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Control Room
Control Roomプラグインは、Blue Prism® Hub内で無料で利用できるプラグインで、あらゆる環境のBlue 
Prismのアクティビティ( スケジュールの表示、ワークキューの監視、セッションアクティビティの監視など) 表示、管
理できます。

Control Roomプラグインには、安定したBlue Prism機能を利用する4つのコンポーネントがあります。

 • ワークキュー – ワークキュー項目のステータスを監視し、キューアクティビティを追跡します。

 • スケジュールとタスク – スケジュールとタスクを表示、実行、監視します。

 • セッション – 環境内のセッションアクティビティを表示、フィルタリング、整理します。

 • Digital Workerの健全性  – 環境内のDigital Workersを表示、監視します。

またControl Roomプラグインには、ダッシュボードウィジェットが多数用意されています。ダッシュボードウィジェット
は、Blue Prism環境を一目で監視するために適用、カスタマイズできます。オプションには以下のものがありま
す。

 • 月次使用率ダイアリー – 1か月の各日におけるDigital Workforceの利用状況を表示できます。

 • 使用率チャート  – Digital Workforceの使用率の効率を表示できます。

 • 使用率ヒートマップ – Digital Workforceのアクティビティのパターン、ピーク、落ち込みを表示できます。

 • ワークキューの構成  – ワークキュー全体のワークキュー項目の構成を表示できます。

依存関係
Control Roomプラグインには、次のコンポーネントへのアクセスが必要です。

 • Blue Prism API 7.0 – API URLは、Hubのインストールまたはアップグレードプロセスの一部として参照さ
れます。Blue Prism APIのインストールについては、「Blue Prism APIインストールガイド」を参照してくださ
い。

 • Blue Prism 7.0 – Blue Prism 7.0のインストールについては、「Blue Prismインストールガイド」を参照して
ください。
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 – インストールとアクセス
Control Roomプラグインを使用するには、Hub管理者がそれをインストールしてアクセス権を付与する必要があ
ります。

前提条件
Control Roomプラグインが機能するには、以下を構成する必要があります。

 • Control Roomプラグインには、Blue Prism 7.0以降が必要です。

 • Blue Prism APIのURLは、Hubに認識される必要があります。これは、次のいずれかの方法で定義でき
ます。

 • URLは、Hubインストールまたはアップグレードプロセスの一部として、ウィザード画面に直接入力で
きます。詳しくは、「Blue Prism Hubをインストールする」または「HubとInteractをアップグレードす
る」を参照してください。

 • URLがインストールウィザード画面で入力されなかった場合は、Hub appsetting.jsonファイルに
URLを直接入力できます。詳細については、「Hubインストールのトラブルシューティング」を参照し
てください。

 • Authentication Serverは、Control Roomプラグイン内でBlue Prismデータを表示するユーザーを認証す
るように構成する必要があります。詳細については、「Authentication Server構成ガイド」を参照してくだ
さい。

Control Roomプラグインをインストールする
Control Roomプラグインは、プラグインリポジトリからHub管理者がインストールする必要があります。

 1. Hub管理者の場合は、Hubにログインし、［プラグイン］をクリックしてプラグインリポジトリを開きます。

 2. ［Control Room］タイルの下隅にあるダウンロードアイコン をクリックしてインストールを開始します。

プラグインがインストールされ、サイトが再起動中であることを示すメッセージが表示されます。完了する
と、プラグインリポジトリが表示され、Control Roomのタイルのダウンロードアイコンがチェックマークに置き
換えられます。

サイトの再起動は、Hubにログインしているすべてのユーザーに影響します。時間はかかりませんが、
中断を最小限に抑えるため、通常の勤務時間外に行うことをお勧めします。
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Control Roomプラグインへのアクセスを設定する
Control Roomプラグインは、Hub管理者に自動的に使用可能になります。ユーザーは、Control Roomへのアク
セス権が付与される役割に追加される必要があります。このアクセス権は、新しい役割を介して付与するか、
既存のユーザーの役割に追加できます。役割がまだ存在しない場合は、新しい役割を作成してプラグインへの
アクセスを許可できます。

