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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。

対象者
このガイドは管理者権限を持つHubユーザー( Hub管理者 ) を対象としています。Hub管理者は、Blue Prism 
Hubプラットフォームを管理する責任を負います。これには以下が含まれますが、これらに限定されません。

 • Blue Prism Hubプラットフォーム、Blue Prism、Blue Prism API間の統合の管理。

 • Active Directoryとの統合を含む、役割とユーザーの管理。

 • プラグインのインストール。

 • 監査ログの監視。

そのためHub管理者は、ITシステムの管理に精通し、エンタープライズソフトウェアアーキテクチャとActive 
Directoryを理解しているユーザーである必要があります。
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管理および構成
Hubが組織にインストールされると、メイン管理者の役割が提供されます。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。

 F. メニューを切り替え – メニューを開閉します。メニューを開くと、メニューアイテムの名前が表示されます。メ
ニューを閉じると、各メニューアイテムのアイコンが表示されます。

 G. プラグイン – プラグインページが開き、利用可能なプラグインを表示およびダウンロードできます。
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 H. ヘルプ – オンラインヘルプを開きます。右クリックして［新しいタブでリンクを開く］を選択し、別のブラウザータ
ブで開きます。

 I. ログアウト  - Authentication Serverからログアウトします。

Interactを使用する場合、Interact Webアプリケーションからもログアウトします。

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

ユー
ザー名

ネイティブユーザーのユーザー名は25文字を超えることはできません。英字
( 特殊文字を除く) 、数字、ピリオド、ハイフン、アンダースコアのみを使用で
きます。ピリオド、ハイフン、アンダースコアで始めることはできません。

Active Directoryユーザー( UPN) のユーザー名は、255文字を超えること
はできません。

ユーザー ページ24

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つ以上含む

 • 数字を1つ以上含む

 • 特殊文字を1つ以上含む

 • 8文字以上である

 • 過去5つのパスワードと異なる

 • 32文字以内である

プロファイル ページ
9およびユーザー 
ページ24

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  – 
「Hubユーザーガイ
ド」を参照してくだ
さい。

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
19
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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13」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16」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19」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21」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24」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32」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38」を参照してください。

Blue Prism Hub 4.6  | 管理者ガイド
設定

Commercial in Confidence Page 7 of 53

https://bpdocs.blueprism.com/hub-interact/4-6/ja-jp/installation/install-hub.htm


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40」を参照してください。

サービスアカウント 管理者はサービスアカウントを追加、編集、削除できます。

詳細については、「サービスアカウント  ページ50」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。変更できるプロファイル設定は、アカウント
に構成されている認証タイプによって異なります。ネイティブ管理者の場合、以下を変更できます。

 • 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。

HubアカウントがActive Directory認証を使用するように構成されている場合、プロファイル写真とHub表示テー
マのみを変更できます。その他すべての設定はActive Directoryで管理され、Hubにログインするか、手動で同
期されると更新されます。

認証タイプに関係なく、ユーザー名を変更することはできません。

認証タイプの詳細については、「」「認証設定」を参照してください。

［プロファイル］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、［プロファイル］をク
リックします。

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。その後、必要なフィルターをオンにして、表示する
適切な情報を入力または選択できます。たとえば、次をオンにできます。［カテゴリー］フィルターで［ユー
ザー管理］を選択します。

 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. 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. 監査アイテムの前へと次へ – ［前へ］または［次へ］をクリックすると、フォームのページを移動できます。

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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［Audit］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監査イベントを簡単に検索できます。

 1. ［Audit］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、情報を入力して監査イベントを見つけます。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

Audit ID 監査識別子または識別子の一部を入力します。

カテゴリー ドロップダウンリストからカテゴリーを選択します。利用できるカテゴリーは次のとおり
です。

 • ユーザー管理  – 管理者によるユーザー管理やユーザーアクセス情報など、
ユーザーに関連するイベントが含まれます。

 • SMTP管理  – SMTP設定の変更が含まれます。

 • 役割管理  – 役割に関連するイベントが含まれます。

 • 認証管理  – 接続の管理や同期など、認証設定に関連するイベントが含まれ
ます。

 • サービスアカウント  – アカウントの管理やキーの再生など、サービスアカウントに
関連するイベントが含まれます。

 • ビジネスプロセス – ビジネスプロセスの作成、廃止、有効化などのビジネスプロ
セスに関連するイベントが含まれます。

カテゴリーを選択すると、［イベント］フィルター内のオプションは、選択したカテ
ゴリー内にあるもののみに制限されます。

次のプラグインがインストールされている場合、これらの追加カテゴリーも利用でき
ます。

 • Automation Lifecycle Management( ALM) ：
 • プロセス定義  – 定義の管理やサインオフワークフローなど、プロセス定義に

関連するイベントが含まれます。

 • Interact：
 • Interact  - フォーム  – Interactフォームプラグインに関連するイベント ( フォー

ムの管理、メジャーバージョン番号の増加など) が含まれます。

 • Interactの送信  – エンドユーザーによるフォームの送信や承認ワークフロー
など、Interactに関連するイベントが含まれます。

イベント ドロップダウンリストからイベントを選択します。この特定の監査イベントのすべての
結果が表示されます。

［カテゴリー］フィルターを使用する場合、ドロップダウンリストに表示されるイ
ベントは、そのカテゴリーのイベントに制限されます。

選択したカテゴリーのすべてのイベントを表示するには、［イベント］フィルター
をオフにして、［カテゴリー］フィルターを使用します。
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フィルター 説明

