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1 はじめに 

1.1 文書管理システム ISO 業務書類統制版の特長 
文書管理システム ISO 業務書類統制版では、作成される文書を以下の 2 種類に分類し管理することができます。 

◎ 規程：組織の運営に当たり、業務上必要な規則（ルール）などを定めたもの 

当システムでは主に以下の内容で規程を構成します。 

・ 規程本文：規則本文を記載する文書。 

・ 様式：業務上の証跡を残すための記録様式。 

◎ 業務書類：規程で定められた様式に、業務上の証跡を記載した文書 

 

上記の「業務書類」は「規程」で定められた「様式」を用いて作成・管理することができるため、当システムでは業務上

も管理が煩雑になる「業務書類」を以下の特長を持って管理することができます。 

◎ 業務書類の作成担当者が何を作成すべきか一目で判断できる。 

◎ 「作成すべき書類」と「作成した書類」を対で管理できるので、書類の作成状況が簡単にチェックできる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また、上記以外にも以下の特長があります。 

 規程の管理 

◎ サーバで一元管理されるので常に 新版が利用できます。（管理者は旧版の利用も可） 

◎ 実施日で旧版と 新版が自動的に差し替わります。 

◎ 複数の電子ファイルなどを一つの規程として登録できます。 

◎ 規程同士の関連付けができます。 

◎ intra-mart のワークフローを利用した審査・承認を行うことができます。 

◎ 規程の作成権限・閲覧権限を運用に合わせて設定することができます。 

 業務書類の管理 

◎ 様式は常に 新版のものが利用できます。 

◎ 業務内容に合わせて業務書類の作成権限・閲覧権限を設定することができます。 

◎ 様式は以下の 3 タイプで定義することができます。 

・ 電子ファイル＋ワークフローで承認 

・ 電子ファイル＋ワークフローの承認なし 

・ コメント入力＋ワークフローの承認なし 

案件の管理責任者 

文書種別 

規程 

規程の分類情報 

規程本文 

様式 

業務の管理者 

規程管理機能 

業務種別（全社） 

業務の管理者（全社）

業務種別（各部署）

様式 

業務情報の定義 

業務内容に規程を

関連付ける 

業務書類管理機能 

業務の管理者（各部署） 

案件情報の定義 

業務書類の作成 

業務担当者 

案件 

案件の管理責任者 

業務種別に関連付けた様式を用

いて業務書類を作成できます。 

様式 
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1.2 本書の解説範囲 
本書では、一般ユーザが主に操作する以下の内容について解説します。 

(1) 規程の閲覧 

(2) 規程の登録（規程の作成⇒審査・承認⇒発行） 

(3) その他規程管理で利用する機能 

(4) 業務書類の登録 

 

本書の操作を行うには、事前にシステム管理者・運用管理者によるマスタの整備が必要になります。 

操作方法は「システム管理者・運用管理者操作ガイド」を参照ください。 

 

システムインストール時に、intra-mart の製品種別（スタンダード版/アドバンスト版・エンタープライズ版）、ワークフロー

の利用タイプ（intra-mart 標準ワークフロー/文書管理独自ワークフロー）を選択した内容により、本システムで利用で

きる機能が決まります。 

この内容により本書の解説範囲も異なるためご注意ください。 

 

 intra-mart の製品種別を「アドバンスト版・エンタープライズ版」でご利用の場合 

規程管理機能のワークフローは、以下の 2 タイプから選択することができます。 

・intra-mart 標準ワークフロー：intra-martWebPlatform が提供する IM-Workflow で申請、承認を行います。 

・文書管理独自ワークフロー：文書管理システム ISO 版 ver5.0 のワークフローで申請・承認を行います。 

ワークフローの利用タイプにより使用できる機能は表 1 の内容となります。 

 

 

表.1  intra-mart の製品種別が「アドバンスト版・エンタープライズ版」で使用できる機能の一覧 

分類 メニュー名 
intra-mart 

標準ワークフロー

を利用 

文書管理 

独自ワークフロー 

を利用 

マニュアル参照先 

(※1) 

版数 ○ ○ 管理者ガイド：2.5 

管理申請ルート - ○ 管理者ガイド：2.8 

文書種別 ○ ○ 管理者ガイド：2.4 

ハードコピー標準保管先 ○ ○ 管理者ガイド：2.6 

文書管理設定 

配布先グループ ○ ○ 管理者ガイド：2.7 

データ操作 ○ ○ 管理者ガイド：3、5.4 

閲覧・申請/閲覧・立案 ○ ○ 一般ガイド：2.2、2.3 

申請 ※2 ○ 一般ガイド：2.4 

審査・承認 ※2 ○ 一般ガイド：2.5 

発行 ○ ○ 一般ガイド：2.6 

受領 ○ ○ 一般ガイド：2.7 

個人設定 - ○ 一般ガイド：2.8 

関連文書 ○ ○ 一般ガイド：2.9 

旧版管理 ○ ○ 管理者ガイド：5.1 

立案状況 ○ ○ 

申請前状況 ※2 ○ 

申請審査状況 ※2 ○ 

発行前状況 ○ ○ 

規程管理 

状況監視 

発行後状況 ○ ○ 

管理者ガイド：5.2 

文書管理設定 ○ ※3 管理者ガイド：4.4、4.5 
業務書類管理 

業務書類 ○ ※3 一般ガイド：3 

掲示板 掲示板掲載 ○ ○ 管理者ガイド：6.2 
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※1：｢管理者ガイド｣はシステム管理者・運用管理者操作ガイド.doc を 

    ｢一般ガイド｣は一般ユーザ操作ガイド.doc をそれぞれ参照ください。 

※2：intra-mart 標準ワークフローの機能を利用して申請～審査・承認を行います。 

ワークフローのメニューを実行できるように権限を付与してください。 

（ワークフローの操作方法、メニューへの権限付与方法は、intra-mart のマニュアルを参照ください。） 

※3：業務書類管理機能は intra-mart 標準ワークフローを利用します。 

 

 intra-mart の製品種別を「スタンダード版」でご利用の場合 

規程管理機能のワークフローは「文書管理独自ワークフロー」のみ選択することができます。 

また業務書類管理機能を利用することはできません。 

 

表.2  intra-mart の製品種別が「スタンダード版」で使用できる機能の一覧 

分類 メニュー名 
intra-mart 

標準ワークフロー

を利用 

文書管理 

独自ワークフロー 

を利用 

マニュアル参照先 

(※1) 

版数 - ○ 管理者ガイド：2.5 

管理申請ルート - ○ 管理者ガイド：2.8 

文書種別 - ○ 管理者ガイド：2.4 

ハードコピー標準保管先 - ○ 管理者ガイド：2.6 

文書管理設定 

配布先グループ - ○ 管理者ガイド：2.7 

データ操作 - ○ 管理者ガイド：3、5.4 

閲覧・申請/閲覧・立案 - ○ 一般ガイド：2.2、2.3 

申請 - ○ 一般ガイド：2.4 

審査・承認 - ○ 一般ガイド：2.5 

発行 - ○ 一般ガイド：2.6 

受領 - ○ 一般ガイド：2.7 

個人設定 - ○ 一般ガイド：2.8 

関連文書 - ○ 一般ガイド：2.9 

旧版管理 - ○ 管理者ガイド：5.1 

立案状況 - ○ 

申請前状況 - ○ 

申請審査状況 - ○ 

発行前状況 - ○ 

規程管理 

状況監視 

発行後状況 - ○ 

管理者ガイド：5.2 

掲示板 掲示板掲載 - ○ 管理者ガイド：6.2 

 

※1：｢管理者ガイド｣はシステム管理者・運用管理者操作ガイド.doc を 

    ｢一般ガイド｣は一般ユーザ操作ガイド.doc（本紙）をそれぞれ参照ください。 
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2 規程管理機能 

2.1 規程管理の処理フロー 
規程管理機能の概略フローは以下の内容となります。 

本項では、規程の閲覧方法及び、規程の作成方法（「制定・改訂・廃止（規程の作成）」⇒（「申請」）⇒「審査・承

認」⇒「発行」）を解説します。 

本項の操作をするには「各種マスタの定義」が事前に行われている必要があります。 

この操作手順は「システム管理者・運用管理者操作ガイド」を参照ください。 

（本書の解説範囲は水色枠内の内容となります。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【各種マスタの定義】 

・ ワークフローのフロー定義作成 

・バッチ処理の起動設定 

・文書種別マスタの作成 

・版数マスタの作成 

・ハードコピー標準保管先マスタの作成 

・配布先マスタの作成 

・管理申請ルートマスタの作成 

【制定・改訂・廃止（規程の作成）】 

・ 基本情報の定義 

・文書ファイルの定義 

・様式情報の定義 

・改訂履歴情報の定義 

・ 関連文書情報の定義 

・発行担当者の決定 

【申請】 

・審査・承認者の定義 

文書管理独自ワークフローの場合 

intra-mart標準ワークフローの場合 

【審査・承認】 

・規程の内容確認 

【審査・承認】 

・規程の内容確認 
【発行】 

・公開日、実施日の決定 

・配布先の決定 

【受領】 

・配布された規程の確認 

【公開日処理】 

・配布先に受領依頼を送信 

【実施日処理】 

・ 新版と旧版の差し替え 

【閲覧】 

・ 新版文書の閲覧 

立案者 

立案者 

システム管理者 

審査・承認者 

審査・承認者 

発行担当者 

【状況監視】 

システム管理者 

【旧版管理】 

・旧版の閲覧 

・旧版の廃棄 
システム管理者 

受領担当者 

一般ユーザ 

配布先マスタの取得 

管理申請ルートの取得

 

