
デジタル時代のコンテンツ管理の課題に対応するには

⽂書を作る過程における情報（Slack/Teamsでのコメントなど）を
どう管理、共有するべきか︖

〜新しい⽂書情報管理の考え⽅〜



デジタル⽂書情報管理の取り巻く課題

どのような対応が必要か︖

製品説明

サポートメニュー



かつてないほどの⽂書情報管理への要求変化①
（市場の変化）

取り巻く環境の変化

市場の変化

IT環境の変化

ECM終焉の理由

過去からの変遷

サプライチェーンの柔
軟性と⾒直し

サプライヤー 販売会社

顧客契約者

リモートワーク

約３割
リモートワークとオフィス
ワークが混在した働き⽅に
よって、デジタル化が加速

さらにコラボレーション
ツール連携 / クラウド連携
など

電⼦帳簿保存法の改正

2022年に改正さ
れた電⼦帳簿保存
法は要件緩和によ
って対応範囲が曖
昧に

約2割

業務処理の変化
データ種別と量の

爆発的な増加

動画ファイル
ハイビジョンデータ
付帯データとの関連
付け

デジタル情報の利活⽤
いまなおナレッジ活⽤がで
きない課題

⽂書情報の信⽤性
不正や間違いが発⽣しにくい
情報管理の仕組みの必要性

デジタル⽂書情
報の証明



かつてないほどの⽂書情報管理への要求変化①
（IT環境の変化）

取り巻く環境の変化

市場の変化

IT環境の変化

ECM終焉の理由

過去からの変遷

⼈⼯知能（AI）活⽤
⾃然⾔語処理など

新技術

業務⾃動化（RPAなど） コラボレーション

サプライヤー 販売会社

顧客契約者

コンテンツの保管先

増⼤するアプリ数

1000+
企業が利⽤するアプリケー
ション数の平均は1000を
超過

メタデータ管理
デジタルトランスフォーメー
ションにはメタデータが重要

⾃動化



急激に変化する⽂書管理を取り巻く環境（過去からの変遷）

外資系ECM

オフィスソフトに付属の
文書管理機能

業務アプリケーションや
ミドルウェアに付属の文

書管理機能

日系文書管理システム

ワークフロー
BPMS /BRMS

オフィスソフトに付属の
保存先

メールやコミュニケー
ションツールの保存先

専業ベンダーの保存先

ファイル転送サービス

コラボレーションツール

ファイルサーバー

ローカルドライブ

コ
ラ
ボ
レ
ー
シ
ョ
ン
系

文
書
管
理

/ コ
ン
テ
ン
ツ
管
理
系

保存先の多様化、保存先同士は連携や統合していない場合が多い

外資系ECM

オフィスソフトに付属の
文書管理機能

業務アプリケーションや
ミドルウェアに付属の文

書管理機能

日系文書管理システム

ワークフロー
BPMS /BRMS

オフィスソフトに付属の
保存先

メールやコミュニケー
ションツールの保存先

専業ベンダーの保存先

ファイル転送サービス

コラボレーションツール

ファイルサーバー

ローカルドライブ

外資系ECM

オフィスソフトに付属の
文書管理機能

業務アプリケーションや
ミドルウェアに付属の文

書管理機能

日系文書管理システム

ワークフロー
BPMS /BRMS

オフィスソフトに付属の
保存先

メールやコミュニケー
ションツールの保存先

専業ベンダーの保存先

ファイル転送サービス

コラボレーションツール

ファイルサーバー

ローカルドライブ

外資系ECM

オフィスソフトに付属の
文書管理機能

業務アプリケーションや
ミドルウェアに付属の文

書管理機能

日系文書管理システム

ワークフロー
BPMS /BRMS

オフィスソフトに付属の
保存先

メールやコミュニケー
ションツールの保存先

専業ベンダーの保存先

ファイル転送サービス

コラボレーションツール

ファイルサーバー

ローカルドライブ

外資系ECM

オフィスソフトに付属の
文書管理機能

業務アプリケーションや
ミドルウェアに付属の文

書管理機能

日系文書管理システム

ワークフロー
