み］メニューからは、以下のことが行えます。 

申請済み案件の確認 ユーザが申請した案件の、その後の進捗状況、承認時のコメント

等の詳細を確認することができます。 

引戻し 次のノードの処理対象者が処理を行う前に、自ノードに処理を戻

す処理です。 

利用者が申請を行った処理済案件に対して行う処理です。 

 

●［申請済み］メニューを押下すると、＜申請済一覧＞画面が表示されます。 

ユーザが申請を行った案件が、一覧表示されます。 

［IM-Workflow］-［申請済み］- ［未完了案件］メニューを押下すると未完了案件を、 

［IM-Workflow］-［申請済み］- ［完了案件］メニューを押下すると完了案件を表示できます。 

  

＜申請済案件一覧（未完了）＞ 
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案件を選択すると、選択した案件の内容が表示されます。 

 

＜申請済み案件の内容表示＞ 

表示項目を説明します。項目は、初期設定のシステム標準画面のものです。 

 引戻  引戻し を押下すると、案件の引戻しを行う画面が表示されま

す。 

「未完了案件」表示の場合のみ表示される項目です。 

優先度 案件を申請する際に、申請者によって指定された優先度をアイコ

ンで表示します。 

：高   ：通常   表示なし：低  

案件番号 案件ごとに付与された番号を表示します。案件を識別するための

IDです。 

案件名 案件を申請する際に申請者によって入力された、案件の名称を表

示します。 

申請基準日 案件を申請する際に申請者によって指定された、申請基準日を表

示します。 

申請日 実際に申請を行った日付を表示します。 

申請者 申請者の名前を表示します。 

フロー名 フロー定義の名称を表示します。 

最終処理日 案件の処理が行われた最終日付を表示します。 

「未完了案件」表示の場合のみ表示される項目です。 

案件終了日 案件が終了した日付を表示します。 

「完了案件」表示の場合のみ表示される項目です。 
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完了状態 案件の完了状態をアイコンで表示します。 

「完了案件」表示の場合のみ表示される項目です。 

 ：終了ノード到達  

 ：承認終了  

 ：取止め 

 ：否認  

 詳細  詳細  を押下すると、案件の詳細内容がポップアップ表示され

ます。 

申請された内容を確認できます。 

 フロー  フロー  を押下すると、案件のフロー参照画面がポップアップ

表示されます。案件のフロー図、現在処理中のノード、各ノードの

処理者や処理日時等を確認できます。 

 履歴  履歴  を押下すると、案件の履歴参照画面がポップアップ表

示されます。案件のフロー図、処理が終了したノードの処理日時

や、処理の際に処理者が付けたコメント等を確認できます。 
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申請済一覧画面の一覧表示パターン変更 

■［IM-Workflow］-［申請済み］メニューから表示される、＜申請済一覧＞画面の一覧表示パタ

ーンは、PC版の処理済一覧画面に対して設定済みの一覧表示パターンに準拠します。 



1.2 申請済案件の確認 
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1.2.1 引戻し 
引戻しとは、利用者が処理を行ったノードの次に接続されているノードの処理対象者が処理を行う前に、

自ノードに処理を戻す処理のことです。引戻しの操作について説明します。 

＜申請済一覧＞画面の、未完了案件で一覧表示されている案件に対して行う操作です。 

 

 フロー定義で引戻しが許可されているノードからのみ、引戻しが可能です。 

 次のノードの処理対象者が処理を行ってしまうと、引戻しはできなくなります。 

 

●引戻しを実行する操作を説明します。 

1  ＜申請済案件一覧（未完了）＞で表示される申請済案件の、  引戻し を押下します。 

＜引戻し＞画面が表示されます。 

 

＜引戻し画面＞ 

表示項目について説明します。 

案件番号 案件の案件番号が表示されます。 

案件名 案件の案件名が表示されます。 

申請者 案件の申請者が表示されます。 

引戻し先 引戻し先のノードの候補が表示されます。 

引戻し先としたいノードのラジオボタンを選択します。 

コメント 引戻しを行う際のコメントを記入できます。 

＜コメント＞を押下すると、コメント記入欄が展開されます。 

フロー定義上の処理者は、履歴確認画面でコメントを確認すること
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ができます。 

