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Hub
Blue Prismは、クラウド、ロボティックプロセスオートメーション( RPA)、人工知能 ( AI)の原理を統合し、知識
ベースの作業を自動化してデジタル化します。Digital Workersは、ビジネスオペレーションに導入され、人がビジ
ネスシステムを使用する方法、意思決定方法、従うプロセスをエミュレートして、手動作業のプロセスを拡張、
置換、デジタル化することで機能します。

組織におけるDigital Workforceの環境が成熟するにつれ、事業者とスポンサーは、自動化への投資を管理す
るためにアプローチと方法論を拡張する必要があります。Digital Workforceに関する管理情報は、ビジネス全
体で透明性があり、直感的に解釈できる必要があります。さらに業界標準との整合性を確保するために、ベス
トプラクティスを監視する必要もあります。Blue Prism® Hubは、Blue Prismの新規および既存のユーザーに、
自動化ライフサイクルの管理のための生産性プラットフォームを提供します。Hubは、ロボティックオペレーティング
モデル( ROM)内の個々の役割に一連の機能を提供し、自動化戦略を成功させ、拡張可能な形で実行でき
るようにします。

Hubは、一連のプラグインや機能によって組み込まれる、小さな「空の」アプリケーションとして作成されています。
これはプラグインアーキテクチャと呼ばれるものを形成します。これにより、Blue Prismチームは機能をイテレーショ
ンし、Hub管理者が使用できるものにします。

各Hubインスタンスには、管理者が新しいプラグインを表示およびデプロイしたり、既存のプラグインを更新したり
できる［プラグインリポジトリ］ページがあります。

このユーザーガイドは、管理インターフェイスとユーザーの観点からの個々のプラグインの使用という2つの主要な
セクションに分かれています。
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管理および構成
Hubが組織にインストールされている場合、メイン管理者の役割で提供されます。この役割は、メールやRPA
データベースへの接続などのアイテムに対する情報を使用して環境を構成するために使用されます。

Hubは、ロールベースアクセスコントロール( RBAC)を使用して、ユーザーが組織内で役割を実行するために必
要な機能にのみアクセスできるようにします。

Hubの上部のナビゲーションバーを使用するとシステム設定にアクセスできます。使用できる設定は、ユーザーの
役割によって異なります。管理者機能がアカウントで有効にされていないユーザーは、以下に詳細を示すよう
に、いくつかの設定が使用できません。

上部のナビゲーションバーには、次の機能があります。

左側のナビゲーションメニューが展開されると(上図のように)、以下の機能が表示されます。

A. プロファイルアイコン –ユーザーがプロファイルで定義します。もし次のような場合には：
• ユーザーの場合は、［プロファイル］ページへのリンクが表示されます。

• 管理者の場合は、以下を制御できるシステム設定へのリンクを提供します。

• 個人プロファイルと監査。

• プラットフォーム管理。

• ユーザー管理。

B. ユーザー情報 –ナビゲーションメニューが折りたたまれている場合、非表示になります。

C. ページタイトル–現在使用しているHubのユーザーインターフェイスのエリア。

D. 環境 –現在選択されている環境。環境は環境マネージャーで設定され、ここで選択できます。

E. 通知アラート –通知は、Automation Lifecycle Managementプラグインによって作成されます。表示が許
可されている通知、またはユーザーに該当する通知のみがアラートをクリックすると表示されます。
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Hubの制限
次の表は、Hubの使用時に適用される制限を示しています。

アイテム 制限 関連セクション

パスワード制限 パスワードは、次の条件を満たす必要があ
ります。

• 大文字を1つ以上

• 数字を1つ以上

• 特殊文字を1つ以上

• 最低8文字の長さ

プロファイルページ9およびユーザー
ページ19

プロファイル画像 1MB未満、1920 x 1080ピクセル以下 プロファイルページ9

ダッシュボードウィ
ジェット

ダッシュボードあたり最大20個のウィジェット
に制限

ダッシュボード ページ31

ブランドロゴ 30KB以下のPNG、JPEGまたはJPG カスタマイズページ15

Hub 4.2 |ユーザーガイド
管理および構成

Commercial in Confidence Page 6 of 36



設定
［設定］ページではHubを管理できます。［設定］ページにアクセスできるのは管理者のみです。ユーザーの場
合、プロファイルのアイコンをクリックすると開く［プロファイル］ページにのみアクセスできます。

［設定］ページを開くには、プロファイルアイコンをクリックします。管理者の場合は、［設定］ページが表示さ
れます。ユーザーの場合は、［プロファイル］ページが表示されます。

概要

プロファイル ［プロファイル］ページでは、情報、表示設定、パスワードを変更できます。

詳細については、「プロファイルページ9」を参照してください。

監査 管理者は、監査済みシステムアクティビティの履歴を表示できます。

詳細については、「Auditページ10」を参照してください。

プラットフォーム管理

メールおよびデータベースの設定は、Hubのインストールおよび構成プロセスの一部として定義されます。
「Hubインストールガイド」を参照してください。これらは通常の運用に不可欠です。

環境管理 管理者は、Blue Prism RPAデータベースへの接続の追加、既存の接続の管理、冗
長RPAデータベースの削除を行うことができます。

詳細については、「環境管理 ページ11」を参照してください。

メール設定 管理者はSMTPホストの詳細を変更できます。構成と認証情報が組織のメールサー
バーと確実に一致するよう、変更はITサポートチームと連携して行ってください。