ワークフローのフロー定

義取得 

バッチ処理の起動時刻

情報等取得 
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2.2 規程の閲覧 

2.2.1 概要 

新版規程を閲覧するために、本システムでは以下の方法を用意しています。 

・ツリー表示から閲覧する方法 

 文書種別（文書を分類するフォルダ）を選択し、配下の規程を閲覧する方法 

・検索画面から閲覧する方法 

文書名、登録番号、実施日などの検索条件から該当の規程を検索する方法 

ツリー表示画面から目的の規程が探し出せない場合はこちらの機能を利用してください。 

 

本項では上記の操作手順を解説します。 

2.2.2 ツリー表示画面からの閲覧 

(1) メニュー「文書管理システム-規程管理-閲覧・申請（もしくは閲覧・立案）-ツリー表示」をクリックしてください。 

(2) 閲覧したい規程が登録されている文書種別をクリックしてください。 

操作者がアクセス権限のない文書種別は表示されません。 

 

 

 

 

【ホームアイコン】 
文書種別の展開状況を初

期状態に戻します。 

【展開アイコン】 
下位階層の文書種別を全

て展開した状態にします。 

【文書種別】 
クリックすると配下の規程を表示しま

す。 
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(3) 閲覧したい規程の「文書名」をクリックしてください。 

 

 

 

 

 

 

(4) 「文書表示」画面が別画面で表示されます。 

 

 

該当する規程が存在しな

い場合、ページを切り替え

てください。 

「文書名」「登録番号」「版

数」でソートすることができ

ます。 

データのソート順を指定す

ることができます。 

クリックすると文書表示画

面が表示されます。 

文書ファイルの表示は、こ

の箇所をクリックし切り替え

てください。 

文書ファイル（ハードコピ

ー、コメント）は、この箇所

に表示されます。 
クリックすると、情報が展開

されます。 

クリックすると、情報が展開

されます。 
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【全ての情報が展開された状態】 

 

 

表.1 「文書表示」画面の表示内容 
No. 項目 説明 
① 文書ファイル情報表示部 規程本文の情報を表示します。 

・種別「電」の場合 

 電子ファイルで登録されている文書ファイルを表示します。 

・種別「ハ」の場合 

 電子化できない文書の保管先を表示します。 

・種別「コ」の場合 

情報量が少ない文書をコメントとして表示します。 

② 改訂履歴情報表示部 各版の改訂点が一覧表示されます。 

・種別「電」の場合 

 電子ファイルで登録されている改訂履歴を表示します。 

・種別「コ」の場合 

 情報量が少ない改訂履歴をコメントとして表示します。 

③ 様式情報表示部 規程に登録されている様式情報を表示します。 

この様式は業務書類のフォーマットとして利用されます。 

・種別「ワ」の場合 

 電子ファイル+ワークフロー承認で業務書類を作成します。 

・種別「電」の場合 

 電子ファイルで業務書類を作成します。 

・種別「保」の場合 

 他システムで承認した結果を記録する用途で利用されます。 

④ 関連文書情報表示部 閲覧している規程と関連付いている規程を表示します。 

規程名をクリックすると規程の内容が表示されます。 

⑤ ハードコピー、コメント表示部 ハードコピー（文書ファイル）、コメント（文書ファイル、改訂履歴）の内容をこ

の箇所に表示します。 

⑥ 文書情報表示部 規程の基本情報を表示します。 

⑦ 承認履歴情報表示部 規程の審査・承認結果を表示します。 

⑧ 配布先情報表示部 規程の配布先、受領状況を表示します。 

受領が済んだ受領者にはチェックがつきます。 

① 

② 

③ 

④ 

⑤ 

⑥ 

⑦ 

⑧ 
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【電子ファイル（文書ファイル、改訂履歴、様式）を閲覧する場合】 

「ファイルのダウンロード」のダイアログが表示されるので、「開く」をクリックするか、保存してファイルを閲覧してく

ださい。 

 

 

【ハードコピー、コメント（文書ファイル、改訂履歴）を閲覧する場合】 

「ハードコピー、コメント表示部」に内容が表示されます。 
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2.2.3 検索画面からの閲覧 

(1) メニュー「文書管理システム-規程管理-閲覧・申請（もしくは閲覧・立案）-文書検索」をクリックしてください。 

(2) 検索条件を入力し、「検索」ボタンをクリックしてください。 

各項目は and 条件で検索されます。 

 

 

 

表.2 「検索画面」画面の検索項目 
項目 説明 

キーワード 規程の「文書名」「検索用キーワード」「立案部門」「立案者」を検索条件とし

ます。 

承認者等 規程の審査・承認者を検索条件とします。 

文書種別 文書種別を検索条件とします。 

ポップアップ画面より対象の文書種別を選択してください。 

立案部門 規程の立案部門を検索条件とします。 

ポップアップ画面より対象の立案部門を選択してください。 

登録番号 規程の登録番号を検索条件とします。 

適用部門 規程の適用部門を検索条件とします。 

実施日 規程の実施日を検索条件とします。 

開始日、終了日を指定してください。 

日付はカレンダーより指定します。 

 

(3) 検索条件に合致する規程が一覧表示されます。 

この中から閲覧したい規程の文書名をクリックしてください。 

操作者がアクセス権限のない文書種別配下の規程は表示されません。 

画面の操作は 2.2.2ツリー表示画面からの閲覧(3)を参照ください。 
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2.2.4 文書ファイルの検索 

「ツリー表示」「文書検索」以外にも規程を構成する「文書ファイル」自体を検索、閲覧することができます。 

(1) メニュー「文書管理システム-規程管理-閲覧・申請（もしくは閲覧・立案）-文書ファイル検索」をクリックしてく

ださい。 

(2) 検索条件を入力し、「検索」ボタンをクリックしてください。 

2.2.3検索画面からの閲覧と同様に各項目はand条件で検索されます。 

 

 

(3) 検索条件に合致する文書ファイルが一覧表示されます。 

この中から閲覧したい文書ファイル名をクリックしてください。 

文書ファイルの内容を個別に確認することができます。 

操作者がアクセス権限のない規程の文書ファイルは表示されません。 
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2.3 規程の作成 

2.3.1 概要 

業務の運用ルールを定義する「規程」を新たに作成するには「制定」という処理を行い、以下の情報を定義する

必要があります。 

・規程の基本情報（必須） 

 「文書名」「登録番号」などの基本情報を定義します。 

・文書ファイル情報（必須） 

 規程の本文を定義します。 

 「電子ファイル」「ハードコピー」「コメント」から構成することができます。 

・様式情報（任意） 

 定義する規程（業務の運用ルール）で記録が必要な業務書類のフォーマットを定義します。 

・関連文書情報（任意） 

 関連する規程を定義します。 

 

また、規程を変更したい場合は「改訂」という処理を行い、「制定」で定めた情報の変更、及び以下の情報を新た

に登録する必要があります。 

・改訂履歴 

 規程の改訂点を記載します。 

 

作成した規程を廃止したい場合は「廃止」という処理を行い、以下の情報を登録する必要があります。 

・改訂履歴 

 規程の廃止理由を記載します。 

 

作成した規程は、「申請」（文書管理独自ワークフローを利用している場合）⇒「審査・承認」⇒「発行」の手順で処

理が行われ、一般ユーザが閲覧できるようになります（廃止の場合は閲覧不可となります）。 

 

本項の操作を実行するには、作成する文書種別に対して、操作者が「立案権限」を持っている必要があります。 

（立案権限の付与は管理者ユーザが行います。） 



intra-mart 文書管理システム ISO 業務書類統制版 ver7.2 一般ユーザ操作ガイド

 

 

 

Copyright 2000-2010 (株)NTT データイントラマート All rights Reserved.
Page 15

 

 

2.3.2 規程の制定 

(1) メニュー「文書管理システム-規程管理-閲覧・申請（もしくは閲覧・立案）-ツリー表示」をクリックしてください。 

(2) 作成する文書種別を選択してください。 

 

 

(3) 「制定」ボタンをクリックしてください。 

（操作者に「立案権限」が付与されている場合、「制定」ボタンが表示されます。） 
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(4) 必要な情報を入力してください。 

【文書種別の属性が「審査・承認あり」の場合】 

 

 

【文書種別の属性が「審査・承認なし」の場合】 

「審査・承認あり」の場合に比べて、「公開日」「実施日」「配布先」の情報入力欄が追加されます。 
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発行担当者はユーザ選択画面より指定してください。 

