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シービー・リチャードエリスは、「OpenCube」と「Microsoft Office SharePoint 

Server 2007」の導入を推進、業務プロセスと情報共有インフラの改善に取り組ん

できた。それによって、ビジネスプロセスを見直し、迅速かつ的確なビジネスジャッジ

が可能となり、業務品質の向上に加え、コンプライアンス／内部統制の強化にもつな

がっている。

SharePointとの親和性の高い
ワークフローの選定が急務に

　CB Richard Ellisグループは、世界300拠
点以上、約30,000人の従業員を擁する世界
最大の事業用不動産サービス会社（2008年
度の収入ベース）。その日本法人であるシー
ビー・リチャードエリス株式会社では、全国17ヵ
所のネットワークを通じ、オフィス・物流施設・店
舗・商業施設の賃貸仲介をはじめ、売買仲
介、不動産鑑定、リサーチ、コンサルティング、
コーポレートサービス（CRE)、プロジェクトマネジ
メント、ファシリティマネジメント、プロパティマネジ
メント、アセットマネジメントなど、事業会社およ
び投資会社向けに、顧客の不動産ニーズに
即したソリューションを提供している。
　2006年1月の経営統合によって歩みを新
にし、ワールドワイドなグループ共通のインフラ
に合わせる必要に迫られたため、同社では
メールシステムを従来のLotus Notesから
Microsoft環境（Exchange Server/Outlook）
へと変更。それ
に伴い、これま
でLotus Notes
を用いて実施し
てきた情報共
有やワークフ
ローについても、
新たなシステム
に移行すること
が求められた。
そこで、情報共有基盤として、Microsoft 
Office SharePoint Server 2007（以下、
SharePoint）を採用するとともに、Share-
Pointと親和性が高く連携が図りやすいワー

クフローツールの導入に向けて、検討を進める
こととなった。

ビジネスフローを見直し
業務に合わせた導入を目指す

　従来Lotus Notesで行っていた承認フロー
が必ずしも同社のビジネスプロセスに適合し
ておらず、そのため新たなワークフローツール
の導入を行いつつビジネスフローの見直しも
併せて行いたいとの要望があった。
　さらに、新たなビジネスニーズに対応した
ビジネスフロー変更のたびに改修が必要に
なるようなシステムではビジネス環境の変化
に柔軟に対応できないことから、業務実態
に合わせて社内でビジネスフローの変更を
柔軟にでき、最適化を図ることができる、運
用しやすい製品を選びたいと考えた。
　管理本部 IT部シニアディレクターの松下
隆司氏は、ワークフローの導入に際して
「新たな環境を導入することで、ビジネスフ
ローの見直しにつなげることや、職務権限・
業務分掌をより明確にできることが大切。
本当に必要な人が必要な決裁をスピー
ディに行えるようになれば、ビジネスの確実
性も高まるはずです」と言う。

コストパフォーマンスに優れ
運用も容易なOpenCubeを選択

　こうした課題を解決するべく、同社が選択し
たのが、「OpenCube」である。本製品は、入力
フォームやワークフローが容易に作成でき、導入
から運用まで、ユーザ主体で行える高機能ワー
クフローである。SharePointのポータル機能を

使って、OpenCubeで自分が行うべき承認作
業を確認できるなど、社内規定やルールを守り
ながら適切な情報共有を促進する。従来の
「OpenCube lite 2008」に加えて、SharePoint
との連携に特化
して機能を強化
した「OpenCube 
WorkFlow R/1」
も登場するなど、
OpenCubeは、
SharePoint環
境における最適
なワークフロー
ツールといえよう。
　シービー・リチャードエリスがOpenCubeを選
択した理由は、まず導入のしやすさ。その上
で、情報共有基盤として導入を進めている
SharePointとの親和性が高いこと、Windows
統合認証が利用できること、そして組織変
更・人事異動また書式変更といった導入後
の運用を手軽に行える、コストパフォーマンス
が高いことが選定理由となった。
　実際の導入に当たっては、ほぼすべての
導入設定を社内で行なった。担当した管理
本部　IT部の白倉達郎氏は、「社内ユー
ザの要望を聞きながら細かいところまで対応
するには、やはり社内で実施するのが一番
の方法だったと思います。OpenCubeなら、
導入当初に予期しなかった業務の追加やフ
ローの変更についても、社内で対応できま
す。“ワークフローアドイン”は社内の他の業
務でも活用ができるなど、業務追加や機能
拡張の容易さが将来への安心につながって
います」と感想を述べる。

コンプライアンスや内部統制を強化、
業務効率や業務品質も向上

　コンプライアンスや内部統制を強化し、業
務効率化や業務品質の向上を目的としたシ
ステム基盤の整備を行う上で、シービー・リ
チャードエリスがOpenCubeを利用する業務
としてまず選択したのは、法務相談システム
と営業系稟議システム・管理系稟議システム
の3つ。
　まず、相談部門が契約書のレビューをコン
プライアンス部門に依頼する法務相談システ
ムのフローは、特にプロセスの見直しを行わ
ずに移行ができ
たこともあり、よ
り一層のコンプ
ライアンス強化
や業務効率化
をOpenCubeに
よって進めてい
る。管理本部 コ
ンプライアンス・
法務部 法務グ
ループ　アソシ
エイトディレクター 神山 晃氏は、「契約書が

