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はじめに
本書は、WebSAM IT Process Operations サーバ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 画面構成
本章では、IT Process Operations サーバ機能の画面構成を説明します。

図1.1 画面構成

IT Process Operations は上記の画面構成で表示されます

1. サイドメニュートグル

トグルボタンを押下すると、ログインユーザの権限に合わせたメニューが表示されます 。 管理
者(admin)のメニューとその詳細は3章 「管理者操作」 、その他ユーザのメニューとその詳細
は2章 「データの可視化」 を参照してください。

2. アクティブメニュー

表示中のメニュー名を表示します。

3. リロードボタン

メインコンテンツを再読み込みします。

4. 表示言語

本バージョンでは言語設定は日本語のみ対応しています。

5. オーガニゼーション名

選択中のオーガニゼーション名を表示します。クリックメニューからオーガニゼーションに関
する操作が行えます。詳細は「1.1 オーガニゼーションメニュー」を参照してください。

6. ログインユーザ名

ログインしているユーザ名を表示します。クリックメニューからユーザに関する操作が行なえ
ます。詳細は「1.2 ユーザメニュー」を参照してください。

7. メインコンテンツ

サイドメニューで選択した機能の画面を表示します。
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1.1. オーガニゼーションメニュー

■ユーザが所属しているオーガニゼーションが表示されます。データを確認したいオーガニゼー
ションを選択することで、表示オーガニゼーションを切り替える事ができます。

■オーガニゼーションの作成

オーガニゼーションの作成画面を開きます。本メニューから作成したオーガニゼーションは、
個人用の作業グループとして利用する事ができます。

■オーガニゼーションの編集

オーガニゼーションの編集画面を開きます。編集画面ではオーガニゼーション名、説明、アイ
コンイメージの変更を行うことができます。

■オーガニゼーションの情報

オーガニゼーションの情報を参照する事ができます。

■アクセスキーの管理

オーガニゼーションに対するAPIアクセスキーの管理画面を開きます。本バージョンでは、オー
ガニゼーションのアクセスキーは使用しません。

■[オーガニゼーションの編集]では、他ユーザを所属ユーザとして追加することはで
きません。オーガニゼーション所属ユーザは、adminユーザのみ設定することがで
きます。

■[オーガニゼーションの編集]は、ユーザがオーガニゼーション所有者の場合のみ表
示されます。

■[アクセスキーの管理]は、ユーザがオーガニゼーション所有者の場合のみ表示され
ます。
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1.2. ユーザメニュー

■個人設定

ユーザ設定の編集画面を開きます。編集画面ではユーザ名、言語、アイコンイメージの変更を
行うことができます。

■パスワード変更

パスワードの変更画面を開きます。

■アクセスキーの管理

ユーザに対するAPIアクセスキーの管理画面を開きます。

■サインアウト

セッションを終了します。

[アクセスキーの管理]で管理するアクセスキーは、ITPOクライアントからITPOサー
バへの接続認証に利用します。

ITPOクライアントで利用しているアクセスキーを削除した場合は、新規作成したアク
セスキーをITPOクライアントに再設定する必要が有ります。ITPOクライアントの
ユーザ認証設定は、<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。
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第2章 データの可視化
本章では、データの可視化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。

本章は、<インストールガイド>の「2.1.3 オーガニゼーションの作成」に従って、「operation-
group」オーガニゼーションが作成されており、オーガニゼーションの所有者として「itpo-
member1」ユーザが作成済みであることを前提とします。

図2.1 ユーザメニュー

IT Process Operations におけるデータの可視化には以下の観点があり、各観点はユーザ個人と
オーガニゼーションでの可視化が可能です。

■実績カレンダー

■作業実績

■アプリケーション利用実績

■操作履歴

オーガニゼーションでの可視化には、対象オーガニゼーションにおける「他ユーザの
実績閲覧」権限が管理者(admin)によって付与されている必要があります。

権限の詳細については、「3.3 権限管理」を参照してください。

可視化するデータはITPOクライアントからサーバへアップロードされたデータです。
ITPOクライアントはデータの種類ごとに異なる間隔でデータの同期を行うため、可視
化画面への反映にはタイムラグがあります。