2 ［引戻し］ボタンを押下します。 

申請済案件が引戻され、利用者の未処理案件となります。 

 

 案件は「再申請待ち」状態となります。 
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1.3 処理 
ここでは、［IM-Workflow］-［未処理］メニューから行える処理の操作について説明します。 

［未処理］メニューからは、以下の処理が行えます。 

案件の承認処理 フロー上に配置された承認ノードで行う承認処理です。 

承認待ち、もしくは保留状態の案件に対して行う処理です。 

 

●［未処理］メニューを押下すると、＜未処理一覧＞画面が表示されます。 

ユーザが、案件の現在のノードの処理対象者に指定されている案件が、一覧表示されます。 

 

＜未処理案件一覧＞ 
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案件を選択すると、選択した案件の内容が表示されます。 

 

＜未処理案件の内容表示＞ 

表示項目を説明します。項目は、初期設定のシステム標準画面のものです。 

 処理  処理  を押下すると、案件の処理を行う画面に遷移します。 

優先度 案件を申請する際に、申請者によって指定された優先度をアイコ

ンで表示します。 

：高   ：通常   表示なし：低  

案件番号 案件ごとに付与された番号を表示します。案件を識別するための

IDです。 

案件名 案件を申請する際に申請者によって入力された、案件の名称を表

示します。 

申請基準日 案件を申請する際に申請者によって指定された、申請基準日を表

示します。 

申請日 実際に申請を行った日付を表示します。 

申請者 申請者の名前を表示します。 

フロー名 フロー定義の名称を表示します。 

ノード名 ユーザが処理対象となっているノードの名称を表示します。 

状態 現在の案件の状態をアイコンで表示します。 

 ：申請待ち 

 ：再申請待ち 

 ：承認待ち 

 ：保留状態  
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到達日 当該ノードに案件の処理が到達した日付を表示します。 

処理期限 案件のフロー定義で、当該ノードの処理期限が設定されている場

合、処理期限を表示します。 

処理権限 当該ノードの処理権限をアイコンで表示します。 

 ：本人権限でのみ処理可能  

 ：代理権限でのみ処理可能  

 ：本人権限でも代理権限でも処理可能  

 詳細  詳細  を押下すると、案件の詳細内容がポップアップ表示され

ます。 

申請された内容を確認できます。 

 フロー  フロー  を押下すると、案件のフロー参照画面がポップアップ

表示されます。案件のフロー図、現在処理中のノード、各ノードの

処理者や処理日時等を確認できます。 

 履歴  履歴  を押下すると、案件の履歴参照画面がポップアップ表

示されます。案件のフロー図、処理が終了したノードの処理日時

や、処理の際に処理者が付けたコメント等を確認できます。 
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未処理一覧画面の一覧表示パターン変更 

■［IM-Workflow］-［未処理］メニューから表示される、＜未処理一覧＞画面の一覧表示パター

ンは、PC版の未処理一覧画面に対して設定済みの一覧表示パターンに準拠します。 
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1.3.1 承認処理 
フロー上に配置された承認ノードで行う、承認処理について説明します。 

フロー定義で当該ノードの処理対象者に指定されているユーザが操作を行います。 

＜未処理一覧＞画面で一覧表示されている、「承認待ち」状態（  ）、もしくは「保留状態」状態（  ）

の案件に対して行う操作です。 

 

●案件の承認を行います。 

1  ＜未処理＞画面で、「承認待ち」もしくは「保留状態」状態の案件の、処理  を押下します。 

案件の＜処理＞画面が表示されます。 

 

