
ドキュシェア

DocuShare
DocuShare CPX / DocuShare / DocuShare Express

部門レベルから全社レベルまで、
多様なコンテンツ・マネジメントを効率的にサポート。



2  

洗練された操作性で、
組織の効率的な情報管理・活用を支援。
高機能なECM＊ソリューション DocuShare
部門レベルから全社レベルまで、
組織の多様なニーズに応えるECMソリューションDocuShareが、
より使いやすく、さらに高機能に進化を遂げました。
高次元なビジネスプロセスを全社レベルで支援するDocuShare CPX
コンテンツの登録・管理・共有を柔軟に実現するDocuShare
スモールビジネスに対応したDocuShare Expressをラインナップして、
ビジネスプロセスの変化や企業の成長にも、
ライセンスやオプションの追加で柔軟にスケールアップ。
高い生産性とオフィスの効率化に、大きく貢献します。
＊Enterprise Content Management 

電子メール

課題の解決業務の改善 仕事の自動化 生産性向上 オフィスの効率化

情報資産の活用 ツールの活用

情報 知識 ノウハウ アイデア

登録・管理 検索・閲覧 配布・回覧・共有

協業 自動化

ディスカッション ワークスペース

画像電子文書マイ DocuShare
（個人ポータル） DocuShare

コレクション
（データの
 統括管理）

Wiki

DocuShare によるコンテンツマネジメントソリューション

知識・情報の構築、共有。ノウハウ・アイデアへと昇華

オブジェクトの活用によるビジネスプロセスの効率化
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Webブラウザーベースのインターフェイス
標準的なWebブラウザーを利用してDocuShareサイトにアクセスし、
情報の登録・検索・閲覧・取り出しなどを行います。

●モバイル端末からも操作が可能
タブレットやスマートフォンなどのモバイル端末からも、見やすく操作し
やすいインターフェイスを提供します。

●ドラッグ＆ドロップによるやさしい操作性
階層構造による表示で、利用したいコンテンツに素早くアクセス。情報
登録は、ドラッグ＆ドロップで容易に行えます。複数のファイルは圧縮し
てダウンロードできます。

●コレクション表示属性のユーザー設定機能
登録ドキュメントの管理や識別を容易にするために、ユーザー個人が属
性情報の表示をカスタマイズできます。

パーソナルホームページ「マイDocuShare」
最初にログインすると、個人用ポータルの「マイDocuShare」が作成さ
れます。ユーザーはここに、所属するグループやお気に入りページ、タス
クやカレンダーなどの情報を統合表示できます。「マイDocuShare」に
よって、個人で扱うコンテンツと、グループで共有するコンテンツとの使
い分けが可能になります。

社内の多様な情報を、効率的に一元管理
DocuShareは、ドキュメントやイメージ、メールファイルなどのコンテン
ツを格納してグループで共有するための「コレクション」、メンバーがコ
ラボレーションできる「ワークスペース」、掲示板機能の「ディスカッショ
ン」、指定したオブジェクトの変化をメールで知らせる「通知」、共同で作
成するWebサイト「Wiki」、個人が情報発信できる「ブログ」、メンバーの
イベントも統合表示できる「予定
表」など、複数のオブジェクト群
で形成されます。これらのオブ
ジェクトは一元管理され、有機
的に連携。効率的な情報管理・
共有・活用を可能にします。

ブラウザーベースのインターフェイスと直感的な操作で、
知識・情報の共有をやさしくサポートします。

世界共通の操作性を提供
世界80カ国で活用されているDocuShare。ソフトウェア構造は世界共
通＊1で、ブラウザーの設定によって英語への対応も可能＊2です。グロー
バル化に伴って社員・スタッフの国際化が進むなかで、使い慣れたソフト
ウェアを世界のどこでもそのまま使用できます。  
＊1 一部日本語版で提供されていない機能があります。
＊2 日本国内で提供しているDocuShareは、日本語/英語ユーザーインターフェイスに標準対応

