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ビジネスプロセス自動化アプリケーションの 
開発と導入の効率を高める NXJ 10.5 

～People-Intensive・Information Richなソリューションの迅速な導入を 
画期的な新機能によって効率化 ～ 

 
2004 年 11 月 19 日  
株式会社エアー 

 
株式会社エアー（本社:大阪府吹田市、代表取締役:北山洋一、以下 エアー）は、本日、日本でマスターディ

ストリビュータとして販売している日本語版 NXJ from Unify Corporation のバージョン 10.5 （以下、NXJ 
10.5/製造元は Unify Corporation、以下 米 Unify 社）のリリースを発表しました。 

NXJ の特徴 
NXJ 10.5 は、プロセス中心の「People-Intensive」なアプリケーションの開発と導入の効率を高めるソリュー

ションを組み込んだアプリケーションプラットフォームです。NXJ 10.5 はアプリケーションの即時導入を必

要とする中規模から大規模の企業や組織をターゲットとしており、ビジネスプロセスを安全かつ効率良く自

動化する機能と、従業員、顧客、提携業者、外部納入業者に重要な情報を安全かつ迅速に配布する機能を備

えています。 

Gartner 社の副社長で著名なアナリストである Jim Sinur 氏は次のように語っています。「今日の急速に変

化するビジネス環境では、IT 関連の資源や予算が抑えられる一方で、企業競争力の強化が要求されます。そ

のため、企業がコストを管理し、競争上の脅威やビジネス環境の変動に対処するにあたって、ビジネスプロ

セスの自動化対策が必須の要件になりつつあります。企業はプロセス、特に人的関係プロセスを自動化する

必要性を認識しており、企業の内部および外部におけるコラボレーション手段を促進して、改革、繁栄、成

長を継続しようとしています。」 

People-Intensive・Information Rich なアプリケーションを開発・導入するには、プロセスとデータを統合

できるシステムを IT 部門が構築する必要がありました。NXJ 10.5 が登場するまで、IT 部門にはビジネスプ

ロセス管理製品を採用するか、またはアプリケーション開発製品を採用するか、という 2 つの選択肢しかあ

りませんでした。また、People-Intensive・Information Rich な業務に対処するには、どちらの選択肢をとっ

てもカスタマイズのために手作業による大量のコーディングを行う必要がありました。NXJ 10.5 にはプロセ

スアクティビティフォームと呼ばれる画期的な新機能があり、高度に自動化されたフレームワークを用いて、

これらの低水準コーディングの作業負荷を取り除いています。IT 部門でプロセスアクティビティフォームを

使用すれば、他の競合製品を使用する場合よりもはるかに短期間で、プロセス自動化対応の情報集約型アプ

リケーションを構築することができます。 

米 Unify 社の顧客である Cast & Crew Entertainment Services では、People-Intensive なプロセスを自動

化して作業フローの効率を高めたり、企業競争力を強化する新しい顧客サービスを提供するために NXJ を活

用しています。Cast & Crew Entertainment Services の CIO である Sadhu Nadesan 氏は次のようにコメ

ントしています。「当社の主要顧客は映画スタジオやテレビ制作会社などですが、当社は顧客への対応の迅

速さに自信を持っています。NXJ はアプリケーションを短期間で構築するのに役立っていますが、それより

重要な点は、ビジネスに必要な情報をリアルタイムで顧客に提供できることです。当社の顧客は予想値では

なく正確な情報を入手できるため、その情報に基づいてビジネス上の正しい意思決定を行うことができます。

当社はこれからも NXJ を利用して業界随一のサービスを提供していきますが、これは既存の顧客を維持する

だけではなく、新しい見込み顧客を獲得するためにも重要な戦略になります。」 

NXJ では、ビジネスプロセス管理、インタラクティブなフォームプロセッシング、Web サービス、ポータル

統合、エンタープライズアプリケーションとの接続などの機能を持つ包括的なアプリケーションプラット

フォームを通じて、プロセス自動化アプリケーションの開発と導入の効率を高めます。NXJ 10.5 は、先進的

な J2EE インフラストラクチャスタック（BEA WebLogic、IBM Websphere、Oracle 10g など）に導入す

るアプリケーションの開発作業を補完するソリューションとして利用するか、JBoss Application Server と

完全に統合されたアプリケーションプラットフォームとして利用することができます。 
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NXJ 10.5 の差別化要因 

NXJ 10.5 では、プレゼンテーション層とアプリケーション層のすべてのサービスからワークフロー、プロセ

ス、アクティビティを明確に分離した柔軟なサービス指向アーキテクチャを展開することによって、アプリ

ケーションの開発と導入にかかる時間を短縮します。NXJ は事前に構築済みの強力なアプリケーションコン

ポーネントとサービスを使用したアプリケーション開発機能や、高度なモデリング機構を備えているため、

アプリケーションの開発・導入期間が短縮され、社内開発の負荷が軽減され、保守コストが削減されます。

その結果、IT 投資に対する高い収益率（ROI）を非常に短期間で実現できます。 

NXJ 10.5 の主な新機能と特長は次のとおりです。 

 プロセスアクティビティフォームは高度なインターフェイスコントロールであり、コーディングをほ

とんど行わなくても、複数のソース（ビジネスプロセス、データベース、Web サービス、XML、
Microsoft Office 文書など）から収集したデータに対してシンクライアント型の多機能な Web イン