どのような経路を通ってレビューされ、いつ
誰がどのようなコメントを残し、最終的に確認
されたのかの足跡が相談部門・コンプライア
ンス部門にとって、一層わかりやすく確認で
きるようになり、コンプライアンスやリスク管理も
大きく前進しました。フローが可視化されたこ
とやデータベース管理も容易になったことで、
業務品質の向上にも貢献しています」と効
果のほどを語る。
　また、営業系稟議システムに関しては、軽
重にかかわらず1つのルートだけで承認をまわ
していた従来のフローを変え、案件の内容や
ビジネスに与えるインパクトに応じた承認ルート
へと見直しを図り、特にイレギュラーな案件な
どでは承認ルートを適切に変える仕組みを採
用。これにより、案件に応じた的確な判断を
行うことにつながっているという。
　管理系稟議システムは、従来の文書での
回覧と比べて、決裁のプロセスや所在が明
確になり、意思決定のスピードアップや効率
化を図ることができたという。管理本部 総務
部 総務グループ アソシエイトディレクター 大浦 
孝文氏は、導入成果について「稟議が回っ
てきたとき、それまでの決裁過程が一覧でき、
その内容やコメントが読めるので安心して承

認できます。OpenCubeの画面は見やすく確
認しやすいこともあって、従来に比べ承認業
務の効率が大幅
に良くなり、業務
プロセスの最適化
も図ることができま
した。稟議に必要
な作業工数をは
じめ、コスト削減効
果は着実に表れ
ていると確信して
います」と話す。
　このように、シー
ビー・リチャードエリスでは、OpenCubeの導入に
よって社内で容易にフローや帳票を作り、更新
できるようになった。その結果、情報システム部
門での負荷が軽減され、各部門でも業務の適
正化や効率の向上効果が表れている。ワークフ
ローの導入・運用のしやすさが内部統制や意思
決定の明確化、生産性向上に大きく貢献して
いる。

経費精算やIT関連業務へと利用拡大
SharePointとの本格連携にも期待

　現在は法務・総務に関する業務にOpen
Cubeを導入しているが、今後はSharePointの
本格運用に合わせて、OpenCubeの運用基
盤のシステム強化などの環境整備も視野に
入れつつ、多岐にわたる業務に積極的に活
用していきたい考えだ。
　「例えば、社員の利用頻度の高い経費の
精算処理を電子化することで、業務の効率
化やコスト削減が図れます。また、IT部門自
体の業務に関しても、例えば、新たなシステム
を開発する際に、要件定義の策定段階で関
連部署からの承認を得る際にOpenCubeを
用いれば、要件定義の策定もスムーズに進む
でしょう。システムに対する要望も明確になり、
承認の経緯も確実に記録に残るなど、スピー
ドアップと開発プロセスの品質向上が期待で
きると考えています」（松下氏）
　確かな情報を基にしたスピーディな判断が
極めて重要な不動産サービス業にとって、情
報活用インフラはビジネスの生命線とも言え
る。先進的な情報システムを確立し活用する
ことで、競争力強化が期待できよう。シービー・
リチャードエリスの今後のビジネス展開に、内
外からの熱い注目が集まる。
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孝文氏は、導入成果について「稟議が回っ
てきたとき、それまでの決裁過程が一覧でき、
その内容やコメントが読めるので安心して承

認できます。OpenCubeの画面は見やすく確
認しやすいこともあって、従来に比べ承認業
務の効率が大幅
に良くなり、業務
プロセスの最適化
も図ることができま
した。稟議に必要
な作業工数をは
じめ、コスト削減効
果は着実に表れ
ていると確信して
います」と話す。
　このように、シー
ビー・リチャードエリスでは、OpenCubeの導入に
よって社内で容易にフローや帳票を作り、更新
できるようになった。その結果、情報システム部
門での負荷が軽減され、各部門でも業務の適
正化や効率の向上効果が表れている。ワークフ
ローの導入・運用のしやすさが内部統制や意思
決定の明確化、生産性向上に大きく貢献して
いる。

経費精算やIT関連業務へと利用拡大
SharePointとの本格連携にも期待

　現在は法務・総務に関する業務にOpen
Cubeを導入しているが、今後はSharePointの
本格運用に合わせて、OpenCubeの運用基
盤のシステム強化などの環境整備も視野に
入れつつ、多岐にわたる業務に積極的に活
用していきたい考えだ。
　「例えば、社員の利用頻度の高い経費の
精算処理を電子化することで、業務の効率
化やコスト削減が図れます。また、IT部門自
体の業務に関しても、例えば、新たなシステム
を開発する際に、要件定義の策定段階で関
連部署からの承認を得る際にOpenCubeを
用いれば、要件定義の策定もスムーズに進む
でしょう。システムに対する要望も明確になり、
承認の経緯も確実に記録に残るなど、スピー
ドアップと開発プロセスの品質向上が期待で
きると考えています」（松下氏）
　確かな情報を基にしたスピーディな判断が
極めて重要な不動産サービス業にとって、情
報活用インフラはビジネスの生命線とも言え
る。先進的な情報システムを確立し活用する
ことで、競争力強化が期待できよう。シービー・
リチャードエリスの今後のビジネス展開に、内
外からの熱い注目が集まる。
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【OpenCubeに関する問い合わせ先】【掲載元】
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＊OpenCubeは株式会社NTTデータの登録商標です。
＊SharePoint Serverは米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。 
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