
  

モデル 体系化

化 

公開 自動化 

Process Modeler for Microsoft Visio を使ってビジネスプロセスを管理する 

ブルース・シルバー「BPMN メソッド＆スタイル」準拠 



  

BPM コンサルタント 
あなた自身を柔軟かつ専門的にお客様のシステム環境に統合したい場合、プロセス

モデラーは、あなたに次の機能を提供します： 

・ 専門的で、かつ直感的なモデリング 

・ プロセス分析のサポート 

・ お客様環境との柔軟な一体化 

・ BPMN標準をフルサポート 

・ エキスパートになる良い機会 

・ 特典を活かしたビジネスネットワーク 

プロジェクトマネージャ 
あなたがBPMプロジェクトのプロジェクトマネージャの役割を担う場合、モデリン

グツールに特別な要件を持ちます： 

・ プロセス中心の要求管理 

・ Microsoft Officeとの統合 

・ 業界標準への準拠 

・ 効果的なチームワークの形成 

・ プロセス分析とレポーティング 

・ BPM人材育成 

プロセスオーナー 
あなたがビジネスプロセスの実行を円滑に実現させたいなら、プロセスモデラーは、

扱いやすく円熟したBPMスイートを提案します： 

・ 企業プロセス全体の包括的概要 

・ プロセス分析とレポート 

・ 専門的でありながら読みやすいモデルを開発支援  

・ プロセスのガバナンス 

・ 最新規格のBPMN 2.0を完全サポート 

・ Microsoft Officeとの統合 

・ 総合的、かつ洗練された機能 

ソフトウェア アーキテクト 
ソフトウェア アーキテクトにとって、ビジネスとITの相互連携は最重要課題になり

ます。プロセスモデラーはあなたに提案します：  

・ 標準ベースにして再利用性のあるサービス部品の設計と開発 

・ 記述レベルのBPMNモデルを実行可能なレベルに移行する幅広い検証サポート 

・ 総合的、かつ洗練された機能 

・ モジュラー化、柔軟性、そして敏捷性 

・ ビジネスとIT間のパーフェクトなインターフェース 

あなたの専門分野でのプロセスモデラーの役割 

 

 

 

  



  

モデル 
・ BPMN 2.0をフルサポート 

・ ダイナミックなユーザーインタフェース 

・ あなた自身のテンプレートを介して容易にナビゲート  

・ 完璧なプロセス文書化  

・ すべての機能に対応した状況依存ヘルプ  

・ Microsoft Visioとの緊密な連携 

 

体系化 
・ ドキュメント管理 

・ チームリポジトリ 

・ ローカルデータとモデル管理 

・ メタデータと属性管理  

 

 

公開 
・ プロセスモデルとプロセス全体像の公開 (HTML) 

・ 自動化されたプロセス文書化 (Word)  

・ レポーティング (Excel)  

 

 

 

自動化 
・ モデルの比較と交換 

・ プロセス シミュレーション 

・ BPMNモデリング作業手順の自動化支援 

・ XPDL, BPEL および BPMN 2.0 XMLのサポート 

プロセスモデラーであなたの専門性を活かす 

 

使いやすく、シンプルで、専門的 

 

 

 

  



強力な基盤を持つプロセス管

理機能 

プロセスモデラーを使用することで、あ

なたのBPM戦略のための強固な基盤を

構築できます。BPMNモデルの比類のな

いサポートによって、あなたは喜んで可

視化を実践し持続可能なビジネスプロ

セス管理が可能になります。 

BPMNをフルサポート 

BPMN 2.0と1.2が完全にサポートされ

ています。BPMN仕様に完全に準拠した

すべての要素と属性を持っています。あ

なたはBPMNを使用して、特定プロセス

の細部まで深く踏み込みこともできれ

ば、その反対に高位の視点から企業プロ

セスの全体像を素早く理解することも

できます。 

ダイナミックフォームを使用した

テンプレート 

Visioの図形は、BPMNの15の基本要素

に制限しています。いったんページ上に

ドラッグすると、その全体の中で様々な

バリエーションをダイナミックに指定

することができます。 

複数の図面間をナビゲート 

Microsoft Visioのプロセスモデラーでは、

サブプロセスからその詳細図にマウス

クリックだけでジャンプしたり、ダイア

グラム内のブラックボックスプールか

ら対応するダイアグラム内にモデル化

したプールのプロセス詳細に直接ジャ

ンプできます。難しいことは何もありま

せん！ 

マウスクリックでプロセス文書

化が完了 

BPMN要素、あるいは属性のドキュメン

ト詳細を使ってグラフィカルなプロセ

スロジックや“リスクとコントロール”