詳細については、「メール設定 ページ14」を参照してください。

カスタマイズ 管理者は、Interactユーザーインターフェイスで使用するテーマをカスタマイズできます。
テーマでは、管理者がテーマ名、ブランドカラー、ブランドロゴを設定できます。

詳細については、「カスタマイズページ15」を参照してください。

プラグイン管理 管理者は、現在インストールされているプラグインの説明とバージョン番号を表示できま
す。また、アップデートや利用可能な追加プラグインも表示されます。

詳細については、「プラグイン管理 ページ17」を参照してください。

ユーザー管理

ユーザー 管理者は、ユーザーを追加、変更、または廃止し、アクセス許可と役割を割り当てるこ
とができます。

詳細については、「ユーザーページ19」を参照してください。

役割と
許可

管理者は役割を追加、編集、削除できます。

詳細については、「役割と許可 ページ23」を参照してください。

登録 管理者は、新規ユーザーがInteractにアクセスするために出した登録要求を管理でき
ます。

詳細については、「登録 ページ26」を参照してください。
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認証
設定

管理者は認証設定を追加、編集、廃止、削除できます。

詳細については、「認証設定 ページ27」を参照してください。
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プロファイル
プロファイル設定では、情報およびHubの表示設定を変更できます。変更できるのは次のとおりです。

• パスワード。

• プロファイルの姓名。

• メールアドレス。

• プロファイル画像 –プロファイルアイコンに表示されます。この画像はHubでのみ使用されます。

• Hubの表示テーマ -ダークまたはライト。

ユーザー名は変更できません。

［プロファイル］ページを開くには、管理者の場合は、プロファイルアイコンをクリックして［設定］ページを開き
［プロファイル］をクリックします。ユーザーの場合は、プロファイルアイコンをクリックすると［プロファイル］ページ
が表示されます。

プロファイルを変更する

1. ［プロファイル］ページで、［編集］をクリックします。

［プロファイル］ページが編集可能になり、［編集］ボタンが［キャンセル］ボタンに変わり、フィールドが編集
可能になります。

2. 必要に応じて、以下を更新します。

• 名、姓、またはメールアドレスを更新します。

• ［ダークテーマ］のオンとオフを切り替えます。デフォルトでは、Hubはライトテーマで表示されます。

• ［アップロード］をクリックして、プロファイル画像を選択します。画像がプリズムアイコン内に表示され
ます。画像のサイズは1MBを超えることはできません。

3. 変更を保存するには、［保存］をクリックします。変更を保存しない場合は、［キャンセル］をクリックしま
す。

［保存］ボタンは、テーマ設定に変更を加えた後にのみ有効になります。

パスワードを変更する

1. ［プロファイル］ページで、［パスワードを更新］をクリックします。

［パスワードを更新］ダイアログが表示されます。

2. 現在のパスワードを入力します。

3. 新しいパスワードを入力し、繰り返します。

4. ［更新］をクリックします。

パスワードは変更されました。
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Audit
監査では、監査済みのシステムアクティビティを表示できます。このエリアは管理者のみが使用できます。

［Audit］ページを開くには、プロファイルアイコンをクリックして［Audit］ページを開き［Audit］をクリックします。

［Audit］ページには、次の情報と機能が表示されます。

A. ビューを編集 –表示される列を定義します。トグルスイッチを使用して、列を表示または非表示にできま
す。

B. フィルター –表示される情報にフィルターを適用します。必要なフィルターをオンにして、表示に適切な情
報を入力するか選択します。たとえば、［カテゴリー］フィルターをオンにして、［ユーザー管理］を選択できま
す。

C. ビューを保存 –現在の列の設定を保存します。ビューを読み込むときに簡単に識別できるように、ビュー
の名前を入力できます。

D. ビューを読み込む –保存したビューを読み込みます。目的のビューを選択し、［適用］をクリックします。

E. ログを表示 –監査アイテムの詳細を表示します。

F. ページごとの行数 –数字を入力するか、上下矢印を使用してページに表示される行数を変更します。

G. 前へおよび次へ– ［前へ］または［次へ］をクリックして、監査アイテムのページを移動します。

アイテムの表示

1. ［Audit］ページで、表示するアイテムのチェックボックスをオンにします。

2. ［ログを表示］をクリックします。

イベントの詳細が表示されます。
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環境管理
環境マネージャーは接続されているデータベースを表示します。このエリアは管理者のみが使用できます。

デフォルトでは、Hub( A)のデータベースと、初期インストールプロセスの一部として構成されたRPAデータベース
( C)が表示されます。

環境マネージャーを使用して、データベース接続を追加 ( E)または変更できます。接続が追加または変更され
た場合、データベースタイルの更新アイコン( B)をクリックして、Digital Workforceとキューの詳細をHubに読み
込ませます。更新が実行されない場合、その特定のRPA環境でDigital Workersやキューを表示することはで
きません。

また、冗長データベース接続を削除 ( D)することもできます。

環境マネージャーを開くには、プロファイルアイコンをクリックして設定ページを開き、［環境マネージャー］をク
リックします。
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Blue Prismデータベース接続を追加する

1. ［環境マネージャー］ページで、［接続を追加］をクリックして、RPAデータベース接続を追加します。

［接続を追加］ページが表示されます。

2. データベース接続構成パラメーターを入力します。

すべてのフィールドの入力が完了すると、［接続を追加］リンクが使用可能になります。

3. ［接続を追加］をクリックして、詳細を保存します。

接続が作成され、環境マネージャーに表示されます。

4. 環境マネージャーで、新しい接続の更新アイコンをクリックします。これにより、Hub内の情報が、データ
ベースに保持されているDigital Workforceとキューで更新されます。

