Workday について
Workday (NYSE: WDAY) は現代の働き方に合わせて設計された、財務、人事、プラン
ニング、分析、学生・教職員ライフサイクル管理のクラウド アプリケーションをひとつの
システムで提供しています。元 PeopleSoft 社の Aneel Bhusri と Dave Duffield
によって設立され、企業アプリケーションに対する革新的なアプローチで総所有コスト
(TCO) の削減を実現します。

Workday が選ばれる理由
• クラウドを前提とした仕様
• エンタープライズ アプリケーションを
ひとつの包括的なシステムで提供
• 実績あるリーダーシップ
• 最高の顧客満足度
• コアとなるグローバル志向

「私が Workday を立ち上げたのは、企業アプリケーションの
分野に情熱と顧客中心の考え方を取り戻すためでした。」
—Workday 共同創業者 兼 取締役会長 Dave Duffield

真のエンタープライズ クラウド
Workday は「私たちならもっとうまくやれる」という非常にシンプルな発想から出発
しました。他社のクラウドおよびオンプレミス型のシステムでは実現不可能なメリットを、
Workday は提供します。
• ひとつのアプリケーション スイート クラウド用に新たに構築された Workday なら、
財務、人事、プランニング、タレント マネジメント、給与計算、分析、スチュー
デントなど、すべてがひとつのシステムで提供されるため、シームレスなユーザー
エクスペリエンスと管理エクスペリエンスを実感いただけます。アプリケーションを
隔てるサイロがなくなり、どの部門にも同一のビジネス プロセスが採用され、
すべての Workday ユーザーがリアルタイムのビューとエクスペリエンスを、
一貫性を保ちつつ好みの仕様に設定できます。
• 総所有コスト (TCO) の低減: クラウド提供モデルではハードウェア、ソフトウェア、
ミドルウェア、データベースを購入、導入、維持管理する必要はありません。
いつでもどこからでも Workday にアクセスでき、基盤となる IT インフラおよび
運用管理コストの削減にも貢献します。
• 迅速な展開とスピーディな価値提供: Workday はすぐに使い始めることができ、
これまでに多くの企業で予算内かつ計画どおりの導入を実現してきました。
お客様からの声にも反映されている通り、Workday アプリケーションはレガシー
アプリケーションに比べて、コストを抑えつつ迅速な展開が可能です。
• 継続的な革新と適用: Workday は、適用しやすい自動アップデートを提供し、
従来のアップグレードにかかる費用と複雑さを排除します。またアップデート
はすべて Workday が管理しています。時代遅れのバージョンで身動きが取れな
くなるといったことはありません。
• 組み込み済みのリスク低減策: 企業の健全性と実行可能性を確保するためには、
セキュリティとコンプライアンスが欠かせません。そのため、Workday はこの
2 つの分野に多額の投資をし、アラート、支出監理、検証の機能追加および改善を
行ってきました。常時監査機能は、現場レベルにいたるまでトランザクションを
リアルタイムで追跡し、セキュリティは透明性、コンプライアンス、リスク低減を
実現するため役割ベースとなっています。

リソースの最適化
• 予測可能で継続的なコスト削減
• 自動化とワークフローでワークフォースの
生産性を改善
• 日常的なタスク対応から IT 部門を解放
変化への対応
• 柔軟な技術基盤
• 成長と変化に迅速に対応
全体像を把握した運用
• 実用的な組み込み済リアルタイム分析
• グローバルな情報の可視化
ユーザー操作性
• 組み込み済のモバイル機能
• 直感的で使いやすい

Workday アプリケーション
• ファイナンシャル マネジメント (財務管理)
›› 会計・財務
›› 収益管理
›› マネジメント レポーティング
›› エンタープライズ レポーティング
›› 経費管理
›› 調達管理
›› 在庫管理
›› プロジェクト
›› グラント管理
• ファイナンシャル パフォーマンス管理
• ヒューマン キャピタル マネジメント
›› 人事管理
›› ワークフォースプランニング
›› 福利厚生
›› 報酬管理
›› タレント マネジメント
›› リクルーティング
›› 給与計算ソリューション
›› 勤怠管理
›› 教育研修
• プリズムアナリティクス*
• プロフェッショナル サービス オートメーション
• スチューデント
›› アカデミックな基盤
›› 新卒学生の採用
›› 入学手続き
›› カリキュラム管理
›› 在籍記録
›› 学業支援
›› 奨学金
›› 学生財務
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• 安全性を第一に: Workday は世界的な大企業や有名企業からも
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実用的な組み込み済リアルタイム分析