監査者 ユーザーのユーザー名またはアカウント名、または名前の一部を入力します。

IPアドレス パブリックIPアドレスまたはアドレスの一部を入力します。

作成日 日付範囲を入力します。

 • 最初のフィールドで、最も早い日付を選択します。

 • 2番目のフィールドで、最も遅い日付を選択します。

 • 必要に応じて、時間フィールドを調整します。デフォルトで、最初の日付の時
刻は00:00:00、最後の日付の時刻は23:59:59になっているため、丸一日が
含まれることになります。

この時間枠内のすべての監査イベントが表示されます。

［Audit］ページの情報は、すぐにフィルターされます。

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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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。

［環境］ページには、次の情報と機能が表示されます。

 A. Hubデータベース。

 B. 初期インストールプロセスの一環として構成されたBlue Prismデータベース。

 C. Hub全体のDigital Workforceとキューの詳細を更新します。接続を追加または変更する場合、必ず
データベースを更新します。データベースが更新されない場合、その特定のBlue Prism環境でDigital 
Workerやキューを表示することはできません。

 D. データベースの詳細を編集できる［接続を編集］ページを開きます。

 E. データベース接続を削除します。詳細については、「データベース接続を削除する」を参照してください。

 F. ［接続を追加］ダイアログを開き、新しいBlue Prismデータベース接続を構成および追加できます。

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、［環境管理］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. 必要に応じて、API構成の下にある［URL］フィールドにBlue Prism APIのURLを入力します。このURL
は、Control Roomプラグインを使用する場合に必要です。Control Roomプラグインは、Blue Prism 7.0
以降と互換性があります。

 4. ［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。

 5. 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。

データベースの詳細を編集する
API構成の下の［URL］フィールドのみを編集できます。その他のフィールドはすべて無効になっています。

 1. ［環境マネージャー］ページで、更新するデータベース接続の［編集］アイコンをクリックします。

［接続を編集］ページが表示されます。

 2. ［API構成］セクションの下にURLを入力します。

http://やhttps://など、プロトコルを含むURLの全体を入力する必要があります。
例：https://bpapi.yourdomain.com

 3. ［保存］をクリックします。

 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。
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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。

次のいずれかの認証方法を使用して、メール設定を構成できます。

 • ユーザー名とパスワード

 • Microsoft OAuth 2.0

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。

ユーザー名とパスワード認証

 1. ［メール設定］ページで、［編集］をクリックします。

 2. ［認証］セクションの［認証タイプ］で、［ユーザー名とパスワード］を選択します。

［メール設定］ページが更新され、適切なフィールドが表示されます。
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 3. 次の情報を入力します。

 • SMTPホスト  – SMTPホストのアドレス。

 • ポート番号  – 送信メールサーバーが使用するポート番号。

 • 送信者のメール – メールを送信するときに使用されるメールアドレス。メールの受信者は、これを差
出人のアドレスとして表示します。

 • 暗号化  – メールサーバーがメールを送信するために使用する暗号化方法。

 • SMTP認証  – SMTP認証が認証詳細の入力を要求する場合、これを選択します。これを［有効］
に設定すると、［ユーザー名］と［パスワード］が必須フィールドになります。

 • ユーザー名  – SMTP認証のユーザー名。

 • パスワード  – アカウントのパスワード。

 • テストメールの受信者  – テストメールがこのメールアドレスに送信されます。これは、変更を行うユー
ザーのメールアドレスがデフォルトとなり、変更することはできません。

 4. 変更を保存するには、［保存］をクリックします。

Microsoft OAuth 2.0認証

Azure Active Directoryが提供するMicrosoft OAuth 2.0認証サービスを使用して、SMTPホストに接続できま
す。ITサポートチームは、Azure ADにアプリケーションを登録し、手順3の情報を入力するために、アプリケーショ
ン( クライアント ) ID、ディレクトリ( テナント ) ID、クライアントシークレットを提供する必要があります。

 1. ［メール設定］ページで、［編集］をクリックします。

 2. ［認証］セクションの［認証タイプ］で、［Microsoft OAuth 2.0］を選択します。

［メール設定］ページが更新され、適切なフィールドが表示されます。
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 3. 次の情報を入力します。

 • 送信者のメール – メールを送信するときに使用されるメールアドレス。メールの受信者は、これを差
出人のアドレスとして表示します。

 • アプリケーションID – この情報は、Azure ADで定義されたアプリケーション( クライアント ) IDであり、
ITサポートチームによって提供されます。

 • ディレクトリID – この情報は、Azure ADで定義されたディレクトリ( テナント ) IDであり、ITサポート
チームによって提供されます。

 • クライアントシークレット  - これはAzure ADによって生成されたクライアントシークレットであり、ITサ
ポート  チームによって提供され、認証プロセスを制御します。