   

 

 

表.3 「制定」画面の入力項目 
項目 入力チェック 内容 

文書名 必須 

全角 50 文字、半角 100 文字 

制定する規程の名称を入力してください。 

立案部門 - 規程の作成部門を指定します。 

操作者の所属が複数の場合、どの所属として規程を制定

するか選択してください。 

所属が一つの場合は、選択しなおす必要がありません。

登録番号 必須 

全角 10 文字、半角 20 文字 

制定する規程の登録番号を入力してください。 

システムで一意となる必要があります。 

発行担当者 - 審査・承認終了後に実行される発行処理の担当者を決

定します。操作者が初期表示されます。 

文書種別の属性が「審査・承認なし」の場合、発行担当

者は選択できません。（立案者が発行担当者になりま

す。） 

検索用キーワード 全角 45 文字、半角 90 文字 検索用キーワードを入力してください。 

検索画面の検索項目に利用できます。 

適用部門 全角 180 文字、半角 360 文字 規程を適用する部門を入力してください。 

検索画面の検索項目に利用できます。 

公開日 必須 公開日を指定してください。 

公開日では以下の処理が実行されます。 

・配布先へ受領依頼を送信 

・新着情報ポータルで閲覧可能にする 

文書種別の属性が「審査・承認なし」の場合に表示されま

す。 

実施日 必須 

公開日≦実施日 

実施日を指定してください。 

実施日を過ぎると 新版の規程として利用できるようにな

ります。 

文書種別の属性が「審査・承認なし」の場合に表示されま

す。 
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(5) 「文書ファイル登録」をクリックし、ポップアップした別画面で文書ファイルの追加を行います。 

規程の登録には、 低一つ以上の文書ファイルが登録されている必要があります。 

 

 

文書ファイルは、用途に応じて下記のタイプから登録してください。 

・電子ファイル 

 文書ファイルを電子ファイルで登録します。 

 PDF オートコンバータがインストールされている場合、PDF 変換機能が利用できます。 

・ハードコピー 

 電子化できない文書の保管先を記載する形式で登録します。 

・コメント 

 情報量の少ない文書をコメントとして登録します。 

 

【電子ファイル+PDF オートコンバータが利用できる場合】 
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【電子ファイル+PDF オートコンバータを利用できない場合】 

 

 

表.4 文書ファイル登録（電子ファイル）画面の入力項目 
項目 入力チェック 内容 

文書ファイル名 必須 

全角 50 文字、半角 100 文字 

登録する文書ファイル名を入力してください。 

電子ファイル 必須 

半角 256 文字 

アップロードするファイルを指定してください。 

参照用に PDF を作成する - PDF ファイルを作成しない場合、チェックを外してくださ

い。チェックをつけた状態だと以下の項目が編集できるよ

うになります。 

PDF オートコンバータが利用できない場合は操作できま

せん。 

セキュリティを設定する - PDF ファイルにセキュリティを設定しない場合、チェックを

外してください。チェックをつけた状態だとセキュリティ項

目が設定できるようになります。 

PDF オートコンバータが利用できない場合は操作できま

せん。 

印刷 - 作成する PDF ファイルに対し、印刷を許可するか選択し

てください。 

PDF オートコンバータが利用できない場合は操作できま

せん。 

コピー - 作成する PDF ファイルに対し、文面のコピーを許可する

か選択してください。 

PDF オートコンバータが利用できない場合は操作できま

せん。 

閲覧用パスワード - 閲覧用のパスワードを設定してください。 

（セキュリティ設定された状態で閲覧） 

PDF オートコンバータが利用できない場合は操作できま

せん。 

管理者用パスワード - 管理者用パスワードを設定してください。 

（セキュリティ設定されない状態で閲覧） 

PDF オートコンバータが利用できない場合は操作できま

せん。 
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【ハードコピーの場合】 

タイプを「ハードコピー」に選んだ状態で入力してください。 

「標準の保管先」をクリックすると、システム管理者が設定した保管先が簡略入力できます。 

 

 

表.5 文書ファイル登録（ハードコピー）画面の入力項目 
項目 入力チェック 内容 

文書ファイル名 必須 

全角 50 文字、半角 100 文字 

登録する文書ファイル名を入力してください。 

保管先 必須 

全角 180 文字、半角 360 文字 

文書ファイルの保管先を入力してください。 

 

【コメントの場合】 

タイプを「コメント」に選んだ状態で入力してください。 

 

 

表.6 文書ファイル登録（コメント）の入力項目 
項目 入力チェック 内容 

文書ファイル名 必須 

全角 50 文字、半角 100 文字 

登録する文書ファイル名を入力してください。 

コメント 必須 

全角 180 文字、半角 360 文字 

コメントを入力してください。 
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(6) 「様式登録」をクリックし、ポップアップした別画面で様式の追加を行います。 

この操作は必須ではありません。 

 

 

規程に関連付ける様式は、用途に応じて下記のタイプから登録してください。 

作成した様式は、業務書類管理機能で利用します。 

・電子ファイル（ワークフローあり）の場合 

 様式に利用する電子ファイルの登録と、利用するワークフローのフロー定義の設定を行います。 

 システム管理者が事前に作成したフロー定義を設定します。 

・電子ファイル（ワークフローなし）の場合 

 様式に利用する電子ファイルの登録を行います。 

ワークフローの設定（ワークフローの承認）は行いません。 

・他システムワークフローの場合 

 他のシステムで決裁した結果を記録する用途などに利用することができます。 
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【電子ファイル（ワークフローあり）の場合】 

・各項目への入力、及び電子ファイルを指定し「↑追加」ボタンをクリックしてください。 

複数の電子ファイルを１つの様式として組み合わせたい場合、上記の操作を繰り返してください。 

    

 

・電子ファイルの追加、フロー定義の設定が終了したら「登録」ボタンをクリックしてください。 

 

 

表.7 「様式アップロード（電子ファイル（ワークフローあり））」画面の入力項目 
項目 入力チェック 内容 

No. - 様式の表示順を指定してください。 

フロー定義 - システム管理者が事前に作成したワークフローのフロー

定義を使用してください。 

様式名 必須 

全角 50 文字、半角 100 文字 

様式名を入力してください。 

電子ファイル 必須 

半角 256 文字 

様式としてアップロードする電子ファイルを指定してくださ

い。 

必須 - 登録する様式が業務上必須となるものであれば指定して

ください。 

保管期限 必須 

半角数字 3 文字 

様式の保管期限を指定してください。 
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【電子ファイル（ワークフローなし）の場合】 

・各項目への入力、及び電子ファイルを指定し「↑追加」ボタンをクリックしてください。 

複数の電子ファイルを１つの様式として組み合わせたい場合、上記の操作を繰り返してください。 

    

 

・電子ファイルの追加が終了したら「登録」ボタンをクリックしてください。 

 

 

表.8 「様式アップロード（電子ファイル（ワークフローなし））」画面の入力項目 
項目 入力チェック 内容 

No. - 様式の表示順を指定してください。 

様式名 必須 

全角 50 文字、半角 100 文字 

様式名を入力してください。 

電子ファイル 必須 

半角 256 文字 

様式としてアップロードする電子ファイルを指定してくださ

い。 

必須 - 登録する様式が業務上必須となるものであれば指定して

ください。 

保管期限 必須 

半角数字 3 文字 

様式の保管期限を指定してください。 
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【他システムワークフローの場合】 

・各項目への入力し「↑追加」ボタンをクリックしてください。 

複数の情報を１つの様式として組み合わせたい場合、上記の操作を繰り返してください。 

    

 

・電子ファイルの追加が終了したら「登録」ボタンをクリックしてください。 

 

 

表.10 「様式アップロード（他システムワークフロー）」画面の入力項目 
項目 入力チェック 内容 

No. - 個別様式の表示順を指定してください。 

様式名 必須 

全角 50 文字、半角 100 文字 

様式名を入力してください。 

必須 - 登録する様式が業務上必須となるものであれば指定して

ください。 

保管期限 必須 

半角数字 3 文字 

様式の保管期限を指定してください。 
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(7) 「関連文書登録」をクリックし、ポップアップした別画面で関連文書の追加を行います。 

この操作は必須ではありません。 

 

・「ツリーから検索」、もしくは「キーワード」「登録番号」の検索条件を入力し「検索」をクリックしてください。 

 

 

・「ツリーから検索」の場合は、文書種別をクリックし、関連文書に追加したい規程にチェックをつけて 

「決定」ボタンをクリックしてください。 

 

 

・条件から検索した場合も、関連文書に追加したい規程にチェックをつけて「決定」ボタンをクリックしてください。 
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(8) 文書種別の属性が「審査・承認なし」の場合、この画面で発行処理が行わるため、配布先を指定することが

できます。ただし、この操作は必須ではありません。 

 

・システム管理者が事前に登録した配布先グループを選択し、「設定」ボタンをクリックします。 

 