BPMS /BRMS

オフィスソフトに付属の
保存先

メールやコミュニケー
ションツールの保存先

専業ベンダーの保存先

ファイル転送サービス

コラボレーションツール

ファイルサーバー

ローカルドライブ

外資系ECM

オフィスソフトに付属の
文書管理機能

業務アプリケーションや
ミドルウェアに付属の文

書管理機能

日系文書管理システム

ワークフロー
BPMS /BRMS

オフィスソフトに付属の
保存先

メールやコミュニケー
ションツールの保存先

専業ベンダーの保存先

ファイル転送サービス

コラボレーションツール

ファイルサーバー

ローカルドライブ

取り巻く環境の変化

市場の変化

IT環境の変化

ECM終焉の理由

過去からの変遷



急激に変化する⽂書管理を取り巻く環境

2017年にガートナー社より「ECMは終焉を迎えた」と発表がありました。

https://blogs.gartner.com/michael-
woodbridge/the-death-of-ecm-and-
birth-of-content-services/

情報元：ガートナー社

終焉した理由は、単一の保存先で集中管理するECMでは
ビジネス課題の変化に対応できないこと

コンテンツ管理の
現状や課題は大き
く変化

取り巻く環境の変化

市場の変化

IT環境の変化

ECM終焉の理由

過去からの変遷



デジタル⽂書情報管理の取り巻く課題

製品説明

サポートメニュー

どのような対応が必要か︖



どのような対応必要か︖

コラボレーションツー
ルのの弊害

これからのデジタル⽂
書情報管理の要求事項

（重要事項１）コラボレーションツールの弊害
コラボレーションツールやオンラインストレージの普及により、デジタル情報の保存先は多様化され、デジタル
情報を作成する⽅法も情報共有する範囲も変化しました。

コラボレーションツールやオンラインストレージは⾃由度が⾼いため、ルールや使い⽅を⼗分に定義し利⽤者
へ認知させない状態やチェック機能を設けないまま使ってしまった場合、利⽤者の経験や価値観、またはそ
の時の気分でデジタル情報は登録されてしまうため、「整理されていないファイルサーバー」のような状態と
なってしまったという声を聞くようになりました。

⽣産性を向上させる⽬的で導⼊したコラボレーションツールが逆に⽣産性を下げてしまうというのは、正しい
使い⽅とルール定義とそれをチェックする機能がないために発⽣する結果です。

コラボレーションツールで⽣産性を向上させるには、ツールを導⼊しただけでは実現しないということを理解し
ていただきたい。

コラボレーションツールやオンラインストレージの普及により、デジタル情報の保存先は多様化され、デジタル
情報を作成する⽅法も情報共有する範囲も変化しました。

コラボレーションツールやオンラインストレージは⾃由度が⾼いため、ルールや使い⽅を⼗分に定義し利⽤者
へ認知させない状態やチェック機能を設けないまま使ってしまった場合、利⽤者の経験や価値観、またはそ
の時の気分でデジタル情報は登録されてしまうため、「整理されていないファイルサーバー」のような状態と
なってしまったという声を聞くようになりました。

⽣産性を向上させる⽬的で導⼊したコラボレーションツールが逆に⽣産性を下げてしまうというのは、正しい
使い⽅とルール定義とそれをチェックする機能がないために発⽣する結果です。

コラボレーションツールで⽣産性を向上させるには、ツールを導⼊しただけでは実現しないということを理解し
ていただきたい。

要求事項への実現につ
いて

ベストプラクティス
（提⾔）



（重要事項２）コラボレーションツールの弊害

コラボレーションツールを提供するベンダーが提唱する「有機的組織」について、現実の会社
組織はピラミッド型の「機械的組織」であるのに対して、利⽤するツールが適合するのは「有
機的組織」というのであれば、必然的にアンマッチが⽣じるのは⾔うまでもありません。

