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このマニュアルは、webMethods コンポーネントを管理および監視するための Web ベースの
ユーザインタフェースであるMywebMethodsのユーザを対象としています。このマニュアルで
は、webMethods コンポーネントのページにアクセスする方法やワークスペースの使用方法な
ど、My webMethods の基本機能を切り替えて使用する手順を説明します。

My webMethods で使用可能な webMethods コンポーネントおよび関連タスクのリストは、
13 ページの「My webMethods の理解」を参照してください。webMethods コンポーネントを
使用してタスクを実⾏する方法の詳細については、各コンポーネントの適切なマニュアルを参照
してください。使用可能なタスクをリストした表には、タスクの詳細情報を記載したマニュアル
のタイトルも含まれています。

表記規則

説明規則

画面上の要素を表します。太字

folder.subfolder.service形式のサービス名や場所、API、Javaクラス、メソッ
ド、プロパティを表します。

縮小フォント

次の情報を表します。斜体

独自の状況または環境に固有の値を指定する必要がある変数。
本文で最初に出現する新しい用語。
他のドキュメントソースへの参照。

次の情報を表します。モノスペースフォン
ト 入力する必要があるテキストまたはシステムで表示されるメッセージ。

プログラムコード。

選択肢のセットを表します。ここから 1 つ選択する必要があります。中カッ
コの内側にある情報のみを入力します。{ } 記号は入力しません。

{ }

構文⾏で相互排他的な 2 つの選択肢を区切ります。いずれかの選択肢を入力
します。| 記号は入力しません。

|

1 つ以上のオプションを表します。大カッコの内側にある情報のみを入力し
ます。[ ] 記号は入力しません。

[ ]

同じ種類の情報を複数回入力できることを示します。情報だけを入力してく
ださい。実際のコードに繰り返し記号 (...) を入力しないでください。

...

オンライン情報とサポート

Software AG マニュアルの Web サイト

マニュアルは、Software AG マニュアルの Web サイト (https://documentation.softwareag.com)
で入手できます。
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Software AG の Empower 製品サポート Web サイト

Empower のアカウントをまだお持ちでない場合は、氏名、会社名、および会社の電子メールア
ドレスを empower@softwareag.com まで送信し、アカウントをリクエストしてください。

アカウントを取得したら、Empower (https://empower.softwareag.com/) の [eService] セクショ
ンからオンラインでサポートインシデントを開くことができます。

製品情報は、Software AG の Empower 製品サポート Web サイト (https://
empower.softwareag.com) で入手できます。

機能および拡張機能に関するリクエストの送信、製品の可用性に関する情報の取得、製品のダウ
ンロードを実⾏するには、Products に移動します。

修正に関する情報を取得し、早期警告、技術論文、KnowledgeBaseの記事を読むには、Knowledge
Center に移動します。

ご不明な点がありましたら、https://empower.softwareag.com/public_directory.aspx の [Global
Support Contact Directory] でお住まいの国のローカルまたはフリーダイヤル番号を検索し、お
電話でお問い合わせください。

Software AG Tech Community

マニュアルおよびその他の技術情報は、Software AG Tech Community Web サイト (https://
techcommunity.softwareag.com) で入手できます。以下の操作を実⾏できます。

TechCommunityクレデンシャルを持っている場合は、製品マニュアルにアクセスできます。
TECHcommunity クレデンシャルがない場合は、登録し、関心事の領域として [マニュアル]
を指定する必要があります。

記事、コードサンプル、デモ、チュートリアルにアクセスする

Software AG の専門家によって承認されたオンライン掲示板フォーラムを使用して、質問し
たり、ベストプラクティスを話し合ったり、他の顧客が Software AGのテクノロジをどのよ
うに使用しているかを学んだりすることが可能です。

オープンスタンダードや Web テクノロジを取り扱う外部 Web サイトにリンクできます。

データ保護
Software AG 製品は、EU 一般データ保護規則 (GDPR) に従って個人データの処理に関する機能
を提供します。該当する場合、それぞれの管理マニュアルに適切な手順が記載されています。

webMethods Broker の廃止
webMethods Brokerは、webMethods 10.2での使用が廃止されました。webMethods 10.2で開
発を開始する場合は、webMethods Broker ではなく Software AG Universal Messaging を使用し
てください。webMethods 10.2へアップグレードする場合は、Universal Messagingへの移⾏を
ご検討ください。webMethodsBrokerを継続して使用する場合、フルサポートが⾏われるのは、
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発表されているwebMethodsBrokerのサポート終了日までに限ります。詳細については、https://
empower.softwareag.com/brokerendoflife/ を参照してください。
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My webMethods へのログインおよびログアウトについて
My webMethods は webMethods コンポーネントを監視および管理するための Web ベースの
ユーザインタフェースです。My webMethods にログインすると、webMethods に組み込まれて
いるすべてのMywebMethodsコンポーネントにもログインします。ユーザ名およびパスワード
は、すべての基底 webMethods コンポーネントに共通です。

たとえば、webMethods Optimize for Processがインストールされている場合、MywebMethods
にログインすると、この一度のログインでwebMethods MonitorとOptimize for Processの両方
にも自動的にログインします。My webMethods からログアウトすると、すべての基底
webMethods コンポーネントからもログアウトします。

My webMethods へのログイン
MywebMethodsには、Webブラウザを介してアクセスするユーザインタフェースがあります。

重要:
My webMethods では JavaScript と Cookie を使用するため、Cookie および JavaScript の実⾏
を許可するように Web ブラウザが設定されていることを確認してください。

My webMethods にログインするには

1. Web ブラウザで URL を入力し、My webMethods の [ログイン] ページにアクセスします。

http://host:port

ここで、

host は、My webMethods Server がインストールされているマシンのホスト名。

portは、MywebMethods Serverが受信する要求を待機するポート。MywebMethodsの
デフォルトポートは 8585 です。

たとえば、ホスト名が rubicon.company.com で、デフォルトポート (つまり、8585) を
使用する場合、次の URL を入力します。

http://rubicon.company.com:8585

2. [ログイン] ページで、My webMethods のユーザ名およびパスワードを入力します。ユーザ
名の大文字小文字は区別されません。

注:
ログインの際にユーザ名として指定する値は、大文字小文字が区別されません。ただし、
ログイン後のMywebMethodsで使用されるユーザ名は、ユーザアカウントに定義された
とおりに大文字小文字が区別されます。たとえば、ユーザアカウントが「Administrator」
と定義されている場合は、「administrator」でログインできます。HTTP認証などの際に
My webMethods でユーザ名を使用する必要がある場合には、ユーザアカウントに定義さ
れたとおりの Administrator が使用されます。
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注:
MywebMethodsのパスワードを変更する方法の詳細については、11ページの「パスワー
ドの変更」を参照してください。