をメンテナンスすることができます。そ

れらのすべての情報は、同じ構造化され

たデータとして保管されているため、ユ

ーザーフレンドリーなダイアログを使

って包括的な文書を迅速に編集できま

す。文書の完成は、マウスをクリックす

るだけです。 

すべての機能に対応する状況

依存ヘルプ 

状況依存ヘルプを使用すると、プロセス

モデラーの特定の機能に関する質問へ

の回答を見つけることができます。 

モデルの検証 

プロセスモデラーには、強力な検証モジ

ュールが装備されています。これは、自

動または手動で実行することができ、あ

なたのモデルの品質とエラーを検証し

ます。このプロセスモデラーの検証機能

により、あなたのビジネスプロセスを最

高品質のモデルに簡単に磨き上げるこ

とができます。品質評価は、次の3つの

要素から構成されます。 

 

・ BPMN表記規則に沿った構文検証 

・ プロセスモデルの可読性を高める

ブルース・シルバー著「メソッド

＆スタイル」に準拠したスタイル

検証 

・ 品質測定： あなたのモデルを総合

的に評価 

 

組織モデリング 

組織、役割、人に関する構造と関係をシ

ンプルに定義できます。 

・ 組織と役割のマトリックス 

・ 組織図 

・ BPMNモデル 

また、いくつかの事業部門を独立した構

造で同時にメンテナンスすることがで

きます。 

プロセス全体図のモデリング 

プロセスモデラーは、プロセスマップ

（バリューチェン図）を自由に設計でき

る要素図形を提供しています。分かりや

すい全体図を作成し、それにBPMNプロ

セスモデルを関連付け、最終的にプロセ

ス体系をひとつにまとめ上げることが

できます。 

 

モデル 

 

あなたも BPMNエキスパートに！ 

私達はコンサルテーションとトレーニングを提供して

います。 

コンタクト： 

www.itpearls.com or www.bpmessentials.com 
国内お問い合わせ先：jp.sales@itp-commerce.com 

http://www.itpearls.com/
http://www.bpmessentials.com/
mailto:jp.sales@itp-commerce.com


プロセスを柔軟かつ包括的に

文書化、一元的に管理 

プロセスモデラーは、非常に柔軟な文書

作成、実用的な管理およびレポーティン

グなどの機能と同調してプロセス情報

を利用できます。 

・ BPMN図のメタデータを文書化お

よび管理する手段 

・ MS ExcelとMS Access を使った

レポートの作成 

 

あなたのドキュメントを体系化 

あなたのドキュメントおよびビジネス

プロセス·モデルをリポジトリで一緒に

管理する強力なツールを入手できます。 

・ １つで２つ：ファイル概要とプロ

セスの両方の効率的なレポーティ

ング 

・ バージョン管理機能を使って、あ

らゆる種類のドキュメントを管理 

・ ドキュメントへのアクセスを制御

（“チェックイン/チェックアウト） 

・ 制限のない階層型プロセス保管庫 

・ BPMN要素の再利用 

 

 

 

 

 

 

プロセス ドキュメントのセントラ

ル リポジトリ 

チームリポジトリを使用すると、プロセ

スモデルだけでなく、その他の関連ドキ

ュメントも一緒に保管できる強力なデ

ータベースソリューションを手に入れ

ることができます。完全かつセキュアな

データ管理が可能です。 

・ シンプルで直感的な操作 

・ 効率的なアドミニストレーション 

・ 複数リポジトリの管理とシンプル

なインストール 

・ チームリポジトリは、Oracle、

MySQL、MS SQL Server、MS SQL 

Expressをサポート 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

リポジトリは、いつもにあなたの

そばに 

ローカルリポジトリを使えば、外出先で

ビジネスプロセス図を管理することも

可能です。チームリポジトリーのライセ

ンスを持っているかどうかにかかわら

ず、あなたのPCにはローカルリポジト

リがインストールされています。  

  

 

体系化

自動化 

バックグラウンド
メニュー 

標準テンプレート 



明確に整備されたプロセス全体

図 

プロセスマップ（プロセス全体鳥瞰図）

を関連するすべてのプロセス図、メタデ

ータを添付ドキュメントと一緒に１回

のマウスクリックで公開できます。 

・ プロセスの全体図を通じてプロセ

スの探索を容易にナビゲート 

・ ワンクリックでHTMLをエクスポ

ート 

プロセスモデルの公開 

(HTML) 