データの種類とタイムラグの目安は以下の通りです。

■作業実績データ
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▪実績カレンダーと作業実績で可視化されるデータです。

▪ITPOクライアントは10分ごとに自動的に新しいデータをアップロードするた
め、最大10分程度のタイムラグがあります。

■操作データ

▪アプリケーション利用実績と操作履歴で可視化されるデータです。

▪ITPOクライアントは1時間ごとに自動的に新しいデータをアップロードするた
め、最大1時間程度のタイムラグがあります。

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. 「2.2 オーガニゼーションを選択する」

データの集計・可視化を行う範囲を指定します。

2. 「2.3 実績カレンダーを確認する」

作業実績をカレンダー表示で俯瞰して確認します。

3. 「2.4 作業実績を確認する」

グラフやランキング形式で、作業実績(時間)や作業実績(回数)で確認します。

4. 「2.5 アプリケーションの利用実績を確認する」

グラフやランキング形式で、作業で使用したアプリケーションの利用時間や利用回数を確認し
ます。

5. 「2.6 操作履歴を確認する」

グラフ形式で、作業における操作履歴を確認します。
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2.1. グラフ表示の共通機能
作業実績、アプリケーション利用実績、操作履歴の各観点は、グラフやランキング形式で各種
データを可視化します。

各観点のグラフでは、以下の共通機能により表示の観点や対象を変更することが可能です。

■各観点画面の共通メニューを操作することにより、グラフの表示期間や表示形式、グラフの種
類を変更可能です。

1. 表示期間

2. サマリー表示/時系列集計表示

3. 一段組表示/二段組表示

4. 手順書別表示/ユーザ表示

可視化の観点によって利用可能なメニューが変わります。

■各グラフのメニューから、グラフの種類を変更可能です。

サマリー表示 - 棒グラフ/円グラフ

時系列集計表示 - 折れ線グラフ/棒グラフ

■グラフの項目をクリックすることで表示対象から除外することが可能です。
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■時系列集計でグラフ表示している場合、マウスクリックで表示期間を選択することで対象期間
のデータのみを確認することが可能です。
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2.2. オーガニゼーションを選択する
1. [オーガニゼーション]メニューに遷移して、データを確認したいオーガニゼーションを選択し

ます。

2. 指定されたオーガニゼーションのデータが表示されていることを確認します。

以上で、オーガニゼーションの選択は完了です。
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2.3. 実績カレンダーを確認する
作業実績をカレンダー表示で俯瞰して確認します。

1. [実績カレンダー]メニューを押下します。

2. カレンダー形式で当月の作業実績が表示されます。

■[週]または[日]を押下することで、表示期間を切り替えることが可能です。

■「他ユーザの実績閲覧」権限を持つユーザの場合、オーガニゼーション所属ユー
ザの一覧が表示されます。



データの可視化

10

3. 各ユーザをチェックすることで、オーガニゼーションに所属するユーザの作業実績を重ね合わ
せて確認することが可能です。

4. 任意の作業実績をクリックすることで、当該作業における詳細情報を確認することが可能で
す。

以上で、実績カレンダーの確認は完了です。
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2.4. 作業実績を確認する
ログインユーザの作業実績は、[ユーザ]セクションの[作業実績]メニューから確認します。

1. [作業実績]メニューを押下します。

2. グラフやランキング形式で、作業実績(時間)や作業実績(回数)が表示されます。

■「作業名」として、作業に紐付けた「手順書」名が表示されます。

■作業実績確認時、ITPOサーバに手順書が同期されていない場合、「未同期の手順
書」として表示されます。
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■手順書別/ユーザ別の集計は、作業時間や回数の上位10件がそれぞれ表示され、そ
れ以下の手順書やユーザは「その他の手順書」/「その他のユーザ」として集約して
表示します。

■「他ユーザの実績閲覧」権限を持つユーザの場合、オーガニゼーション所属ユーザ
の作業実績を[オーガニゼーション]セクションの[作業実績]メニューから確認する
ことができます。