しています。

●コンテンツを格納する「コレクション」
グループで共有可能なフォルダーが「コレクション」です。「コレクショ
ン」にはドキュメントやイメージなどのコンテンツが登録可能で、タスク
のメンバーが登録したコンテンツはグループで共有できます。これらの
多様な形式のファイルを一元的かつ階層構造で管理可能で、閲覧・更新
などのアクセス権は登録者自身が設定できます。

●正確なバージョン管理が可能
誰がいつ手を加えたか、その改訂履歴が
残るので、正確なバージョン管理が行え
ます。また、複数のメンバーが同時に更
新できないよう、ドキュメントをロックす
ることもできます。

●コンテンツマップ
DocuShareサイト内の情報を、コンテン
ツマップとして階層構造で表示できま
す。サイト内がひと目で把握できるだけ
でなく、ファイルや「コレクション」単位の
操作が容易に行えます。

コレクションに登録されたオブジェクト一覧

コンテンツマップ

DocuShareトップページ

・直感的な操作が可能な、シンプルで
  使いやすいUI 
・情報の一元管理、日々の業務を
  柔軟かつアクティブに支援
・部門レベルから全社レベルまで
  スケーラブルなシステム構築
・詳細なアクセス権設定など、柔軟な
  セキュリティー設定に対応
・モバイル端末や複合機など多様な
  デバイスからアクセス可能
・業務プロセスの自動化とスピード
  アップを支援
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Share & Collaboration
情報共有、共同作業、議論などをセキュアに実現。
社内のコミュニケーション活動を効率的に支援します。

ドキュメントの回覧
ドキュメントを回覧し、承認・否認などの意思が確認できます。回覧者の
指定など回覧のルールは画面上の「回覧用紙」で容易に設定でき、コメン
トを添えて自動的にメールで通知できます。「回覧用紙」の設定内容は登
録が可能で、再利用ができます。

オブジェクトの変更をメール通知
オブジェクトが変更されると、あらかじめ指定してある宛先にオブジェク
トのURLが書かれたメールが自動的に送られます。最新情報がタイム
リーに入手できるので、情報の周知や展開を促進します。

Wiki

グループウェアとしての機能も充実
●共同でコンテンツが作成できる「Wiki」

「Wiki」を使用した共同作業で、DocuShareサイト上にコンテンツが
作成できます。追加・編集も容易で、特定のテーマに関する共同作業
を支援します。企画書や提案書、研究結果など、プロジェクトの成果
物をメンバーで作り上げていく場合に有効です。
さらに、簡単にwebページを作成する機能を利用して、DocuShare上
で管理されているドキュメントをユーザーに簡単に利用してもらえ
るようなポータルを構築することができます。

●掲示板機能をもつ「ディスカッション」
特定のテーマについてメンバーで議論が進められます。掲示板形式
で、議論の経過を時系列に遡って検証することもできます。

●個人の情報発信が可能な「ブログ」
ユーザーはブログを開設し、情報発信できます。読み手との意見交換
も容易で、社員同士のコミュニケーションも活発化。企業の情報展開
の強化にも役立ちます。

●複数の「予定表」を統合表示
個人の予定表に加え、メンバーの予定表、会社行事やグループミー
ティングの予定表などを統合表示できます。メンバー全員の予定が
ひと目で確認できるので、会議などの日程調整に役立ちます。

●目的に応じたワークスペース設定
部門単位やドキュメントの種類ごとの保管場所として利用できる「ド
キュメント保存ワークスペース」と、プロジェクト単位やタスクでの情報
共有・情報保管場所として利用できる「チームプロジェクトワークスペー
ス」の、2種類から選択できます。 

●アクセス権の設定 
ワークスペースでは、参加メンバーに対して、ユーザー単位ごとに、参照/
閲覧のみ、オブジェクト登録、管理者などのアクセス権が設定できるの
で安心です。

共有エリアとなる「ワークスペース」の設定
CPXユーザーは、メンバーの共有エリアである 「ワークスペース」が設
定できます。情報収集や保存、参加メンバーの決定をプロジェクトリー
ダーのCPXユーザーが行い、「ワークスペース」上でメンバーが共同作
業する、といった利用が可能です。「ワークスペース」には 「コレクショ
ン」へのリンクや「ディスカッション」「スケジュール」なども用意されてい
ます。 