データベース接続を編集する

変更できるのは、データベース接続のユーザー名とパスワードのみです。

1. ［環境マネージャー］ページで、変更するデータベースをダブルクリックします。

2. 必要に応じて情報を変更します。

3. ［保存］をクリックして、詳細を保存します。

4. 環境マネージャーで、更新した接続の更新アイコンをクリックします。これにより、Hub内の情報が、データ
ベースに保持されているDigital Workforceとキューで更新されます。

Hub 4.2 |ユーザーガイド
管理および構成

Commercial in Confidence Page 12 of 36



データベース接続を削除する

データベースへの接続は、そのデータベースへの依存関係がない場合にのみ削除できます。次の場合、データ
ベースを削除できません。

• InteractフォームがそのRPAデータベース内のキューに依存している。たとえば、キューにフォームを送信す
る場合などです。

• ALMプロセス定義がそのRPAデータベース内で定義されたオブジェクトを使用している。

フォームまたはプロセス定義を修正して代替データベースを指定し、依存関係を削除する必要があります。

削除機能は、誤って追加され使用されていないデータベースを削除できるようにするためのものです。たとえば、
構成時に間違ったデータベース情報が追加されたなどです。

RPAデータベースを削除するには、次の手順を実行します。

1. ［環境マネージャー］ページで、データベースタイルの削除アイコンをクリックする。

依存関係がない場合は、削除を確認するメッセージが表示されます。依存関係がある場合は、Hub
ユーザーインターフェイスの右上隅にエラーメッセージが表示されます。

2. ［はい］をクリックして削除を確定する。
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メール設定
メール設定では、SMTPの構成を変更したり、ユーザーからのパスワードリセット要求などの通知用にメールを構
成したりできます。このエリアは管理者のみが使用できます。構成と認証情報が組織のメールサーバーと一致し
ていることを確認するために、変更は、ITサポートチームと連携して行う必要があります。

以下の情報が必要です。

• SMTPホスト

• ポート

• 送信者のメール

• 暗号化方法

• ユーザー名

• パスワード

• テストメールを受信するメールアドレス –これは、
変更を行うユーザーのメールアドレスにデフォルト
設定されます。

SMTP設定を保存するたびにテストメールが送信され、設定が正しいことが確認されます。変更を保存した後
にテストメールが届かない場合は、詳細を確認し適宜更新してください。

［メール設定］ページを開くには、プロファイルアイコンをクリックして［設定］ページを開き、［メール設定］をク
リックします。

メール設定を更新する

メール設定は、Hubの初期設定の一部として入力されます。これらの設定を変更する必要があるのは、異なる
SMTPホストなどのITインフラストラクチャの変更時、またはこれらの設定に影響する既存のホストの変更時のみ
です。

1. ［メール設定］ページで、［編集］をクリックします。

2. 必須情報を入力します。

3. 変更を保存するには、［保存］をクリックします。
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カスタマイズ
カスタマイズ設定では、Interactユーザーインターフェイスの外観を変更できます。このエリアは管理者のみが使
用できます。以下を制御するテーマを作成できます。

• テーマ名 –これは、ユーザーインターフェイスに表示されるブランド名でもあります。

• ブランドカラー –これは、ユーザーインターフェイスのボタンとラベルで使用される色です。

• ブランドロゴ –これは、ユーザーインターフェイス上のロゴとして使用される画像です。

ユーザーに応じて適用できる複数のテーマを作成し、ログインするユーザーによって異なる感じにできます。ユー
ザーの作成時にデフォルトのテーマが自動的に選択されますが、これは変更できます。

［カスタマイズ］ページを開くには、プロファイルアイコンをクリックして［設定］ページを開き［カスタマイズ］をク
リックします。

［カスタマイズ］ページを開くと、デフォルトのテーマが表示されます。

このページには、次の情報と機能が表示されます。

A. 現在表示されているテーマの名前。

B. 編集 –現在表示されているテーマを編集します。

C. 保存 –行った変更を保存します。このアイコンは、テーマを編集している場合にのみアクティブになります。

D. 削除 –現在表示されているテーマを削除します。このアイコンは、複数のテーマがある場合のみアクティブ
になります。

E. デフォルトにする –現在表示されているテーマをシステムのデフォルトに設定します。このアイコンは、現在
のテーマがデフォルトでない場合のみアクティブになります。

F. テーマを変更 –ページに表示するテーマを選択します。

G. テーマを作成 –新しいテーマを作成します。

テーマを編集し保存する

1. ［カスタマイズ］ページで［テーマを編集］をクリックします。

［テーマ］ページが編集可能になり、［テーマを編集］ボタンが［キャンセル］ボタンに変わり、［リセット］ボタ
ンがアクティブになります。

2. 必要に応じて、テーマの［名前］を変更します。

入力すると、［テーマを作成］タイトルも変更されます。

3. 必要に応じて、カラーバーをクリックして［メインの色］を変更します。以下を行うことができます。

• スライドバーを使用して色を選択する。

• テキストボックスを使用して値を入力する。 アイコンをクリックして、RGB、HSL、Hexの異なるタイ
プを切り替えることができます。

4. 必要に応じて［アップロード］をクリックして、ロゴを任意のファイルに変更します。
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5. 変更を保存するには、［保存］をクリックします。変更を保存しない場合は、［キャンセル］をクリックしま
す。