3. [ログイン] をクリックします。

最初にログインすると、[ようこそ] ワークスペースが表示されます。その後のログインで
は、表示されるページはユーザ設定によって異なります。詳細については、43ページの「My
webMethods ユーザ設定」および 41 ページの「ユーザ設定の設定」を参照してください。

MywebMethodsでは、MywebMethodsインタフェースのほぼあらゆる項目へのユーザアク
セスを付与または制限するための非常に柔軟性のあるフレームワークが提供されています。
管理者は、アクセス特権および機能特権と呼ばれる権限を割り当てます。

アクセス特権では、表示可能なアプリケーションページを定義します。このガイドに、
アクセスできないページおよびメニュー項目 (またはこれらのいずれか) がリストされて
いる場合、そのページを表示するアクセス特権がないことが原因である可能性がありま
す。

機能特権では、My webMethods で実⾏可能なアクションを定義します。表示されない
ユーザインタフェースコントロール (ボタンなど) がこのマニュアルにリストされている
場合は、そのユーザインタフェースコントロールに関連付けられているアクションを実
⾏する機能特権を持っていないことが原因である可能性があります。

アクセス特権および機能特権に関する質問については、My webMethods の管理者に連絡し
てください。

My webMethods からのログアウト
My webMethods からログアウトするには、以下の手順に従います。

My webMethods からログアウトするには

すべての My webMethods ページの上部にある [ログアウト] リンクをクリックします。

パスワードの変更
プロファイルの [ユーザ情報] タブにあるフィールドを編集して、パスワードを変更します。

注:
ユーザアカウントが My webMethods (「System」ディレクトリサービス) で定義された場合
にのみ、この手順を使用してパスワードを変更できます。ユーザアカウントが外部のディレ
クトリ管理システム (LDAP など) で定義されている場合は、その外部ディレクトリ管理シス
テムからパスワードを変更する必要があります。

My webMethods のパスワードを変更するには
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1. すべての My webMethods ページの上部にある [マイプロファイル] リンクをクリックしま
す。

2. [ユーザ情報] タブで、[パスワード] フィールドに新規のパスワードを入力します。

3. 確認のため、[パスワードの再入力] フィールドに、新規のパスワードを再入力します。

4. [保存] をクリックします。

5. これ以上プロファイルを変更する必要がない場合は、[マイプロファイル]タブの をクリッ
クしてページを閉じます。
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My webMethods ユーザインタフェース
次の図に、My webMethods ユーザインタフェースの表示例を示します。

次の表では、My webMethods ユーザインタフェースのエレメントについて説明します。

MywebMethodsページの上部に、ログインしているユーザのユーザ名が常
に表示されます。

ログインしている
ユーザ

標準リンクは、My webMethodsプロファイルおよび使用中の My
webMethodsバージョンやwebMethods製品に関する情報へのアクセスを

標準リンク

提供します。また、My webMethods からログアウトするための標準リン
クもあります。My webMethods では常に、ページの右上に標準リンクが
表示されます。詳細については、16 ページの「標準リンク」を参照して
ください。

このアイコンをクリックすると、ナビゲーションパネルがリフレッシュさ
れます。

リフレッシュアイコ
ン

このアイコンは、ナビゲーションパネルを非表示にしたり復元したりしま
す。詳細については、15 ページの「コンテンツ領域およびナビゲーショ
ンパネルのサイズ変更」を参照してください。

縮小/展開アイコン

ナビゲーションパネルには、2つのタブがあります。ナビゲーションパネ
ル

[ナビゲーション] タブでは、アプリケーションページおよびワークス
ペースへのアクセスを提供します。詳細については、18ページの「ナ
ビゲーションパネル」、20ページの「[ナビゲーション]タブで使用可
能なアプリケーションの選択項目」、30 ページの「[ナビゲーション]
タブのワークスペースの選択項目」を参照してください。

[ツール] タブには、ユーザがワークスペースに追加できるリソースが
リストされます。詳細については、18ページの「ナビゲーションパネ
ル」および 34 ページの「[ツール] タブの [ワークスペースツール] セ
クション」を参照してください。
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MywebMethods開いているアプリケーションページおよびワークスペース
ごとにタブが表示されます。あるアプリケーションページまたはワークス

タブ

ペースを現在のページにして表示するには、そのタブをクリックします。
詳細については、16 ページの「タブ」を参照してください。

[新規] タブを使用すると、新規ワークスペースをすばやく作成できます。
詳細については、51 ページの「新しい空のワークスペースの作成」を参
照してください。

[新規] タブ

タブ検索を使用すると、開いているタブに移動できます。このコントロー
ルは、多数のタブを開いているために一部が見えなくなっている場合に役

タブ検索

立ちます。詳細については、18 ページの「タブが表示されていないペー
ジの表示」を参照してください。

サイズ変更アイコンを使用すると、ナビゲーションパネルおよびコンテン
ツ領域のサイズを変更できます。このアイコンは通常は表示されません。

サイズ変更アイコン

ナビゲーションパネルとコンテンツ領域の境目にマウスを置くと、サイズ
の変更アイコンが表示されます。詳細については、15 ページの「コンテ
ンツ領域およびナビゲーションパネルのサイズ変更」を参照してくださ
い。

アプリケーションページまたはワークスペースのコンテンツが表示される
領域です。詳細については、34 ページの「アプリケーションページの

コンテンツ

フォーマット」および 35 ページの「ワークスペースページのフォーマッ
ト」を参照してください。

ウィンドウ検索を使用すると、ワークスペース内に開かれているウィンド
ウを現在のウィンドウにすることができます。このコントロールは、多数

ウィンドウ検索

のウィンドウを開いている場合に役立ちます。詳細については、72 ペー
ジの「ワークスペース内のウィンドウの検索」を参照してください。

コンテンツ領域およびナビゲーションパネルのサイズ変更
ページコンテンツにさらに多くの領域が必要な場合は、ナビゲーションパネルのサイズを減らす
か、またはナビゲーションパネルを完全に非表示にしてWebブラウザウィンドウの幅全体をコ
ンテンツ領域に使用できるようにすることで、ページコンテンツのサイズを増加できます。