DocuShare

自動メール通知

オブジェクト
変更

DocuShare

回覧 回覧

回覧用紙
設定

回覧
結果

回覧

スピーディーなサイト内検索
ドキュメントの属性による検索や全文検索が可能です。検索結果の要約
表示により、検索時間の短縮化につながります。簡易検索のほか、詳細
検索では「検索範囲」「検索項目」「日時」など条件を詳細に絞り込んでの
検索も行えます。一度設定
した検索条件を「保存クエ
リー」として記憶できるの
で、繰り返し検索も容易で
す。

●クイックサーチ
　オプション＊

ドキュメントの種類ごとに、あ
らかじめ設定された検索項目
を切替表示しますので、効率
的に検索作業を行えます。
＊オプション

クイックサーチ画面
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Management & Automation

オブジェクトごとのアクセス権を詳細に設定可能
情報を誰に、どこまで公開するかが詳細にコントロールできます。プロ
パティ読み取り、コンテンツ読み取り、履歴読み取り、コンテンツ書き込
み、管理などの詳細なアクセス権設定により、オブジェクトごとに情報展
開がコントロールできます。

操作履歴の管理・分析
オブジェクトの操作履歴、および、ユーザーの操作履歴はつねに記録さ
れており、必要に応じてXML形式でレポート出力できます。こうした履
歴情報はさまざまな分析に役立てることができます。

●ユーザーの操作履歴
一定期間のアクセス状況や、特定のユーザーの操作履歴が閲覧でき
ます。

●改訂履歴レポート
ドキュメントの登録・作成から廃棄に至るすべてのプロセスを管理して
おり、改訂履歴の記録・保管として利用できます。

LDAPサーバーによりアカウント情報を一元管理
LDAPサーバーとの連携で、DocuShareのユーザーアカウント情報を
一元的に管理できます。サーバー管理者の手間を省くほか、ユーザーも
複数のパスワードを持つことなく、一度の認証でさまざまなサービスが
利用可能になります。

容量制限により、ハードウェア資源を有効活用
ユーザーに対してドキュメント数、コンテンツ容量の上限が設定できる
ので、資源の有効活用につながります。

タイムスタンプによる電子文書の管理強化が可能＊

PDF文書に対するタイムスタンプの付与/検証機能により、文書の改ざ
ん検知と真正性の検証が可能です。
＊タイムスタンプの利用には、アマノビジネスソリューションズ株式会社の「アマノタイムスタン

プサービス3161」の契約が必要です。

情報管理・活用をより快適に、フレキシブルに実現。
プロジェクトを成功に導くために、お役に立ちます。

より安全・安心な運用を支援する管理機能
コンテンツ管理者には、登録されるすべてのオブジェクトに対するアク
セス権が付与されます。また、サイトの管理者としてパスワードの有効
期限設定やログイン失敗回数などのアカウントポリシーも設定できるの
で、より安全な運用につながります。

コレクション

回覧済
ドキュメント 登録

②回覧終了したドキュメントは、回覧済
みであることを検索結果などからも判別
することができる。また、回覧済と属性
登録されることで、ドキュメントの整理
にも利用できる。

①コレクションにコンテンツルールを設定。

検索

属性に【回覧済】と
コメントを自動登録

あるコレクションにドキュメントを登録すると
属性に指定文字が自動入力できる。

〈コンテンツルール〉ドキュメントが追
加された場合、属性に【回覧済】とコメ
ントを自動登録する。

コンテンツとプロセスの管理を容易に実現
DocuShare CPXでは、コンテンツとプロセスの管理を、シンプルな操
作で実現します。ドキュメントのライフサイクルの管理はもちろん、契約
書や請求書、申請書の受け付けなど、大量かつ定型的な処理が必要なコ
ンテンツも柔軟に使いこなせます。