 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］を選択します。

 3. 必要に応じて、説明を入力します。

 4. ［プラグインを追加］ドロップダウンリストから 
［Control Room］を選択します。

 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、Hubユーザーのみが表
示され、Interactユーザーは表示されませ
ん。

 6. ［保存］をクリックして役割を作成し、指定
したユーザーへのアクセスを許可します。

［役割と権限］ページで必要な役割を選択し、［編集］をクリックすると、既存の役割にユーザーを追加し
たり、既存の役割からユーザーを削除したりできます。詳細については「Hubユーザーガイド」を参照してく
ださい。

この役割では、ユーザーはプラグインにアクセスできますが、アカウントがAuthentication Serverを介してBlue 
Prismと同期されていない場合、ユーザーとHub管理者の両方がControl Roomプラグインのデータを見ることは
できません。組織がHubにデフォルトの管理者 (admin)認証情報を使用している場合、Control Roomデータを
表示するにはこのアカウントも同期する必要があります。Hub管理者ユーザーと同期するユーザーをBlue Prism
から選択する場合は、接続の問題が発生したときのトラブルシューティング用に、少なくとも1つの管理者アカウ
ントをHubと同期しないようにしておくことをお勧めします。詳細については、「Authentication Server構成ガイ
ド」を参照してください。
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Control Roomを開く
Hub管理者がプラグインをインストールし、アクセス権を付与したら、ナビゲーションメニューから［Control Room］
をクリックします。

次のタイルを使用できます。

 • ワークキュー 
 • スケジュールとタスク – 
 • セッション – 
 • Digital Workerの健全性  – 
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ワークキュー
［ワークキュー］ページには、接続されているBlue Prism環境で現在実行または一時停止されているすべての
ワークキューの概要が表示されます。これらは、Blue PrismインタラクティブクライアントのControl Roomで表示さ
れるワークキューと同じです。

［ワークキュー］ページには、次の情報と機能が表示されます。

 A. 概要  - ［ワークキューの概要］ページを表示します。ここには、Blue Prism環境で実行中のワークキューま
たは一時停止中のワークキューが表示されます。これがデフォルトのビューです。

 B. 項目  - ［ワークキュー項目］ページを表示します。ワークキュー内の項目が表示されます。

 C. ビューを編集  – 表示される列を定義します。切り替えスイッチを使用して列を表示または非表示にできま
す。また、グリッドをコンパクト形式で表示するように変更することもできます。

 D. 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、［ステータス］フィルターをオンにして、［一時停止中］を選択できま
す。

 E. 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。

 F. 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。

 G. 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。

 H. 前へと次へ – ［前へ］または［次へ］をクリックすると、ワークキューのページを移動できます。

ワークキューを表示する
［ワークキューの概要］ページには、Blue Prism環境全体で現在実行または一時停止されているすべてのワーク
キューの概要が表示されます。デフォルトでは、列には完了、ロック済み、保留中のキュー項目の数と、例外が
発生した項目が表示されます。

フィルターを使用して、特定の情報を見つけることができます。また、フィルターでは、最小値と最大値を使用し
てフィルタリングすることもできます。たとえば、例外の最小数を10に設定し、10を超える例外があるキューのみ
を表示できます。
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キューの詳細を表示するには、次のいずれかのアクションを実行します。

 • ［キュー名］列でキューの名前をクリックします。

選択したキューの［項目］ページが表示されます。

 • ［項目］をクリックします。

［項目］ページに、最近アクセスしたキューが表示されます。ログインしてからこのページを初めて開いた場
合は、これがキューリストの最初のキューになります。

項目を表示する
［項目］ページには、キュー項目のステータスに関する情報が表示されます。このページには［概要］ページで選
択したワークキューの項目が表示されますが、［キュー］ドロップダウンリストを使用してキューを変更できます。