コンテンツ領域およびナビゲーションパネルのサイズを変更するには

1. コンテンツ領域を広くすると同時にナビゲーションパネルを狭くするには、以下の手順に従
います。

a. ナビゲーションパネルとコンテンツ領域の境目に、マウスを移動します。

My webMethods にサイズの変更アイコン が表示されます。

b. をクリックして左にドラッグすると、コンテンツ領域が広くなり、同時にナビゲー
ションパネルが狭くなります。
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2. ナビゲーションパネルを広くすると同時にコンテンツ領域を狭くするには、以下の手順に従
います。

a. ナビゲーションパネルとコンテンツ領域の境目に、マウスを移動します。

My webMethods にサイズの変更アイコン が表示されます。

b. をクリックして右にドラッグすると、ナビゲーションパネルが広くなり、同時にコン
テンツ領域が狭くなります。

3. ナビゲーションパネルを完全に非表示にして、コンテンツ領域で Web ブラウザウィンドウ
の幅全体を使用できるようにするには、[ナビゲーション]タブの左側にある をクリックし
ます。

4. ナビゲーションパネルを復元して再び表示するには、ページの左側にある をクリックしま
す。

標準リンク
次の表では、My webMethods の各ページの上部に表示される標準リンクを説明します。

説明リンク

プロファイルへのアクセスを提供します。プロファイルを使用して、パス
ワードを変更したり、ユーザ情報やユーザ設定を指定したりします。プロ

[マイプロファイル]

ファイルの詳細については、37ページの「webMethodsプロファイルの表
示および更新」を参照してください。

MywebMethodsに組み込まれているwebMethodsコンポーネントのマニュ
アルの検索場所を示します。

[ヘルプ]

My webMethods のバージョンおよび My webMethods で使用中の
webMethods コンポーネントに関する情報をリストします。

[製品情報]

My webMethods からログアウトします。詳細については、11 ページの
「My webMethods からのログアウト」を参照してください。

[ログアウト]

タブ
My webMethods開いているアプリケーションページおよびワークスペースごとに、コンテンツ
領域の上にタブが表示されます。タブには、アプリケーションページまたはワークスペースの名
前が示されます。

次の図に、My webMethods タブの機能を示します。
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次の表は、My webMethods のタブとタブコントロールについて説明しています。

MywebMethodsコンテンツ領域の幅が狭すぎて、開いているすべてのアプリ
ケーションページおよびワークスペースのタブを表示できなくなった場合、

左スクロールおよ
び右スクロール

スクロール用の矢印タブが表示されます。矢印タブを使用し、左右にスクロー
ルして他のタブを表示します。詳細については、18ページの「タブが表示さ
れていないページの表示」を参照してください。

MywebMethodsすべてのタブに[閉じる]アイコンが表示されます。このアイ
コンをクリックしてアプリケーションページまたはワークスペースを閉じる

タブを閉じる

と、結果としてタブが削除されます。詳細については、17ページの「タブを
閉じる」を参照してください。

MywebMethods現在のタブにメニューアイコンが表示されます。使用できる
メニュー項目は、そのタブがアプリケーションページ用かワークスペース用
かに応じて異なります。

メニュー

[新規] タブを使用すると、新規ワークスペースをすばやく作成できます。詳
細については、51ページの「新しい空のワークスペースの作成」を参照して
ください。

[新規] タブ

タブ検索を使用すると、開いているタブに移動できます。このコントロール
は、多数のタブを開いているために一部が見えなくなっている場合に役立ち

タブ検索

ます。詳細については、18 ページの「タブが表示されていないページの表
示」を参照してください。

タブを閉じる
アプリケーションページまたはワークスペースを開いておく必要がなくなった場合は、そのペー
ジまたはワークスペースに関連付けられているタブを閉じることができます。

タブを閉じるには

現在のタブではない単一のタブを閉じるには、閉じたいタブの をクリックします。

現在表示されていない単一のタブを閉じるには、 をクリックしてタブ検索を開いてから、
タブ検索に表示されている閉じたいタブの をクリックします。

現在のタブを閉じるには、上記の方法を使用するか、または現在のタブの をクリックして
[閉じる] を選択します。
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現在のタブ以外のすべてのタブを閉じるには、現在のタブで をクリックして [その他すべ
てを閉じる] を選択します。

タブが表示されていないページの表示
多数のアプリケーションページおよびワークスペースを開いている場合、開いている一部のペー
ジのタブを表示できないことがあります。タブをスクロールするか、またはタブ検索コントロー
ルを使用することで、非表示のタブに関連付けられているアプリケーションページまたはワーク
スペースを表示できます。

タブが表示されていないページを表示するには

1. タブが、現在表示されているタブの左側にあることがわかっている場合は、左矢印タブ
をクリックしてタブを左方向にスクロールします。表示したいアプリケーションページまた
はワークスペースのタブが表示されたら、そのタブをクリックして現在のページにします。

2. タブが、現在表示されているタブの右側にあることがわかっている場合は、右矢印タブ
をクリックしてタブを右方向にスクロールします。表示したいアプリケーションページまた
はワークスペースのタブが表示されたら、そのタブをクリックして現在のページにします。

3. タブの場所がわからない場合またはタブをすばやく簡単に見つけたい場合は、タブ検索を使
用します。

a. タブ検索アイコン をクリックします。

b. 表示するページをリストから選択します。

タブの順序の再配置
タブリストでタブを新しい場所にドラッグすることによって、タブを再配置できます。

ナビゲーションパネル
ナビゲーションパネルは、ユーザインタフェースの左側に表示されます。[ナビゲーション]タブ
と [ツール] タブの 2 つのタブが含まれています。

[ナビゲーション]タブでは、現在コンテンツ領域に表示されているアプリケーションページまた
はワークスペースのエントリがハイライトされます。

次の図に、My webMethods の [ナビゲーション] タブの表示例を示します。
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[ナビゲーション] タブには、[アプリケーション] と [ワークスペース] の 2 つのセクションがあ
ります。

[アプリケーション]セクションではアプリケーションページへのアクセスが提供されており、こ
のセクションは[監視]セクションと[管理]セクションの2つに分かれています。[監視]セクショ
ンには webMethods コンポーネントを監視するためのページがリストされ、[管理] セクション
には webMethods コンポーネントを管理できるページがリストされます。

[アプリケーション] セクションの選択項目は、インストールされている webMethods 製品およ
び割り当てられている権限に応じて異なる場合があります。また、MywebMethods管理者はナ
ビゲーションにカスタムのページを追加することができます。[アプリケーション]セクションの
詳細については、20 ページの「[ナビゲーション] タブで使用可能なアプリケーションの選択項
目」を参照してください。権限の管理およびナビゲーションのカスタマイズの詳細については、
『Administering My webMethods Server』を参照してください。

[ワークスペース]セクションではワークスペースへのアクセスが提供されます。自分が作成した
ワークスペースまたは他のユーザが作成して自分と共有しているワークスペースのエントリをナ
ビゲーションに追加できます。ワークスペースの詳細については、49ページの「MywebMethods
の使用」を参照してください。