「コンテンツルール」で定型処理を自動化
あらかじめ設定された操作が行われた際に、指定された処理を自動的に
行うことができます。たとえば「回覧終了したドキュメントがコレクショ
ンに登録されたら、属性に“回覧済み”のコメントを登録する」よう設定し
ておけば、処理の自動化が可能となり、人手による操作や管理の手間が
軽減できます。 この「コンテンツルール」は、CPXユーザーがユーザー
インターフェイスを利用して容易に作成できます。

アクセス権設定

デスクトップクライアントからの表示例

DocuWorks連携のドキュメント表示例

操作性に優れたクライアント機能
パソコンのデスクトップからは、DocuWorks Deskからのフォルダー連
携機能＊1や、デスクトップクライアント＊2を用意しています。使い慣れた
ソフトウェアと同様の操作が可能なため、ドキュメントの登録や利用を
促進します。
＊1 オプションの「DocuShare 連携フォルダ for DocuWorks」が必要。
＊2 オプションの「DocuShare デスクトップクライアント」が必要。
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・外出先や現場からモバイル端末を利用して、
DocuShareにアクセスできます。

・必要な文書の入手、最新情報の参照、現場で撮
影した写真や打合せ時のメモなどの登録など
も可能で、迅速な情報共有と意思決定をサポー
トします。

・DocuShare内の「コレクション」をクラウド
サービスWorking Folder上の指定フォルダー
と連携させることで、登録文書を取引先などの
外部と共有できます。

・協業企業に対して、Working Folder経由での
情報展開・授受がセキュアに行えます。

・PC上のDocuWorks トレイからDocuShare上
の指定フォルダーにアクセスし、ドラッグ＆ドロッ
プで文書登録、登録の通知、他のユーザーのトレ
イへの文書送付などが行えます。

・DocuShare CPXのコンテンツルール機能に
より、文書名や属性に応じて自動的にフォル
ダーを振り分けて登録することができます。

必要なソフトウェア
・DocuWorks Mobile（iOS版/Andoroid版）（別売）
・DocuShare モバイルオプション
・DocuShare Mobile（iOS版/Andoroid版）

必要な環境とソフトウェア
・Working Folder （別途ご契約が必要）
・DocuShare 連携オプション for Working 

Folder

必要なソフトウェア
・DocuWorks 9/9.1 （別売）
・DocuWorks トレイ 2（別売）
・DocuShare 連携フォルダ for DocuWorks
・DocuShare 連携プラグイン for
 DocuWorks ドキュメントトレイオプション

［ モバイルワークを支援 ］　外出先からでも、DocuShareが利用できます。

［ クラウドサービスの活用 ］　Working Folderを介して、社外との情報共有が可能です。

［ DocuWorksとの連携 ］　文書流通のスピードアップを実現します。

Use Case

外出先 社内

DocuShare

図面 マニュアル

契約書

インターネット

工事現場

自社工場

移動中

検索・閲覧

登録

クラウドサービス
Working Folder

社内

DocuShare

商品情報

関連情報

コレクション

開発部

取引先

外出先

文書の
アップロード/
ダウンロード

文書の同期

自動ダウンロード

DocuShare

DocuWorks トレイ

登録時に属性入力
例）配布先：〇〇部

総務部担当者

人事部担当者

購買部担当者

文書の登録・送付

コンテンツルールで
配布先を自動選択

外部環境ともフレキシブルに、効率よく連携。
DocuShareをさらに有効に活用することができます。
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・PCのない環境でも、複合機で直接文書をスキャンし
てDocuShareに登録したり、検索・出力が行えます。

・ApeosWare Management Suite 2を利用
し、複合機で受信したファクスやスキャン文書
のフォーマット変換・OCR処理・属性変換など
の登録の流れが自動化できます。

必要な環境とソフトウェア
・複合機 Apeos / ApeosPort シリーズ（別売）
・ApeosWare Management Suite 2 / ApeosWare 

