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はじめに
本書は、WebSAM IT Process Operations クライアントの基本的な機能および操作方法につ
いて説明しています。説明においては、WebSAM IT Process Operations が提供している
GUI による操作手順を中心に紹介しています。なお、本書内に記載されている画面例と実際の画
面とは異なる場合がありますのでご注意ください。

本書の内容は将来、予告なしに変更する場合があります。あらかじめご了承下さい。
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1. 凡例
本書内での凡例を紹介します。

気をつけて読んでいただきたい内容です。

本文中の補足説明

注 本文中につけた注の説明
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2. 関連マニュアル
WebSAM IT Process Operations に関するマニュアルです。これらは製品メディア内に格納され
ています。

また、最新のマニュアルについては製品サイトのダウンロードページを参照してください。

http://jpn.nec.com/websam/itprocessoperations/download.html

マニュアル名 概要
IT Process Operations
リリースノート

IT Process Operationsの各バージョンにおける主な変更点や既知の問題
をまとめています。新しいバージョンをインストールしたり、新しい
バージョンにアップグレードする前には必ずリリースノートをご確認く
ださい。

IT Process Operations
インストールガイド

IT Process Operationsを新規にインストール、またはバージョンアップ
する場合の方法について説明しています。

IT Process Operations
クライアント操作ガイ
ド

IT Process Operations クライアントの基本的な機能と操作について説
明しています。

IT Process Operations
サーバ操作ガイド

IT Process Operations サーバの基本的な機能と操作について説明して
います。
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3. 改版履歴
版数 変更日付 変更内容

1 2016/6/22 第1版
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第1章 手順書管理
本章では、手順書管理に関わるユースケースに基づいて各機能の操作方法を説明します。

手順書管理に関する操作は、IT Process Operations クライアントの[手順書管理]ナビゲーション
から実施します。

図1.1 手順書管理ナビゲーション

初めて利用する場合には、以下の順に読み進めていくことを推奨します。

1. 「1.1.1 手順書を作成する」

作業を、確実かつ効率的に実施するための手順書を作成します。

2. 「1.1.4 手順書にタグ付けする」

作業手順書を論理的に分類するために、作業手順書にタグ付けを行います。

3. 「1.2.1 本棚で整理する」

作業手順書を視覚的に分類するために、本棚で整理します。

4. 「1.4.1 手順書をアップロードする」

作成した手順書をサーバで一元管理して、他のユーザと共有するために、手順書をサーバに
アップロードします。
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1.1. 手順書の編集
本節では、手順書の編集に関わるユースケースに基づいて各機能の操作方法を説明します。

手順書の編集は、IT Process Operations クライアントの[手順書管理]ナビゲーションの[一覧]
ビューから実施します。

1.1.1. 手順書を作成する

1. [手順書を追加]より、手順書作成画面へ遷移します。

2. 「手順書名」に任意の名称を設定して、[キャプチャ]を押下します。

手順に画面キャプチャが不要な場合には、[手順を追加]で手順を作成していきま
す。



手順書管理

3

[F7]キーで画面キャプチャを採取します。画面キャプチャ採取後、手順書作成に必要な画像を
選択して[OK]を押下します。

必要な分だけ手順の追加を繰り返します。

3. 作成完了後、[保存]を押下します。
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保存完了後、手順書作成画面を閉じます。

4. 手順書が追加されていることを確認します。

以上で手順書の作成は完了です。

1.1.2. 手順書を修正する

1. 編集したい手順書を選択して[手順書を編集]より、手順書編集画面へ遷移します。
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2. 「手順書名」を修正します。

3. 手順を追加・変更します。
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4. 修正完了後、[保存]を押下します。

保存完了後、手順書修正画面を閉じます。

以上で手順書の修正は完了です。

1.1.3. 手順書を削除する

1. 削除したい手順書を選択して、[手順書を削除]を押下します。
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2. 確認ダイアログが表示されます。[手順書を削除する]を押下します。

3. 手順書が削除されていることを確認します。

以上で手順書の削除は完了です。

1.1.4. 手順書にタグ付けする

1. タグ付けしたい手順書を選択して[手順書を編集]より、手順書編集画面へ遷移します。
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2. 「タグ」を設定後、[保存]を押下します。

タグはスペースまたはセミコロンで区切ることができます。

タグ入力ボックスでキー[↓]を入力すると他の手順書で使用されているタグから選
択することができます。
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保存完了後、手順書編集画面を閉じます。