少⼈数のチーム内だけで利⽤するのであれば⼀定の成果はでるかもしれませんが、組織的
に活動する⽇本企業の組織に適合させるには⼤きな壁がでてきます。

有機的な組織
（コラボレーションツール）機械的な組織

（現実）

• 職務・権限の明確化
• ピラミッド型の権限構造（責任・権限）
• 上層部への情報の集約（情報の集中）
• 上層部からの指⽰・命令・伝達（垂直）
• 指⽰・命令に対する確実な実⾏

• 職務・権限の柔軟性
• ネットワーク型の伝達
• オープンな情報公開（情報の分散）
• 多くの⼈間からの助⾔・アドバイス（⽔平）
• 仕事への熱意・誇り

コラボレーションツールを提供するベンダーが提唱する「有機的組織」について、現実の会社
組織はピラミッド型の「機械的組織」であるのに対して、利⽤するツールが適合するのは「有
機的組織」というのであれば、必然的にアンマッチが⽣じるのは⾔うまでもありません。

少⼈数のチーム内だけで利⽤するのであれば⼀定の成果はでるかもしれませんが、組織的
に活動する⽇本企業の組織に適合させるには⼤きな壁がでてきます。

どのような対応必要か︖

コラボレーションツー
ルのの弊害

これからのデジタル⽂
書情報管理の要求事項

要求事項への実現につ
いて

ベストプラクティス
（提⾔）



これからのデジタル情報管理の要求事項

コラボレーションツールやオンラインストレージの普及によって、デジタル情報管理に対する要求
事項が変化しているという背景を説明させていただきました。

過去、⽇本⽂書情報マネジメント協会（JIIMA）が定める⽂書ライフサイクルの５つのフェー
ズ「作成」→「処理」→「保管」→「保存」→「廃棄」もしくは「アーカイブ」は基本的には現在で
も有効です。

これからデジタル情報管理では、従来の⽂書ライフサイクルや管理対象範囲を拡張し、図のよ
うな管理サイクルで個⼈・チーム・組織３つの階層を意識することが⼤切です。

コラボレーションツールやオンラインストレージの普及によって、デジタル情報管理に対する要求
事項が変化しているという背景を説明させていただきました。

過去、⽇本⽂書情報マネジメント協会（JIIMA）が定める⽂書ライフサイクルの５つのフェー
ズ「作成」→「処理」→「保管」→「保存」→「廃棄」もしくは「アーカイブ」は基本的には現在で
も有効です。

これからデジタル情報管理では、従来の⽂書ライフサイクルや管理対象範囲を拡張し、図のよ
うな管理サイクルで個⼈・チーム・組織３つの階層を意識することが⼤切です。

どのような対応必要か︖

コラボレーションツー
ルのの弊害

これからのデジタル⽂
書情報管理の要求事項

要求事項への実現につ
いて

ベストプラクティス
（提⾔）



これからのデジタル情報管理の要求事項の実現について

個⼈やチームがコラボレーションして⽣産性を⾼めるコンテンツコラボレーション基盤（CCP、
Content Collabration Platform）と組織の完成図書を法令遵守や管理ポリシーにもとづい
て管理するコンテンツサービス基盤（CSP、Content Service Platform）が連携せずに分断
された状態では⽣産性を向上させることはできません。
要求事項を実現するプラットフォームとして連携ができることが重要です。