［保存］ボタンは、テーマ設定に変更を加えた後にのみ有効になります。

テーマを削除する

1. 削除するテーマを画面に表示し( 「テーマを変更する下」を参照 )、［削除］をクリックします。

削除を確認するメッセージが表示されます。

2. ［はい］をクリックしてテーマを削除します。

新しいデフォルトテーマを設定する

1. 使用するテーマを画面に表示し( 「テーマを変更する下」を参照 )、［デフォルトにする］をクリックします。

(デフォルト )がテーマ名の横に表示され、変更を確認する通知が表示されます。テーマの変更が
Interactに表示されます。

テーマを変更する

［テーマを変更］アイコンは、現在表示されているテーマを変更します。テーマ自体に変更を加える場合
は、テーマを編集する必要があります。

1. ［カスタマイズ］ページで、［テーマを変更］をクリックします。

使用可能なテーマのリストが表示されます。

2. 表示するテーマをクリックします。

選択したテーマが表示されます。

3. リストを閉じてメインツールに戻ります。

新しいテーマを作成する

1. ［カスタマイズ］ページで、［テーマを作成］をクリックします。

［テーマを作成］ページが表示されます。

2. テーマの名前を入力します。

入力すると、［テーマを作成］タイトルも変更されます。

3. ［メインの色］バーをクリックして、色を変更します。以下を行うことができます。

• スライドバーを使用して色を選択する。

• テキストボックスを使用して値を入力する。 アイコンをクリックして、RGB、HSL、Hexの異なるタイ
プを切り替えることができます。

4. ［アップロード］をクリックして、ロゴを任意のファイルに変更します。

5. ［テーマを作成］をクリックして、新しいテーマを保存します。
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プラグイン管理
プラグイン管理にはインストールしたプラグインの詳細が表示されます。これらのプラグインの一部はインストール
処理中にデフォルトで利用できます。既存のプラグインの管理、更新、新しいプラグインの追加が可能です。こ
のエリアは管理者のみが使用できます。

プラグインはHubの中心であり、自動化プロセスに関する情報を提供するために個別にインストールおよびカスタ
マイズできる自己完結型機能です。また、一部のプラグインは、自動化の構築を支援する開発ツールを提供し
ます。

プラグイン管理ページを開くには、プロファイルアイコンをクリックして設定ページを開き、［プラグイン管理］を
クリックします。

インストール済みプラグインを表示する

プラグイン管理を開くと、現在インストールされているプラグインが表示されます。プラグイン名、説明の抜粋、
バージョン番号が表示されます。表示するには：

• プラグインの詳細については［詳細］をクリックします。

• 更新に関する情報については［更新］をクリックします。この機能は、現在、Hubオンプレミスでは使用でき
ません。

• 予定されているライセンス更新または保留中のライセンス更新に関する情報については［更新］をクリック
します。いずれかのプラグインでライセンス更新が必要な場合、更新数を示す番号が［更新］リンクの横
に表示されます。番号が表示されていない場合、更新はありません。
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プラグインを追加する

プラグインをインストールすると、Webサイトが自動的に再起動します。したがってプラグインのインストール
は、稼働時間外またはメンテナンスウィンドウ中に実行することが重要です。

1. ［プラグイン管理］ページで、［プラグインを追加］をクリックします。

Windowsの「開く」ダイアログが表示され、ローカルファイルを検索できます。

2. プラグインファイルに移動して選択し［開く］をクリックします。

プラグインファイルがアップロードされインストールされます。Webサイトが自動的に再起動し、インストール
が完了します。

プラグインを更新する

更新が利用可能な場合、［更新］リンクの横に番号が表示されます。

この機能は現在、Hubオンプレミスインストールでは使用できません。

プラグインを更新する

ライセンスの期限が切れる14日前に通知が表示されます。

1. ［プラグイン管理］ページで、［更新］をクリックします。

期限切れになるプラグインが表示されます。

2. 必要なプラグインの横にある［更新］をクリックします。

3. 有効なライセンスをアップロードし、［終了］をクリックして適用します。
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ユーザー
ユーザー設定では、システム内のユーザーアカウントを追加、編集、廃止できます。このエリアは管理者のみが
使用できます。また、HubおよびInteractへのユーザーのアクセスと、HubとInteract内でのユーザーの役割を設定
することもできます。ユーザーを構成する前に、まずユーザーの役割を構成することを推奨します。

［ユーザー］ページに既存のユーザーのリストが表示されます。ユーザーをクリックすると、そのユーザーの情報を表
示できます。

［ユーザー］ページを開くには、プロファイルアイコンをクリックして設定ページを開き、［ユーザー］をクリックしま
す。

ユーザーを検索する

［ユーザー］ページには、ユーザーを検索する2つの方法があります。

• 検索フィールド –これはユーザーのリストの上にあります。検索結果をフィルタリングするためにユーザーの
名前を入力し始めると、入力文字が増えるにつれリストが動的にフィルタリングされます。

• フィルター –フィルターを使用すると、選択した条件に基づいて特定のユーザーまたはユーザーのタイプを
簡単に検索できます。フィルターを表示して使用するには、［フィルター］をクリックします。
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ユーザーを追加する

1. ［ユーザー］ページで、［ユーザーを追加］をクリックします。

［ユーザーを作成］セクションが表示されます。

2. 以下のユーザーの詳細を入力します。

• ユーザー名

• 名

• 姓

• メールアドレス

• テーマ –デフォルトのテーマが自動的に選択されます。ユーザーに別のテーマを選択できます。テー
マの詳細については、「カスタマイズページ15」を参照してください。