＜処理画面＞ 

表示項目について説明します。 

ノード名 処理対象ノードのノード名です。タイトル横に表示されます。 

詳細 詳細  を押下すると、案件の詳細内容がポップアップ表示されま

す。 

申請された内容を確認できます。 

フロー フロー  を押下すると、案件のフロー参照画面がポップアップ表示

されます。案件のフロー図、現在処理中のノード、各ノードの処理

者や処理日時等を確認できます。 

履歴 履歴  を押下すると、案件の履歴参照画面がポップアップ表示さ

れます。案件のフロー図、処理が終了したノードの処理日時や、処

理の際に処理者が付けたコメント等を確認できます。 

案件番号 この案件の案件番号が表示されます。 



第 1 章 ワークフローの操作 

14  IM-Workflow 

案件名 この案件の案件名が表示されます。 

申請者名 この案件の申請者名が表示されます。 

申請基準日 この案件の申請基準日が表示されます。 

申請日 この案件の申請日が表示されます。 

添付ファイル この案件の添付ファイルが表示されます。 

添付されたファイルのファイル名を押下すると、添付ファイルを確

認することができます。 

処理種別（必須） 承認待ちの案件に対する処理種別をプルダウンから指定します。 

「承認」「承認終了」「否認」「保留/保留解除」「差戻し」の処理のう

ち、フロー定義の設定によって、このノードに許可された処理種別

のみが表示されます。 

承認 案件を許可して次のノードに案件を進

める処理です。 

処理の後、処理したノードの次のノード

に案件の処理が進みます。 

また、処理したノードの次のノードが終

了ノードの場合、案件は可決として完

了します。 

承認終了 案件を可決として完了させる処理で

す。 

処理したノードの次にルートが続いてい

た場合でも、案件は完了します。 

否認 案件を否決として完了する処理です。 

処理したノードの次にルートが続いてい

た場合でも、案件は完了します。 

保留/保留解除 案件の処理を保留します。案件は保

留状態となります。 

また、保留状態の案件の場合、保留を

解除します。案件は承認待ち状態とな

ります。 

保留した本人以外の処理対象者の処

理を禁止します。 

差戻し 案件の処理を、現在のノードから任意

の処理済みのノードに戻します。 
 

処理者（必須） このノードの処理を行う処理者を指定します。 

代理設定により他ユーザから代理先として指定を受けている場

合、そのユーザを処理者として選択することができます。 

担当組織（必須） ユーザが複数の組織に所属している場合、どの組織として申請を

行うかを選択します。 

ユーザの所属している組織のうち、処理を行う上で選択可能な組

織がプルダウンで表示されます。 

コメント 処理時のコメントを記入できます。 

＜コメント＞を押下すると、コメント記入欄が展開されます。 
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フロー定義上の処理者は、履歴確認画面でコメントを確認すること

ができます。 

 

※各処理種別についての詳細は、「IM-Workflow 仕様書」を参照してください。 

処理種別が「差戻し」の場合のみ、以下の追加項目が表示されます。 

差戻し先（必須） 差戻し先として指定できる処理済みノードが表示されます。 

・差戻し先一覧  

：差戻し先として指定したいノードの、選択チェック欄をチェックしま

す。 

 

 添付ファイルは、フロー定義において「ファイルの添付」機能を有効としている場合のみ利用できます。 

 処理種別で指定した処理種別によって、処理を実行するボタンの表示が各処理名に変化します。 

 

2 処理ボタンを押下します。 

設定した承認処理が実行されます。 
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1.3.2 分岐先設定可能ノードでの処理 
案件のルート上に条件分岐があり、分岐開始ノードの分岐開始方法が「申請/処理時に分岐先を選択する」

に設定されている場合、分岐開始ノード以前の申請/承認/動的承認ノードが、分岐先設定可能ノードとし

てワークフロー管理者により指定される場合があります。 

分岐先設定可能ノードとして指定されているノードで処理を行う場合は、通常の処理操作に加えて、分岐

先ルートの選択を行う必要があります。 

 

分岐先設定可能ノードの処理を行う場合、通常の処理画面に「ルート選択」項目が追加され、処理（確認）

対象者設定の対象となるノードが表示されます。 

 

表示項目について説明します。 

分岐開始ノード名 分岐開始ノードの名称が表示されます。 

ルート選択 定義されている各ルートの最初に配置されているノードの名称とそ

のチェックボックスが、一覧表示されます。 

処理を進めたいルートのチェックボックスをチェックします。 

 

ルートを選択した状態で、通常の処理操作を行います。 

案件が分岐開始ノードに達した場合、選択したルートに処理が進みます。 

 