コンテンツ・サービス
基盤

コンテンツ
コラボレーション
基盤

コミニュケーション

個⼈ チーム 組織

連携しない場合 連携した場合

どのような対応必要か︖

コラボレーションツー
ルのの弊害

これからのデジタル⽂
書情報管理の要求事項

要求事項への実現につ
いて

ベストプラクティス
（提⾔）



これからのデジタル情報管理の要求事項の実現について

過去の情報管理の失敗を繰り返さない。
ルールや仕組みが曖昧な状態だと管理統制がしにくくなってしまう。

どのような対応必要か︖

コラボレーションツー
ルのの弊害

これからのデジタル⽂
書情報管理の要求事項

要求事項への実現につ
いて

ベストプラクティス
（提⾔）

⾒積

お⾒積
⾒積書

情報を保存する場所だけ提供されている
ユーザーの判断や解釈に委ねている。

⾒積

業務プロセスにあわせて保存先が指定さ
れている。

業務アプリケーション / 特定アプリケー
ション / ⾃動化など



ベストプラクティス（例）

リックソフトが提唱するベストプラクティス

デジタル情報管理を成功させるための３つの要素をご説明します。

l 規則・ルール
l システム・ICTツール
l ⼈材・職位と教育

どのような対応必要か︖

コラボレーションツー
ルのの弊害

これからのデジタル⽂
書情報管理の要求事項

要求事項への実現につ
いて

ベストプラクティス
（提⾔）



ベストプラクティス（規則・ルール）

規則・ルール

● 管理対象となる情報とは何かを⽰す定義
● 個⼈・チーム・組織という管理単位の定義
● どのような⽂書情報をどの単位で管理するのかという条件付け／マッピング
● 管理単位の移動（昇格）の承認者・責任者の定義

デジタル情報管理の成功を実現するための「規則・ルール」に関しての主な定義
を説明します。
具体的には、以下を明記した統⼀的な規則が必要と考えています。

個⼈ チーム 組織
①ICTツール名 ①ICTツール名 ①ICTツール名

②情報もしく業務名 ○ or △ or × ○ or △ or × ○ or △ or ×

②情報もしく業務名 ○ or △ or × ○ or △ or × ○ or △ or ×

②情報もしく業務名 ○ or △ or × ○ or △ or × ○ or △ or ×

②情報もしく業務名 ○ or △ or × ○ or △ or × ○ or △ or ×

②情報もしく業務名 ○ or △ or × ○ or △ or × ○ or △ or ×

③管理単位同⼠の連携

③管理単位同⼠の連携

④通知・お知らせ

ICTツール名もしくは⼿法を記載

ICTツール名もしくは⼿法を記載

ICTツール名もしくは⼿法を記載

どのような対応必要か︖

コラボレーションツー
ルのの弊害

これからのデジタル⽂
書情報管理の要求事項

要求事項への実現につ
いて

ベストプラクティス
（提⾔）



ベストプラクティス（システム・ICTツール）

システム・ICTツール

規則・ルールを適⽤し、効果的なコンテンツ管理の仕組みをつくるためにはICT
ツールは重要な役割を担っています。ひとつの例として表.1のような「製品カテゴ
リ」「機能分類」を挙げました。

表.1

どのような対応必要か︖

コラボレーションツー
ルのの弊害

これからのデジタル⽂
書情報管理の要求事項

要求事項への実現につ
いて

ベストプラクティス
（提⾔）



ベストプラクティス（⼈材・職位と教育）

⼈材・職位と教育

表.1

さまざまな⽴場やメンバーがコラボレーションツールを利⽤する場合、いくら規則やルー
ルを定義しても、⼈の価値観や捉え⽅によって管理単位や管理対象となる情報など
の判断が異なることを想定しなければなりません。

そういった場合は、例えばSlackでいうアンバサダーのようにConfluenceに登録された
情報を適切に導いてくれるコンシェルジュのような役割を設けることは効果的な⽅法で
す。