Management Suite 2 Flow Management Option
（別売）

・DocuShare 外部アクセス for Apeos
・DocuShare 登録プラグイン for ApeosWare 

Flow Management

［ PCのない環境で ］　複合機からDocuShareにアクセスできます。

DocuShare

商品情報

関連情報

開発部

品質
保証部

スキャン

ファクス

文書を自動登録

複合機から検索・印刷

文書
格納

ApeosWare Management Suite 2

●形式変換 ●自動処理

OCR他
文書を自動処理

・文書の種類ごとに管理のための属性が設定で
きます。適切な設定により、文書管理や検索、
保管期限の管理などに利用できます。

・クイックサーチオプションにより、文書の種類
ごとに必要な検索項目のみが切り替え表示で
き、検索作業の効率化が図れます。

必要な環境とソフトウェア
・複合機 Apeos / ApeosPort シリーズ（別売）
・DocuWorks 9/9.1（別売）
・DocuWorks 文書情報エントリー（別売）
・DocuShare クイックサーチオプション

［ 文書検索の効率化 ］　適切な属性設定で、迅速な文書検索を実現します。

クイックサーチ

文書の種類ごとに必要な検索項目のみが切り替え表示

DocuShare

契約書の場合

注文書の場合

契約者番号で検索

注文番号で検索

・電子化した文書にタイムスタンプを付与する
ことで、電子文書の存在、非改ざんを証明し、証
拠としての能力を向上させます。 

・タイムスタンプの一括検証機能により、定期的
な社内監査や調査などへの対応力を向上させ
ることができます。 

必要な環境とソフトウェア
・DocuShare タイムスタンプオプション 
・PAdES文書作成アプリケーション＊ 
＊ 対応するアプリケーションは、弊社営業にお問い合わせくだ

さい。
※ タイムスタンプの利用には、アマノビジネスソリューション

ズ株式会社の「アマノタイムスタンプサービス3161」の契約
が必要です。

［ 電子文書の管理強化 ］　タイムスタンプを利用して、電子文書の真正性を向上させます。

DocuShare

検証保管管理

文書の存在の証明

非改ざんの証明

タイムスタンプ付与

タイムスタンプ局

PDF文書

タイムスタンプ付
PDF文書



※記載内容及び商品の仕様、外観等は改良のため、予告なく変更する場合があります。 また、商品の色調はフィルム、印刷インクの性質上、実際の色とは異なってみえる場合がありますので、あらかじめご了承ください。 ●Microsoft、SQL Server
は、米国マイクロソフトコーポレーション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。 ●Androidは、Google LLCの商標です。  ●その他の社名または商品名等は、それぞれ各社の商標、または登録商標です。

DocuShareの最新機能、動作環境等の情報については当社の公式サイトをご覧ください。　    fujifilm.com/fb/product/software/docushare

この印刷物は環境に配慮した用紙を使用しています。この印刷物の内容は2021年7月現在のものです。　DGE-1145  0805-10

DocuShare の主な機能 ○：標準装備　　△：オプション　　–：対応なし○：標準装備　　△：オプション　　–：対応なし

項目 内容 
DocuShare CPX DocuShare DocuShare Express 

情報共有機能

ドキュメントを、コレクション（フォルダー）階層構造で管理 ○ ○ ○
スペースを利用した管理区分 ○ ○ —
ドキュメントやコレクションごとに基本属性やユーザー属性を設定 ○ ○ ○
ワークスペースを利用した多目的な階層管理 ○ — —
ドキュメントのバージョン管理、チェックイン/チェックアウト、ロック ○ ○ ○
ブラウザーを利用したドラッグ＆ドロップ登録 ○ ○ ○
アプリケーションファイル、DocuWorks、PDF、イメージ文書のサムネール表示 ○ ○ ○
ドキュメントの回覧 ○ ○ ○
電子メールを利用した、メールメッセージや添付ファイルの登録（電子メールエージェント機能） ○ ○ —
日本語・英語ユーザーインターフェイス切替 ○ ○ ○
あらかじめ設定したルールに沿って、登録時の条件によるさまざまな自動処理 （コンテンツルール） ○ — —