 

・配布先がリスト表示されます。 
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・配布先グループに存在しないユーザを設定する場合は、「配布メンバー追加」をクリックしてください。 

配布メンバー追加は(4)発行担当者を追加する画面操作を参照ください。 

 

 

(9) 全ての情報入力が完了したら「登録」ボタンをクリックしてください。 

 

【文書種別の属性が「審査・承認あり」+「intra-mart 標準ワークフローを利用」の場合】 

・「申請」ボタンをクリックすると、申請画面が表示されます。 
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・ワークフローの案件名を入力し「申請」ボタンをクリックしてください。 

 

 

 



intra-mart 文書管理システム ISO 業務書類統制版 ver7.2 一般ユーザ操作ガイド

 

 

 

Copyright 2000-2010 (株)NTT データイントラマート All rights Reserved.
Page 29

 

 

【文書種別の属性が「審査・承認あり」+「文書管理独自ワークフロー」の場合】 

・「登録」ボタンをクリックすると、登録完了のメッセージが表示されます。 

 引き続き申請画面より申請処理を行ってください。 

 

 

【文書種別の属性が「審査・承認なし」】 

・「登録」ボタンをクリックすると、登録完了のメッセージが表示されます。 
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2.3.3 規程の改訂（ツリー表示画面から） 

(1) メニュー「文書管理システム-規程管理-閲覧・申請（もしくは閲覧・立案）-ツリー表示」をクリックしてください。 

(2) 改訂する規程の文書種別をクリックしてください。 

 

 

(3) 改訂する規程の「改訂」ボタンをクリックしてください。 

 

 



intra-mart 文書管理システム ISO 業務書類統制版 ver7.2 一般ユーザ操作ガイド

 

 

 

Copyright 2000-2010 (株)NTT データイントラマート All rights Reserved.
Page 31

 

 

他のユーザが「改訂」「廃止」処理中の場合は操作できません。 

 

 

(4) 前版の情報が表示されるので、必要な箇所を修正してください。 

版数は自動的に繰り上げされます。 

文書ファイル、様式などを差し替えたい場合は、「削除」ボタンから削除を行ってから追加してください。 

（操作方法は 2.3.2規程の制定を参照ください。） 
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(5) 「改訂履歴登録」をクリックし、前版からの変更点を登録してください。 

改訂履歴は必須で、1 版につき一つしか登録できません。 

 

改訂履歴名は自動的に決定されます。 

【電子ファイルの場合】 

電子ファイルで改訂履歴を登録します。PDF 変換はできません。 

 

 

表.11 改訂履歴（電子ファイル）の入力項目 
項目 入力チェック 内容 

電子ファイル 必須 
半角 256 文字 

アップロードするファイルを指定してください。 

 

【コメントの場合】 

情報量の少ない場合はコメントとして登録してください。 

タイプを「コメント」に選んだ状態で入力してください。 

 

 

表.12 改訂履歴（コメント）の入力項目 
項目 入力チェック 内容 

コメント 必須 

全角 180 文字、半角 360 文字 

コメントを入力してください。 
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(6) データの変更、改訂履歴の登録が済んだら、「申請」ボタンをクリックしてください。 

その後の操作方法は 2.3.2規程の制定を参照ください。 
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2.3.4 規程の改訂（文書検索画面から） 

(1) メニュー「文書管理システム-規程管理-閲覧・申請（もしくは閲覧・立案）-文書検索」をクリックしてください。 

(2) 改訂する規程の検索条件を入力し、「検索」ボタンをクリックしてください。 

 

 

(3) 改訂したい規程の「改訂」ボタンをクリックしてください。 

立案権限のない規程は改訂できません。 

（処理欄には「改訂」「廃止」ボタンが表示されません。） 

 

 

(4) この後は 2.3.3規程の改訂（ツリー表示画面から）と同様の操作となります。 
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2.3.5 規程の廃止（ツリー表示画面から） 

(1) メニュー「文書管理システム-規程管理-閲覧・申請（もしくは閲覧・立案）-ツリー表示」をクリックしてください。 

(2) 廃止する規程の文書種別をクリックしてください。 

 

 

(3) 廃止する規程の「廃止」ボタンをクリックしてください。 
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他のユーザが「改訂」「廃止」処理中の場合は操作できません。 

 

 

(4) 規程を廃止する際の情報を入力します。 

改訂履歴には規程を廃止する理由を入力してください。 

（操作方法は 2.3.3規程の改訂（ツリー表示画面から）(5)を参照ください。） 
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表.13 「廃止」画面の入力項目 
項目 入力チェック 内容 

廃止部門 - 規程の廃止部門を指定します。 

操作者の所属が一つの場合は、選択しなおす必要があ

りません。 

所属が複数の場合、どの所属として規程を廃止するか選

択してください。 

発行担当者 - 審査・承認終了後に実行される発行処理の担当者を決

定します。操作者が初期表示されます。 

文書種別の属性が「審査・承認なし」の場合、発行担当

者は選択できません。（立案者が発行担当者になりま

す。） 

適用部門 全角 180 文字、半角 360 文字 規程を適用する部門を入力してください。 

旧版検索画面の検索項目に利用できます。 

公開日 必須 公開日を指定してください。 

公開日では以下の処理が実行されます。 

・配布先へ受領依頼を送信 

・新着情報ポータルで閲覧可能にする 

文書種別の属性が「審査・承認なし」の場合に表示されま

す。 

実施日 必須 

公開日≦実施日 

実施日を指定してください。 

実施日を過ぎると 新版の規程として利用できるようにな

ります。 

文書種別の属性が「審査・承認なし」の場合に表示されま

す。 

 

(5) データの変更、改訂履歴の登録が済んだら、「申請」ボタンをクリックしてください。 

その後の操作方法は 2.3.2規程の制定を参照ください。 
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2.3.6 規程の廃止（文書検索画面から） 

(1) メニュー「文書管理システム-規程管理-閲覧・申請（もしくは閲覧・立案）-文書検索」をクリックしてください。 

(2) 廃止する規程の検索条件を入力し、「検索」ボタンをクリックしてください。 

 

 

(3) 廃止したい規程の「廃止」ボタンをクリックしてください。 

立案権限のない規程は廃止できません。 

（処理欄には「改訂」「廃止」ボタンが表示されません。） 

 

 

(4) この後は 2.3.5規程の廃止（ツリー表示画面から）と同様の操作となります。 
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2.3.7 一時保存した処理の再開 

途中で中断した「制定」「改訂」「廃止」処理を再開させることができます。 

 

(1) 規程の保存は以下のタイミングで行われます。 

・「制定」「改訂」「廃止」ボタンをクリックしたタイミング 

 

 

・「申請」「一時保存」ボタンをクリックしたタイミング（intra-mart 標準ワークフローを利用している場合のみ） 
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(2) 再開する場合は、メニュー「文書管理システム-規程管理-閲覧・申請（もしくは閲覧・立案）-一時保存」をクリ

ックしてください。 

(3) 「再開」ボタンをクリックすると、処理を再開することができます。 

「削除」ボタンをクリックすると、一時保存データを削除します。 
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2.3.8 一時保存した処理の再開（intra-mart 標準ワークフロー側） 

一時保存の再開はメニュー「ワークフロー」からも行うことができます。 

 

(1) ワークフロー側で再開するには、以下のタイミングで規程の保存を行います。 

・一時保存画面の「一時保存」ボタンをクリックしたタイミング 

      （一時保存画面は情報入力画面の「一時保存」ボタンをクリックすると表示されます。） 

 

 

(2) 再開する場合は、メニュー「ワークフロー-申請」の「一時保存」タブをクリックしてください。 

(3) 「申請」アイコンをクリックすると、処理を再開します。 

「削除」アイコンをクリックすると、一時保存データを削除します。 
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2.3.9 代理申請 

 

代理を依頼された利用者は、代理元の立案権限（※）で規程の制定・改訂などができます。 

（代理の設定方法については「IM-Workflow 利用者 操作ガイド」を参照ください。） 

 

※ 代理を依頼された利用者には、代理元と同等以上の立案権限が付与されている必要があります。 

 

代理申請を行う場合、申請者のセレクトボックスより代理元のユーザを選択し、「制定」、「改訂」、または「廃止」処

理を開始してください。 

（「審査・承認無し」の文書の場合は、申請者セレクトボックスは表示されません。） 

 

【ツリー表示画面の場合】 

 

 

 

【文書検索画面の場合】 
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2.4 規程の申請 

2.4.1 概要 

ワークフローの利用タイプが「文書管理独自ワークフロー」の場合、2.3規程の作成で作成した規程の情報に対し、

審査・承認ルートの設定を行う必要があります。 

本項では申請の操作手順、申請後の状況確認、再申請方法を含めて解説します。 

ワークフローの利用タイプが「intra-mart 標準ワークフロー」の場合、本項の操作は不要になります。 

（文書種別に定義された審査・承認ルートを用いて、自動的に申請処理が行われます。 

 審査・承認者からの差し戻し、申請者による引き戻し処理を行った場合は、メニュー「ワークフロー-起票済」より

再申請を行ってください。） 

2.4.2 規程の申請 

(1) メニュー「文書管理システム-規程管理-申請-申請」をクリックしてください。 

(2) 申請する規程の「申請」ボタンをクリックしてください。 

 