 • テストメールの受信者  – テストメールがこのメールアドレスに送信されます。これは、変更を行うユー
ザーのメールアドレスがデフォルトとなり、変更することはできません。

 4. 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。

［開く］ダイアログが表示され、ローカルファイルを検索します。

 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、アップグレード直後のHubオンプレミスインストールでのみ利用できます。オンプレミスバージョ
ンでは、アップグレードの合間にオンラインで更新をチェックすることはできません。

 1. ［プラグイン管理］ページで、［更新］をクリックします。

更新候補が表示され、新しいバージョンの詳細が示されます。

 2. ［すべて更新］をクリックして、すべてのプラグインを更新します。

プラグインが更新されたことを確認するメッセージが表示されます。

 3. ［OK］をクリックします。

サイトが再起動します。
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ライセンスをアップリフトする
［ライセンスをアップリフト］オプションは、リリースされたバージョン間でプラグインによって使用されるライセンスモデ
ルが更新された場合にのみ利用できます。これにより、通常の更新期間外にプラグインの新しいライセンスを読
み込むことができます。

 1. ［プラグイン管理］ページで、［インストール済み］をクリックします。

インストールされているプラグインが表示されます。

 2. 必要なプラグインの［ライセンスをアップリフト］をクリックします。上の例では、オプションが自動化ライフサイ
クルに対して表示されます。

［ライセンスキーを更新］パネルが表示されます。

 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。

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、認証タイプに基づいてHubのユーザーアカウントを管理できます。これはネイティブユーザーの
場合はネイティブ認証、Active Directoryユーザーの場合はWindows認証です。また、HubとInteractへのユー
ザーのアクセスと、その中でのユーザーの役割を設定できます。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。環境内でネイティブ認証のみが構成されている場合、［認証タイプ］フィールドは非表示になりま
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。

 • ユーザー名で を検索  – 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。デフォルトでは
フィルターは、「ライブ」ユーザーのみを表示し廃止したユーザーは表示しないように設定されています。す
べてのユーザーを表示するには、［ライブ］フィルターをオフにします。詳細については、「［ユーザー］ページ
でフィルターを使用する ページ30」を参照してください。
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ユーザーを追加

ネイティブ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。

［ユーザーを追加］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。

 • 認証タイプ( 表示されている場合 )  – ネイティブ認証を選択します。

このフィールドは、ネイティブ認証とWindows認証の両方が環境に構成されている場合にの
み表示されます。ネイティブ認証のみが構成されている場合、追加されたユーザーはデフォル
トでネイティブユーザーに設定されます。

 • ユーザー名  – ユーザーのユーザー名を入力します。

 • 名  – ユーザーの名を入力します。

 • 姓  – ユーザーの姓を入力します。

 • メールアドレス – ユーザーのメールアドレスを入力します。

 • 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19」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イ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。

 • ユーザーにパスワード更新メールを送信することを選択した場合は、確認ダイアログで［終了］をク
リックします。

 • ユーザーのパスワードを設定すると選択した場合は、パスワードを設定して［作成］をクリックしま
す。

新しいユーザーがユーザーのリストに表示されます。

Active Directoryユーザーを追加する

Active Directoryユーザーを追加するには、ご使用の環境にWindows認証を構成し、［認証設定］ページで
Active Directory認証を有効にする必要があります。詳細については、「認証設定  ページ40」を参照してくださ
い。

Active Directoryユーザーを追加するには以下の手順に従うか、役割にActive Directoryセキュリティグループを
追加します。Active Directoryセキュリティグループを役割に追加した場合、セキュリティの役割のメンバーである
ユーザーが初めてサインインすると自動的にHubに追加されます。詳細については、「Active Directoryセキュリ
ティグループを役割に追加する ページ34」を参照してください。

 1. ［ユーザー］ページで、［ユーザーを追加］をクリックします。

［ユーザーを追加］セクションが表示されます。

 2. ［認証タイプ］フィールドで、［Windows認証］を選択します。
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 3. ［Active Directoryを検索］をクリックします。

Active Directoryを検索ドロワーが開きます。

Active Directoryでユーザーを検索する前に、Active Directoryでユーザー名 ( UPN) とメールアドレ
スが入力されていることを確認します。

 4. 追加するActive Directoryユーザーの検索ルートを入力します。これはルートの場所の識別名です。たと
えば、dc=bvdevops、dc=co、dc=ukです。

ワイルドカード検索を使用して、以下に基づいて検索フィルターを適用することもできます。

 • CN – 共通名属性には、オブジェクトの名前が含まれます。オブジェクトがユーザーに対応する場
合、通常は、そのユーザーのフルネームになります。

 • UPN – ユーザープリンシパル名は、メールアドレス形式で表されたシステムユーザーの名前です。
UPNは、ユーザー名 ( ログオン名 ) 、区切り文字 ( @記号 ) 、ドメイン名 ( UPNサフィックス) で構成さ
れます。例：john.doe@domain.com。

 • SID – セキュリティ識別子とは、ユーザー、ユーザーグループ、その他のセキュリティプリンシパルの一
意で不変の識別子です。セキュリティプリンシパルは、生涯にわたって( 特定のドメイン内で) 単一
のSIDを持ち、名前を含むプリンシパルのすべてのプロパティはSIDに関連付けられます。
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 5. 検索条件を入力したら、［検索］をクリックします。