［ワークキュー］ページのフィルターを使用する
フィルターを使用すると、選択した条件に基づいてワークキューを簡単に検索できます。

 1. ［ワークキュー］ページで、［フィルター］をクリックして［フィルター］パネルを開きます。

 2. 切り替えを使用して必要なフィルターをオンにし、情報を入力してワークキューを見つけます。同時に複数
のフィルターを適用できます。

使用可能なフィルターは次のとおりです。

フィルター 説明

キュー名 Blue Prismワークキュー名の全体または一部を入力します。

ステータス 次のオプションからワークキューのステータスを選択します。

 • 実行中  - 現在実行中のすべてのワークキューを表示します。

 • 一時停止  - 一時停止中かつアクティブに実行されていないすべてのワーク
キューを表示します。

ロック済み ワークキュー内のロックされているアイテム数に対してフィルタリングする数値範囲を
入力します。最小アイテム数、最大アイテム数、またはその両方を入力すると、
値間で検索できます。

完了 ワークキュー内の完了済みアイテム数に対してフィルタリングする数値範囲を入力
します。最小アイテム数、最大アイテム数、またはその両方を入力すると、値間で
検索できます。

保留中 ワークキュー内のまだ保留中のアイテム数に対してフィルタリングする数値範囲を
入力します。最小アイテム数、最大アイテム数、またはその両方を入力すると、
値間で検索できます。

例外 ワークキューで例外が発生したアイテム数に対してフィルタリングする数値範囲を
入力します。最小アイテム数、最大アイテム数、またはその両方を入力すると、
値間で検索できます。

［ワークキュー］ページの情報は即座にフィルタリングされ、入力されたテキストを含む一致をすべて表示し
ます。

フィルターを設定済みで、フィルタリングされていない情報を再度表示する場合は、必要なフィル
ターをオフにするか、フィルター内の設定をすべて削除して空白にします。

 3. ［ドロワーを閉じる］をクリックして、［フィルター］パネルを閉じます。
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スケジュールとタスク
［スケジュールとタスク］ページには、お使いの接続環境の全スケジュールの概要が表示されます。スケジュールを
選択して実行することもできます。これらは、Blue PrismインタラクティブクライアントのControl Roomで表示され
るスケジュールと同じです。［スケジュールとタスク］ページを開くと、デフォルトで［スケジュールアクティビティ］ページ
が表示されます。

［スケジュールとタスク］ - ［スケジュールアクティビティ］ページには、次の情報と機能が表示されます。

 A. ［スケジュールアクティビティ］ - ［スケジュールアクティビティ］ページが表示されます。ここには、Blue Prism
環境内のスケジュールのリストが表示されます。これがデフォルトのビューです。このページは上の例に示さ
れています。

 B. スケジュール – ［スケジュール］ページを表示します。スケジュールのタブビューが表示され、［スケジュールを
実行］、［スケジュール履歴を表示］、スケジュール内の［タスクを表示］、［スケジュールを廃止］を選択で
きます。

 C. ビューを編集  – 表示される列を定義します。切り替えスイッチを使用して列を表示または非表示にできま
す。また、グリッドをコンパクト形式で表示するように変更することもできます。

 D. 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、［ステータス］フィルターをオンにして、［完了］を選択できます。

 E. 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。

 F. 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。

 G. 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。

 H. 前へと次へ – ［前へ］または［次へ］をクリックすると、スケジュールのページを移動できます。
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スケジュールを表示する
［スケジュールアクティビティ］ページには、環境内のすべてのアクティブなスケジュールの概要が表示されます。デ
フォルトでは列に、スケジュールのステータス、名前、サーバー、開始時刻と終了時刻 ( スケジュールが終了した
場合 ) 、ログ識別子が表示されます。