パートナーとして信頼を得ており、ISO 27001、27018、

Workday は財務データから従業員 1 人ひとりについてまで、

プライバシー シールド、TRUSTe クラウド プライバシー

会社のビジネスを単一ビューで提供するため、社員は Workday

認証など、業界最高レベルのサードパーティー セキュリティ

アプリケーション内だけで関連性の高いリアルタイムの情報に

監査や認証に合格しています。世界水準のデータ センターを

安全にアクセスし、連携してアクションを起こすことができます。

拠点に、ネットワークからアプリケーション、データまで、

また、達成しうる成果の予測や、望ましい結果を確実に実現する

あらゆるレベルで厳しいセキュリティを確保し、お客様の

ためのアクショナブルな改善案など、組織の現状に関する情報を

機密データの安全性を保証します。

得ることも可能です。

人々の働き方に合わせた設計
優れたユーザー エクスペリエンス

グローバルを前提としたコア
複数の言語、通貨、フォーマット、規制をサポートするため、アプ

Workday は外観も操作性も一般消費者向けウェブサイトと似てい

リケーションごとに別のインスタンスを必要としません。Workday

るため、Workday を初めて使用するユーザーも、簡単なトレー

は世界中に分散した組織や従業員に 1 つの基盤を提供する一方で、

ニングを受けるだけで初回から必要な作業を行うことができます。

ローカル ニーズにも対応可能です。

モバイル環境で仕事をする人々のために

「80 もの人事システムをひとつのシステムに

Workday のモバイル アプリケーションは iPhone、iPad、Android を

置き換えた結果、約 3 割のコスト削減を実現

ネイティブでサポートします。さらにあらゆる機種向けに、

できました。」

HTML5 をサポートするモバイル ブラウザにも対応しています。
ビジネス プロセスごとのアプリケーションは必要ありません。
Workday は全体で 1 つのモバイル エクスペリエンスを提供します。

フレクストロニクス上級副社長 兼 最高情報責任者 (CIO)

柔軟な技術基盤

現状を網羅するだけでなく将来も見据えたデザイン

Workday は、優れたスケーラビリティ、パフォーマンス、

Workday は、より効率的な組織運営を目指し、ビジネスアプリ

コンフィギュアビリティを実現し、グローバル企業であるお客様の

ケー ション を 進 化 させ て いま す。 レガ シー システム に 限 界 を

ニーズに合わせて、成長と変革を続けます。Web サービスが標準化

感じているのであれば、組織全体でひとつのクラウド アプリケー

されているため、他のアプリケーションとのデータ交換も簡単に

ション スイートを活用することによるメリットにご注目ください。

実行できます。また、堅牢なビジネス プロセス設定ツールの活用

Workday なら革新的な基盤とクラウド モデルにより、お客様の

により、全社レベル、ローカル レベルの両方でビジネス プロセス

長期的な成長を支援できます。時代遅れのレガシー システムから

やルールを定義できます。

解放され、Workday とともに未来への一歩を踏み出しましょう。

ケアフュージョンは Workday によって、
従来の ERP に比べ、50 ～ 60% もの
コスト削減を達成しました。
Workday インテグレーション クラウド
Workday インテグレーション クラウドを使用すると、インテグ

「Workday HCM と給与計算を導入した
ことで、年間の運用費用を 15 万ドル削減
することができました。ソフトに関しては、
Workday システムにより、さらに年間で
30 万から 40 万ドルのコスト削減が実現
されたとみています。」

レーションの構築、デプロイ、維持管理、および他のアプリケーション

ピアース郡 IT サービス担当ディレクター

とのデータ交換が簡単にできるようになります。
• Workday インテグレーション クラウド プラットフォーム
は、Workday が提供するエンタープライズクラスの iPaaS
(Integration Platform-as-a-Service) として、オンプレ
ミスのミドルウェアなしで、あらゆるインテグレーションを
Workday のクラウド上で実行することができます。
• Workday インテグレーション クラウド コネクトは、
サードパーティーのアプリケーションやサービスへの接続
を、Workday が事前に提供し、サポートします。

「Workday との協力により、高パフォー
マンスな組織を構築するという Chiquita の
企業目標を達成することができました。」
Chiquita 上級副社長 兼 最高人財活用責任者

* 本データシートは、発表済みの未リリース製品について言及しているため、リスクや不確定な仮定的見通しに関する記述が含まれています。未リリースのサービス、特長、機能、強化についての説明は、
今後変更される可能性があり、計画どおりに提供されない、または一切提供されない場合があります。Workday は将来的見通しを更新する義務を負いかねます。Workday のサービス購入を検討
されるお客様は、現在利用可能なサービス、特長、機能に基づいて購入をご判断ください。
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