3. ユーザーの許可を選択します。

• Hub –標準Hubユーザーおよび管理者の場合、このチェックボックスを選択します。

• Hub管理者 –ユーザーの役割に管理者許可を与えるには、このチェックボックスを選択します。こ
のオプションを使用するには、Hubを選択しておく必要があります。

• Interact –このチェックボックスをオンにすると、ユーザーにInteractフォームを割り当てることができま
す。詳細については、「「」「Interactユーザーガイド」「」 を参照してください。

• 承認者 –このチェックボックスを選択するとユーザーの役割にInteractの承認権限を付与できます。
このオプションを使用するには、Interactを選択しておく必要があります。
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4. 次のユーザーの役割を選択します：
• Hubの役割 –ユーザーに必要なHubの役割を選択します。必要な役割がまだ作成されていない

場合、後でユーザーを編集して新しい役割を割り当てることができます。

Hubの役割がないユーザーが作成されている場合、ユーザーリストでこのユーザーに下線が引か
れ、ユーザーセットアップが完了していないことを示します。たとえば、次のようになります。

ユーザーはHubにログインできますがプラグインにアクセスできないため、タスクは実行できません。

• Interactの役割 –ユーザーに必要なInteractの役割を選択します。必要な役割がまだ作成されて
いない場合、後でユーザーを編集して新しい役割を割り当てることができます。複数の役割を選
択できます。

［役割と許可］ページから役割にユーザーを追加することもできます。

5. ［ユーザーを作成］をクリックします。

［パスワードを作成］ダイアログが表示されます。

6. 次のパスワードオプションの1つを選択します。

• ユーザーにパスワード更新メールを送信 – リンクを使用してログオン時にパスワードを入力するよう
に求めるメールをユーザーに送信します。

• ユーザーのパスワードを手動で更新 –ユーザーのパスワードを設定できます。

パスワードは、Hub内の制限に従う必要があります。「Hubの制限 ページ6」を参照してください。

7. ［続行］をクリックして、画面の指示に従います。

8. 最後に、［作成］をクリックしてユーザーを作成します。

新しいユーザーがユーザーのリストに表示されます。

ユーザーを編集する

1. ［ユーザー］ページで、目的のユーザーを選択し［編集］をクリックします。

2. 必要に応じて情報を変更します。

ユーザー名を変更することはできません。

3. ［保存］をクリックして変更を保存します。

ユーザーを廃止する

1. ［ユーザー］ページで、目的のユーザーを選択し［廃止］をクリックします。

確認を求めるメッセージが表示されます。

［ライブ］フィルターを使用すると、廃止済みのユーザーのユーザーリストをフィルタリングできます。
「ユーザーを検索するページ19」を参照してください。
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2. ［はい］をクリックします。

ユーザーが廃止され、［廃止］アイコンが［ライブにする］アイコンに変わります。ユーザーを復元するために
必要に応じてこれを使用できます。また、ユーザーリストには、ユーザーが廃止されていることを示す下線
も付けられます。

ユーザーのロックを解除する

ユーザーがパスワードを5回間違えて入力すると、システムから3時間ロックアウトされます。代わりに、アカウント
のロックを解除することもできます。

1. ［ユーザー］ページで、目的のユーザーを選択し［ロック解除］をクリックします。

ユーザーが正常にロック解除されたことを確認する通知メッセージが表示されます。

［ロック済み］フィルターを使用すると、ロックされたユーザーのユーザーリストをフィルタリングできます。
「ユーザーを検索するページ19」を参照してください。
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役割と許可
役割と許可を使用すると、役割を作成し、HubまたはInteractの特定のエリアに許可を割り当てることができま
す。このエリアは管理者のみが使用できます。ユーザーを構成する前に、ユーザーの役割を構成することを推奨
します。役割を構成しなくてもユーザーはログオンできますが、役割が割り当てられていない場合、表示が制限
され、各種機能を利用できなくなります。

［役割と許可］ページには、既存の役割のリストが表示されます。Hubのインストールプロセスの一部として自動
的に作成された定義済みの役割があります。これらは、青色のチェックマークで示されます。Hub管理者の役割
がその一例です。自動的に作成された定義済みの役割はロックされ、ユーザーを追加できますが、変更や削除
はできません。役割をクリックすると、許可を表示できます。

［役割と許可］ページを開くには、プロファイルアイコンをクリックして［設定］ページを開き、［役割と許可］を
クリックします。

役割を検索する

［役割と許可］ページには、役割を検索するための2つの方法があります。

• 検索フィールド –これは役割のリストの上にあります。検索結果をフィルタリングするために役割の名前を
入力し始めると、入力文字が増えるにつれリストが動的にフィルタリングされます。

• フィルター –フィルターを使用すると、選択した条件に基づいて特定の許可を持つ特定の役割を簡単に
見つけることができます。フィルターを表示して使用するには、［フィルター］をクリックします。
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役割を追加する

1. ［役割と許可］ページで、［役割を作成］をクリックします。

［役割を作成］セクションが表示されます。

2. 役割名を入力し、HubまたはInteractのどちらに該当するかを選択します。

3. 必要に応じて、説明を入力します。

4. ユーザーの役割がアクセスできるアイテムを選択します。選択したものが以下の場合：
• Hubの場合、［プラグインを追加］ドロップダウンリストから必要なプラグインを選択します。

• Interactの場合、［フォームを追加］ドロップダウンリストから必要なフォームを選択します。

リストから複数のアイテムを選択できます。

5. ［ユーザーを追加］ドロップダウンリストから、この役割を割り当てるユーザーを選択します。このリストには、
適切な権限を持つユーザーのみが表示されます。たとえば、役割がInteractの場合、Interactユーザーの
みが表示され、Hubユーザーは表示されません。ユーザーの許可の詳細については、「ユーザーページ
19」を参照してください。