Hub内のユーザーまたはセキュリティグループをActive Directoryで検索する場合、Authentication 
Serverデータベースのドメインに保存された認証情報が使用されます。保存されている認証情報
が見つからない場合、追加の認証が必要なクエリが、ISS内でAuthentication Serverアプリケーショ
ンプールを実行しているWindowsアカウントのコンテキストを使用して実行されます。

使用可能なユーザーが表示されます。下にスクロールして、取得したすべてのユーザーを表示できます。

 6. 追加するユーザーを選択し、［適用］をクリックします。一度に選択できるユーザーは1人のみです。以前
に追加したユーザーは灰色表示になり、選択できません。

 7. ［ユーザーを追加］ページで、新しいユーザーの許可と役割を選択し( ネイティブユーザーを追加セクション
の手順3と4を参照 ) 、［ユーザーを作成］をクリックします。

新しいユーザーがユーザーのリストに表示されます。

Active Directoryユーザーの認証情報はActive Directoryで管理されるため、ユーザーのパスワードを作
成する必要はありません。これらのユーザーは［ログイン］ページの［Active Directoryを使用してログイン］
オプションを選択し、シングルサインオンを使用してHubにログインできます。
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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。

ユーザーが以下の場合：
 • ネイティブユーザーの場合、必要に応じて情報を変更できます。

 • Active Directoryユーザーの場合、役割と許可のみを変更できます。その他のすべての詳細は、
Active Directoryで管理されます。

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。

Active Directoryユーザーを同期する

 1. ［ユーザー］ページで、目的のActive Directoryユーザーを選択します。

 2. ［ユーザーを同期］をクリックします。

Active Directoryユーザーの次の詳細が更新されます：UPN、ユーザー名、フルネーム、メールアドレス、ステータ
ス( アクティブ、削除、無効 ) 。

ネイティブ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24」を参照してください。

 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。

ネイティブ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24」を参照してください。

ネイティブユーザーのパスワードを変更する
 ネイティブユーザーは、［プロファイル］ページ( 詳細はプロファイル ページ9を参照 ) を使用して自分のパスワードを
変更できます。パスワードを忘れた場合は、ログインページの［パスワードをお忘れですか］リンクを使用できま
す。ただし、必要に応じてユーザーのパスワードを変更できます。たとえば、Interact承認者であったユーザーが
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組織を去り、そのユーザーがInteractで承認する必要のある未処理のフォームがある場合です。組織のポリシー
に応じて、アカウントにアクセスして処理することができます。

 1. ［ユーザー］ページで、目的のユーザーを選択し、［パスワードを変更］をクリックします。

［パスワードを変更］画面が表示されます。

 2. 両方のフィールドでユーザーの新しいパスワードを入力します。パスワードは、文字の制限を満たす必要
がありますが、パスワードの再利用に関する制限は適用されません。詳細については、「Hubの制限  ペー
ジ6」を参照してください。

 3. ［送信］をクリックします。

ユーザーのパスワードが変更されたことを確認する通知メッセージが表示されます。

［ユーザー］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。

 1. ［ユーザー］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、情報を入力してユーザーを見つけます。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

フルネーム ユーザーのフルネームまたはフルネームの一部を入力します。

メールアドレス ユーザーのメールアドレス、またはメールアドレスの一部を入力します。

ロック済み ドロップダウンリストからユーザーのロックステータスを選択します。オプションは次の
とおりです。

 • ロック済み – アカウントがロックされているすべてのユーザーを表示します。

 • ロック解除済み - ロック解除されたアカウントを持つすべてのユーザーを表示し
ます。

ライブ ドロップダウンリストからユーザーのライブステータスを選択します。オプションは次の
とおりです。

 • ライブ – アクティブなログイン認証情報を持つすべてのユーザーを表示します。

 • 廃止  - 管理者によって廃止され、ログインできなくなったすべてのユーザーを表
示します。

デフォルトでは、［ライブ］のフィルターはすでにオンになっています。すべての
ユーザーを表示する場合は、オフにできます。

セットアップ状態 ドロップダウンリストから、ユーザーの設定ステータスを選択します。オプションは次
のとおりです。

 • 正しくセットアップ - Hub内で正しく設定されているユーザー、つまりユーザー認
証情報と役割の割り当てが完了しているすべてのユーザーを表示します。

 • アクションが必要  – 役割が割り当てられていないなど、ユーザーアカウントが正
しく構成されていないすべてのユーザーを表示します。
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フィルター 説明

ドメイン ドメイン名またはドメイン名の一部を入力します。［認証設定］ページで指定した
ドメイン名とマッチングさせ、一致するドメインからHubにインポートしたユーザーを
表示します。

ドメイン名の一部を入力すると、すべての部分一致の結果が表示されま
す。意図したドメインのユーザーに加えて、他のドメインのユーザーが含まれ
る場合があります。

接続名 接続名または接続名の一部を入力します。［認証設定］ページで指定した接続
名とマッチングさせ、一致する接続からHubにインポートしたユーザーをすべて表示
します。