検索機能 

登録ドキュメントに対する全文検索機能 ○ ○ ○
オブジェクトに対する属性検索機能 ○ ○ ○
繰り返し利用する検索条件の保存（保存クエリー機能） ○ ○ ○
検索対象の種類ごとの検索項目の切替表示 △ △ △

コミュニケーション
機能

Wiki、ブログ を利用したコミュニケーション促進 ○ ○ ○
掲示板（ディスカッション）を利用したWeb上のディスカッション ○ ○ ○
個人やメンバーの予定を共有するカレンダー機能 ○ ○ ○
オブジェクトの追加や変更を通知する自動メール通知機能 ○ ○ ○

管理機能

ユーザーに対する保管容量制限（クォータ管理） ○ ○ ○
複数のDocuShareサーバーを連携した検索、ログイン（フェデレーション機能） △ △ —
オブジェクトの退避保管（アーカイブサーバー） △ △ —
指定した期日の到来を指定ユーザーにメールで通知（ライフサイクルマネージャー） △ △ —

セキュリティー機能
オブジェクトごとにユーザーやグループのアクセス権設定 ○ ○ ○
詳細なアクセス権設定 ○ ○ ○
アカウント、パスワードの高度な設定 ○ ○ ○

ユーザー管理

ユーザーのレベル変更 ○ ○ —
ユーザーの一括「有効化」「無効化」 ○ ○ ○
ユーザーごとの格納文書数や容量の制限 ○ ○ ○
LDAPサーバーとの連携によるユーザーやグループの管理 ○ ○ —

文書公開機能 オブジェクト単位の操作改訂履歴 ○ ○ ○
履歴管理機能 ユーザー単位の操作履歴 ○ ○ ○

利用可能な
データベース 

PostgreSQL （商品メディア同梱） ○ ○ ○
Oracle® Windows® 版 △ △ —
Microsoft® SQL Server® △ △ —

利用可能な
ユーザーレベル

CPX ユーザー ○ — —
DocuShare ユーザー /Expressユーザー △ ○    ○＊
読み取り専用ユーザー（Read Only ユーザー） △ △ —
ゲストユーザー（Guest ユーザー） ○ ○ ○

＊Microsoft® SQL Server® Expressのみ利用可能です。また、DocuShare Expressが利用できるユーザーの上限は100ユーザーです。
※各機能の詳細、動作環境については、当社の公式サイトをご覧ください 

オプション商品構成
●DocuShare デスクトップクライアント
●DocuShare 連携フォルダ for DocuWorks
●DocuShare 連携プラグイン for DocuWorksドキュメント

トレイオプション 
●DocuShare 外部アクセス for Apeos 
●DocuShare 登録プラグイン for ApeosWare Flow 

Management 

●DocuShare 追加サーバー 
●DocuShare アーカイブサーバー 
●DocuShare クイックサーチオプション 
●DocuShare ライフサイクルマネージャー 
●DocuShare モバイルオプション 
●DocuShare 連携オプション for Working Folder 
●DocuShare ソフトウェア開発キット 

●DocuShare 文書管理支援コマンドオプション
●DocuShare タイムスタンプオプション

本カタログは富士ゼロックスブランドの商品を含みます。
富士ゼロックスブランドの商品は、米国ゼロックス社からライセンスを受けている商品です。
商品提供者は富士フイルムビジネスイノベーション株式会社です。
Xerox、Xeroxロゴ、Fuji Xeroxロゴ、およびDocuShareは、米国ゼロックス社の登録商標または商標です。

FUJIFILM、およびFUJIFILM ロゴは、富士フイルム株式会社の登録商標または商標です。
Apeos、 DocuWorks、Working Folderは、富士フイルムビジネスイノベーション株式会社の登録商標または商標です。

〒107-0052 東京都港区赤坂9-7-3

お問い合わせは

0120-27-4100
受付時間：土、日、祝日および当社指定休業日を除く9時~12時、13時~17時。フリーダイヤルは、海外からはご利用いただけません。また、一部のIP電話
からはつながらない場合があります。※お話の内容を正確に把握するため、また後に対応状況を確認するため、通話を録音させていただくことがあります。