以上で、作業実績の確認は完了です。



データの可視化

13

2.5. アプリケーションの利用実績を確認する
ログインユーザのアプリケーション利用実績は、[ユーザ]セクションの[アプリケーション利用実
績]メニューから確認します。

1. [アプリケーション利用実績]メニューを押下します。

2. グラフやランキング形式で、作業で使用したアプリケーションの利用時間や利用回数が表示さ
れます。

■アプリケーション別/ユーザ別の集計は、利用時間や利用回数の上位10件がそれぞ
れ表示され、それ以下のアプリケーションやユーザは「その他のアプリケーショ
ン」/「その他のユーザ」として集約して表示します。
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■「他ユーザの実績閲覧」権限を持つユーザの場合、オーガニゼーション所属ユーザ
のアプリケーション利用実績を[オーガニゼーション]セクションの[アプリケーショ
ン利用実績]メニューから確認することができます。

以上で、アプリケーションの利用実績の確認は完了です。
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2.6. 操作履歴を確認する
ログインユーザの操作履歴は、[ユーザ]セクションの[操作履歴]メニューから確認します。

1. [操作履歴]メニューを押下します。

2. グラフ形式で、キー入力数や削除キー入力数、マウスクリック数、マウス移動量が表示されま
す。

■「他ユーザの実績閲覧」権限を持つユーザの場合、オーガニゼーション所属ユーザ
の操作履歴を[オーガニゼーション]セクションの[操作履歴]メニューから確認する
ことができます。

以上で、操作履歴の確認は完了です。
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第3章 管理者操作
本章では、管理者操作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。

管理者操作は、「admin」ユーザでサーバにログインして行います。

図3.1 管理者メニュー

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. 「3.1.1 ユーザを作成する」

2. 「3.2.1 オーガニゼーションを作成する」

3. 「3.3.1 ユーザに権限を設定する」
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3.1. ユーザ管理

3.1.1. ユーザを作成する

ITPOサーバの利用ユーザを作成します。

1. [メニュー] - [ユーザ]に遷移します。

2. [ユーザ作成]を押下してユーザ作成画面を表示します。ユーザに関する項目を入力して[OK]を
押下します。

3. ユーザが作成されていることを確認します。
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以上で、ユーザの作成は完了です。

3.1.2. ユーザを編集する

1. [メニュー] - [ユーザ]に遷移します。任意のユーザを選択して、[ユーザ編集]を押下します。

2. 編集が終わったら[OK]を押下します。
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3. ユーザ情報が更新できていることを確認します。

以上で、ユーザの編集は完了です。

3.1.3. ユーザを無効化する
一時的に停止したいユーザのアカウントを無効化することができます。

■削除対象のユーザがオーガニゼーションの所有者の場合、オーガニゼーションの所
有者を別のユーザに変更しておく必要があります。

■ITPOクライアントの認証設定で登録しているユーザが無効化された場合、ITPOク
ライアントのデータ同期はエラーになります。
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1. [メニュー] - [ユーザ]に遷移します。任意のユーザを選択して、[無効化]を押下します。

2. 確認画面が表示されます。問題なければ[はい]を押下します。

3. ユーザが無効化されていることを確認します。
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以上で、ユーザの無効化は完了です。

ユーザを再度有効化したい場合、[メニュー] - [ユーザ]画面の[無効ユーザ]から、有効化したい
ユーザを選択して、[有効化]を押下します。

3.1.4. ユーザを削除する

ユーザを削除するためには、事前にユーザを無効化しておく必要があります。

1. [メニュー] - [ユーザ]に遷移します。[無効ユーザ]タブで任意のユーザを選択して、[削除]を押
下します。

2. 確認画面が表示されます。問題なければ[はい]を押下します。
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3. ユーザが削除されていることを確認します。

以上で、ユーザの削除は完了です。
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3.2. オーガニゼーション管理

3.2.1. オーガニゼーションを作成する

運用グループに相当する「オーガニゼーション」を作成します。

1. [メニュー] - [オーガニゼーション]に遷移します。

2. [作成]を押下してオーガニゼーションの作成画面を表示します。「所有者」ドロップダウンリ
ストから任意のユーザを選択して[OK]を押下します。

3. オーガニゼーションが作成されていることを確認します。
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以上で、オーガニゼーションの作成は完了です。