プロセスモデルはイントラネットを介

して伝達できるため、すべての当事者が

重要なプロセス情報を共有できます。

HTMLのエクスポートを使用すると、利

用可能なすべての追加のドキュメンテ

ーションを含む – ナビゲート可能なプ

ロセスモデルをあなたの同僚たちと簡

単に共有できます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

あなた会社のプロセス資産を分

析する 

プロセスモデラーは、レポートの作成の

ための広範なサポートを提供していま

す。ビジネスプロセスの詳細な記述デー

タモデルは、プロセスモデラーの柔軟な

評価機能を使って評価することができ

ます。 

・ カスタム分析と無限の可能性を持

つレポート 

・ 企業プロセスの全体像を分析 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自動化されたプロセス文書化 

マウスクリック１つで総合的なプロセ

ス・マニュアルを作成できます。また、

お客様の望みのデザインと記載内容に

カスタマイズすることができます。  

・ 事前に用意たれたテンプレートか

ら選ぶ 

・ 自身で含めたいコンテンツを定義 

・ 柔軟な文書デザイン 

 

HTML レポート 

公開 



プロセスモデラーはMS Office

との緊密な統合を提供します 

プロセスモデラーはMicrosoft Visio の

アドインであるため、Visio ユーザーイ

ンターフェイスと均一に統合している

おり、特別なテンプレートと図形を使っ

て洗練されたBPMNモデリング環境を

提供し、Microsoft Visio と Word、Excel 

およびPowerPointの良い点をすべて活

用することができます。 

プロセスモデルの各種形式を

自動変換  

各種形式 (XPDL, BPEL, BPMN 2.0 - 

XML) のモデルをインポートして、

BPMN図に変換することができます。 

モデルを比較し差異を調整する 

プロセスモデラーを使用すると、他のモ

デリングツールの制限を超えて何が変

わったか – あなたのプロセスのモデリ

ング過程をすべて追跡することができ

ます。 

BPMN ビジネスプロセスのラ

ウンドトリップをサポート  

設計モデル： StardustのEclipseプロセ

ス・エンジン（Sungard IPP）を使って、

Stardust環境に直接、BPMN 2.0のファ

イルをインポートします。さらに、メッ

セージやイベントなど、さまざまなパタ

ーンがStardust環境に生成され、使用す

ることができます。 

準拠： プロセスモデラーは、Sungard 

IPP用の拡張機能を使って、Sungardの

属性やファイルを含むSungard IPP環

境固有の特殊なフォーマットを扱うこ

とができます。 

プロセスモデラーは、このほかXPDL、

BPELおよびXLANG/sのラウンドトリ

ップ・エンジニアリング、ならびに

BPMN 2.0エクスポート(XML標準). も

サポートします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

プロセスの最適化を容易にする 

分析は、プロセスのシミュレーションよ

って、経済的かつ効率的に行えます。数

多くのプロセスケースをシミュレート

することにより、効率性、ボトルネック、

リソース要件やその他の様々なパフォ

ーマンス指標を得ることができます。シ

ミュレーションには、次の３つの要素が

必要です。 

・ BPMNプロセスモデル 

・ リソースモデル（人、機械） 

・ 測定する指標 

  

 

 

自動化 

公
開

 

モデル 

体
系
化

 

全機能を見る 

ためして 

ガッツテン 

自動化 



 

 

 
 
 

 
itp commerce agは、スイスの首都ベルンに所在し、BPMN 1.0仕様ドラフトが公開された 2003

年からMicrosoft Visioを基盤にした BPMNモデリングのアドインツール、Process Modeler for 

Microsoft Visio を一貫して開発・販売している BPMN専業ベンダーです。この Process Modeler for 

Microsoft Visioは、ブルース・シルバーの著書「BPMNメッソド＆スタイル」の例図および BPMN

トレーニング機関 BPMessentials.comの実践演習教材にも採用され、全世界で広く活用されてい

ます。 

日本国内でも、2004年からバージョン 3と 4の日本語版が販売され、先進企業を中心に活用され

てきました。 

本資料で紹介したバージョン 6は、BPMN 2.0ユーザーをターゲットに、これまで分かれていた 3

エディション（Business, Professional, SOX）を 1つに統合し、しかもモデル管理に不可欠なリポ

ジトリ機能を標準装備しています。 

itp commerce製品国内総発売元： 

（日本語版製品開発） 

 
itp commerce ag 

Wankdorf | Center 

Papiermuehlestrasse 73 

 

CH-3014 Berne, Switzerland 

Phone: +41 31 3053 444 

Fax: +41 31 5616 117 

 

 

 

ww.itp-commerce.com/ja/ （日本語による製品紹介ページ、およびトライアル） 

 

東京都千代田区内神田 2-15-9 内神田 282ビル 8F 

電話: 03-6206-0995    FAX: 03-6206-0996 

※お見積り・ご購入は、お電話で承っておりません。 

こちらの専用フォームをご利用ください。 

http://www.itp-commerce.com/ja/
http://www.ossbpm-japan.com/contact-us.html