たとえば、現在実行中のスケジュール、保留中のスケジュール、または過去1日または1週間にわたって実行さ
れたスケジュールなど、ステータスと期間でフィルターを適用できます。名前でスケジュールを検索する場合は、
［スケジュール］ページを使用します。

スケジュールの詳細を表示するには、次のいずれかのアクションを実行します。

 • ［名前］列でスケジュールの名前をクリックします。

選択したスケジュールの［スケジュール］ページが表示されます。

 • ［スケジュール］をクリックします。

［スケジュール］ページには、タブビューにリストされたすべてのスケジュールが表示され、右側には最上位ス
ケジュールの詳細が表示されます。

スケジュール履歴を表示する
スケジュールとタスク - ［スケジュール］ページには、次の情報と機能が表示されます。

 A. スケジュールアクティビティ - ［スケジュールアクティビティ］ページのビューを変更します。ここには、Blue 
Prism環境内のスケジュールのリストが表示されます。これがデフォルトのビューです。

 B. スケジュール – ビューを［スケジュール］ページに変更します。スケジュールのタブビューが表示され、［スケ
ジュールを実行］、［スケジュール履歴を表示］、スケジュール内の［タスクを表示］、［スケジュールを廃止］
を選択できます。このページは上の例に示されています。
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 C. スケジュール名でフィルター – 特定のスケジュールを検索します。

［スケジュールアクティビティ］ページで特定のスケジュールの名前をクリックすると、［スケジュール］ペー
ジにそのスケジュールの情報のみが表示されます。検索バーには選択した名前が表示されます。す
べてのスケジュールを表示するには、検索バーで入力内容をクリアします。

 D. 廃止したスケジュールを含める – アクティブなスケジュールとともに、タブビューに廃止したスケジュールが表
示されます。

 E. 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、［ステータス］フィルターをオンにして、［完了］を選択できます。

 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. 前へと次へ – ［前へ］または［次へ］をクリックすると、スケジュールのページを移動できます。

 H. 実行( 再生アイコン)  – 選択したスケジュールを実行します。

 I. スケジュール履歴( 行アイコン)  – 選択したスケジュールのスケジュール履歴を右側のペインに表示しま
す。

 J. 追加タスク( 省略記号アイコン)  – スケジュールで実行できる追加タスク( タスクの表示やスケジュールの廃
止など)。

 K. 更新( 更新アイコン)  – 現在選択されているスケジュールの履歴を更新します。スケジュールが選択され
たときに、このアイコンがスケジュール履歴アイコンに置き換わります。

特定のスケジュールの履歴を表示するには：

 1. 必要なスケジュールのスケジュール履歴アイコン をクリックします。

ペインにスケジュール履歴が表示され、アイコンが更新アイコンに変わります。

 2. スケジュールが数秒ごとや数分ごとなど、頻繁に実行されるように設定されている場合などは、必要に応

じて更新アイコン をクリックしてスケジュール履歴を更新します。

特定のスケジュールを検索する

 1. ［スケジュール］ページで、［スケジュール名でフィルター］フィールドに、入力を開始します。

スケジュールのリストは、フィールドに入力されたテキストと一致するものだけに絞られます。

 2. すべてのスケジュールを再度表示するには、［スケジュール名でフィルター］フィールドのテキストをクリアしま
す。

スケジュールを実行する
スケジュールは、スケジュール時刻にトリガーされるのを待たずに、手動で実行できます。スケジュールを手動で
実行しても、設定されたスケジュールには影響しません。スケジュール時刻に実行するようにトリガーされます。

スケジュールがすでに実行されている場合、別の実行を手動でトリガーすることはできません。

 1. ［スケジュール］ページで、目的のスケジュールの実行アイコン 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。