3. 手順書にタグが設定されていることを確認します。

以上で手順書へのタグ付けは完了です。

1.1.5. 手順書の順序性を定義する

手順書に記載された作業が完了した時に、次に参照させたい手順書を設定することができます。

1. 手順書を選択して[手順書を編集]より、手順書編集画面へ遷移します。

2. 手順書編集画面で、[次の手順書を設定]を押下します。
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3. 手順書の依存関係設定画面で、「次の手順書の条件」を入力します。また、[手順書]を押下し
て「参照手順書」を選択します。

設定が完了したら、[OK]を押下して手順書の依存関係設定画面を閉じます。

4. 手順書編集画面で、[保存]を押下します。保存完了後に手順書編集画面を閉じます。
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以上で手順書に対する順序性の定義は完了です。

作業中に次の手順書を参照したい場合は、[次の手順書]を選択し、ダイアログ中の[参
照]を押下します。

1.1.6. 手順書を複製する
1. 手順書を選択して[手順書を複製]を押下します。
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2. 複製元の手順名に「- コピー」を付与した名前で、内容が同じ手順書が作成されます。

「1.1.2 手順書を修正する」を利用して手順書名や手順を修正します。
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1.2. 手順書の整理
本節では、手順書の整理に関わるユースケースに基づいて各機能の操作方法を説明します。

手順書の整理は、IT Process Operations クライアントの[手順書管理]ナビゲーションの[本棚]
ビューから実施します。

1.2.1. 本棚で整理する
1. [本棚]より、[右クリックメニュー] - [本棚の追加]を押下します。

2. 「本棚名」を入力して本棚を作成します。

3. 上記で作成した本棚を選択して、[右クリックメニュー] - [本棚の編集]を押下します。
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4. 本棚に格納する手順書を指定して[OK]を押下します。

5. 本棚をダブルクリックして、手順書が格納されていることを確認します。

以上で本棚による手順書の整理は完了です。

1.2.2. スマートフォルダで整理する

スマートフォルダを利用することで、あらかじめ「手順書名」や「タグ」を検索条件として設定
して、条件に合致する手順書へ素早くアクセスすることができます。

1. 任意の本棚を指定して、[右クリックメニュー] - [スマートフォルダの追加]を押下します。
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スマートフォルダは任意の本棚またはフォルダの配下に作成可能です。

2. 「スマートフォルダの作成」で、「フォルダ名」や条件を設定します。

検索条件の対象として利用できるのは以下になります。

■手順書名

■タグ

タグで検索する場合、[=]で区切られたタグに対しては、タグキー(=の左側)に対するタグ値(=
の右側)で検索することができます。

検索の条件として設定できるのは以下になります。

に次を含む 指定した値を含む手順書を結果に表示します。(部分一致)
に次を含まない 指定した値を含まない手順書を結果に表示します。
が次と一致する 指定した値と一致する手順書を結果に表示します。(完全一致)
が次と一致しない 指定した値と一致しない手順書を結果に表示します。
が次から始まる 指定した値から始まる手順書を結果に表示します。
が次で終わる 指定した値で終わる手順書を結果に表示します。

3. スマートフォルダが作成されたことを確認します。
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4. 作成したスマートフォルダをダブルクリックして、手順書が格納されていることを確認しま
す。

以上で本棚による手順書の整理は完了です。
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1.3. 手順書の入出力
本節では、手順書の入出力に関わるユースケースに基づいて各機能の操作方法を説明します。

本ドキュメントにおいて、手順書の入出力は、IT Process Operations クライアントの[手順書管
理]ナビゲーションの[一覧]ビューから実施します。

1.3.1. 手順書をエクスポートする

手順書を独自形式(pof)のファイルにエクスポートします。本ファイルは別端末でインポートする
ことが可能です。インポートの方法は「1.3.2 手順書をインポートする」 を参照してください。

1. エクスポート対象の手順書を選択して、[エクスポート]を押下します。

[手順書管理]ナビゲーションの[本棚]ビューから実施することも可能です。

2. ファイル名を指定して[保存]を押下します。

以上で手順書のエクスポートは完了です。

1.3.2. 手順書をインポートする

1. [インポート]を押下します。
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2. ファイルを選択して、[開く]を押下します。

3. インポート完了後、手順書が追加されていることを確認します。

以上で手順書のインポートは完了です。

1.3.3. 手順書を印刷する
1. 印刷対象の手順書を選択して[手順書を印刷]を押下します。
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2. 印刷の設定を行い、[印刷]を押下します。