 

(3) 申請ルートの作成方法を決定します。 

・操作者が事前に作成したルートを元に申請ルートを作成する方法。 

 ルートマスタ１つ目のコンボボックスを「個人設定」に選択し、２つ目のコンボボックスから事前に作成したルート

を選択して「ルート選択」ボタンをクリックします。 

・システム管理者が事前に作成したルートを元に申請ルートを作成する方法。 

 ルートマスタ１つ目のコンボボックスを「管理設定」に選択し、２つ目のコンボボックスから事前に作成されたルー

トを選択して「ルート選択」ボタンをクリックします。 

・ 初からルートを作成する方法。 

 ルートマスタのコンボボックスを変更せず、「ルート選択」ボタンをクリックしてください。 

 

 

画面下部に「文書情報」が

表示されます。 

作成途中の規程を削除し

ます。 

申請処理を行います。 
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(4) (3)で選択したルート情報（「 初からルートを作成する方法」の場合は空情報）を確認し、「ルート決定」ボタ

ンをクリックします。 

 

 

(5) 選択したルート情報に対し、必要な部分を変更します。 

まず、「審査・承認グループ」（審査・承認者を所属定義するためのグループ）の追加方法を解説します。 

「グループ追加」をクリックしてください。 

 

 

(6) 審査・承認グループの内容を設定し「登録」ボタンをクリックしてください。 

 

 

表.14 「グループ追加」画面の入力項目 
項目 入力チェック 内容 

順番 - 審査・承認グループの処理順を選択してください。 

役割 - グループの役割名を選択してください。 

期限 - グループに所属する審査・承認者の期限を決定してくだ

さい。この期限が過ぎた場合、「期限切れ処理」が実行さ

れます。 

期限切れの場合 - 審査・承認期限が切れた場合の処理を選択してくださ

い。 

・申請者に戻す：処理を申請者に戻します。 

・次へ送信：次の審査・承認グループに処理を移行しま

す。 終グループの場合は選択できません。 
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(7) 続いて、審査・承認者の設定を解説します。(6)で追加したグループの「変更」ボタンをクリックしてください。 

  

 

(8) 「メンバー追加」ボタンをクリックします。 

  

 

(9) 「メンバー選択」ボタンをクリックします。 

 

 

(10) 条件を入力して検索、もしくは「すべて表示」ボタンをクリックしてください。 
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(11) 審査・承認者に設定したいユーザにチェックをつけて「決定」ボタンをクリックしてください。 

  

 

(12) 必要事項を入力し、「追加」ボタンをクリックしてください。 

グループに審査・承認者を複数人設定したい場合は(9)～(11)の操作を繰り返してください。 

 
表.15 「メンバー追加」画面の入力項目 

項目 入力チェック 内容 

所属 - (9)～(11)の手順より審査・承認者を設定してください。 

コメント 全角 180 文字、半角 360 文字 申請者⇒審査・承認者へ送信するコメントを事前に登録

できます。 

メール送信 - コメント欄に入力した内容をメールで送信するか、事前に

登録することができます。 

 

 

(13) グループに対して、メンバーの追加が完了したら「戻る」ボタンをクリックしてください。 

追加メンバーを変更、削除したい場合は「変更」「削除」ボタンより操作を行ってください。 
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(14) 審査・承認グループを複数登録したい場合は、(5)～(13)の操作を複数回繰り返してください。 

審査・承認グループ、審査・承認者の設定が完了したら「次へ」ボタンをクリックしてください。 

作成されたルートは以下の条件を満たす必要があります。 

・審査・承認者が配置されていないグループが存在しないこと 

・ 終グループの審査・承認者数が複数名以上となっていないこと 

 

 

(15) 内容を確認した上で「OK」ボタンをクリックしてください。 

 

 

(16) 以下のメッセージが表示されたタイミングで申請処理が完了します。（審査・承認依頼が通知されます。） 
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2.4.3 申請状況の確認 

(1) メニュー「文書管理システム-規程管理-申請-状況」をクリックしてください。 

(2) 操作者が申請した規程が一覧で表示されます。 

詳細を確認したい規程の「状況」ボタンをクリックしてください。 

審査・承認が完了した規程は表示されません。 

 

 

(3) 審査・承認状況の詳細が確認できます。 

「再申請」ボタンをクリックすると、処理を申請者に引き戻すことができます。 

 

 

審 査 ・ 承 認 結 果 が 「 未 」

「可」「差し戻し」のいずれ

かで表示されます。 

審査・承認日が確認できま

す。 

申請者が送信したコメント

と審査・承認者のコメントが

確認できます。 
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2.4.4 規程の再申請 

2.4.3申請状況の確認の操作で引き戻し処理を行った場合、審査・承認者が差し戻し処理を行った場合、再申請

の処理を行うことができます。 

(1) メニュー「文書管理システム-規程管理-申請-再申請」をクリックしてください。 

(2) 操作者が引き戻した規程、審査・承認者が差し戻した規程が一覧で表示されます。 

再申請する規程の「再申請」ボタンをクリックしてください。 

 

 

(3) 状況を確認した上で、再申請の処理方法を以下より選択し、「次へ」ボタンをクリックしてください。 

・文書データの修正「あり」 

 申請内容に誤りがあった場合にこちらを選択してください。 

 審査・承認ルートを新たに設定することができます。 

・文書データの修正「なし」 

 申請内容を変更する必要がない場合はこちらを選択してください。 

 既に結果を「可」としたメンバーが所属するグループは編集できません。 
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(4) 「文書データの修正：あり」とした場合は、2.3規程の作成と同様の操作を実行してください。 

 

 

 

(5) 必要に応じてルート情報の再設定を行ってください。操作方法は 2.4.2規程の申請と同様の方法となります。 

(6) 内容を確認した上で「OK」ボタンをクリックしてください。 
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2.5 規程の審査・承認 

2.5.1 概要 

審査・承認依頼のあった規程に対し、内容の確認、審査・承認結果の決定を行う必要があります。 

本項では上記に加え、審査・承認状況の確認を含めて解説します。 

2.5.2 規程の審査・承認（intra-mart 標準ワークフローの場合） 

(1) ポータル画面（ログイン直後の画面）に「新着処理ポートレット」が設定されている場合、この画面で審査・承

認依頼を確認することができます。 

「処理」アイコンをクリックすると、規程の「審査・承認」画面に遷移します。 

 

 

表示されていない場合は、メニュー「ワークフロー-未処理」をクリックし、該当の「処理」アイコンをクリックして

ください。 

 
(2) 規程の内容を確認してください。 
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(3) 「処理」ボタンをクリックすると、処理画面が表示されます。 

処理種別を以下より選択します。 

・承認：結果を OK とします。次の審査・承認者へ処理が移ります。 

・承認終了：結果を OK として完了させます。次に審査・承認者が続いている場合でも、案件は完了します。 

・否認：結果を NG として、その後の処理を取りやめます。 

・保留：結果を保留とします。 

・差し戻し：結果を NG として、処理を差し戻します。 

          差し戻し先は、申請者、または処理済の承認者のいずれかを選択できます。 

（処理画面の詳細は「IM-Workflow 利用者 操作ガイド」を参照ください。） 

 

 

 

(4) 処理種別に対応したボタンをクリックすると審査・承認処理が完了します。 
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2.5.3 規程の審査・承認（文書管理システム独自ワークフローの場合） 

(1) ポータル画面（ログイン直後の画面）に「新着タスク（規程管理）」が設定されている場合、この画面で審査・

承認依頼を確認することができます。 

 

 

 

この後、メニュー「文書管理システム-規程管理-審査・承認-審査・承認」をクリックしてください。 

 

(2) 一覧より「文書名」をクリックし、規程の内容を確認してください。 

操作方法は 2.2.2ツリー表示画面からの閲覧(4)を参照ください。 

確認した後、対象の「審査」（もしくは「承認」）ボタンをクリックしてください。 

 

画面下部に「文書情報」を

表示します。 

画面下部に「申請ルート情

報」を表示します。 
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(3) 審査・承認結果を以下から選択し、「次へ」ボタンをクリックしてください。 

・可：結果を OK とします。次の審査・承認者へ処理が移ります。 

・差し戻し：結果を NG とし、申請者に処理を差し戻します。 

 

 

(4) 審査・承認結果を「可」とした場合、必要に応じてコメントの入力およびメール送信設定を行い、「次へ」ボタ

ンをクリックしてください。 

 

 

(5) 内容に問題がなければ、「OK」ボタンをクリックしてください。 

審査・承認が完了します。 
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(6) 審査・承認結果を「差し戻し」とした場合、以下の設定を行い、「次へ」ボタンをクリックしてください。 