 2. ［実行］をクリックして、スケジュールを実行します。

スケジュールが実行されたことを確認するメッセージが表示されます。

Control Room 4.5  | ユーザーガイド
スケジュールとタスク

Commercial in Confidence Page 12 of 23



スケジュールの廃止と復元
スケジュールを廃止するには：

 1. ［スケジュール］ページで、目的のスケジュールの省略記号アイコン( ...) をクリックします。

メニューが表示されます。

 2. ［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。

 3. ［はい］をクリックします。

スケジュールが廃止され、アクティブリストから削除されます。

廃止されたスケジュールを復元するには：

 1. ［スケジュール］ページで、［廃止したスケジュールを含める］チェックボックスを選択します。

廃止したスケジュールが、アクティブなスケジュールとともにリストに表示されます。

廃止したスケジュールは、スケジュールタイトルの下、スケジュール内タスク数の横に［廃止済み］と
表示されます。

 2. 必要なスケジュールの省略記号アイコン( ...) をクリックします。

メニューが表示されます。

 3. ［回収］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。

 4. ［回収］をクリックします。

スケジュールが復元され、アクティブリストに追加されます。

スケジュールタスクを表示する

 1. ［スケジュール］ページで、目的のスケジュールの省略記号アイコンをクリックします。

メニューが表示されます。

 2. ［タスクを表示］をクリックします。

［タスクとセッション］パネルに、スケジュールの情報が表示されます。
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［スケジュールアクティビティ］ページでフィルターを使用する
フィルターを使用すると、選択した条件に基づいてスケジュールを簡単に検索できます。

 1. ［スケジュールアクティビティ］ページで、［フィルター］をクリックして［フィルター］パネルを開きます。

 2. 切り替えを使用して必要なフィルターをオンにし、情報を入力してスケジュールを見つけます。同時に複
数のフィルターを適用できます。

使用可能なフィルターは次のとおりです。

フィルター 説明

ステータス 次のオプションからスケジュールのステータスを選択します。

 • 完了  – 正常に実行され、完了したスケジュールを表示します。

 • 中止  – 中止済みで未完了のスケジュールを表示します。

 • 例外となる部分  – 一部のタスクで例外が発生したスケジュールを表示します。

 • 実行中  – 現在実行中のスケジュールを表示します。

 • 保留中  – 実行予定のスケジュールを表示します。

同時に複数のステータスでフィルタリングできます。

開始日時 ドロップダウンリストから、開始時間を含む目的とする期間を選択します。［指定
範囲］を選択した場合は、指定されたフィールドに日付範囲と時間を入力しま
す。

終了日時 ドロップダウンリストから、終了時間を含む目的とする期間を選択します。［指定
範囲］を選択した場合は、指定されたフィールドに日付範囲と時間を入力しま
す。

［スケジュールアクティビティ］ページの情報は、即座にフィルタリングされ、入力したテキストを含む一致を
すべて表示します。

フィルターを設定済みで、フィルタリングされていない情報を再度表示する場合は、必要なフィル
ターをオフにするか、フィルター内の設定をすべて削除して空白にします。

 3. ［ドロワーを閉じる］をクリックして、［フィルター］パネルを閉じます。
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セッション
［セッション］ページには、接続環境のすべてのプロセスの概要が表示されます。Blue Prismインタラクティブクライ
アントControl Roomで表示できるセッションの別のビューが表示されます。

［セッション］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。切り替えスイッチを使用して列を表示または非表示にできま
す。また、グリッドをコンパクト形式で表示するように変更することもできます。

 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、［ステータス］フィルターをオンにして、［中止］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. 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。

 F. 前へと次へ – ［前へ］または［次へ］をクリックすると、ワークキューのページを移動できます。

 G. プロセス名  – プロセスの名前をクリックすると、そのセッションのログが表示されます。

セッションログを表示する

 1. ［セッション］ページで、必要なプロセスの名前をクリックします。

［セッションログ］ページに、実行されたプロセスの履歴が表示されます。

 2. ［パラメーター］列がある場合は、［パラメーターを表示］をクリックして、プロセスのパラメーターに関する情
報を表示できます。
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例として、中止したセッションと完了したセッションのログを次の図に示します。

 