ターフェイスをリアルタイムで提供する機能を備えています。これによって手作業による負荷が削減

され、情報交換の遅れが解消されるため、エンドユーザの生産性とビジネスの効率が向上します。つ

まり、必要な情報が遅滞なくエンドユーザに配布され、迅速な対応と的確な意思決定が可能になりま

す。 

 NXJ Web サービス-- Java や J2EE のアプリケーション内で Web サービスの作成、導入、管理を行

うための使い易いハイパフォーマンス環境を提供します。NXJ Web サービスでは、Microsoft .NET
などの高水準の相互運用性を通じて異機種環境におけるアプリケーション統合プロジェクトをサ

ポートするため、会社組織の内外を問わず新しい Web サービスを利用できます。 

 統合型ポータルサービス -- NXJ の企業ポータルフレームワークでは、豊富なリアルタイム情報を

エンドユーザに提供するビジネス情報ポータルの作成、カスタマイズ、保守が簡単です。エンドユー

ザは高度なシングルサインオン機能やパーソナリゼーション機能を通じて、使用権限を持つすべて

の情報やアプリケーションに直接アクセスできます。 

 高度なコンポーネント再利用システム -- NXJ 10.5 には、複数のアプリケーションプロジェクトを

通じて複数のアプリケーションコンポーネントでフォームとフォームコントロールを再利用する機

能が提供されています。さらに、NXJ リポジトリに基づく開発ライブラリの共有を通じて複数のプ

ロジェクト間でコードを再利用してアプリケーションを迅速に構築できるため、アプリケーション

の開発期間が数日、数週間、あるいは数カ月の単位で短縮されます。 

 広範な接続サービス -- NXJ では、先進的なエンタープライズアプリケーションやパッケージアプ

リケーション（SAP R/3、PeopleSoft、Siebel、Oracle e-Business、JD Edwards、CICS、IMS な

ど）から NXJ アプリケーションに対して、各種標準に基づく JCA 準拠の接続がサポートされます。 

米 Unify 社の CTO である Dave Glende 氏は次のようにコメントしています。「通常は IT 部門自身では制

御できない外的要因のために、IT 部門の管理者はアプリケーションの開発と導入を短期間で完結させるとい

う必要性に迫られています。競争上の優位性の維持、人員不足への対処、外的脅威からのアプリケーション

の保護など、目的の如何を問わず、IT 部門はアプリケーションを短期間で構築するという必要性に直面して

います。さらに、これらのアプリケーションは、豊富な機能を持ち、安全性が非常に高く、変更が簡単で直

感的に使用できるものでなければなりません。新規事業への対応や従来のシステムのメンテナンスに追われ、

予算が限られている IT 部門にとって、このような要求を満たすのはかなり困難です。NXJ 10.5 はこれらの

ニーズをすべて満たすソリューションですが、最大のメリットは「短期間で迅速に」要求を満たすことです。 

標準価格 

開発環境は、1開発者当たり¥66,000～、実行環境は 1CPUあたり¥600,000～になっています。詳細は下記
までお問い合わせください。 
 
→ NXJ 製品の詳細は http://www.air.co.jp/products/nxj/nxj.html をご覧ください。 
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Unify Corporation について 

Unify Corporation は、人、情報、ビジネスを相互に結び付けるためのソフトウェアソリューションを提供

しています。Unify のソリューションには、24 年間にわたり革新的なソフトウェアを世界中の 2,000 社以上

の顧客と 300 社以上の ISV パートナーに提供してきた実績が活かされています。企業や組織は Unify のソ

リューションを利用してビジネスプロセスを自動化し、高度なコラボレーション環境に有用な情報を配布す

ることができます。Unify は、アプリケーションソリューションに関して「いくら早く実現しても早すぎる

ことはない」要件に直面している中規模から大規模の企業を主要顧客層としています。Unify の主要顧客は、

Cast & Crew Entertainment, Inc.、Credit Lyonnais、Citigroup Inc.、Documentum、Fox Racing、GE 
Healthcare、GlaxoSmithKline、Heineken、PCN、Pioneer Natural Resources、Pioneer Electronics、
TravelCenters of America などです。Unify は 1980 年に設立され、本社をカリフォルニア州サクラメント

に置いています。また、イギリス、フランス、オーストラリアに営業所を設置し、世界中に販売網を持って

います。 

→ Unify Corporation の詳細は http://www.unify.com をご覧ください。 

 
株式会社エアーについて 
株式会社エアーは、インターネット・イントラネット用サーバソリューションを提供するソフトウエアベン

ダーとして、電子メールのアーカイブ&フィルタシステムの WISE Audit をはじめとする電子メールサーバ

製品 WISE ファミリーの自社開発・販売を行うほか、ビジネスインテリジェンス製品 Actuate e.Report シ
ステムなどのディストリビューションに携わっています。 

→ 株式会社エアーの詳細は http://www.air.co.jp/ をご覧ください。 

 
製品についてのお問い合わせ先 

株式会社エアー 営業部 
Email： nxj-web@air.co.jp 
電 話：03-3587-9221（代表） 
   （月～金 10:00～12:00、13:00～17:30 ただし祝祭日を除く） 

ニュースリリースについてのお問い合わせ先 

株式会社エアー 企画室 
Email： market@air.co.jp 
U R L： http://www.air.co.jp/ 
電 話：03-3587-9221（代表） 
   （月～金 10:00～12:00、13:00～17:30 ただし祝祭日を除く） 
 

以上 