コ
ン
シ
ェ
ル
ジ
ュ

ト
レ
｜
ニ
ン
グ

ツールは変化していきます。特にSaaS型のクラウドサービスでは突然にユーザーイン
ターフェースが変更されたり、機能の追加・変更・削除があったりします。

すべての利⽤者にタイムリーに伝えることは困難ですし、それを放置すると利⽤促進が
されなくなるというリスクもあります。

また新しい仲間が⼊った場合なども考えると定期的にツールトレーニングを開催する。
もしくは動画マニュアルのようなトレーニングを⾏うことをお勧めいたします。

どのような対応必要か︖

コラボレーションツー
ルのの弊害

これからのデジタル⽂
書情報管理の要求事項

要求事項への実現につ
いて

ベストプラクティス
（提⾔）



業務部⾨ 業務部⾨業務部⾨

業務部⾨ 業務部⾨業務部⾨

ベストプラクティス（全体概要）

規則・ルール

システム・ICTツール

どのような対応必要か︖

コラボレーションツー
ルのの弊害

これからのデジタル⽂
書情報管理の要求事項

要求事項への実現につ
いて

ベストプラクティス
（提⾔）



サポートメニュー

どのような対応が必要か︖

製品説明とデモ

デジタル⽂書情報管理の取り巻く課題



デジタル⽂書情報管理プラットフォーム「Alfresco」とは課題解決する
最適なプラットフォーム

電子帳簿
保存法

プロジェクト
ドキュメント

ナレッジ
マネージメント

デジタル文書
情報の活用

業務プロセ

スの生産性
向上

⼈⼯知能（AI）との統合

複数リポジトリとの統合

メタデータ統合管理
業務アプリケーションとの統合

次世代ビジネスプロセス

法令遵守・ガバナンス

⽂書情報にまつわる課題を解決する
共通プラットフォーム

デジタル⽂書情報管
理プラットフォーム
「Alfresco]とは

市場から評価

導⼊顧客

デモ



デジタル⽂書情報管理プラットフォーム「Alfresco」とは課題解決する
最適なプラットフォーム

• Alfresco Content Services（コンテンツ管理）
• Alfresco Process Services（プロセス管理）
• Alfresco Governance Services（レコード管理）

以下の3つの製品を基軸にオープンなデジタル統合コンテンツプラット
フォームです。

デジタル⽂書情報管
理プラットフォーム
「Alfresco]とは

市場から評価

導⼊顧客

デモ



課題解決する
最適なプラットフォーム

https://www.hyland.com/ja-JP/explore/gartner-magic-
quadrant-for-content-services-platforms

https://www.alfresco.com/jp/analyst-report/leader-
second-year-forrester-wave-ecm-business-content-
services

Alfrescoは、市場調査レポートにおいてもリーダーに位置付けされています。

デジタル⽂書情報管
理プラットフォーム
「Alfresco]とは

市場から評価

導⼊顧客

デモ



導⼊顧客課題解決する
最適なプラットフォーム

※ロゴ使⽤許諾はAlfresco社に対して許可されており、本ページは関係者外秘として取扱いください。

ユーザー数

28 million+
企業数

1300+
更新率

90%

デジタル⽂書情報管
理プラットフォーム
「Alfresco]とは

市場から評価

導⼊顧客

デモ



導⼊顧客課題解決する
最適なプラットフォーム

https://alfresco.ricksoft.jp/solutions/?category=case

さまざまな業種のユースケースを掲載しています。

デジタル⽂書情報管
理プラットフォーム
「Alfresco]とは

市場から評価

導⼊顧客

デモ



シンプルでわかりやすいWebインターフェース課題解決する
最適なプラットフォーム

デジタル⽂書情報管
理プラットフォーム
「Alfresco]とは

市場から評価

導⼊顧客

※ロゴ使⽤許諾はAlfresco社に対して許可されており、本ページは関係者外秘として取扱いください。

製品紹介とデモ

Alfresco Digital Workspace

Alfresco Share

• シンプルで簡単なファイル操作 ︓Alfresco Digital Workspace
• Alfrescoのフル機能を利⽤できる︓Alfresco Share