[ツール] タブには、ユーザがワークスペースに追加できるリソースがリストされます。

次の図に、My webMethods の [ツール] タブの表示例を示します。
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[ツール]タブにリストされる選択項目は、割り当てられている権限に応じて異なる場合がありま
す。また、My webMethods の開発者はサイト固有のツールを追加することができます。

MywebMethodsをインストールすることによって、タブの[ワークスペースツール]セクション
にツールが提供されます。[ワークスペースツール] セクションの選択項目の詳細については、
34 ページの「[ツール] タブの [ワークスペースツール] セクション」を参照してください。権限
の管理およびツールのカスタマイズの詳細については、『AdministeringMywebMethodsServer』
を参照してください。

[ナビゲーション] タブで使用可能なアプリケーションの選択項目
My webMethods の [ナビゲーション] タブの [アプリケーション] セクションに表示される選択
項目は、次の両方によって決まります。

インストール済みの webMethods コンポーネント

ユーザがアクセスを許可されている機能詳細については、『Administering My webMethods
Server』を参照してください。

ここでは、[ナビゲーション] タブで使用可能な [監視] および [管理] の選択項目をリストし、各
選択項目を説明して、ナビゲーションパネルに選択項目を含めるためにMywebMethodsに必要
な webMethods コンポーネントを示します。

注:
インストール済み webMethods コンポーネントのリストを表示するには、[製品情報] リンク
をクリックします。このリンクはすべての My webMethods ページの上部にある標準リンク
の 1 つです。
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[ナビゲーション] タブの [監視] セクション
[ナビゲーション] タブの [監視] セクションの項目は、インストールで使用可能な webMethods
コンポーネントによって決まります。

[監視]: [システム全体]

次の表に、[システム全体]メニューで使用可能な項目と、各項目に必要なコンポーネントを示し
ます。

必要なコンポーネント項目

Optimize for Process[問題] では、プロセスインスタンスでの問題を特
定したり、プロセスインスタンスが違反した KPI

Optimize for Processルールに関連する情報を表示します。また、[問題]
詳細については、『webMethods Optimize
User’s Guide』を参照してください。

を使用して、システムコンポーネントが規制に従っ
ていない問題を表示したり、違反したイベントルー
ルおよびしきい値ルールに関する情報を表示する
ことも可能です。

Optimize for Infrastructure[分析の概要] では、すべてのシステムコンポーネ
ントの概要を表示します。このタスクを使用して、

Optimize for Processシステム全体のパフォーマンスを上位レベルで表
示します。 詳細については、『webMethods Optimize

User’s Guide』を参照してください。

[監視]: [ビジネス]

次の表に、[ビジネス]メニューで使用可能な項目と、各項目に必要なコンポーネントをリストし
ます。

必要なコンポーネント項目

Task Engine[コラボレーションプロセス]では、コラボレーショ
ンタスクの作成時にユーザが開始した現在実⾏中

詳細については、『webMethods Task Engine
User’s Guide』を参照してください。

のコラボレーションプロセスを検索および表示し
ます。

Optimize for Process[プロセス分析] では、プロセスのパフォーマンス
に関する情報を分析します。

詳細については、『webMethods Optimize
User’s Guide』を参照してください。

Optimize for B2B[ビジネス概要] では、Trading Networksトランザ
クションデータを監視および分析します。

詳細については、『webMethods Optimize
for B2BUser’s Guide』を参照してください。
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必要なコンポーネント項目

Monitor[プロセスインスタンス]では、プロセス内のステッ
プについての情報を表示するドリルダウンなど、

Optimize for Process個別のプロセスインスタンスの詳細を表示します。
詳細については、『webMethods Monitor
User’s Guide』または『webMethodsOptimize
User’s Guide』を参照してください。

このリンクにより、プロセスの一時停止や再開も
可能です。

Trading Networks[タスク] では、My webMethods のタスクを表示
および監視します。この選択項目では、次の項目
にナビゲートできます。 My webMethods Server

詳細については、『webMethods Task Engine
User’s Guide』を参照してください。

[受信トレイ] では、ログインユーザに任命さ
れているタスクを表示します。

[タスク一覧の管理] では、実⾏しているタス
クを監視および管理します。タスク一覧を使
用して、タスクの一時停止、再開、任命、委
任、再サブミットのアクティビティを実⾏で
きます。

[タスクチャート] では、基本タスクチャート
を表示します。

[タスクタイプ名] では、このタスクタイプの
中でログインユーザに任命されているすべて
のタスクを含むカスタム受信トレイを表示し
ます(ユーザに任命されているタスクタイプご
とにそれぞれ別の [タスクタイプ名] 項目が表
示されます)。

Optimize for Process[シックスシグマサマリ] では、プロセスインスタ
ンスのシックスシグマ情報を表示します。

詳細については、『webMethods Optimize
User’s Guide』を参照してください。

[監視]: [統合]

次の表に、[統合] メニューで使用可能な項目と、各項目に必要なコンポーネントをリストしま
す。

必要なコンポーネント項目

Trading Networks[B2B] では、Trading Networks トランザクション
と、トレーディングパートナとのデータ交換に関

詳細については、『webMethods Trading
Networks User’s Guide』を参照してくださ
い。

連するその他のデータを監視します。Trading
Networks 固有の My webMethods ユーザ設定も
⾏えます。
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必要なコンポーネント項目

[トランザクション] では、Trading Networks
で処理されたドキュメントを追跡および管理
します。

[タスク] では、ドキュメントの処理時に
TradingNetworksによって作成されるデリバー
およびサービス実⾏タスクの状態と詳細を表
示します。

[アクティビティログ]では、TradingNetworks
システム内で発生したアクティビティのログ
エントリを表示します。

[ユーザ設定] では、Trading Networks 固有の
ユーザ設定を⾏います。

Monitor[サービス] では、サービスについて Integration
Serverで記録されたログデータを表示し、サービ
スを再サブミットします。 詳細については、『webMethods Monitor

User’s Guide』を参照してください。

Monitor[ドキュメント] では、ログデータベースに記録さ
れたドキュメントを表示および再サブミットしま
す。 詳細については、『webMethods Monitor

User’s Guide』を参照してください。

[ナビゲーション] タブの [管理] セクション
[ナビゲーション] タブの [管理] セクションの項目は、インストールで使用可能な webMethods
コンポーネントによって決まります。

[管理]: [メッセージング]

次の表に、[メッセージング]メニューで使用可能な項目と、各項目に必要なコンポーネントを示
します。

必要なコンポーネント項目

webMethods Broker (廃止)[BrokerServer]では、webMethods Broker Server、
webMethodsBroker (廃止)、ドキュメントタイプ、
クライアントグループおよびクライアントを管理
および監視します。

