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Ktrick Co.,Ltd.

会社紹介

ケートリック株式会社

• Java/XPagesをはじめDomino開発のプロフェッショナル集団

• 自社製品や、Domino, Connections関連の海外製品を販売、

2018年10月プロダクトセールス事業部を設立



Ktrick Co.,Ltd.

ケートリック は創業以来Domino WEBアプリケーション開発を得意とし、

特に高度な開発へのニーズに応えてきました。
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なぜ今DOMINOのワークフロー製品をリリースするのか？

会社と共にアプリケーションは今後も進化
し続けていくべきだとの思いから、

Dominoが持つ高度な開発環境としての
ポテンシャルを今後も活用してほしい
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DOMINO WEBアプリケーション開発への分析

高度な業務WEBアプリケーションを開発するうえでの得意・不得意な分野

得意な分野

• 高度なアクセス制御

• フォームのカスタマイズ
（フィールド追加の容易さ）

• クラスタリング・レプリケーション

• 基幹システム連携・SQL連携

• 多言語対応

• スケジュールエージェント

不得意な分野

• 汎用的な承認ワークフローエンジン

• モダンUI （レスポンシブ対応）

• 開発フレームワーク

• OAuth連携 （設定が面倒くさい・・・）

• ポータル機能

• グラフ機能

• 業務アプリケーションテンプレート
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高機能ワークフローエンジン + 
ローコード/ハイエンド開発のハイブリッド
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コアロジックの開発にすぐに注力できる開発プラットフォーム

ノーコード開発 ハイエンド開発ローコード開発

HCL
Domino

Volt

consentFlow
・テンプレート利用

・WEBフォームビルダー

consentFlow
・Domino Designer

HCL
Nomad 
Web

XPAGES

※Xpagesの基盤テクノロジーJava JSFについて: https://ja.wikipedia.org/wiki/JavaServer_Faces

https://ja.wikipedia.org/wiki/JavaServer_Faces
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高機能ワークフローエンジン + 
ローコード/ハイエンド開発のハイブリッド

ローコード開発

• Domino Designer不要でフォーム作成
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コアロジックの開発にすぐに注力できる開発プラットフォーム

BPMNワークフロー設計

• WEBモデラ―で承認経路設計

• 高機能ワークフローエンジン

ハイエンド開発

• Dominoが持つ開発プラットフォームとしてのポテンシャルは
そのまま

• Java/XPagesによる複雑な開発

• Domino Designerを利用



9

consentFlow システム構成

WF一覧
ポータル

WEB

申請
アプリ申請

アプリ

所属
マスタ

管理者
アプリ開発者

BPMN(承認経路設計)

Nodejs
Dominoサーバー

Web Access
WF一覧

My承認・申請
ポータルDB

Docker （On-prem or Cloud)

User

申請
アプリ
データ

申請
アプリ申請

アプリ
申請
アプリ
WEB

・ワークフローアプリ新規ウィザードで
「申請アプリ WEB・データ」自動作成
・Domino DesignerでWEBフォームアプリ開発

Domino Web Access

承認経路設定

NRPC

consentFlow Designer

WF一覧
ポータル
データ

Domino Web Access

REST Service with OAuth SSO
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KTRICK

consentFlow

Dominoの苦手なエリアを補い
コアロジック開発に注力できる
ハイエンド開発環境

Demo



ワークフローエンジン 承認パターン

部門別

サブWF
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直列
申請者 部長 社長課長

分岐 申請者 部門担当A 部門長課長

部門担当B 部門長

協議
申請者 責任者課長

協議者

部門別 部門A 申請者 部長 責任者課長

部長 責任者部門B申請者 課長

部門A 申請者 部長課長 部長 責任者部門B担当者 課長 部門C 担当者 部長課長

部門A 部門B 部門C

部門B担当者が
決定する



ワークフローエンジン 承認アクション

申請者の操作

• 上長への申請
申請

• 承認中の申請書を取りやめる取り下

げ

•承認中の申請書を新規作成中に
引き戻し

操作ボタンのラベルは変更が可能

• 次の承認者へ
承認

• 承認中の申請書を取りやめる
否認

• 承認中の申請書を新規作成中に
差し戻し

承認者の操作

＜その他アクション＞
ドラフト保存、編集、キャンセル
申請ルート変更



ワークフローエンジン 承認者設定

1．固定＋手動承認者設定（ワークフロー経路変更可）

例）・社長決裁
・部門内でWF経路変更して承認者追加 社長決裁

（固定/変更不可）

B部担当者

起案者が申請書作成時に選択

A部
起案者

申請者

ワークフロー経路の変更が可能
（利用用途：部門、チーム内で確認、審査

をしたうえで上に回したいケース）
B部承認者



ワークフローエンジン 承認者設定

2．所属別職位選択

A部
課長

A部
申請者

A部
部長

例）申請者の所属部門の上長

ワークフロー作成時に「所属別職位」
を指定する。

WFエンジンは所属マスタから自動で
次の承認者を判別する。

初期値として入るが、ユーザーを直接
選択することも可能



01 承認フロー作成モデラ― 02 高機能なフォーム作成

複雑なワークフロー設計もBPMN(ビジネスプロセスモデリング
表記法)機能をもつconsentFlow Designerでイメージ
通りにモデリングが可能。 直列、協議(並列)、部門間承認、
分岐など様々な機能に対応。

心臓部にあたる申請フォーム作成はマウスでフィールド配置
するだけの簡単作成なものからJavaScript / サーバーサイ
ドJavaScriptを利用した高度な開発まで幅広く対応。

03 多彩な権限設定 04 職位による自動承認者設定

申請書の閲覧・編集権限、承認経路変更の権限、さらに
はフォームのフィールド単位での権限権限まで細かく設定が
可能。

会社の人事異動や組織改変と共に役職の承認者が変更
になった場合でも、その職位による新たな承認者を自動で
承認者に割り当てが可能

05 My承認・My申請の集約表示 06 直ぐ使えるWFテンプレート

複数の申請アプリからあなたへの承認依頼を全て集約して
一覧表示。承認もれを防ぎます。

経費申請、勤怠管理、出張申請などよく利用されるアプリ
ケーションを予めテンプレート化。テンプレート標準での利用
も、改修を加えて利用することも可能。

07 監査証跡機能 08 MS Teams連携

承認履歴だけではなく、申請書のフィールド単位でいつ誰が
どの値からどの値に更新したかを事細かにログで保管が可能。

Active Drectory / Azuru AD連携によるMS Teamsと
の連携や、Slack連携をサポート

consentFlow

その他の特徴



consentFlow MS Teams連携

Directory Sync

OAtuh, SAML, Microsoft Graph etc
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会社情報

ケートリック株式会社
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050-3553-7673

contact@ktrick.com

https://www.ktrick.com



Ktrick Co.,Ltd. 18