［ユーザー］ページから役割をユーザーに追加することもできます。

6. ［保存］をクリックして役割を作成します。
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役割を編集する

1. ［役割と許可］ページで、必要な役割を選択し［編集］をクリックします。

2. 必要に応じて情報を変更します。

役割タイプは変更できません。青色のチェックマークが表示されている役割を編集している場合は、
その役割に割り当てられたユーザーのみを修正できます。

3. ［保存］をクリックして変更を保存します。

役割を削除する

青色のチェックマークが表示されている役割は削除できません。これは、Hubまたはプラグインのインストー
ル時に自動的に作成された役割です。

1. ［役割と許可］ページで、必要な役割を選択し［削除］をクリックします。

確認を求めるメッセージが表示されます。

2. ［はい］をクリックします。

役割が削除され、確認通知が表示されます。
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登録
［登録］ページでは、Interactにアクセスするために新規ユーザーが出した登録要求を管理できます。このエリア
は管理者のみが使用できます。

ユーザーは、次の登録ページからInteractユーザーアカウントを要求できます：
https://{hostname}/#/user-registration

［登録］ページには、送信済みの登録要求が表示されます。この要求は承認または却下できます。

［登録］ページを開くには、プロファイルアイコンをクリックして［設定］ページを開き、［登録］をクリックします。
未処理の要求がある場合は、［設定］ページの［登録］オプションに数値が表示されます。

要求を承認する

ユーザーは、Interactのフォームにアクセスする前に役割が割り当てられている必要があります。これは、以下に
示すように承認プロセスの一部として行うことができます。または、要求を承認してユーザーを編集できます。

1. ［登録］ページで、ユーザーを選択し［編集］をクリックします。

2. ドロップダウンリストから必要な役割を選択します。これは、編集できる唯一のフィールドです。

3. ［保存］をクリックします。

4. ［承認］をクリックします。

ユーザーが登録リストから削除され、［ユーザー］ページに表示されます。ユーザーは、パスワードを入力し
て登録を完了するための1回限りのリンクを提供する電子メールを受信し、Interactにアクセスできます。

要求を却下する

1. ［登録］ページで、ユーザーを選択し［拒否］をクリックします。

アクセス要求が却下され、ユーザーの詳細がリストから削除されます。
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認証設定
認証設定では、組織のActive Directory環境へのLDAP( Lightweight Directory Access Protocol)接続を構
成できます。このエリアは管理者のみが使用できます。

［認証設定］ページを開くには、プロファイルアイコンをクリックして［設定］ページを開き［認証設定］をクリッ
クします。

［認証設定］ページには、次の情報と機能が表示されます。

A. ビューを編集 –表示される列を定義します。トグルスイッチを使用して、列を表示または非表示にできま
す。

B. フィルター –表示される情報にフィルターを適用します。必要なフィルターをオンにして、表示する情報を
入力するか選択します。たとえば、［ドメイン］フィルターをオンにしてドメイン名を入力します。

C. ビューを保存 –現在の列の設定を保存します。ビューを読み込むときに簡単に識別できるように、ビュー
の名前を入力できます。

D. ビューを読み込む –保存したビューを読み込みます。目的のビューを選択し、［適用］をクリックします。

E. 新規追加 –新しい接続を追加します。

F. 編集 –選択した接続の詳細を編集します。

G. 再同期 - Hubにユーザーを再同期します。新しいユーザーがActive Directoryに追加された場合は、これ
を実行する必要があります。

H. ステータス –このアイコンは、接続を選択すると接続のステータスに応じて変わります。

I. 削除 –選択した接続を削除します。削除できるのは、廃止済みの接続のみです。

J. ページごとの行数 –数字を入力するか、上下矢印を使用してページに表示される行数を変更します。

K. 前へと次へ– ［前へ］または［次へ］をクリックすると、ページを移動できます。
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新しい接続を追加する

1. ［認証設定］ページで［新規追加］をクリックします。

［認証接続を作成］ページが表示されます。

2. 以下の［構成］フィールドに入力します。

• 接続名 –接続の名前を指定します。

• ドメイン –接続しているドメインの名前。たとえば、「bp」です。

ドメインの完全修飾ドメイン名 ( FQDN)は使用しないでください。短い名前形式を使用する
必要があります。

• LDAPサーバー ‐ LDAPサーバーのホスト名。たとえば、「blueprism-srv1.local」です。

• ポート番号 -運用に使用するポート番号。デフォルトではポート389です。

• ベースDN - Active Directory内でシステムがユーザーの検索を開始する開始ポイント。たとえば、
「dc=blueprism, dc=local」です。

3. 以下の［クエリのバインド］フィールドに入力します。

• タイムアウト - Active Directoryサーバーから応答を受信するまでシステムが待機するタイムアウト
期間 (秒 )。

• クエリバインドユーザー名 –組織のLDAPシステムへのアクセス権を持つActive Directoryユーザー。

• クエリバインドパスワード – Active Directoryユーザーのパスワード。
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4. ［属性］フィールドに入力します。このセクションの目的は、Active Directoryの属性を［Hub］フィールドに
マップすることです。これらのフィールドに入力するテキストは、Active Directoryのユーザープロファイル内の
名前付き属性と一致する必要があります。ユーザーを選択し［属性エディター］タブをクリックして属性の
値へのマッピングを表示することで、Active Directoryユーザーとコンピューター( ADUC)ツールを使用して
ユーザー属性を検索できます。