Alfresco Digital Workspace

Alfresco



課題解決する
最適なプラットフォーム

デジタル⽂書情報管
理プラットフォーム
「Alfresco]とは

市場から評価

導⼊顧客

すぐにファイルを確認できるプレビュー機能

Alfresco Digital Workspace

Alfresco Share

アプリケーションをインストールしていなくても、優れたプレビュー
機能でファイルの中⾝を確認できる。

Alfresco

製品紹介とデモ



課題解決する
最適なプラットフォーム

デジタル⽂書情報管
理プラットフォーム
「Alfresco]とは

市場から評価

導⼊顧客

プロセスを⾒える化するダッシュボード
Alfresco Shareでは、チームが利⽤する「サイト」と「個⼈」のダッシュボード
があり、それぞれのコンテンツのアクティビティを確認できます。

個⼈のダッシュボード

サイトのダッシュボード

Alfresco

製品紹介とデモ



課題解決する
最適なプラットフォーム

デジタル⽂書情報管
理プラットフォーム
「Alfresco]とは

市場から評価

導⼊顧客

プロセスごとの視点で情報にアクセス
Alfresco Content Serviceには、様々な視点でコンテンツにアクセスできる「ス
マートフォルダ」機能があります。

製品 A (リリース済):
• プレスリリース
• データシート
• FAQ（作成中）

製品B (開発中):
• プレスリリース
• データシート
• FAQ（作成中）

プレスリリース
• 製品 A 
• 製品 B

データシート
• 製品 A
• 製品 B

リリース済コンテンツ
製品 A
• プレスリリース
• データシート

実際のファイル構造 スマートフォルダ

• メタデータとタグを使ってデータをグループ化
• 検索クエリの結果、合致するコンテンツがフォルダに⼊っている、論理的なビューを提供
• フォルダの構造に依らない、必要に応じたグルーピング構造を、ビジネスニーズに応じて提供

• メタデータの継承
• ドキュメントをスマートフォルダに追加すると、メタデータを継承。より簡単に分類

Alfresco

製品紹介とデモ



課題解決する
最適なプラットフォーム

デジタル⽂書情報管
理プラットフォーム
「Alfresco]とは

市場から評価

導⼊顧客

プロセスの⾃動化を⽀援するルール機能

Alfresco Content Serviceには、フォルダにルールを設定することができます。
ルールを設定したフォルダに情報を保存するだけで、設定されたルールにもとづいて
動作が⾏われます。

例として⼈⼯知能（AI）クラウドサービスと統合することで⾃動的にタグやメタデー
タを付与し、その結果から⾃動処理させることも可能です。

ルールの例

Alfresco

製品紹介とデモ



課題解決する
最適なプラットフォーム

デジタル⽂書情報管
理プラットフォーム
「Alfresco]とは

市場から評価

導⼊顧客

プロセスを円滑に進めるためのテンプレート機能
プロセスを円滑に進めるためには必要な情報がプロセス間で受け渡されなければ
なりません。
Alfresco Content Serviceには、⽂書とフォルダを作成するための
テンプレート機能があり、情報の表現統⼀と必要な情報の登録を促します。

• ファイル、またはフォルダ構造のテンプレート
• ビジネスで繰り返し作成される⽂書を素早く作成
• フォーマットの更新時も、テンプレートを変更するだけで、全員に徹底、利⽤可能
• フォルダーのテンプレートにより、統⼀されたフォルダー構造と命名規則を維持ーブラウジングしやすく

Alfresco

製品紹介とデモ



課題解決する
最適なプラットフォーム

デジタル⽂書情報管
理プラットフォーム
「Alfresco]とは

市場から評価

導⼊顧客

柔軟性と統合性をもったワークフローエンジン

AlfrescoはBPMN2.0に対応したワークフローエンジンActivitiを搭載。
Alfresco Process Serviceでは、ルールエンジンやWebデザイナーなどユーザが
簡単にプロセスを定義し、承認後の共有先にBOXやAlfrescoリポジトリを指定す
ることもできます。

• Activiti
• BPMN 2.0をサポート
• Workflow Designer (Eclipse Plugin)