 分岐先ルートの選択は、フロー定義によって複数選択の可否が設定されています。複数選択可となっている場合

は、２つ以上のルートを選択することができます。 

 単一選択に設定されている場合は、チェックボックスがラジオボタンに代わり、１つのルートのみ選択することができ

ます。 
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1.4 処理済案件の確認 
ここでは、［IM-Workflow］-［処理済み］メニューから行える操作について説明します。 

［処理済］メニューからは、以下のことが行えます。 

処理済案件の確認 ユーザが処理した案件の、その後の進捗状況、承認時のコメント

等の詳細を確認することができます。 

引戻し 次のノードの処理対象者が処理を行う前に、自ノードに処理を戻

す処理です。 

利用者が処理を行った処理済案件に対して行う処理です。 

 

●［処理済み］メニューを押下すると、＜処理済一覧＞画面が表示されます。 

ユーザが処理を行った案件が、一覧表示されます。 

［IM-Workflow］-［処理済み］- ［未完了案件］メニューを押下すると未完了案件を、 

［IM-Workflow］-［処理済み］- ［完了案件］メニューを押下すると完了案件を表示できます。 

 

＜処理済案件一覧（未完了）＞ 
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案件を選択すると、選択した案件の内容が表示されます。 

 

＜処理済み案件の内容表示＞ 

表示項目を説明します。項目は、初期設定のシステム標準画面のものです。 

 引戻  引戻し を押下すると、案件の引戻しを行う画面が表示されま

す。 

「未完了案件」表示の場合のみ表示される項目です。 

優先度 案件を申請する際に、申請者によって指定された優先度をアイコ

ンで表示します。 

：高   ：通常   表示なし：低  

案件番号 案件ごとに付与された番号を表示します。案件を識別するための

IDです。 

案件名 案件を申請する際に申請者によって入力された、案件の名称を表

示します。 

申請基準日 案件を申請する際に申請者によって指定された、申請基準日を表

示します。 

申請日 実際に申請を行った日付を表示します。 

申請者 申請者の名前を表示します。 

フロー名 フロー定義の名称を表示します。 

最終処理日 案件の処理が行われた最終日付を表示します。 

「未完了案件」表示の場合のみ表示される項目です。 

案件終了日 案件が終了した日付を表示します。 

「完了案件」表示の場合のみ表示される項目です。 
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完了状態 案件の完了状態をアイコンで表示します。 

「完了案件」表示の場合のみ表示される項目です。 

 ：終了ノード到達  

 ：承認終了  

 ：取止め 

 ：否認  

 詳細  詳細  を押下すると、案件の詳細内容がポップアップ表示され

ます。 

申請された内容を確認できます。 

 フロー  フロー  を押下すると、案件のフロー参照画面がポップアップ

表示されます。案件のフロー図、現在処理中のノード、各ノードの

処理者や処理日時等を確認できます。 

 履歴  履歴  を押下すると、案件の履歴参照画面がポップアップ表

示されます。案件のフロー図、処理が終了したノードの処理日時

や、処理の際に処理者が付けたコメント等を確認できます。 
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処理済画面の一覧表示パターン変更 

■［IM-Workflow］-［処理済み］メニューから表示される、＜処理済一覧＞画面の一覧表示パタ

ーンは、PC版の処理済一覧画面に対して設定済みの一覧表示パターンに準拠します。 



1.4 処理済案件の確認 

利用者 操作ガイド    21 

 

1.4.1 引戻し 
基本的に「1.2.1 引戻し」と同様になります。 

 

 案件は「承認待ち」状態となります。 
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1.5 参照 
ここでは、［IM-Workflow］-［参照］メニューから行える操作について説明します。 

［参照］メニューからは、以下のことが行えます。 

案件の参照 利用者が参照権限を持つフロー定義による案件を参照できます。 

参照権限は、ワークフローシステム管理者によってフロー定義単

位で付与されます。 

 