• ユーザー名 –ユーザー名のActive Directory属性名。たとえば、「SAMAccountName」。
• 名 –ユーザーの名のActive Directory属性名。たとえば、「givenname」。
• 姓 –ユーザーの姓のActive Directory属性名。たとえば、「sn」。
• メール–ユーザーのメールのActive Directory属性名。たとえば、「mail」。

5. すべてが正しく設定されていることを確認するには、［ユーザー名をテスト］フィールドにユーザー名を入力
し［ユーザーを検索］をクリックします。［ユーザー名をテスト］フィールドに入力するテキストは、Active
Directory属性のテキスト形式と一致する必要があります。たとえば、ユーザー名が以下の場合には：

• 「SAMAccountName」と設定されている場合は、テストデータはdomain\userの形式になります。

• 「name」と設定されている場合は、テストデータはuserの形式になります。

関連情報が取得され、対応する［属性］フィールドに入力されます。

6. ［認証接続を作成］をクリックします。

接続が成功しユーザーをインポートするように促す通知メッセージが表示されます。

7. ［はい］をクリックして同期します。または［いいえ］を選択し、「Active Directoryユーザーを同期する下」の
プロセスを使用して後で同期することもできます。

見つかったユーザー数を示すメッセージが表示されます。

8. ［続行］をクリックします。

ユーザーのリストが表示されます。必須ユーザーの許可と役割を構成する必要があるため、ユーザーは
Hubにはまだインポートされていません。

9. インポートするユーザーを選択し、適切なHubの役割やInteractの責任を割り当てます。

Hub管理者の役割を持つようにユーザーを構成する場合、ユーザーは、新しいデータベースと
LDAP接続およびその他のセキュリティ機能を作成する機能を含む、Hubのすべてのプラグインと機
能にアクセスできます。したがってこの役割は慎重に割り当てることが重要です。

10. 必要なすべてのユーザーに対して、この手順を繰り返します。

11. ［アクセスと役割を保存］をクリックします。

役割と許可が定義されたユーザーのみが保存され、［ユーザー］ページに新しいユーザーが表示されま
す。

接続を編集する

1. ［認証設定］ページで、必要な接続のチェックボックスをオンにします。

2. ［編集］をクリックします。

3. 必要に応じて情報を編集します。ドメイン、LDAPサーバー、ポート番号、またはベースDNは変更できま
せん。

4. ［保存］をクリックします。

Active Directoryユーザーを同期する

Active Directoryにユーザーを追加する場合、それらのユーザーはHubと同期する必要があります。
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1. ［認証設定］ページで、必要な接続のチェックボックスをオンにします。

2. ［再同期］をクリックします。

3. Hubユーザーベースに追加し、適切なHubの役割やInteractの責任を割り当てるために必要なユーザー
を選択します。

4. 必要なすべてのユーザーに対して、この手順を繰り返します。

5. ［アクセスと役割を保存］をクリックします。

役割と許可が定義されたユーザーのみが保存され、［ユーザー］ページに新しいユーザーが表示されま
す。

接続の廃止と復元

1. ［認証設定］ページで、必要な接続のチェックボックスをオンにします。

接続が以下の場合には：
• ライブの場合は、［ステータス］アイコンが［廃止］に変わります。

• 廃止の場合は、［ステータス］アイコンが［ライブにする］に変わります。

2. 接続を廃止するには：
a. ［廃止］をクリックします。

確認を求めるメッセージが表示されます。

b. ［はい］をクリックします。

接続が廃止され、［廃止］アイコンが［ライブにする］に変わります。

3. 廃止済みの接続をライブにするには、［ライブにする］をクリックします。

接続はすぐに復元し、［ライブにする］アイコンが［廃止］に変わります。

［ライブ］フィルターを使用して、廃止済みの接続のリストをフィルタリングできます。

接続を削除する

削除できるのは、廃止済みの接続のみです。

1. ［認証設定］ページで、必要な接続のチェックボックスをオンにします。

2. ［削除］をクリックします。

確認を求めるメッセージが表示されます。

3. ［はい］をクリックします。

接続が削除され、それに関連付けられたすべてのユーザーが廃止されます。
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Hubを使用する
このセクションではHubのユーザー機能について詳しく説明します。ユーザーが表示、アクセスできるものは、割り
当てられた役割によって決まります。プラグインは役割に割り当てられ、次いでユーザーが特定の役割に割り当
てられて、プラグインが継承されます。

このトピックでは以下を説明します。

• ダッシュボード

• Automation Lifecycle Managementプラグイン

• Interactプラグイン

ダッシュボード
最初にHubを起動すると、デフォルトの表示は空白のHubダッシュボードになります。これは、Hub管理者または
標準Hubユーザーのいずれでも同じです。

ダッシュボードは、自動化プロセスをカスタマイズして表示する構成設定可能なページです。ダッシュボードに表
示される情報を構成するには、ウィジェットを追加します。また、利用可能な情報の異なるビューを表現する複
数のダッシュボードを作成して、自動化を効率的に管理することもできます。

ダッシュボードを作成する

1. ［ダッシュボード］ページで［ダッシュボードを作成］をクリックします。

2. ダッシュボードの名前と説明を入力します。

3. ［Save(保存)］をクリックします。

ダッシュボードが作成されたことを確認する通知メッセージが表示されます。これで、ダッシュボードにウィ
ジェットを追加する準備ができました。
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ウィジェットを追加する
ウィジェットは、さまざまな種類の情報を視覚的に表示するために使用できるダッシュボードコンポーネントです。
［ビジネスプロセスの概要］ウィジェットがその例です。