・コメントの入力 

 申請者に対する差し戻し理由などを記入してください。 

・メール送信設定 

 コメント欄に入力した内容を申請者へメール送信するか設定してください。 

・差し戻し用添付ファイル 

 差し戻し理由を電子ファイルで添付したい場合は別画面でファイルを添付してください。 

・差し戻し先（チェックをつけた場合） 

 審査・承認結果を「可」とした人に対し、差し戻した旨のメールを送信します。 

 

 

(7) 内容に問題がなければ、「OK」ボタンをクリックしてください。 

申請者に処理が差し戻されます。 
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2.5.4 審査・承認状況の確認（intra-mart 標準ワークフローの場合） 

(1) メニュー「ワークフロー-処理済」をクリックしてください。 

(2) 「フロー」アイコンをクリックすると審査・承認状況が確認できます。 
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2.5.5 審査・承認状況の確認（文書管理システム独自ワークフローの場合） 

(1) メニュー「文書管理システム-規程管理-審査・承認-状況」をクリックしてください。 

(2) 操作者が審査・承認した規程が一覧で表示されます。 

詳細を確認したい規程の「状況」ボタンをクリックしてください。 

審査・承認が完了した規程は表示されません。 

 

 

(3) 審査・承認状況の詳細が確認できます。 
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2.6 規程の発行 

2.6.1 概要 

審査・承認が完了した規程に対し、発行担当者に指定されたユーザは以下の操作を行う必要があります。 

・公開日の設定 

 新着情報ポータル画面へ公開する日、受領依頼送信日の決定 

・実施日の設定 

 制定の場合： 新版として閲覧可能にする日の決定 

 改訂の場合： 新版と旧版を差し替える日の決定 

 廃止の場合： 新版から閲覧不可にする日の決定 

・配布先の設定 

 受領依頼送信先の設定 

本項では上記の操作手順を解説します。 

ワークフローの利用タイプ（intra-mart 標準ワークフロー、文書管理システム独自ワークフロー）に関わらず、必須

の操作となります。 

2.6.2 規程の発行 

(1) メニュー「文書管理システム-規程管理-発行-発行」をクリックしてください。 

(2) 操作者が発行担当者に指定されている規程が一覧で表示されます。 

発行処理を行う規程の「発行」ボタンをクリックしてください。 

 

 

画面下部に「文書情報」を

表示します。 

画面下部に「審査・承認結

果」を表示します。 
規程の削除を行います。 
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(3) 「公開日」「実施日」の「日付選択」をクリックし、カレンダーからそれぞれの日付を選択してください。 

 

 

(4) 続いて配布先の設定を行います。 

システム管理者によって「配布先グループ」が事前に設定されている場合、配布先を簡略設定することがで

きます。 

配布先のコンボボックスを選択し、「設定」ボタンをクリックしてください。 

また、「配布先メンバー選択」ボタンより個別にユーザを配布先に設定することができます。 

 

 

 

(5) 全ての設定が完了したら「登録」ボタンをクリックし、ダイアログの「OK」ボタンをクリックしてください。 

 

 

受領依頼をメール送信し

ない場合、チェックをはず

してください。 

配布先から削除したい場

合クリックしてください。 
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2.6.3 発行状況の確認 

発行状況画面では発行が完了した規程の「公開日」「実施日」の確認、及び配布先の編集を行うことができます。 

(1) メニュー「文書管理システム-規程管理-発行-状況」をクリックしてください。 

(2) 「状況」ボタンをクリックすると、画面下部に「公開日」「実施日」が表示されます。 

また「追加配布」ボタンをクリックすると配布先の編集ができます。 

 
(3) 公開日が過ぎている場合（=配布処理が完了している場合）、配布先の追加のみ実行できます。既に配布し

たユーザは編集できません。 

「配布先メンバー追加」ボタンより、配布先の追加を行ってください。 
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(4) 公開日が過ぎていない場合（=配布処理が実行されていない場合）、配布先を編集することができます。 

・「配布先」コンボボックスより、配布先グループを選択しなおすことができます。 

・「削除」ボタンをクリックすると、配布先を削除することができます。 

・「配布先メンバー追加」ボタンより、配布先の追加を行うことができます。 

  

 

(5) 「登録」ボタンをクリックすることで配布先の編集が完了します。 

この時点で編集した配布先に受領依頼は送信されません。（公開日に実行される内部処理で送信されま

す。） 

また、配布先を追加した場合、追加分の受領依頼のみが送信されます。 
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2.7 規程の受領 

2.7.1 概要 

2.6規程の発行で配布先に指定されたユーザは受領処理を行う必要があります。 

本項では、この操作手順を解説します。 

2.7.2 規程の受領 

(1) ポータル画面（ログイン直後の画面）に「新着タスク（規程管理）」が設定されている場合、この画面で受領依

頼を確認することができます。 

 

 

 

この後、メニュー「文書管理システム-規程管理-受領-受領」をクリックしてください。 

 

(2) 一覧より「文書名」をクリックし、規程の内容を確認してください。 

操作方法は 2.2.2ツリー表示画面からの閲覧(4)を参照ください。 

確認した後、対象の「受領」ボタンをクリックし、ダイアログの「OK」ボタンをクリックしてください。 

操作者が複数の組織に所属し、その複数の所属が配布先に指定されている場合、 

複数件の受領依頼が通知されます。 
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(3) 受領処理が完了した結果は文書表示画面で確認できます。（全てのユーザが閲覧できる画面に表示されま

す。） 

 

 

2.7.3 受領状況の確認 

操作者が受領した規程を確認することができます。 

システム管理者が設定している期間を過ぎると、状況は確認できなくなります。 

(1) メニュー「文書管理システム-規程管理-受領-状況」をクリックしてください。 

(2) 操作者が受領した規程が一覧で表示されます。 
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2.8 個人設定 

2.8.1 概要 

文書管理システム独自ワークフローを利用する場合、頻繁に利用する以下の設定を本機能で事前に定義するこ

とができます。 

・個人申請ルート 

・個人コメント 

本項では、この設定手順を解説します。 

ワークフローの利用タイプが intra-mart 標準ワークフローの場合、この操作は不要となります。 

（メニューが表示されません。） 

2.8.2 個人申請ルートの作成 

(1) メニュー「文書管理システム-規程管理-個人設定-個人申請ルート」をクリックしてください。 

(2) 「ルート追加」ボタンをクリックしてください。 

 

 

(3) ルートの名称を入力してください。 

 

 

(4) 次に審査・承認グループを追加します。「グループ追加」ボタンをクリックしてください。 
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(5) 内容を設定し「登録」ボタンをクリックしてください。 

 
表.16 「グループ追加」画面の入力項目 

項目 入力チェック 内容 

順番 - 審査・承認グループの処理順を選択してください。 

役割 - グループの役割名を選択してください。 

期限 - グループに所属する審査・承認者の期限を決定してくだ

さい。この期限が過ぎた場合、「期限切れ処理」が実行さ

れます。 

期限切れの場合 - 審査・承認期限が切れた場合の処理を選択してくださ

い。 

・申請者に戻す：処理を申請者に戻します。 

・次へ送信：次の審査・承認グループに処理を移行しま

す。 終グループの場合は選択できません。 

 

(6) 次に審査・承認者の設定を行います。(5)で追加したグループの「変更」ボタンをクリックしてください。 

 

 

(7) 「メンバー追加」ボタンをクリックします。 

 

 

(8) 「メンバー選択」ボタンをクリックします。 
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(9) 条件を入力して検索、もしくは「すべて表示」ボタンをクリックしてください。 

  

 

(10) 審査・承認者に設定したいユーザにチェックをつけて「決定」ボタンをクリックしてください。 

  

 

(11) 必要事項を入力し、「追加」ボタンをクリックしてください。 

グループに審査・承認者を複数人設定したい場合は(9)～(11)の操作を繰り返してください。 

 
表.17 「メンバー追加」画面の入力項目 

項目 入力チェック 内容 

所属 - (9)～(11)の手順より審査・承認者を設定してください。 

コメント 全角 180 文字、半角 360 文字 申請者⇒審査・承認者へ送信するコメントを事前に登録

できます。 

メール送信 - コメント欄に入力した内容をメールで送信するか、事前に

登録することができます。 
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(12) グループに対して、メンバーの追加が完了したら「戻る」ボタンをクリックしてください。 

追加メンバーを変更、削除したい場合は「変更」「削除」ボタンより操作を行ってください。 

 

 

(13) 審査・承認グループを複数登録したい場合は、(5)～(12)の操作を複数回繰り返してください。 

審査・承認グループ、審査・承認者の設定が完了したら「登録」ボタンをクリックしてください。 

 

 

2.8.3 個人申請ルートの更新 

(1) 「ルート選択」画面より、変更したいルートを選択し、「変更」ボタンをクリックしてください。 

  

 

(2) 変更部分を 2.8.2個人申請ルートの作成と同様の手順で設定し、「変更」ボタンをクリックしてください。 
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2.8.4 個人申請ルートの削除 