●［参照］メニューを押下すると、＜参照一覧＞画面が表示されます。 

ユーザが参照権を持つ案件が、一覧表示されます。 

［IM-Workflow］-［参照］- ［未完了案件］メニューを押下すると未完了案件を、 

［IM-Workflow］-［参照］- ［完了案件］メニューを押下すると完了案件を表示できます。 

 

＜参照案件一覧（未完了）＞ 
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案件を選択すると、選択した案件の内容が表示されます。 

 

＜参照案件の内容表示＞ 

表示項目を説明します。項目は、初期設定のシステム標準画面のものです。 

優先度 案件を申請する際に、申請者によって指定された優先度をアイコ

ンで表示します。 

：高   ：通常   表示なし：低  

案件番号 案件ごとに付与された番号を表示します。案件を識別するための

IDです。 

案件名 案件を申請する際に申請者によって入力された、案件の名称を表

示します。 

申請基準日 案件を申請する際に申請者によって指定された、申請基準日を表

示します。 

申請日 実際に申請を行った日付を表示します。 

申請者 申請者の名前を表示します。 

フロー名 フロー定義の名称を表示します。 

案件終了日 案件が終了した日付を表示します。 

「完了案件」表示の場合のみ表示される項目です。 

完了状態 案件の完了状態をアイコンで表示します。 

「完了案件」表示の場合のみ表示される項目です。 

 ：終了ノード到達  

 ：承認終了  

 ：取止め 

 ：否認  
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 詳細  詳細  を押下すると、案件の詳細内容がポップアップ表示され

ます。 

申請された内容を確認できます。 

 フロー  フロー  を押下すると、案件のフロー参照画面がポップアップ

表示されます。案件のフロー図、現在処理中のノード、各ノードの

処理者や処理日時等を確認できます。 

 履歴  履歴  を押下すると、案件の履歴参照画面がポップアップ表

示されます。案件のフロー図、処理が終了したノードの処理日時

や、処理の際に処理者が付けたコメント等を確認できます。 



1.5 参照 
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参照画面の一覧表示パターン変更 

■［IM-Workflow］-［参照］メニューから表示される、＜参照一覧＞画面の一覧表示パターンは、

PC版の参照一覧画面に対して設定済みの一覧表示パターンに準拠します。 
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1.6 確認 
ここでは、［IM-Workflow］-［確認］メニューから行える操作について説明します。 

［確認］メニューからは、以下のことが行えます。 

確認 フロー上に配置された確認ノードで行う、案件の処理状況を確認

する処理です。 

 

 ワークフロー管理者により、フロー定義の設定で、「完了した案件の確認」が有効とされている場合、完了案件に対

しても確認を行うことができます。 

 確認の代理や振替はできません。 

 

●［確認］メニューを押下すると、＜確認一覧＞画面が表示されます。 

ユーザが確認対象者に指定されている、確認可能案件が一覧表示されます。 

［IM-Workflow］-［確認］- ［未完了案件］メニューを押下すると未完了案件を、 

［IM-Workflow］-［確認］- ［完了案件］メニューを押下すると完了案件を表示できます。 

 

＜確認案件一覧（未完了）＞ 
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案件を選択すると、選択した案件の内容が表示されます。 

  

＜確認案件の内容表示＞ 

表示項目を説明します。項目は、初期設定のシステム標準画面のものです。 

 確認  確認  を押下すると、案件の確認を行う画面に遷移します。 

優先度 案件を申請する際に、申請者によって指定された優先度をアイコ

ンで表示します。 

：高   ：通常   表示なし：低  

案件番号 案件ごとに付与された番号を表示します。案件を識別するための

IDです。 

案件名 案件を申請する際に申請者によって入力された、案件の名称を表

示します。 

申請基準日 案件を申請する際に申請者によって指定された、申請基準日を表

示します。 

申請者 申請者の名前を表示します。 

申請日 実際に申請を行った日付を表示します。 

フロー名 フロー定義の名称を表示します。 

到達日 案件が確認可能となった最終日付を表示します。 

確認状況 案件の確認状況を、アイコンで表示します。 

 ：確認済   表示なし：未確認  

案件終了日 案件が終了した日付を表示します。 

「完了案件」表示の場合のみ表示される項目です。 
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完了状態 案件の完了状態をアイコンで表示します。 