[Broker テリトリ] では、テリトリ webMethods
Broker (廃止)およびテリトリゲートウェイを作成
および管理します。
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必要なコンポーネント項目

[Broker クラスタ] では、クラスタ webMethods
Broker (非推奨)およびクラスタゲートウェイを作
成および管理します。

[ネーミングディレクトリ] では、JMS で使用され
る管理対象オブジェクトを作成および設定します。

[設定] では、My webMethods での webMethods
Broker (廃止)ユーザインタフェースの操作に関連
するパラメータを設定します。

[ログ] では、webMethods Broker (廃止) ユーザイ
ンタフェースで生成されたエラーおよびアクティ
ビティメッセージを表示します。

[管理]: [システム全体]

次の表に、[システム全体]メニューで使用可能な項目と、各項目に必要なコンポーネントをリス
トします。

必要なコンポーネント項目

My webMethods Server[権限の管理] では、ユーザ、グループまたは役割
に割り当てたアクセス特権および機能特権を管理
します。 詳細については、『Administering My

webMethods Server』を参照してください。

My webMethods Server[ユーザ管理] では、ユーザ、グループおよび役割
を管理します。この選択項目では、次の項目にナ
ビゲートできます。 詳細については、『Administering My

webMethods Server』を参照してください。
[役割] では、役割を追加、編集および削除し
ます。

[グループ] では、グループを追加、編集およ
び削除します。

[ユーザ] では、ユーザを追加、編集および削
除します。

[認証] では、認証を管理します。

Task Engine[カレンダー管理] では、カレンダーを設定および
管理します。この選択項目では、次の項目にナビ
ゲートできます。 詳細については、『webMethods Task Engine

User’s Guide』を参照してください。
[ビジネスカレンダー] では、ビジネスカレン
ダーを追加、編集および削除します。
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必要なコンポーネント項目

[ユーザカレンダー] では、ユーザカレンダー
を追加、編集および削除します。

My webMethods Server[ワークスペース管理] では、My webMethods 内
のすべてのワークスペースを管理および操作しま
す。 詳細については、『Administering My

webMethods Server』を参照してください。

webMethods Broker (非推奨)[環境]では、Optimize for ProcessおよびOptimize
for Infrastructure の環境を設定します。この選択
項目では、次の項目にナビゲートできます。 Optimize for Infrastructure

Optimize for Process[データベースプール設定] では、環境内の
webMethods サーバのデータベースプールの
共通リストを保守します。

My webMethods Server

詳細については、『Configuring BAM』を参
照してください。[環境の定義] では、Optimize for Process およ

びOptimize for Infrastructureコンポーネント
の環境および共通設定を定義します。

Optimize for Infrastructure[システム情報] では、以下を実⾏できます。

Optimize for Processログを設定し、Analytic Engine、Web Service
Data Collector および Prediction Engine に関
する情報を表示します。 詳細については、『Administering

webMethodsOptimize』および『Configuring
BAM』を参照してください。共通設定環境の情報を表示します。

webMethods 環境のコンポーネントの動作状
態と、コンポーネント ID、ホストおよびポー
ト情報を表示できます。

Trading Networks[B2B 権限] では、Trading Networks データおよび
アクションへのアクセスを制御する権限を管理し

詳細については、『webMethods Trading
Networks Administrator’s Guide』を参照して
ください。

ます。この選択項目では、次の項目にナビゲート
できます。

[データ権限] では、データセットを識別し、
データセット内のTrading Networksデータに
対して役割が実⾏できるアクションを指定し
ます。

[全般的な機能権限] では、役割が実⾏できる
Trading Networks アクションを指定します。
これらの権限は、データ権限でカバーされな
い Trading Networks データを管理します。
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[管理]: [分析]

次の表に、[分析] メニューで使用可能な項目と、各項目に必要なコンポーネントをリストしま
す。

必要なコンポーネント項目

Optimize for Infrastructure[ルール]では、KPI、イベントおよびしきい値ルー
ルを管理します。この選択項目では、次の項目に
ナビゲートできます。 Optimize for Process

詳細については、『webMethods Optimize
User’s Guide』を参照してください。

[ルールリスト] では、プロセスまたはリソー
スに問題があり、ユーザの注意が必要な場合
に通知するルールを作成します。

[ルールフィルタ] では、データ収集フィルタ
を編集します。

[ルール監査] では、システム内のルール関連
の変更ごとに完全な監査詳細を表示します。

Optimize for Infrastructure[KPI] では、KPI (Key Performance Indicator) を設
定します。この選択項目では、次の項目にナビゲー
トできます。 Optimize for Process

詳細については、『Administering
webMethods Optimize』を参照してくださ
い。

[ビジネスデータ]では、ビジネスデータのKPI
を設定します。

[システムデータ]では、システムデータのKPI
を設定します。

[次元] では、次元を定義します。

[KPI階層]では、システムコンポーネントの階
層および相互依存性を把握できるグラフィカ
ルな階層を表示します。

[インテリジェントリンク] では、My
webMethods の内部または外部にある Web
ページへの動的リンクを設定し、これらのリ
ンクを適切なページに表示します。

Optimize for Infrastructure[データ管理]では、Optimizeアセットを抽出し、
Optimize Analysis および Process Tracker データ

Optimize for Processベースコンポーネントからデータを消去します。
詳細については、『Administering
webMethods Optimize』を参照してくださ
い。

この選択項目では、次の項目にナビゲートできま
す。

[アセット抽出] では、さまざまな Optimize ア
セット (次元およびイベントマップなど) を抽
出してファイルシステムに保存し、後で別の
Optimize Analytic Engine に展開します。
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必要なコンポーネント項目

[ライブ消去] では、Optimize Analysis および
Process Tracker データベースコンポーネント
からデータを消去します。

Optimize for Infrastructure[インフラストラクチャコンポーネント] では、
Integration Serverなど、自動的に監視されるシス
テムのコンポーネントを設定します。 Optimize for Process

詳細については、『Administering
webMethods Optimize』を参照してくださ
い。

Optimize for Process[予測] では、予測テンプレートを作成します。

詳細については、『webMethods Optimize
User’s Guide』を参照してください。

Optimize for Infrastructure[診断] では、イベントマップ、次元、階層、KPI
およびルールの問題をトラブルシュートするため
の情報を表示します。 Optimize for Process

詳細については、『webMethods Optimize
User’s Guide』を参照してください。

Optimize for Infrastructure[ジョブ管理] では、システムアクティビティを調
整するJobManagerのアクティビティを表示しま
す。 Optimize for Process