(1) 「ルート選択」画面より、削除したいルートを選択し、「削除」ボタンをクリックしてください。 

 

 

(2) 「OK」ボタンをクリックすると、管理申請ルートが削除されます。 

 

 

2.8.5 設定した個人申請ルートの利用方法 

本機能で作成したルート情報は 2.4.2規程の申請で利用できるようになります。 

 

事前に登録しておいた情報より、ルート情報が簡単に設定できます。 
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2.8.6 個人コメントの設定 

文書管理システム独自ワークフローで利用する以下のコメントを事前に定義することができます。 

・申請-ルート設定画面における審査・承認者へのコメント 

・審査・承認画面における申請者に送信する認可時のコメント 

・審査・承認画面における申請者に送信する差し戻し時のコメント 

 

(1) メニュー「文書管理システム-規程管理-個人設定-個人コメント」をクリックしてください。 

(2) 設定するコメントを選択してください。 

 

 

(3) コメントを選択するとコメント入力欄が表示されます。 

コメントを入力して「変更」ボタンをクリックしてください。 
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2.8.7 設定した個人コメントの利用方法 

(1) 申請-ルート設定時 

メンバー追加時に利用できます。 

 

 

(2) 審査・承認認可時 

認可時のコメント入力欄で利用できます。 

 

 

(3) 審査・承認差し戻し時 

差し戻し時のコメント入力欄で利用できます。 
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2.9 関連元文書の検索 

2.9.1 概要 

本システムでは、規程作成時に他の規程の関連付けを行うことができます。 

本項では関連先の規程をベースに関連元の規程を検索する手順を解説します。 

2.9.2 関連元文書の検索 

(1) メニュー「文書管理システム-規程管理-関連文書-関連元文書検索」をクリックしてください。 

(2) ベースとする関連先規程の検索条件を入力します。 

 

 

(3) 一覧より関連先規程の「表示」ボタンをクリックします。 

 

 

(4) 関連先規程をベースとした関連元規程の一覧が表示されます。 
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3 業務書類管理機能 

3.1 案件管理者の操作 

3.1.1 概要 

業務書類を作成するためには、「案件」という業務書類を分類する情報を業務種別下に登録する必要があります。

本項では、この操作手順を解説します。 

案件の作成には、業務種別に対して「編集権限」以上のアクセス権限を持っている必要があります。 

 

3.1.2 案件情報の登録 

(1) メニュー「文書管理システム-業務書類管理-業務書類-閲覧・登録」をクリックしてください。 

(2) 「業務種別」と呼ばれる業務内容を定義した情報が表示画面左側に表示されます。 

案件情報を作成する業務種別をクリックしてください。 

操作者がアクセス権限のない業務種別は表示されません。 

 

 

 

【ホームアイコン】 
業務種別の展開状況を初

期状態に戻します。 

【展開アイコン】 
下位階層の業務種別を全

て展開した状態にします。 

【業務種別】 
業務内容を定義した情報が表示されま

す。クリックすると配下の案件情報を表示

します。 

【対象期間】 
期間で絞り込みを行う場合

に指定してください。 



intra-mart 文書管理システム ISO 業務書類統制版 ver7.2 一般ユーザ操作ガイド

 

 

 

Copyright 2000-2010 (株)NTT データイントラマート All rights Reserved.
Page 73

 

 

(3) (2)で選択した業務種別配下の案件情報が一覧表示されます。 

案件情報の登録には、業務種別に対して編集権限以上の権限を持っている必要があります。 

編集権限がない場合は「編集」ボタンが表示されません（「閲覧」ボタンが表示されます）。 

ボタンが表示されている場合、「登録」ボタンをクリックしてください。 

 

 

(4) 必要項目を入力し、「登録」ボタンをクリックしてください。 

  

 

 

【関連する規程】 
業務種別に関連付いてい

る規程を表示します 

【様式ごとの保管期限】 
案件終了日（入力された

時点）+様式の保管期限が

表示されます。 

【様式登録タイプ】 
4 タイプから構成されま

す。詳細は 2.3.2規程の

制定(6)を参照ください。 
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表.18 「案件登録」画面の入力項目 
項目 入力チェック 内容 

案件名 必須 

全角 64 文字、半角 128 文字 

案件名を入力してください。 

案件番号 必須 

全角 10 文字、半角 20 文字 

案件を識別できる番号などを入力してください。 

(3)の案件一覧画面などの表示項目として使用します。 

期間-開始日 必須 案件の開始日をカレンダーより選択してください。 

(2)の「対象期間」の絞り込み条件に利用できます。 

期間-終了日 必須 

期間-開始日≦期間終了日 

 

案件の終了日をカレンダーより選択してください。 

以下の内容に使用します。 

・様式別保管期限の算出 

・(2)の「対象期間」の絞り込み条件 

・保管期限欄に表示されるデフォルト値の算出 

・案件終了通知バッチ処理の通知日 

管理責任者 - 案件の管理責任者を選択してください。 

デフォルトはログインユーザとなっているので、変更する

必要がある場合は、ユーザ検索画面より指定してくださ

い。 

業務種別に関連付く規程が改訂された場合、管理責任

者に設定されたユーザは所定の操作を行う必要がありま

す。詳細は 3.1.3案件情報の改訂を参照ください。 

保管期限 必須 

様式別保管期限≦保管期限 

案件の保管期限を設定してください。 

様式別保管期限の中で 長のものがデフォルト表示され

ます。 

案件削除バッチ処理が有効になっている場合、保管期

限が到来すると、案件情報が削除されます。 

ソート番号 必須 

半角数字 10 桁 

様式の表示順を指定してください。 

記録必要 - 業務書類の作成が必須かどうか決定します。 

チェックアイコンで表示されている場合、チェックの変更

はできません。（必ず作成する業務書類） 

 

(5) 案件の登録が完了すると業務書類が登録できるようになります。 
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3.1.3 案件情報の改訂 

業務種別に関連付く規程が改訂、廃止された場合（関連付く様式の数が増減した場合=業務の運用ルールが変

更された場合）、案件管理者は業務書類の登録状況を確認し、「案件の改訂」操作を行う必要があります。 

 

(1) 案件の管理責任者にはメール及び「新着タスク（業務書類管理）」ポータルに通知されます。 

（「新着タスク（業務書類管理）」ポータルが設定されている場合） 

リンク部分をクリックしてください。 

 

 

ポータルが設定されていない場合は、 

メニュー「文書管理システム-業務書類管理-業務書類-閲覧・登録」をクリックしてください。 

 

(2) 案件の状態を確認します。 

【規程改訂となっている場合】 

ツリー画面は「太字+業務種別名の先頭に[×]」の状態で該当の業務種別が表示されます。 

業務種別に 新の規程が関連付いていない状態を表します。 

業務種別の管理責任者の操作が完了するまで案件の改訂はできません。 
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【種別更新となっている場合】 

業務種別に 新規程の関連付けが完了した状態を表します。 

「編集」ボタンをクリックし、案件の改訂を行ってください。 

案件の改訂が完了するまで、全てのユーザは業務書類の登録が実行できません。 

 

 

(3) 「改訂」ボタンをクリックします。 

 

 

(4) 必要事項を入力し、「登録」ボタンをクリックしてください。 

この画面では、改訂された様式や、増減した様式を案件情報に適用することが目的となります。 

 新たに追加された様式 
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(5) 案件情報が 新版と旧版で構成されます。 

案件改訂前に作成した（古い様式で作成した）業務書類は旧版より閲覧できます。 

また、 新版と旧版との関連付けは「旧版で作成済」で行うことができます。 

・チェックをつけた場合 

 業務上残す書類は旧版で作成済みであると認識します。 

 既に作成済みのため、登録処理は実行できません。 

・チェックを外した場合 

 業務上残す書類を旧版で作成していないので、登録処理が有効になります。 

 

 

 

チェックを外した場合、業

務書類の登録処理が有効

になります。 

チェックがついている場

合、業務書類の登録処理

が無効になります。 
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3.2 業務担当者の操作 

3.2.1 概要 

編集権限以上のアクセス権限を持つ業務種別の案件に対し、業務書類の作成ができます。 

本項では、この操作手順を解説します。 

 

3.2.2 業務書類の作成 

(1) メニュー「文書管理システム-業務書類管理-業務書類-閲覧・登録」をクリックしてください。 

(2) 自分が担当する業務を、業務種別（業務の分類情報）のツリー部分より選択してください。 

操作後、右画面に案件（業務書類の分類情報）の一覧が表示されるので、業務書類を作成する案件の「編

集」ボタンをクリックしてください。 

 

 

(3) この画面では作成すべき業務書類と、業務書類の作成状況が確認できます。 

作成した業務書類の「申請」もしくは「登録」ボタンをクリックしてください。 

 

 

 

 

作成すべき業務書類名が

表示されます。 
業務書類の作成タイプが

表示されます。 
業務書類の作成状況が確

認できます。作成済みの

場合、作成日が表示され

ます。 
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(4) 業務書類は３タイプの方法で登録されています。 