「完了案件」表示の場合のみ表示される項目です。 

 ：終了ノード到達  

 ：承認終了  

 ：取止め 

 ：否認  

 詳細  詳細  を押下すると、案件の詳細内容がポップアップ表示され

ます。申請された内容を確認できます。 

 フロー  フロー  を押下すると、案件のフロー参照画面がポップアップ

表示されます。案件のフロー図、現在処理中のノード、各ノードの

処理者や処理日時等を確認できます。 

 履歴  履歴  を押下すると、案件の履歴参照画面がポップアップ表

示されます。案件のフロー図、処理が終了したノードの処理日時

や、処理の際に処理者が付けたコメント等を確認できます。 



1.6 確認 
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確認画面の一覧表示パターン変更 

■［IM-Workflow］-［確認］メニューから表示される、＜確認一覧＞画面の一覧表示パターンは、

PC版の確認一覧画面に対して設定済みの一覧表示パターンに準拠します。 
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1.6.1 確認 
確認とは、フロー上の確認ノードで確認対象者となっているユーザが、案件の処理状況を確認することが

できる機能です。確認ノードが接続しているノードの処理が完了した時点で、確認が行えるようになりま

す。 

＜確認一覧＞画面で一覧表示されている確認案件に対して行う操作です。 

 

●確認を行います。 

1  ＜確認一覧＞画面で表示される確認案件の、  確認 を押下します。 

＜確認＞画面が表示されます。 

 

＜確認画面＞ 

表示項目について説明します。 

案件番号 案件の案件番号が表示されます。 

案件名 案件の案件名が表示されます。 

申請者 案件の申請者が表示されます。 

申請基準日 案件の申請基準日を表示します。 

申請日 案件の申請日を表示します。 

担当組織（必須） ユーザが複数の組織に所属している場合、どの組織として申請を

行うかを選択します。 

ユーザの所属している組織のうち、確認を行う上で選択可能な組

織がプルダウンで表示されます。 
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確認コメント 案件に対して記録するコメントを入力できます。 

＜コメント＞を押下すると、コメント記入欄が展開されます。 

フロー定義上の処理者は、履歴確認画面でコメントを確認すること

ができます。 

2 ［確認］ボタンを押下します。 

確認が完了します。 
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2.1 制限事項 
ここでは、IM-Workflow for Smartphoneの制限事項を記述します。 

 

 申請／再申請／振替 処理は行えません。 

 

 処理や引き戻しなどの際の根回しメールを送ることはできません。 

 

 添付ファイルは端末のブラウザが対応しているファイルタイプの物のみダウンロードして表示する事ができます。 

 

 各種一覧表示において、一覧のソート条件が設定により変更可能なため、ワークフローの一覧で表示されるよ

うなセクションヘッダ（申請日毎に挿入される中間帯）は表示されません。 

 

 処理を行う場合、以下の制限があります。下記の条件を満たす場合、処理種別「承認」は実行できません。  

 処理の際に縦／横配置や動的承認、確認ノードの処理対象者の設定を行う必要がある 

 

 スマートフォン版での処理を行う場合、アクション処理にユーザパラメータを渡すことができません。 

 



 

 

 

 

IM-Workflow Ver.7.2  

2011/1/31 初版 利用者 操作ガイド for Smartphone 
 

株式会社 NTT データ イントラマート 
 

TEL（03）5549-2821  FAX（03）5549-2816 

E-mail ： info@intra-mart.jp 

ホームページ ： http://www.intra-mart.jp 

Copyright 2000-2011 株式会社 NTT データ イントラマート All rights Reserved. 

※本マニュアルに記載されている社名および商品名は、一般に各社の商標および登録商標です。 


	第1章  ワークフローの操作
	1.1 ワークフローの概要
	1.2 申請済案件の確認
	1.2.1 引戻し

	1.3 処理
	1.3.1 承認処理
	1.3.2 分岐先設定可能ノードでの処理

	1.4 処理済案件の確認
	1.4.1 引戻し

	1.5 参照
	1.6 確認
	1.6.1 確認


	第2章  制限事項
	2.1 制限事項