［セッション］ページでフィルターを使用する
フィルターを使用すると、選択した条件に基づいてセッションを簡単に検索できます。

 1. ［セッション］ページで、［フィルター］をクリックして［フィルター］パネルを開きます。

 2. 切り替えを使用して必要なフィルターをオンにし、情報を入力してセッションを見つけます。同時に複数の
フィルターを適用できます。

使用可能なフィルターは次のとおりです。

フィルター 説明

セッション番号 セッションの番号全体または一部を入力します。

プロセス名 プロセス名の全体または一部を入力します。

Digital Worker Digital Workerの氏名または氏名の一部を入力します。

ユーザー ユーザーのユーザー名、またはユーザー名の一部を入力します。

ステータス 次のオプションからセッションのステータスを選択します。

 • 保留中  – 実行予定のセッションを表示します。

 • 実行中  – 現在実行中のセッションを表示します。

 • 中止  – 中止済みで未完了のセッションを表示します。

 • 停止  – 停止したセッションと実行されなくなったが完了していないセッションを
表示します。

 • 完了  – 正常に実行され、完了したセッションを表示します。

 • 停止中  - 停止中のセッションを表示します。

 • 警告  - 警告のあるセッションを表示します。

同時に複数のステータスでフィルタリングできます。

開始日時 ドロップダウンリストから、開始時間を含む目的とする期間を選択します。［指定
範囲］を選択した場合は、指定されたフィールドに日付範囲と時間を入力しま
す。

終了日時 ドロップダウンリストから、終了時間を含む目的とする期間を選択します。［指定
範囲］を選択した場合は、指定されたフィールドに日付範囲と時間を入力しま
す。

最新ステージ ステージ名の全体または一部を入力します。

ステージの開始
日時

ステージが開始した時間を含む目的とする期間を選択します。たとえば、［2時間
以上］を選択すると、2時間以上前の開始時間にフィルタリングされます。
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［セッション］ページの情報は即座にフィルタリングされ、入力されたテキストを含む一致をすべて表示しま
す。

フィルターを設定済みで、フィルタリングされていない情報を再度表示する場合は、必要なフィル
ターをオフにするか、フィルター内の設定をすべて削除して空白にします。

 3. ［ドロワーを閉じる］をクリックして、［フィルター］パネルを閉じます。
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Digital Workerの健全性
［Digital Workerの健全性］ページには、お使いの接続環境で利用できるすべてのDigital Workers/ランタイムリ
ソースの概要が表示されます。これらは、Blue PrismインタラクティブクライアントのControl Roomで表示されるリ
ソースと同じです。

［Digital Workerの健全性］ページには、以下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。切り替えスイッチを使用して列を表示または非表示にできま
す。また、グリッドをコンパクト形式で表示するように変更することもできます。

 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、［ステータス］フィルターをオンにして、［ID］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. 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。

 F. 前へと次へ – ［前へ］または［次へ］をクリックすると、ワークキューのページを移動できます。

［Digital Workerの健全性］ページのフィルターを使用する
フィルターを使用すると、選択した条件に基づいて監査イベントを簡単に検索できます。

 1. ［Digital Workerの健全性］ページで、［フィルター］をクリックして［フィルター］パネルを開きます。

 2. 切り替えを使用して必要なフィルターをオンにし、情報を入力してDigital Workerを見つけます。同時に
複数のフィルターを適用できます。

使用可能なフィルターは次のとおりです。

フィルター 説明

Digital Worker Digital Workerの氏名または氏名の一部を入力します。

グループ名 グループ名の全体または一部を入力します。

プール名 プール名の全体または一部を入力します。

ステータス 使用可能なオプションからセッションのステータスを選択します。複数のステータス
を選択できます。

保留中のセッ
ション

Digital Workerが保有している保留セッションの最小数の数値を入力します。こ
の保留中のセッション数以上のDigital Workerが表示されます。
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フィルター 説明