接続名の一部を入力すると、すべての部分一致の結果が表示されます。
意図した接続のユーザーに加えて、他の接続のユーザーが含まれる場合が
あります。

アクセス ドロップダウンリストから、ユーザーのアクセスレベルを選択します。これらは、ユー
ザーに与えられた許可レベルに基づきます。オプションは次のとおりです。

 • Hub – Hubにアクセスします。

 • Interact – Interactにアクセスします。

 • 承認者  – 承認者権限でInteractにアクセスします。

Hubの役割 役割の名前、または役割名の一部を入力します。Hubが役割タイプとして設定
されたすべての役割を検索します。

Interact役割 役割の名前、または役割名の一部を入力します。Interactが役割タイプとして設
定されたすべての役割を検索します。

テーマ ドロップダウンリストからテーマを選択します。選択したテーマを持つユーザーが表
示されます。

［ユーザー］ページの情報は、すぐにフィルターされます。

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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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、まず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。

 • 役割名で を検索  – 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。詳細について
は、「［役割と許可］ページでフィルターを使用する ページ37」を参照してください。
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ロールを追加
［認証設定］ページで環境に構成した認証タイプと設定に基づき、作成する役割にユーザーを追加する方法
はいくつかあります。

 • ネイティブ認証が有効になっている場合は、ネイティブユーザーを役割に直接追加できます。

 • Active Directory認証が有効になっている場合は、次のことができます。

 • Active Directoryユーザーを役割に直接追加  - ［認証設定］ページで［Active Directoryユーザー
の役割への直接追加を許可］を有効にする必要があります。

 • Active Directoryセキュリティグループを役割に追加  - ［認証設定］ページで［Active Directoryセ
キュリティグループメンバーシップによる認証を許可］を有効にする必要があります。

ユーザーを役割に直接追加する

 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。［Active Directoryセキュリティグループを役割に追加］が環境
で構成されている場合、このページには役割情報、セキュリティグループ、サマリーの3つのタブが表示され
ます。

ADセキュリティグループを役割に追加できない場
合のページ例：

ADセキュリティグループを役割に追加できるようにする
場合のページ例：

 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. 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。
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 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
24」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。

Active Directoryセキュリティグループを役割に追加する

 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. 役割情報タブに役割名を入力し、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. 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. ［セキュリティグループ］をクリックします。
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 6. dc=bpdevops、dc=co、dc=ukなどのルートの場所の識別名を入力して、セキュリティグループを検索しま
す。

CN( 共通名 ) 、UPN( ユーザープリンシパル名 ) 、SID( セキュリティ識別子 ) に基づいた検索フィルターを適
用したり、ワイルドカード検索を使用したりできます。詳細は「Active Directoryユーザーを追加する ペー
ジ26」を参照してください。

また、ページをスクロールダウンして［次へ］または［前へ］をクリックしてセキュリティグループの複数のページ
間を移動したり、役割情報タブとサマリータブ間を移動したりすることもできます。
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 7. 役割に追加するグループを選択し、［保存］をクリックします。

追加されたセキュリティグループは、役割情報の一部として表示されます。追加されたセキュリティグルー
プのメンバーであるすべてのユーザーは役割に自動的に追加され、初めてサインインするときにHubでアカ
ウントが作成されます。

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. ユーザーやセキュリティグループの追加や削除など、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
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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。

［役割と許可］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特定の役割を簡単に検索できます。

 1. ［役割と許可］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、情報を入力して必要な役割を見つけます。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

タイプ ドロップダウンリストから役割を選択します。オプションは、次のとおりです。

 • Hub – Hubが役割タイプとして設定されている役割を表示します。

 • Interact – Interactが役割タイプとして設定されている役割を表示します。

説明 ［役割］の説明のテキストに対して検索する用語を入力します。

Hubプラグイン 検索するプラグインの名前または名前の一部を入力します。例：
 • オートメーションライフサイクル – ALM にアクセスできるすべての役割を表示しま

す。

 • フォーム – Interactフォームにアクセスできるすべての役割を表示します。

 • ビジネスプロセス – ビジネスプロセスプラグインにアクセスできるすべての役割を
表示します。

 • Control Room – Control Roomにアクセスできるすべての役割を表示します。

Interactフォーム 検索するInteractフォームの名前または名前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て、そのユーザーに関
連付けられている役割を見つけます。

ユーザー名の一部を入力した場合、すべての部分一致に対して役割が表
示されます。ユーザーが意図したユーザーに加えて、他のユーザーも対象に
できます。

［役割と許可］ページの情報は、すぐにフィルターされます。

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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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生成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。

［登録］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特定のユーザーを簡単に検索できます。

 1. ［登録］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、情報を入力してユーザーを見つけます。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

フルネーム ユーザーのフルネームまたはフルネームの一部を入力します。

メールアドレス ユーザーのメールアドレス、またはメールアドレスの一部を入力します。

Interact役割 役割の名前、または役割名の一部を入力します。Interactが役割タイプとして設
定されたすべての役割を検索します。

［登録］ページの情報は、すぐにフィルターされます。

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
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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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認証設定
組織の認証設定は、次のオプションを使用して構成できます。