印刷設定のオプションの意味は以下の通りです。

表紙を印刷する 表紙ページを印刷するかを指定します。表紙には手順書名と更
新日が印刷されます。

目次を印刷する 目次を印刷するかを指定します。目次には各手順のタイトルと
ページ番号が印刷されます。

2in1で印刷する 2in1で印刷するかを指定します。指定した場合、2ページ分
を1ページに集約して印刷を行います。ただし、表紙は必ず1
ページで印刷されます。

3. プリンタの設定ダイアログが開きますので、印刷を行いたいプリンタを選択して[印刷]を押下
します。
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以上で手順書の印刷は完了です。
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1.4. 手順書の共有
本節では、手順書の共有に関わるユースケースに基づいて各機能の操作方法を説明します。

これらの機能を利用することで、オーガニゼーション内のメンバーと手順書を共有したり、手順
書の版管理を行うことができます。

手順書を共有するためにはサーバとの接続設定が必要になります。サーバへの接続設
定は<インストールガイド>の「2.2.2 ユーザ認証」を参照してください。

本ドキュメントにおいて、手順書の入出力は、IT Process Operations クライアントの[手順書管
理]ナビゲーションの[一覧]ビューから実施します。

[手順書管理]ナビゲーションの[本棚]ビューから実施することも可能です。

1.4.1. 手順書をアップロードする

1. [同期]を押下します。

2. 同期ウィンドウが表示されます。
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アップロードしたい手順書の [共有の開始]  アイコンを押下します。

同期画面で手順書にマウスをホバーするとツールチップが表示されますが、表示さ
れる内容は内部で利用する識別子になります。トラブルシュートの際に、調査情報
として参照する場合があります。

3. 次に、[同期]ボタンを押下して手順書をアップロードします。

4. アップロードの説明を入力するダイアログが表示されますので、更新内容を入力して[OK]を押
下します。
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一回の同期でアップロード対象となっている手順書すべての改版内容として同じ内
容が記録されます。

改版内容を手順書毎に変更したい場合は、同期の対象を分けて複数回実行してくだ
さい。

5. アップロードした手順書が「共有手順書」に表示されていることを確認します。

共有済みの手順書を編集して、サーバの手順書を改版したい場合には以下のように同
期をとります。

1. 手順書管理で[同期]を押下します。
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2. 同期ウィンドウが表示されます。

「ローカルの定義が更新されています」と表示されている共有手順書の[アップ
ロード]  アイコンを押下します。次に、[同期]を押下して手順書をアップロード
します。
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3. アップロードの説明を入力するダイアログが表示されますので、更新内容を入力し
て[OK]を押下します。

4. アップロードした手順書が「同期されています」と表示されていることを確認しま
す。

以上で手順書のアップロードは完了です。
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1.4.2. 手順書をダウンロードする

1. [同期]を押下します。

2. 同期ウィンドウが表示されます。

同期画面で手順書にマウスをホバーするとツールチップが表示されますが、表示さ
れる内容は内部で利用する識別子になります。トラブルシュートの際に、調査情報
として参照する場合があります。

3. 同期したい手順書の[チェック]  アイコンをクリック押下します。次に、[同期]を押下して手
順書をダウンロードします。
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4. ダウンロードした手順書が「同期されています」と表示されていることを確認します。

また、手順書管理でダウンロードした手順書が表示されていることを確認します。
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共有済みの手順書を他の作業者が編集してサーバにアップロードした場合、最新の手
順書をダウンロードすることができます。最新版の取得は以下の手順で行います。

1. 手順書管理で[同期]を押下します。

2. 同期ウィンドウが表示されます。
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「リモートの定義が更新されています」と表示されている共有手順書の[ダウン
ロード]  アイコンを押下します。次に、[同期]を押下して手順書をダウンロード
します。

3. ダウンロードした手順書が「同期されています」と表示されていることを確認しま
す。
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以上で手順書のダウンロードは完了です。

1.4.3. 手順書の更新履歴を確認する

1. 手順書を選択して[履歴表示]を押下します。

2. 履歴ウィンドウで手順書の更新履歴を確認します。
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以上で手順書の更新履歴確認は完了です。

1.4.4. 手順書を古い版に戻す

1. 任意の手順書を選択して[履歴表示]を押下します。

2. 履歴ウィンドウで戻したい版数の手順書を選択して、[右クリックメニュー] - [このバージョン
に戻す]を押下します。
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3. 手順書管理で手順書が古い版に戻っていることを確認します。

以上で古い版の手順書に戻すは完了です。

版を戻した時に戻せるのは手順のみになります。タグや手順書名、手順書の参照につ
いては戻すことはできません。
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第2章 作業管理
本章では、作業管理に関わるユースケースに基づいて各機能の操作方法を説明します。