アクティブセッショ
ン

Digital Workerが保有しているアクティブなセッションの最小数の数値を入力しま
す。このアクティブセッション数以上のDigital Workerが表示されます。

［Digital Workerの健全性］ページの情報は、即座にフィルタリングされ、入力したテキストを含む一致を
すべて表示します。

フィルターを設定済みで、フィルタリングされていない情報を再度表示する場合は、必要なフィル
ターをオフにするか、フィルター内の設定をすべて削除して空白にします。

 3. ［ドロワーを閉じる］をクリックして、［フィルター］パネルを閉じます。
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ダッシュボードウィジェット
またControl Roomプラグインには、ダッシュボードウィジェットが多数用意されています。ダッシュボードウィジェット
は、Blue Prism環境を一目で監視するために適用、カスタマイズできます。

ウィジェットをカスタマイズするには：

 1. ［ダッシュボード］で、［ウィジェットを編集］をクリックします。

カスタマイズできるウィジェットには［オプション］アイコンが表示され、すべてのウィジェットには［削除］アイコ
ンが表示されます。

 2. 目的のプラグインの横にある［オプション］をクリックします。

［オプションを表示］パネルが表示されます。

 3. 必要に応じてオプションを設定し、［ドロワーを閉じる］をクリックします。

オプションを選択し、［オプションを表示］パネルを閉じるとすぐにウィジェットが更新されます。

月次使用率ダイアリー
1か月の各日におけるDigital Workforceの使用レベルを表示できます。このチャートのブロックにカーソルを合わ
せると、使用率レベルが表示されます。月次使用率ダイアリーウィジェットの例を次に示します。

最も暗い色は最も高い使用率を示し、最も明るい色が最も低い使用率を示します。
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使用率チャート
選択したDigital Workersが、特定の日付の時間数に対してどれだけ使用されているかが線グラフで表示され
ます。

ウィジェットを構成するには：

 1. 使用率チャートウィジェットで、［フィルター］をクリックします。

［フィルター］パネルが表示されます。

 2. ［Digital Workersを選択］フィルターで、Digital Worker名を入力するか、ドロップダウンリストから1つ選
択します。このウィジェットには、複数のDigital Workerを設定できます。

例 ( オプションがアクティビティと分に設定されている場合 ) ：

 3. ［ドロワーを閉じる］をクリックして、［フィルター］パネルを閉じます。

 4. 別の日の情報を表示するには、日付フィールドに日付を入力し、Enterキーを押します。

 5. 必要に応じて、オプションを使ってこの表示をさらにカスタマイズします。
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使用率ヒートマップ
これは、Digital Workersのリストと、特定の日付にDigital Workersが使用された時間を表示します。デフォルト
では、現在の日付のデータが表示されます。

ウィジェットを構成するには：

 1. 使用率ヒートマップウィジェットで、［ラベルを有効化］をクリックして、色の付いた各四角内の数値を表示
します。［ラベルを無効化］をクリックすると、これらの値を削除できます。

 2. 別の日の情報を表示するには、日付フィールドに日付を入力し、Enterキーを押します。

使用率ヒートマップが更新されます。例 ( オプションがアクティビティと分に設定されている場合 ) ：

最も暗い色は最も高い使用率を示し、最も明るい色が最も低い使用率を示します。

 3. 必要に応じて、オプションを使ってこの表示をさらにカスタマイズします。
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ワークキューの構成
ワークキュー全体のワークキュー項目の構成を表示できます。ウィジェットを追加すると、データは表示されませ
ん。

特定のワークキューを指すようにウィジェットを構成するには：

 1. ワークキューの構成ウィジェットで、［フィルター］をクリックします。

［フィルター］パネルが表示されます。

 2. ［キューを選択］フィルターで、キュー名を入力するか、ドロップダウンリストからキュー名を選択します。

 3. ［ドロワーを閉じる］をクリックして、［フィルター］パネルを閉じます。

このウィジェットには、監視するワークキューの情報が表示されます。例：
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