 • ネイティブ認証

 • Active Directory認証

 • LDAP

このエリアは管理者のみが使用できます。

ネイティブ認証
ネイティブ認証は、新しい環境の認証設定ページで、またはHubのアップグレード時にデフォルトで有効になって
います。

ネイティブ認証を有効または無効にするには：

 1. スライダーを使用して、必要な位置に切り替えます。
 

 • 十字印はオフを示します

 • チェックマークはオンを示します

 2. 確認メッセージで［OK］をクリックします。

ネイティブ認証を無効にすることができるのは、システム内に他の認証方法のいずれかを使用してサインイ
ンできるHub管理者が少なくとも1人いる場合のみです。

［ユーザーを追加］ページでネイティブユーザーを追加し、追加したユーザーはユーザー名とパスワードを入力して
Hubにログインできます。
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Active Directory認証
Active Directory認証は、Authentication ServerをホストするサーバーがActive Directoryドメインのメンバーで
ある場合にのみ、［認証設定］ページで有効にできます。

Active Directory認証を有効または無効にするには：

 1. スライダーを使用して、必要な位置に切り替えます。
 

 • 十字印はオフを示します

 • チェックマークはオンを示します

 2. 確認メッセージで［OK］をクリックします。

有効にすると［ユーザーを追加］ページでActive Directoryユーザーを追加することができ、追加したユーザーは
［Active Directoryを使用してログイン］オプションを使用してHubに直接ログインできます。

これはLDAPユーザーには適用されません。引き続き認証情報の入力が求められます。

Active Directoryユーザー管理

［認証設定］ページでActive Directory認証が有効になっている場合、［認証設定］ページで次のオプションを
少なくとも1つ有効にし、HubでActive Directoryユーザーのアクセスを管理する方法を選択する必要がありま
す。

 • Active Directoryセキュリティグループメンバーシップによる認証を許可  – Active Directoryセキュリティグルー
プをHubの役割に追加できるようにします。ユーザーを役割に関連付けられたActive Directoryセキュリティグ
ループのメンバーにすることで、該当する複数のHubの役割に割り当てることができます。

 • Active Directoryユーザーの役割への直接追加を許可  - Active Directoryユーザーを直接Hubの役割に
割り当てることができます。ユーザーを複数のHubの役割に割り当てることができます。

Active Directoryユーザーとセキュリティグループを役割に割り当てる方法の詳細については、「役割と許可  ペー
ジ32」を参照してください。

Active DirectoryとAuthentication Serverの統合の概要については、こちらのビデオをご覧ください。

Active Directoryドメイン
［Active Directoryドメイン］ページでは、Authentication Serverデータベースに保存されているActive Directory
ドメインと関連する認証情報を表示、追加、編集、削除できます。このエリアは管理者のみが使用できます。

［Active Directoryドメイン］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］をクリックしてから［ドメインを表示］をクリックします。

一方向の信頼関係を持つマルチフォレスト環境には、新しいActive Directoryドメインのみを追加します。
詳細については、「Active Directoryドメイン 上」を参照してください。
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［Active Directoryドメイン］ページには、次の情報と機能が表示されます。

 A. 追加  – 新しいActive Directoryドメインを追加します。

 B. 編集  – 既存のActive Directoryドメインの詳細を編集します。一度に編集できるドメインは1つのみで
す。

 C. 削除  – 1つ以上のActive Directoryドメインを削除します。

ドメインを追加する

 1. ［Active Directoryドメイン］ページで［追加］をクリックします。

［ドメインを追加］ページが表示されます。

 2. ドメイン名を入力します。

これは、subdomain.domain.comまたはdomain.comの形式を使用するFQDNである必要があります。

 3. ドメインのユーザー名とパスワードを入力します。ユーザー名は、username@domain.co.ukまたは
DOMAIN\usernameの形式である必要があります。認証情報は事前にシステム管理者が要求する必
要があります。

Active Directoryドメインの認証情報はデータベースに保存され、保存前に暗号化されます。各ドメイン
に保存される認証情報は、Active Directoryサービスアカウントの認証情報である必要があります。サー
ビスアカウントのパスワードは有効期限内でなければなりません。サービスアカウントはユーザーアカウントと
は異なる必要があり、Active Directoryサービスアカウントのベストプラクティスに準拠することが求められま
す。

 4. ［追加］をクリックします。

ドメイン名と認証情報はActive Directoryドメインコントローラーに対して検証され、追加されたドメインが
ドメインリストに表示されます。
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ドメインを編集する

 1. ［Active Directoryドメイン］ページで、ドメインを選択し、［編集］をクリックします。

一度に選択できるドメインは1つのみです。

 2. 必要に応じて情報を変更します。ドメイン名を編集する場合は、このドメインを削除して新しいドメインを
作成する必要があります。

 3. ［保存］をクリックして変更を保存します。

ドメインを削除する

 1. Active Directoryドメインで、必要なドメインを選択し、［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］をクリックして選択したドメインを削除するか［いいえ］をクリックしてキャンセルします。