作業管理に関する操作は、IT Process Operations クライアントの[作業管理]ナビゲーションから
実施します。

図2.1 作業管理ナビゲーション

初めて利用する場合には、以下の順に読み進めていくことを推奨します。

1. 「2.1.1 作業を開始する」

手順書に従って、作業を開始します。

2. 「2.1.4 作業を終了する」

開始した作業を完了します。

3. 「2.2.1 作業実績の確認を行う」

実施した作業実績を確認します。
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2.1. 作業実績の記録
本節では、作業実績の記録に関わる操作方法を説明します。

作業実績の記録は、IT Process Operations クライアントの[作業管理]ナビゲーションのビューか
ら実施します。

2.1.1. 作業を開始する

1. [新しい作業]を押下します。

2. 手順書の選択画面で手順書を選択します。

手順書の選択画面で[手順書を利用する]にチェックを入れない場合、手順書なしで
作業を開始することが可能です。

3. 件名とタグの設定画面で件名とタグを必要に応じて修正します。
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4. 確認画面が表示されます。問題がなければ、[完了]を押下して作業を開始します。

5. 作業が開始したことを確認します。

手順書に従って作業を実施する場合、手順書管理で実施したい手順書を指定して、[新
しい作業を開始]を押下することでも実現可能です。

以上で作業の開始は完了です。
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2.1.2. 作業を中断する

1. 中断したい作業を選択して[中断]を押下します。

2. 作業が中断したことを確認します。

以上で作業の中断は完了です。

2.1.3. 作業を再開する

1. 再開したい作業を選択して[再開]を押下します。
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2. 作業が再開したことを確認します。

以上で作業の再開は完了です。

2.1.4. 作業を終了する

1. 終了したい作業を選択して[終了]を押下します。
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2. 作業が終了したことを確認します。

以上で作業の終了は完了です。

2.1.5. 作業実績を追加・編集する

1. 追加・編集したい作業をダブルクリックします。



作業管理

39

2. 作業実績の追加・編集画面で[追加]または[編集]を押下します。

作業実績の単純な時間変更であれば、[編集]を利用してください。作業の一時中断
を伴うような複数の時間帯に跨る作業は[追加]を利用してください。

3. 追加・編集が終わったら、[保存して閉じる]を押下して設定内容を保存します。

以上で作業実績の追加は完了です。



作業管理

40

2.1.6. 作業実績に画面キャプチャを追加する

作業実績に作業記録として画面キャプチャを残すことができます。また、ここで採取した画面を
利用して手順書を作成することもできます。手順書の作成方法については、「2.3.3 作業履歴から
手順書を作成する」を参照してください。

取得可能な画面キャプチャは以下の通りです。

取得方法 説明
範囲を指定してキャプチャ 任意の範囲を指定して画面キャプチャを取得します。特定の

ウィンドウ中の強調したい箇所(例えば、押下するボタンなど)
を取得する場合に利用できます。

デスクトップ全体をキャプチャ デスクトップ全体のキャプチャを取得します。複数のアプリ
ケーションの画面を同時に取得する場合やデスクトップ全体の
イメージを残したい場合に利用できます。

ウィンドウを指定してキャプ
チャ

特定のアプリケーションのウィンドウに対してキャプチャを取
得します。アプリケーションのウィンドウ全体を採取する場合
に利用できます。

1. 画面キャプチャを追加したい作業を選択します。

2. 作業実績のメニューから[画面キャプチャ]を選択して、キャプチャ方法を以下の3種類から選択
します。

■範囲を指定してキャプチャ

■デスクトップ全体をキャプチャ

■ウィンドウを指定してキャプチャ
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選択方法に応じて、画面の内容に従って画面キャプチャを取得します。

範囲を指定してキャプチャの場合はコメントを入力することもできます。

3. キャプチャが完了すると実績を選択したときにノートウィンドウにキャプチャした内容が表示
されます。

ノートウィンドウはメニューの[ノートウィンドウ]からレイアウトを変更すること
もできます。選択可能なレイアウトは以下の3種類です。ノートウィンドウが表示
されていない場合は、本設定を確認してください。

■右に表示する

■下に表示する

■表示しない
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2.2. 作業実績の確認と検索
本節では、記録した作業実績を確認したり検索するための操作方法を説明します。

作業実績の確認と検索は、IT Process Operations クライアントの[作業管理]ナビゲーションの
ビューから実施します。

2.2.1. 作業実績の確認を行う
1. [カレンダー] - [月]を押下します。確認を行いたい作業をダブルクリックします。

カレンダーは月単位だけでなく、日単位や週単位でも表示することが可能です。

2. 作業の内容を確認します。

以上で作業実績の確認は完了です。

2.2.2. 作業実績の検索を行う
1. [検索条件]を押下します。
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次に、「手順書」や「タグ」、「作業者」、「期間」、「状態」などの条件を指定して、[検
索]を押下します。