作成タイプが「電子ファイル（ワークフローあり）」の場合、業務書類を電子ファイルで作成し、その内容をワ

ークフローで承認します。 

「申請」ボタンをクリックしてください。 

 

 

(5) 業務書類の様式ファイルをダウンロードします。 

様式のリンクをクリックしてください。 

 

 

(6) 任意の場所にファイルを保存します。 
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(7) 電子ファイルに必要事項を記入してください。 

 

 

(8) (7)で作成したファイルを登録します。「登録」ボタンをクリックしてください。 
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(9) 業務書類として登録する電子ファイルを指定します。 

PDF オートコンバータがインストールされている場合は PDF ファイルに変換して業務書類を登録できます。 

（承認が完了した時点で PDF ファイルとして閲覧できます。） 

【PDF オートコンバータがインストールされている場合】 

 

 

【PDF オートコンバータがインストールされていない場合】 

 

 

表.19 業務書類アップロード画面の入力項目 
項目 入力チェック 内容 

業務書類 必須 

半角 256 文字 

アップロードするファイルを指定してください。 

参照用に PDF を作成する - PDF ファイルを作成しない場合、チェックを外してください。チェ

ックをつけた状態だと以下の項目が編集できるようになります。 

PDF オートコンバータが利用できない場合は操作できません。 

セキュリティを設定する - PDF ファイルにセキュリティを設定しない場合、チェックを外して

ください。チェックをつけた状態だとセキュリティ項目が設定でき

るようになります。 

PDF オートコンバータが利用できない場合は操作できません。 

印刷 - 作成する PDF ファイルに対し、印刷を許可する場合に選択してく

ださい。 

PDF オートコンバータが利用できない場合は操作できません。 

コピー - 作成する PDF ファイルに対し、文面のコピーを許可する場合に

選択してください。 

PDF オートコンバータが利用できない場合は操作できません。 

閲覧用パスワード - 閲覧用のパスワードを設定してください。 

（セキュリティ設定された状態で閲覧） 

PDF オートコンバータが利用できない場合は操作できません。 

管理者用パスワード - 管理者用パスワードを設定してください。 

（セキュリティ設定されない状態で閲覧） 

PDF オートコンバータが利用できない場合は操作できません。 
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(10) 登録が完了すると、「確認」リンクが表示されます。 

全ての業務書類の登録が完了したら、「申請」ボタンをクリックしてください。 

 

 

(11) ワークフローで申請する「案件名」を入力し、「申請」ボタンをクリックしてください。 

 

 

(12) 承認が完了した内容は、業務書類欄に一覧表示されます。 
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(13) 続いて、作成タイプが「電子ファイル（ワークフローなし）」の操作方法を解説します。 

「登録」ボタンをクリックしてください。 

 

 

(14) 「電子ファイル（ワークフローあり）」と同様の操作方法（(5)～(9)）で電子ファイルの登録を行ってください。 

「登録」ボタンをクリックすると業務書類としての登録が完了します。 
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(15) 後に、作成タイプが「他システムワークフロー」の操作方法を解説します。 

このタイプは、他のシステムなどで承認された結果を記録する用途で使用します。 

「登録」ボタンをクリックしてください。 

 

 

(16) 表題および内容を入力し「登録」ボタンをクリックしてください。 

 

 

(17) 登録が完了した内容は、業務書類欄に一覧表示されます。 
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(18) 閲覧・編集画面に戻ると登録が完了した業務書類に処理日が表示されます。 
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3.2.3 代理申請 

 

代理を依頼された利用者は、代理元が処理対象となっている文書種別の申請を行うことができます。 

（代理の設定方法については「IM-Workflow 利用者 操作ガイド」を参照ください。） 

 

代理申請を行う場合、申請者のセレクトボックスより代理元のユーザを選択し、「申請」処理を開始してください。 

（作成タイプが「電子ファイル（ワークフローあり）」の場合のみ、代理申請が可能です。） 
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3.2.4 案件が改訂されている場合の操作 

案件の改訂処理が行われた後の業務書類登録処理は 3.1.3案件情報の改訂(6)の操作を行ってください。 

業務種別に関連付く規程が改訂、廃止された場合（案件のステータスが「規程改訂」「種別更新」となっている場

合）、案件の管理責任者が「案件の改訂」処理を行うまで業務書類の登録はできません。 

 

 

 

 

 

 

ステータスが「規程改訂」と

なっている業務種別は太

字で表示されます。 

「閲覧」の操作しか実行で

きません。 

ステータスが「種別更新」

の場合も同様に「閲覧」の

操作しか実行できません。
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3.2.5 業務書類の承認 

作成タイプが「電子ファイル（ワークフローあり）」の場合、intra-mart のワークフロー機能で承認を行う必要がありま

す。以下に操作手順を解説します。 

 

(1) ポータル画面（ログイン直後の画面）に「ワークフローの新着処理ポートレット」が設定されている場合、承認

依頼がこの画面に表示されます。承認したいワークフロー案件の「処理」アイコンをクリックしてください。 

 

 

表示されていない場合は、メニュー「ワークフロー-未処理」をクリックし、該当の「処理」アイコンをクリックして

ください。 

 

 

 

(2) 申請内容を確認してください。 

【電子ファイル（ワークフローあり）】の場合 

様式と業務内容を記録した業務書類がセットで表示されます。 

内容を確認する場合はそれぞれのリンクをクリックしてください。 

確認が終わったら「処理」ボタンをクリックしてください。 
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(3) 承認結果を選択し処理ボタン（※１）をクリックしてください。 

・承認：結果を OK とします。次の審査・承認者へ処理が移ります。 

・承認終了：結果を OK として完了させます。次に審査・承認者が続いていた場合でも、案件は完了します。 

・否認：結果を NG として、その後の処理を取りやめます。 

・保留：結果を保留とします。 

・差し戻し：結果を NG として、処理を差し戻します。 

          差し戻し先は、申請者または、処理済の審査・承認者のいずれかを選択できます。 

（処理画面の詳細は「IM-Workflow 利用者 操作ガイド」を参照ください。） 

 

 

 

(4) 処理ボタン（※１）をクリックすると審査・承認処理が完了します。 

 

 

※１ 処理ボタンは指定した処理種別によって、ボタンの表示名が各処理名に変化します。 

（例 承認：承認ボタン、否認：否認ボタン など） 
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3.3 業務書類の閲覧 

3.3.1 概要 

3.2.2業務書類の作成で作成された業務書類の閲覧方法について解説します。 

 

3.3.2 業務書類の閲覧 

(1) メニュー「文書管理システム-業務書類管理-業務書類-閲覧・登録」をクリックしてください。 

(2) 閲覧したい業務種別をクリックしてください。 

この画面では案件ごとの業務書類作成状況が確認できます。 

詳細を確認したい場合は「閲覧」ボタンをクリックしてください。 

 

 

(3) 案件に対する業務書類の作成状況の詳細が確認できます。 

各業務書類の登録履歴を閲覧したい場合、それぞれの「閲覧」ボタンをクリックしてください。 

 

 

案件のステータスが確認

できます。 

書類の作成状況は「処理

日」欄に表示されます。 
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改訂処理を行った案件は以下の内容で表示されます。 

 

 

(4) 業務書類の登録履歴が確認できます。 

 

新の業務書類は 上部

に表示されます。 

旧版の業務書類は下部に

表示されます。 

「旧版で作成済み」と設定

されている業務書類は旧

版部分より閲覧してくださ

い 



intra-mart 文書管理システム ISO 業務書類統制版 ver7.2 一般ユーザ操作ガイド

 

 

 

Copyright 2000-2010 (株)NTT データイントラマート All rights Reserved.
Page 92

 

 

 

3.3.3 一時保存した処理の再開 

途中で中断した「申請」処理を再開させることができます。 

 

(1) 業務書類の保存は以下のタイミングで行われます。 

・「申請」リンクをクリックしたタイミング 

 

 

・「申請」「一時保存」ボタンをクリックしたタイミング（intra-mart 標準ワークフローを利用している場合のみ） 
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(2) 一時保存情報がある場合は、業務書類の登録・確認画面に「業務書類（未処理）」欄が一覧表示されます。 

(3) 「再開」ボタンをクリックすると、処理を再開することができます。 

「削除」ボタンをクリックすると、一時保存データを削除します。 
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3.3.4 一時保存した処理の再開（intra-mart 標準ワークフロー側） 

一時保存の再開はメニュー「ワークフロー」からも再開させることができます。 

 

(1) ワークフロー側で再開するには、以下のタイミングで業務書類の保存を行います。 

・一時保存画面の「一時保存」ボタンをクリックしたタイミング 

      （一時保存画面は情報入力画面の「一時保存」ボタンをクリックすると表示されます。） 

 

 

(2) 再開する場合は、メニュー「ワークフロー-申請」の「一時保存」タブをクリックしてください。 

(3) 「申請」アイコンをクリックすると、処理を再開することができます。 

「削除」アイコンをクリックすると、一時保存データを削除します。 
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