詳細については、『Administering
webMethods Optimize』を参照してくださ
い。

[ジョブ監査]では、JobManagerでスケジュー
ルされているすべてのジョブの概要情報を表
示します。

[ジョブキュー] では、Job Manager でスケ
ジュールされているすべてのジョブの状態を
表示します。

[管理]: [ビジネス]

次の表に、[ビジネス]メニューで使用可能な項目と、各項目に必要なコンポーネントをリストし
ます。

必要なコンポーネント項目

webMethods Rules Development[webMethodsビジネスルール]では、Software AG
Designer のルール開発機能で作成したビジネス
ルールを動的に更新します。 詳細については、『webMethods BPM Rules

Development Help』を参照してください。

Monitor[ビジネスプロセス] では、詳細なプロセスモデル
情報へのアクセスと変更を⾏い、Monitor および
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必要なコンポーネント項目

Optimize for ProcessOptimize for Process を使用して監視するプロセ
スモデルを識別します。

詳細については、『webMethods Monitor
User’s Guide』および『Administering
webMethods Optimize』を参照してくださ
い。

Monitor[ビジネスプロセスダッシュボード] では、プロセ
スモデルの主要な情報にすばやくアクセスして変

詳細については、『webMethods Monitor
User’s Guide』を参照してください。

更します。たとえば、このダッシュボードが有効
になっている場合、存在しているインスタンスの
数、実⾏中のインスタンスの数、失敗したインス
タンスの数がわかります。ダイアログボックスを
開いて、プロセスモデルの主要な属性を変更する
には、プロセスリンクをクリックします。プロセ
ス名の上にカーソルを移動すると、ポップアップ
のプロセスダイアグラムが表示されます。

Monitor[データ管理] では、プロセス監査データベースか
らログデータをアーカイブおよび削除したり、アー
カイブ履歴を表示します。 詳細については、『webMethods Monitor

User’s Guide』を参照してください。

Task Engine[タスク]では、MywebMethods Serverにパブリッ
シュされたタスクを管理します。ここから、以下
の作業を実⾏できます。 詳細については、『webMethods Task Engine

User’s Guide』を参照してください。
タスクの有効化、無効化、削除および開始

コラボレーションタスクの設定

タスク分析接続の設定

タスク電子メールリスナー接続の設定

[管理]: [統合]

次の表に、[統合] メニューで使用可能な項目と、各項目に必要なコンポーネントをリストしま
す。

必要なコンポーネント項目

Trading Networks[B2B] では、Trading Networks パートナの管理、
TradingNetworksデータのアーカイブと削除およ

Optimize for B2Bび Trading Networks データのビジネスアクティ
ビティ監視の設定を⾏います。 詳細については、『webMethods Trading

Networks Administrator’s Guide』および
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必要なコンポーネント項目

『webMethods Optimize for B2B User’s
Guide』を参照してください。

[アーカイブスケジュール] では、Trading
Networksデータのアーカイブと削除を設定お
よびスケジュールします。

[パートナプロファイル] では、Trading
Networks プロファイルと拡張プロファイル
フィールドを追加、編集および削除します。

[パートナグループ] では、Trading Networks
パートナグループを追加、編集および削除し
ます。

[パートナ認証] では、期限が切れたかまもな
く期限切れになるパートナ認証をクエリーし
ます。

[公開キュー] では、Trading Networks 公開
キューを追加、編集および削除します。

[ビジネス監視]では、BAM(ビジネスアクティ
ビティ監視)の TNドキュメントタイプを設定
したり、すべてのTNドキュメントタイプの監
視をグローバルに有効化します。

Trading Networks[B2B 設定] では、Trading Networks、Module for
EDI および Module for EDIINT を設定します。

Module for EDI
[管理環境設定] では、My webMethods Server
がやりとりするTrading Networksサーバの指
定などの管理設定を⾏います。

Module for EDIINT

詳細については、『webMethods Trading
Networks Administrator’s Guide』、[プロパティの設定]では、TradingNetworks、

Module for EDI および Module for EDIINT の
設定プロパティを指定します。

『webMethods Module for EDI Installation
and User’s Guide』および『webMethods
Module for EDIINT Installation and User’s
Guide』を参照してください。[ドキュメントのサブミット] では、XML また

はEDIドキュメントをTrading Networksにサ
ブミットします。

[制御番号] では、Module for EDI の制御番号
を検索、作成および管理します。

Integration Server[ESB] では、Integration Server Administratorにア
クセスして、Integration Serverを管理できるよう
にします。 詳細については、『webMethods Integration

Server Administrator’s Guide』を参照してく
ださい。
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[管理]: [My webMethods]

次の表に、[My webMethods] メニューで使用可能な項目と、各項目に必要なコンポーネントを
リストします。

必要なコンポーネント項目

Monitor[システムの設定内容] では、Integration Server、
Analytic Engine および Task Engine との通信に

Optimize for InfrastructureMy webMethods が使用するホスト名およびポー
ト番号を変更します。 Optimize for Process

Task Engine

詳細については、『webMethods Monitor
User’s Guide』、『Administering
webMethods Optimize』、および
『webMethods Task Engine User’s Guide』を
参照してください。

My webMethods Server[ディレクトリサービス] では、My webMethods
で使用する外部ディレクトリサービスを設定しま
す。 詳細については、『Administering My

webMethods Server』を参照してください。

My webMethods Server[電子メールサーバ] では、電子メールメッセージ
の処理時に My webMethods Server で使用される
メールサーバを設定します。 詳細については、『Administering My

webMethods Server』を参照してください。

My webMethods Server[クラスタ設定] では、クラスタ環境で My
webMethodsへのアクセスに使用するURLを定義

詳細については、『Administering My
webMethods Server』を参照してください。

したり、My webMethods Server クラスタノード
のさまざまな役割を設定します。

My webMethods Server[データソース]では、データベースなどの外部デー
タソースに接続したり、それらをMywebMethods
Server で使用できるようにします。 詳細については、『Administering My

webMethods Server』を参照してください。

[ナビゲーション] タブのワークスペースの選択項目
[ナビゲーション] タブの [ワークスペース] セクションではワークスペースへのアクセスが提供
されます。ここには 2 つのセクションがあります。

[最近の追加分] 最近追加して保存したワークスペースがリストされます。

[マイワークスペース] ユーザがナビゲーションに追加したワークスペースがリストされま
す。自分が作成したワークスペースまたは別のユーザが作成して自分と共有しているワーク
スペースのいずれかになります。詳細については、60 ページの「ナビゲーションパネルへ
のワークスペースの追加について」を参照してください。
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[ツール] タブのツールの選択項目
[ツール]タブにリストされる選択項目は、割り当てられている権限に応じて異なる場合がありま
す。