ドメイン間の信頼関係

マルチフォレスト環境では、ドメイン間で信頼関係を構成する必要があります。これらは信頼するドメインに対し
て双方向または一方向で構成します。

例：
 • ドメインAとドメインB間の一方向の信頼関係では、ドメインAのユーザーはドメインBのリソースにアクセス

できます。しかし、ドメインBのユーザーはドメインAのリソースにアクセスできません。

 • 双方向の信頼関係では、ドメインAはドメインBを信頼し、ドメインBはドメインAを信頼します。つまり、認
証要求は2つのドメイン間で双方向に渡すことができます。

Authentication Serverアプリケーションプールユーザーが、ユーザーの所属するドメインに対する関連ある読み取
りアクセス権を持っている場合、双方向の信頼関係においてドメイン認証情報を提供する必要はありません。
これらの例では、Authentication ServerをホストするWebサーバーは、ドメインBに存在します。双方向の信頼
関係では、ユーザーがAuthentication Serverアプリケーションプールユーザーとは異なるアカウントを使用して信
頼できるドメインを照会する必要がある場合に、認証情報を提供する必要があります。一方向の信頼関係に
は、認証情報を作成するドメインが必要です。

次の信頼関係がサポートされています。

 • 外部

 • 親子

 • ツリールート

 • フォレスト
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LDAP
［LDAP］ページでは、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。

［LDAP］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
してLDAPセクションの下の［構成］をクリックします。

LDAP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。その後、必要なフィルターをオンにして、表示する
適切な情報を入力または選択できます。たとえば、次をオンにできます。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. 廃止 /復元  – チェックマークアイコンを使用すると、廃止された接続をアクティブにすることができ、十字を
使用すると接続を廃止できます。詳細については、「アプリケーションを廃止、復元する」を参照してくださ
い。

 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、フォームの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. LDAP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。

 • ポートを暗号化  – ポートを暗号化する場合は、このオプションを選択します。ポート636( LDAPS
ポート ) を使用する場合は、このオプションをオンにする必要があります。

 • 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、例：

 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 次の
ページ」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。
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 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. ［LDAP］ページで、必要な接続の［鉛筆］アイコンを選択します。

 2. 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。

 3. ［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。

 1. ［LDAP］ページの行にある必要な接続の［再同期］アイコンをクリックします。

同期されたユーザー数 ( Active Directoryで有効な情報 ( 名、姓、ユーザー名、メール) を持つユーザー)
と見つかったユーザーの合計数を示すメッセージがユーザーのリストの上に表示されます。同期されたユー
ザーのみがリストに表示されます。必要なユーザーの許可と役割を構成する必要があります。

名、姓、ユーザー名、メールをHubに提供するActive Directory属性についての詳細は、「新しい接
続を追加する ページ45」を参照してください。Hubは、マッピングされたすべての属性に情報を持つ
ユーザーのみを同期します。

 2. 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。

 3. 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。

 4. ［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。
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接続の廃止と復元

 1. ［LDAP］ページで、必要な接続の［廃止 /復元］アイコンを選択します。

接続が以下の場合には：
 • ライブの場合は、［廃止 /復元］アイコンが十字で表示されます。

 • 廃止の場合は、［廃止 /復元］アイコンがチェックマークとして表示されます。

 2. 接続を廃止するには：
 a. 十字をクリックします。

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。

接続は廃止され、十字はチェックマークに変わります。

 3. 廃止済みの接続をライブにするには、チェックマークをクリックします。

接続はすぐに復元し、チェックマークが十字に変わります。

［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

 1. ［LDAP］ページで、必要な接続の［削除］( ゴミ箱 ) を選択します。

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。

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。

LDAP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特定の接続や類似の接続を簡単に検索できます。

 1. LDAP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、情報を入力して目的の接続を見つけます。同時に複
数のフィルターを適用できます。
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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

ライブ 次のオプションから接続のステータスを選択します。

 • ライブ – 廃止されていないアクティブな接続を表示します。

 • 廃止  – 管理者が廃止した接続を表示します。

接続名 接続名の全体または部分名を入力します。

LDAPサーバー サーバーのホスト名、またはサーバーホスト名の一部を入力します。

ベースDN 一致するベースDNまたはベースDNの一部を入力します。

ドメイン ドメイン名の全体または一部を入力します。

ユーザーインポー
ト数

数値範囲を入力します。

 • 最初のフィールドで、最小インポート数を入力します。

 • 2番目のフィールドで、最大インポート数を入力します。

これにより、その範囲内のユーザーをインポートしたすべての接続が表示されま
す。

最終同期 日付範囲を入力します。

 • 最初のフィールドで、最も早い日付を選択します。

 • 2番目のフィールドで、最も遅い日付を選択します。

 • 必要に応じて、時間フィールドを調整します。デフォルトで、最初の日付の時
刻は00:00:00、最後の日付の時刻は23:59:59になっているため、丸一日が
含まれることになります。

このタイムフレームの間に同期されたすべての接続を表示します。

同期者 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。

ユーザー名の一部を入力すると、すべての部分一致の結果が表示されま
す。ユーザーが意図したユーザーに加えて、他のユーザーも対象にできま
す。

LDAPページの情報は、すぐにフィルターされます。

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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サービスアカウント
［サービスアカウント］ページでは、認証されたアプリケーションアカウントを管理できます。このエリアは管理者のみ
が使用できます。