3.2.2. オーガニゼーションを編集する

1. [メニュー] - [オーガニゼーション]に遷移します。任意のオーガニゼーションを選択して、[編
集]を押下します。

2. 編集が終わったら[OK]を押下します。
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3. オーガニゼーション情報が更新できていることを確認します。

以上で、オーガニゼーションの編集は完了です。

3.2.3. オーガニゼーションを無効化する
一時的に停止したいオーガニゼーションを無効化することができます。

■無効化したオーガニゼーションは、可視化対象として選択する事はできなくなりま
す。

■ITPOクライアントの認証設定で登録しているオーガニゼーションが無効化された場
合、ITPOクライアントのデータ同期はエラーになります。
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1. [メニュー] - [オーガニゼーション]に遷移します。任意のオーガニゼーションを選択して、[無
効化]を押下します。

2. 確認画面が表示されます。問題なければ[OK]を押下します。

3. オーガニゼーションが無効化されていることを確認します。
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以上で、オーガニゼーションの無効化は完了です。

オーガニゼーションを再度有効化したい場合、[メニュー] - [オーガニゼーション]画面の[無効
オーガニゼーション]から、有効化したいオーガニゼーションを選択して、[有効化]を押下しま
す。

3.2.4. オーガニゼーションを削除する

オーガニゼーションを削除するためには、事前にオーガニゼーションを無効化してお
く必要があります。

1. [メニュー] - [オーガニゼーション]に遷移します。[無効オーガニゼーション]タブで任意のオー
ガニゼーションを選択して、[削除]を押下します。
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2. 確認画面が表示されます。問題なければ[OK]を押下します。

3. オーガニゼーションが削除されていることを確認します。

以上で、オーガニゼーションの削除は完了です。
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3.3. 権限管理

3.3.1. ユーザに権限を設定する

ユーザに設定可能な権限とその効果は以下のとおりです。運用リーダーに相当するオーガニゼー
ションの所有者には「他ユーザの実績閲覧」、「他ユーザの実績管理」の両方を有効化してくだ
さい。

■他ユーザの実績閲覧

▪ITPOクライアントにおいて、オーガニゼーションに所属するユーザの作業実績データを閲覧
することが可能

▪ITPOサーバにおいて、オーガニゼーションに所属するユーザの作業実績・アプリケーション
利用実績・操作履歴データを閲覧することが可能

▪ITPOサーバにおいて、オーガニゼーションの作業実績・アプリケーション利用実績・操作履
歴データを閲覧することが可能

■他ユーザの実績管理

▪上記、他ユーザの実績閲覧に加えて、ITPOクライアントにおいて、オーガニゼーションに所
属するユーザの作業実績の修正を行うことが可能

1. [メニュー] - [権限]に遷移します。

2. [オーガニゼーションの選択]から任意のオーガニゼーションを選択します。
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3. 任意のユーザに対して「他ユーザの実績閲覧」と「他ユーザの実績管理」にチェックを入れ
て、[適用]を押下します。

以上で、ユーザへの権限設定は完了です。



発行年月 June 2016
NEC Corporation   2016


	目次
	第1章 画面構成
	1.1. オーガニゼーションメニュー
	1.2. ユーザメニュー

	第2章 データの可視化
	2.1. グラフ表示の共通機能
	2.2. オーガニゼーションを選択する
	2.3. 実績カレンダーを確認する
	2.4. 作業実績を確認する
	2.5. アプリケーションの利用実績を確認する
	2.6. 操作履歴を確認する

	第3章 管理者操作
	3.1. ユーザ管理
	3.1.1. ユーザを作成する
	3.1.2. ユーザを編集する
	3.1.3. ユーザを無効化する
	3.1.4. ユーザを削除する

	3.2. オーガニゼーション管理
	3.2.1. オーガニゼーションを作成する
	3.2.2. オーガニゼーションを編集する
	3.2.3. オーガニゼーションを無効化する
	3.2.4. オーガニゼーションを削除する

	3.3. 権限管理
	3.3.1. ユーザに権限を設定する