ツールを使用するには、ツールをワークスペースにドラッグします。この操作に応じて、My
webMethods はツール用のポートレットウィンドウをワークスペースに追加します。ワークス
ペースでのツールの使用の詳細については、77 ページの「ワークスペースを拡張するツールの
使用」および『Diagnosing My webMethods Server』を参照してください。

[ツール] タブの [レイアウト] セクション
一般的な My webMethods インストールのレイアウト管理用のツールは、[ツール] タブの [レイ
アウト] セクションにあります。このセクションには [行] ツールがあり、ワークスペースに⾏を
追加することができます。

[行]ツールの詳細については、『AdministeringMywebMethods Server』を参照してください。

[ツール] タブの [MWS の監視と診断] セクション
一般的なMywebMethodsをインストールすることによって提供される監視および診断用のツー
ルは、タブの [MWS の監視と診断] セクションにあります。

[MWS の監視と診断]: [ログのトレースと分析]

次の表に、[ログのトレースと分析]メニューで使用可能な項目と、各項目に必要なコンポーネン
トを示します。

必要なコンポーネント項目

My webMethods Server[ログ分析データソース] では、My webMethods
Server内で作成されたログファイルの読み取りお
よび分析を⾏います。 詳細については、『Diagnosing My

webMethods Server』を参照してください。

My webMethods Server[ログ分析期間] では、My webMethods Server 内
でログファイルを作成する期間を設定します。

詳細については、『Diagnosing My
webMethods Server』を参照してください。

My webMethods Server[ログ設定] では、ログメッセージの収集条件を設
定します。

詳細については、『Diagnosing My
webMethods Server』を参照してください。

My webMethods Server[ログ-重大度別エラー]では、WARNING、ERROR
または FATAL の各重大度のログを分析および表
示します。 詳細については、『Diagnosing My

webMethods Server』を参照してください。
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必要なコンポーネント項目

My webMethods Server[ログ - 致命的な問題] では、重大度が FATALのロ
グのみを分析および表示します。

詳細については、『Diagnosing My
webMethods Server』を参照してください。

My webMethods Server[ログ - 問題] では、WARNING、ERROR または
FATAL の各重大度のログを分析および表示しま
す。 詳細については、『Diagnosing My

webMethods Server』を参照してください。

My webMethods Server[ログ-問題-コンポーネント別]では、ログが記録
されているコンポーネントごとに、ログを分析お
よび表示します。 詳細については、『Diagnosing My

webMethods Server』を参照してください。

My webMethods Server[ログ-問題-製品別]では、ログが記録されている
製品ごとに、ログを分析および表示します。

詳細については、『Diagnosing My
webMethods Server』を参照してください。

My webMethods Server[ログビューア] では、My webMethods Server の
プレーンテキストログファイル内の最新メッセー
ジを表示します。 詳細については、『Diagnosing My

webMethods Server』を参照してください。

My webMethods Server[最も使用されているポートレット] では、My
webMethods Server で最も使用されている 10 個
のポートレットに関する統計情報を表示します。 詳細については、『Diagnosing My

webMethods Server』を参照してください。

My webMethods Server[最も使用されている Web サービス] では、My
webMethods Server で最も使用されている 10 個
のWebサービスに関する統計情報を表示します。 詳細については、『Diagnosing My

webMethods Server』を参照してください。

My webMethods Server[SOAPトラフィックの監視]では、他のポートレッ
トからの Web サービス呼び出しで発生している
問題をデバッグします。 詳細については、『My webMethods Server

Portlet Reference』を参照してください。

[MWS の監視と診断]: [パフォーマンス情報]

次の表に、[パフォーマンス情報]メニューで使用可能な項目と、各項目に必要なコンポーネント
をリストします。

必要なコンポーネント項目

My webMethods Server[パフォーマンス分析] では、My webMethods
Serverサービスおよびカスタムのポートレットや

詳細については、『Diagnosing My
webMethods Server』を参照してください。
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必要なコンポーネント項目

アプリケーションのパフォーマンスを測定および
分析します。

My webMethods Server[パフォーマンス統計] では、カテゴリ別にグルー
プ化されたさまざまな My webMethods Server ア

詳細については、『Diagnosing My
webMethods Server』を参照してください。

クションのパフォーマンスに関する統計および分
析情報を表示します。

My webMethods Server[遅いデータベース呼び出し] では、My
webMethods Serverで最も遅い10個のデータベー
ス呼び出しに関する情報を表示します。 詳細については、『Diagnosing My

webMethods Server』を参照してください。

My webMethods Server[遅いポートレット]では、MywebMethods Server
で最も遅い10個のポートレットに関するパフォー
マンス情報を表示します。 詳細については、『Diagnosing My

webMethods Server』を参照してください。

My webMethods Server[遅いWebサービス]では、MywebMethods Server
で最も遅い 10 個の Web サービスに関するパ
フォーマンス情報を表示します。 詳細については、『Diagnosing My

webMethods Server』を参照してください。

[MWS の監視と診断]: [システム情報]

次の表に、[システム情報]メニューで使用可能な項目と、各項目に必要なコンポーネントをリス
トします。

必要なコンポーネント項目

My webMethods Server[メモリの監視]では、Java仮想マシン(JVM)のメ
モリ使用量を監視したり、設定したしきい値に達
した場合に管理者に通知を送信します。 詳細については、『My webMethods Server

Portlet Reference』を参照してください。

My webMethods Server[概要]では、次のタブでサーバ情報を表示します。

[システムプロパティ]

[要求プロパティ]

[セッション属性]

[アプリケーション属性]

My webMethods Server[スレッドダンプ] では、My webMethods Server
スレッドでのスレッド実⾏デッドロックを監視し
ます。 詳細については、『Diagnosing My

webMethods Server』を参照してください。
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必要なコンポーネント項目

My webMethods Server[ワークスペースコンテキストビューア] では、現
在表示しているワークスペースページを対象とし
て、コンテキスト情報の表示、追加、変更、削除
を⾏います。

[ツール] タブの [ワークスペースツール] セクション
My webMethods をインストールすることによって提供されるワークスペース管理用のツール
が、タブの [ワークスペースツール] セクションに表示されます。

次の表は、[ツール] タブの使用可能なワークスペースツールを示しています。

説明ツール

ワークスペースにファイルを添付します。詳細については、80 ページの
「添付ファイルツール」を参照してください。

[添付ファイル]

外部Webサイトへのリンクおよび他のワークスペースへのリンクのリスト
を追加します。詳細については、83ページの「ブックマークツール」を参
照してください。

[ブックマーク]