1. ［ウィジェットを追加］をクリックして、使用可能なウィジェットのリストを表示します。

2. ウィジェットの詳細を表示するには、［情報］ボタンをクリックします。

ウィジェットに関する情報が表示されます。たとえば、次のようになります。

詳細ウィンドウを閉じるには［キャンセル］をクリックします。

3. ウィジェット名をクリックして、ダッシュボードに追加します。

ウィジェットがダッシュボードに表示され、成功メッセージが表示されます。
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ウィジェットを構成する
ウィジェットには、以下を行うことができます。

• 移動とサイズ変更 –ダッシュボード上の必要な位置にドラッグアンドドロップして、ウィジェットを移動しま
す。また、ウィジェットのサイズは、右下隅 をクリックしてつかみドラッグして必要なサイズに合わせることが
できます。

• カスタマイズ –ウィジェットの多くはカスタマイズ可能です。［ウィジェットを編集］をクリックし、必要なプラグイ
ンの横にある［オプション］をクリックします。

ウィジェットを削除する

1. ［ウィジェットを編集］をクリックします。

2. 目的のウィジェットで［削除］をクリックします。

ウィジェットがダッシュボードから削除されます。
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表示されるダッシュボードを変更する

1. ［ダッシュボード］ページで、［ダッシュボードを読み込む］をクリックします。

使用可能なダッシュボードのリストが表示されます。

2. 目的のダッシュボードをクリックします。

［ダッシュボード］ページが、選択したダッシュボードで更新されます。

ダッシュボードを削除する

1. ［ダッシュボード］ページで、［ダッシュボードを読み込む］をクリックします。

使用可能なダッシュボードのリストが表示されます。

2. 目的のダッシュボードに対して削除アイコンをクリックします。

確認を求めるメッセージが表示されます。

3. ［はい］をクリックしてダッシュボードを削除します。

ダッシュボードが削除されたことを確認する通知メッセージが表示されます。
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Automation Lifecycle Managementプラグイン

Automation Lifecycle Managementプラグインは、操作に追加のライセンスキーを必要とするオプション
サービスです。

Automation Lifecycle Management
Blue Prism Digital Workersは、比類のないスキルと能力を提供し、新しいリリースごとにさらなる使用事例に
対応できます。性能も重要ですが、Blue Prismでは導入サイクルの間の使いやすさを同じように検討し、企業
にガードレールが提供されベストプラクティスを確実に満たすことができるようにします。

ロボティックプロセスオートメーション( RPA) とインテリジェントオートメーション( IA)業界にはさまざまな方法論や
運用モデルがありますが、これらはドキュメントやトレーニング資料に含まれているのみです。

Hub内でのBlue PrismのAutomation Lifecycle Management( ALM)機能の開発により、RPA/IAへの移行の
初期段階にある企業は、アプリケーション主導のコントロールのメリットを得て、デリバリーの成功の主なマイルス
トーンを確実に達成できます。

ALMは、以下の機能を提供します。

• プロセスの文書化

• 例外追跡

• 自動化の設計と開発

• サインオフと承認の処理

ALMプラグインは、ビジネスアナリストがビジネスプロセスのプロセス定義をキャプチャするフレームワークを提供
し、一貫した方法での例外処理とレビューおよびサインオフ構造を提供します。

詳細については「ALMユーザーガイド」を参照してください。

Wireframer
Wireframerプラグインを使用すると、自動化プロセスの一部として使用できるビジネスオブジェクトを効率的に
定義できます。

この方法論を使用して設計する利点は、自動化されるビジネスプロセスの構造を形成するビジネスオブジェクト
とアクションを開発者が迅速にデプロイできることです。

プラグインのシンプルさにより、これらのビジネスオブジェクトとアクションがベストプラクティス手法とともに定義でき
るようになり、エンタープライズグレードの自動化が常に構築されるようになります。

詳細については「」「Wireframerユーザーガイド」を参照してください。
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Interactプラグイン

Interactプラグインはオプションのサービスで、操作に追加のライセンスキーが必要です。またこのサービスは
Interactサービスの一部を構成します。

フォーム
Digital Workforceがエンタープライズの参照可能な使用事例を展開するにつれ、Digital Workersとユーザーが
ビジネスプロセスのエンドツーエンドの実行においてコラボレーションする必要性が一層高まっています。また、リ
ソースに対応できる人に対する柔軟性を提供するには、Digital Workforceに仕事を割り当てる革新的な方
法が必要です。Blue Prism Interactは、新規および既存のBlue Prismユーザーに、ビジネスプロセス内の
Digital Workforceとのエンドユーザーインタラクションのためのコラボレーションインターフェイスを提供します。ビジ
ネスプロセスに関連するさまざまな作業を開始、確認、受信、認証します。また、Blue Prism Interactは、ノー
コードのフォームデザイナーを使用するか、Blue Prismビジュアルビジネスオブジェクト ( VBO)を使用してビジネス
プロセス要件に基づいてフォームを作成することで、ユーザーは動的なWebインターフェイスを作成できるようにな
るため、必要なスキル基準を減らすことができます。

Blue Prism Interactの機能は、2つのBlue Prismコンポーネントに分割されています。1つめは、開発者がHubと
フォームプラグインを使用して、エンドユーザーが利用できるフォームを作成および公開できる機能です。2つめ
は、公開されたフォームを使用してDigital Workforceと連携できるエンドユーザーインターフェイスです。

詳細については、「」「」「Interactユーザーガイド」を参照してください。
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