サービスアカウントは、ユーザーの代わりにアクセストークンを取得するのではなく、アプリケーション自体での使用
のためにアクセストークンを取得する必要があるアプリケーションによって使用されます。これらのアクセストークン
を使用して、認証されたリクエストをAPIに対し作成できます。サービスアカウントがアクセストークンを取得できる
APIは以下のとおりです。

 • Authentication Server API - Authentication Server APIと統合するアプリケーションには、サービスアカ
ウントを作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。

 • Blue Prism API – Blue Prism APIと統合するサードパーティアプリケーションには、サービスアカウントを作
成する必要があります。詳細については「Blue Prism APIインストールガイド」を参照してください。

 • Decision API – Decisionプラグインでトレーニングおよび調整されたDecisionモデルを使用するには、
Blue Prism用にサービスアカウントを作成する必要があります。詳細については「Blue Prism Decisionイ
ンストールガイド」を参照してください。

 • Interact Remote API – サービスアカウントは、Blue Prismインタラクティブクライアントなど、Interact 
Remote APIと統合するすべてのアプリケーションに対して作成する必要があります。Interact Web API
サービスの詳細については、「Interact Web APIサービスユーザーガイド」を参照してください。

サービスアカウントページを開くには、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、［サービスアカ
ウント］をクリックします。

［サービスアカウント］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。その後、必要なフィルターをオンにして、表示す
る適切な情報を入力または選択できます。たとえば、次をオンにできます。許可］フィルターで［Blue 
Prism API］を選択します。

 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. シークレットを再生成  - 既存のサービスアカウントの新しいシークレットを作成します。

 F. アカウントを追加  – 新しいサービスアカウントを追加します。

 G. アカウントを編集  – 既存のサービスアカウントの詳細を編集します。

 H. アカウントを削除  – 1つ以上のサービスアカウントを削除します。

 I. 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。
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 J. サービスアカウントの前へと次へ – ［前へ］または［次へ］をクリックすると、フォームのページを移動できま
す。

サービスアカウントを追加

 1. ［サービスアカウント］画面で、［アカウントを追加］をクリックします。

 2. クライアントアプリケーションの固有 IDとAuthentication Serverデータベースのクライアントのわかりやすい名
前を入力します。

 3. ［アクセス許可］で、適切なオプションを選択します。

 • Blue Prism API - サービスアカウントシークレットが、Blue Prism APIを使用して認証するためのア
クセストークンの取得に使用されます。

 • Authentication Server API - サービスアカウントシークレットを使用して認証済みリクエストが
Authentication Server APIに対して行われます。

 • Interact Remote API – サービスアカウントシークレットは、Interact Remote APIで認証するための
アクセストークンを取得に使用されます。

 • Decision API - サービスアカウントシークレットが、Decision Web APIを使用して認証するためのア
クセストークンの取得に使用されます。

 • Director API – この許可には機能がありません。今後の機能に使用されます。

 4. ［サービスアカウントを作成］をクリックします。

［サービスアカウントを追加］ダイアログが表示され、生成されたシークレットが表示されます。このシーク
レットは、選択したAPIへのアクセストークンの取得に使用されます。
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 5. ［クリップボードにコピー］アイコンをクリックして、生成されたシークレットをクリップボードにコピーします。

 6. ［OK］をクリックしてダイアログを閉じます。

［サービスアカウント］ページに、新しく作成されたアカウントが表示されます。

シークレットを再生成
以前に生成されたシークレットを既存のサービスアカウントに誤って配置した場合は、新しいシークレットを生成
できます。

 1. ［サービスアカウント］ページで、目的のサービスアカウントを選択し、［シークレットを再生成］をクリックしま
す。

サービスアカウントの新しいシークレットが表示されます。

 2. ［クリップボードにコピー］アイコンをクリックして、生成されたシークレットをクリップボードにコピーします。

 3. ［OK］をクリックしてダイアログを閉じます。

サービスアカウントを編集する

 1. ［サービスアカウント］ページで、目的のサービスアカウントを選択し、［アカウントを編集］をクリックします。

 2. 必要に応じて情報を変更します。

サービスアカウントのクライアント IDは変更できません。

 3. ［保存］をクリックして変更を保存します。

サービスアカウントを削除する

 1. ［サービスアカウント］ページで、目的のサービスアカウントを選択し、［アカウントを削除］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］をクリックして選択したアカウントを削除するか［いいえ］をクリックしてキャンセルします。
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［サービスアカウント］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特定のサービスアカウントを簡単に検索できます。

 1. ［サービスアカウント］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、情報を入力してサービスアカウントを見つけます。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

わかりやすい名
前

サービスアカウント名または名前の一部を入力します。

ID サービスアカウント識別子、または識別子の一部を入力します。

許可 適切な許可レベルのオプションを選択します。複数のオプションを選択できます。
許可レベルを選択しない場合、すべてのレベルは［サービスアカウント］ページに含
まれます。

［サービスアカウント］ページの情報は、すぐにフィルターされます。

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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