分岐

並行処
理

結合

Alfresco

製品紹介とデモ



課題解決する
最適なプラットフォーム

デジタル⽂書情報管
理プラットフォーム
「Alfresco]とは

市場から評価

導⼊顧客

オープンなAPIによるアプリケーションと統合
オープンなAPIは、あらゆるアプリケーションと統合します。

CIFS / WebDAV / FTP /IMAP
Microsoft Office Services

BPMN2.0 / 
Microsoft Office Services

Scripting / Java API / Repository Scripting / Java API / Repository 

Standard

オンプレミス / クラウド / ハイブリッド

Alfresco Content Service Alfresco Process Service

Alfresco

製品紹介とデモ



課題解決する
最適なプラットフォーム

デジタル⽂書情報管
理プラットフォーム
「Alfresco]とは

市場から評価

導⼊顧客

複数の保存先への対応

データ

属性

データ

属性

データ

属性

データ

属性

データ

属性

• ワークフロー
• 自動処理
• ルール
• テンプレート
• 横断検索

プロジェクト管理 ナレッジ管理 基幹業務システム その他グループウェアなど

デジタル⽂書情報の統合ハブプラットフォームとして活⽤
※Alfresco Federation Servicesを利用した場合

https://alfresco.ricksoft.jp/products/alfresco-federation-services/

製品紹介とデモ



課題解決する
最適なプラットフォーム

デジタル⽂書情報管
理プラットフォーム
「Alfresco]とは

市場から評価

導⼊顧客

⼈⼯知能（AI）との連携

データ

属性

データ

属性

データ

属性

データ

属性

データ

属性

人工知能（AI）サービスの結果から
- AI-OCR処理
- 自動属性付与・自動タグ付与など
- 自然言語処理から判断した実行処理

人工知能（AI）サービスと連携
※Alfresco Intelligence Servicesを利用した場合

⼈⼯知能（AI）サービス

Alfresco Intelligence Services

https://alfresco.ricksoft.jp/products/alfresco-intelligence-services/

製品紹介とデモ



システム開発プロジェクトにおける
現状と課題、解決事例

課題解決する最適なプラットフォーム

製品説明とデモ

サポートメニュー



ソリューションサポートメニュー

お問い合わせ

ソリューション

サービスメニュー

https://alfresco.ricksoft.jp/solutions/

さまざまなビジネス課題に解決策を説明するソリューションページを多数掲載



リックソフト株式会社のサービスメニューサポートメニュー

クラウドサービス提供（⽇本リージョン）プロフェッショナルサービス（導⼊⽀援）

• 電⼦帳簿保存法対応
• プロジェクト成果物管理
• デジタル⽂書情報統制
• ナレッジマネージメント
• 保険⾦請求業務・⾦融業務適⽤
• 建設・不動産業務適⽤
• 製造ドキュメント（図⾯・仕様書管理）
• ソフトウェア開発プロジェクト
• 業務システムやコラボレーションツールとの連携

以下は例となります。

サポートデスク（運⽤⽀援）カスタマイズ・アドオン開発（開発）

• 監査ログ表⽰・検索（電⼦帳簿保存法対応を含む）
• タイムスタンプモジュール（電⼦帳保存法対応を含む）
• 画像認識タグ付けモジュール
• プロジェクト管理連携アドオン
• ナレッジ管理連携アドオン
• メタデータフィルタモジュール（電⼦帳保存法対応を含む）

• 管理者向けドキュメント
• ユーザー向けドキュメント
• 問い合わせ窓⼝

お問い合わせ

ソリューション

サービスメニュー



お問い合わせサポートメニュー

https://alfresco.ricksoft.jp/contact/

デジタル⽂書情報管理に関する問い合わせはリックソフト株式会社へ

お問い合わせ

ソリューション

サービスメニュー



本⽇はご静聴いただきまして
ありがとうございました。

デジタル文書情報に関するご相談は
リックソフト株式会社へ