2. 条件に合致する作業が表示されました。

以上で作業実績の検索は完了です。
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2.3. 作業実績と手順書
本節では、手順書と関連する作業実績を検索したり、作業実績と関連する手順書を確認するため
の操作方法を説明します。

各操作は、IT Process Operations クライアントの[作業管理]ナビゲーションのビューから実施し
ます。

2.3.1. 作業に用いた手順書を検索する

1. [検索条件]を押下します。

2. 検索条件を設定して[検索]を押下します。

3. 検索結果が出力されますので、[手順書]カラムが作業に用いた手順書になります。
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2.3.2. 作業に用いた手順書を表示する

1. 作業実績を選択して、[手順書を開く]を押下します。

手順書管理で表示したい手順書をダブルクリックすることで表示することも可能で
す。

2. 対象の手順書が表示されます。
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2.3.3. 作業履歴から手順書を作成する

1. [新しい作業] - [手順書なしで作業を開始する]を押下します。

2. 新しい作業の開始画面で「件名」、「タグ」を設定して[作業中の画面を自動的にキャプチャす
る]にチェックして、[次へ]を押下します。
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確認画面で[完了]を押下すると、作業記録の取得を開始します。

3. 作業が完了したら、[終了]を押下します。

画面キャプチャの[手順書へ反映]を押下します。

4. 手順書へ反映画面で「新しい手順書を作成する」を選択して、手順書名を設定します。また、
画面キャプチャ一覧から手順書に必要な画像を選択して[OK]を押下します。
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5. IT Process Operations クライアントの[手順書管理]ナビゲーションに遷移して、手順書が作成
されていることを確認します。

「1.1.2 手順書を修正する」を参考にして作業手順を修正して手順を補足していきます。
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2.4. 作業実績の同期と修正
本節では、作業実績をサーバと同期したり、同期した作業実績を修正するための操作方法を説明
します。

各操作は、IT Process Operations クライアントの[作業管理]ナビゲーションのビューから実施し
ます。

2.4.1. 作業実績の同期
記録した作業実績は10分ごとに自動的にサーバと同期するので、操作は不要です。

ただし、10分を待たずにすぐにサーバと作業実績を同期したい場合は[今すぐ同期]を押下しま
す。

作業実績の同期が行われると、ステータスバーに同期状態が表示されます。同期処理中は以下の
ように同期開始時刻が表示されます。

同期が完了すると以下のように同期終了時刻が表示されます。

作業実績を同期するためにはサーバとの接続設定が必要になります。サーバへの接続
設定は<インストールガイド>の「2.2.2 ユーザ認証」を参照してください。

2.4.2. 他ユーザの作業実績の参照
同じオーガニゼーションに所属している他のユーザの作業実績を参照したい場合は、参照ユーザ
を追加します。

参照ユーザを追加する場合は、[参照ユーザ追加]を押下し、参照したいユーザにチェックを入れて
[OK]を押下します。

参照ユーザを追加すると、[カレンダー]ナビゲーションの[他人のカレンダー]に追加したユーザの
カレンダーが登録されます。
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参照ユーザとして登録したユーザの作業実績は自分の作業実績と同じように確認、検索すること
ができます。作業実績の確認と検索については 「2.2 作業実績の確認と検索」を参照してくださ
い。

他ユーザの作業実績を参照するには[他ユーザの実績閲覧]の権限が必要です。権限の
設定方法は<サーバ基本操作ガイド>の「3.3.1 ユーザに権限を設定する」を参照して
ください。

2.4.3. 他ユーザの作業実績の修正
同じオーガニゼーションに所属している他のユーザの作業実績を編集することができます。他の
ユーザの作業実績を編集する場合はあらかじめ参照ユーザとして登録する必要があります。

参照ユーザの追加方法は「2.4.2 他ユーザの作業実績の参照」を参照してください。

参照しているユーザの作業実績に対して、自分の作業実績と同じ操作で編集することができま
す。 操作方法は「2.1.5 作業実績を追加・編集する」を参照してください。

他ユーザの作業実績を修正するには[他ユーザの実績管理]の権限が必要です。権限の
設定方法は<サーバ基本操作ガイド>の「3.3.1 ユーザに権限を設定する」を参照して
ください。

権限が付与されていない場合は、以下のようなエラーメッセージが表示されて保存に
失敗します。
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