検索ウィンドウをワークスペースに追加して、他の My webMethods ユー
ザの識別情報を検索できるようにします。詳細については、86 ページの
「ディレクトリブラウザツール」を参照してください。

[ディレクトリブラ
ウザ]

書式設定されたテキストをワークスペースに追加します。詳細については、
87 ページの「HTML テキストツール」を参照してください。

[HTML テキスト]

イメージをワークスペースに追加します。詳細については、88 ページの
「イメージツール」を参照してください。

[イメージ]

簡単なメモをワークスペースに追加します。詳細については、91ページの
「メモツール」を参照してください。

[メモ]

ユーザのカレンダーをワークスペースに追加して、ユーザの可用性を確認
できるようにします。詳細については、93 ページの「ユーザカレンダー
ツール」を参照してください。

[ユーザカレンダー]

注:
インストールには、MywebMethods開発者によってさらに追加されたツールが含まれている
場合があります。システム管理者または開発者に問い合わせて、サイト固有のツールに関す
る情報を確認してください。

アプリケーションページのフォーマット
次の図に、一般的なアプリケーションページのフォーマットを示します。
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次の表では、[アプリケーション] ページのエレメントについて説明します。

My webMethodsアプリケーションページのタイトルが一番上に表示されます。ページのタ
イトル

ナビゲーションパネルから選択項目内のサブページに移動した場合は、ナビゲー
ションパネルの選択項目のタイトルと現在のページのタイトルが、メインページ
> サブページ の形式で表示されます。

ページコンテンツのフォーマットは、ページに表示されているwebMethodsコン
ポーネントによって決まります。多数のページで、以下の検索に同様の検索パネ
ルを使用します。

ページコン
テンツ

ユーザ、グループおよび役割。詳細については、95 ページの「ユーザ、グ
ループおよび役割の検索」を参照してください。

データ。詳細については、次を参照してください。101ページの「データの検
索」

ワークスペースページのフォーマット
次の図に、ワークスペースページのフォーマットを示します。
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次の表では、[ワークスペース] ページのエレメントについて説明します。

ワークスペースの変更をまだ保存していない場合には、タブのワークスペー
ス名の前にアスタリスク (*) が表示されます。

変更が保存されて
いないことを示す
インジケータ

My webMethodsワークスペースの名前が一番上に表示されます。ワークスペースの
タイトル

ワークスペースの所有者およびワークスペースへの寄稿者によって、ワーク
スペースのコンテンツが決定されます。アプリケーションページからのウィ

ページコンテンツ

ンドウの追加、他のワークスペースからのウィンドウの追加およびワークス
ペースへのツールの追加を⾏うことができます。詳細については、49ページ
の「MywebMethodsの使用」および65ページの「ワークスペースコンテン
ツの使用」を参照してください。
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My webMethods プロファイル
MywebMethodsの各ユーザプロファイルは、システムで管理されます。各ユーザのプロファイ
ルには [マイプロファイル] 標準リンクからアクセスします。次の表に、プロファイルから更新
できる設定と、それらの設定に関する詳細情報の参照先を示します。

参照先設定項目

11 ページの「パスワードの変更」My webMethods パスワード

38ページの「MywebMethodsでのユーザの識
別」

識別とロケール

41 ページの「ユーザ設定の設定」ログイン時に表示するページ

111ページの「ページごとに表示する検索結果
の⾏数の定義」

表示する検索結果の数

41 ページの「ユーザ設定の設定」アクションの完了前 (ワークスペースを削除す
る前など) に確認メッセージを表示するかどう
か

44 ページの「カレンダー」ビジネスカレンダーとユーザカレンダー

My webMethods でのユーザの識別
識別情報は、プロファイルの [ユーザ情報] タブおよび [ユーザプロファイル] タブにリストされ
ます。

[ユーザ情報] タブ名前と電子メールアドレスは [ユーザ情報] タブにあります。

注:
ユーザアカウントが My webMethods (「システム」ディレクトリサービス) で定義されて
いる場合にのみ、[ユーザ情報]タブのフィールドを更新できます。ユーザアカウントが外
部のディレクトリ管理システム(たとえば、LDAP)で定義されている場合、MywebMethods
は、これらのフィールドに対して外部のディレクトリ管理サービスから値を取得します。

[ユーザプロファイル] タブオプション情報を提供する複数のフィールドがあり、ユーザの識
別情報を入力できます。

My webMethods でユーザを識別するには

1. すべての My webMethods ページの上部にある [マイプロファイル] リンクをクリックしま
す。

2. [ユーザ情報] タブをクリックします。

a. [名] フィールドと [姓] フィールドを使用して、名前を指定します。

38 My webMethods ユーザガイド 10.11

3 webMethods プロファイルの表示および更新



b. オプションで、[電子メールアドレス] フィールドに電子メールアドレスを入力します。

注:
電子メールアドレスを指定しない場合、My webMethods は通知を送信できません。
たとえば、システム管理者が GDPR (General Data Protection Regulation: EU一般デー
タ保護規則) 通知を有効にしている場合、電子メールアドレスを指定しないと、プロ
ファイルデータへの更新に関する通知を受信できません。

3. [ユーザプロファイル] タブをクリックします。

4. 入力フィールドにプロファイルのオプション情報を入力します。

次の表は、プロファイルに追加するオプション情報を示しています。

説明フィールド

ミドルネーム。[ミドルネーム]

Mr.、Mrs.、Ms.などの敬称。使用したい敬称がリストに表示されてい
ない場合は、[その他]を選択します。MywebMethodsによって、使用
する敬称の入力を求められます。

[敬称]

名前の後に表示されるサフィックス (使用する場合)、たとえば、Jr.、
Sr.、PhD、III。使用するサフィックスがリストに表示されていない場

[名前サフィックス]

合は、[その他]を選択します。MywebMethodsによって、使用するサ
フィックスの入力を求められます。

言語およびロケール。[デフォルト]を選択した場合、MywebMethods
サーバにインストールされた言語が使用されます。

[優先する言語/ロ
ケール]

居住国。[国/地域 ID]

住所。[住所 1]

[住所 2]

居住する市町村。[市町村]

居住する都道府県。[都道府県]

郵便番号。たとえば、米国に居住している場合は、ZIP Code です。[郵便番号]

居住国。[国/地域 ID]

市外局番。[電話 1: 市外局番]

電話番号。[電話 1: 番号]

内線番号 (使用する場合)。[電話 1: 内線]

電話番号に関連付けられた国番号。[電話 1: 国番号]
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説明フィールド

日付を表示するときに My webMethods で使用する日付形式。日付形
式の詳細については、Oracle Java APIマニュアルのSimpleDateFormat
クラスを参照してください。

[デフォルトの日付形
式]

時間を表示するときに My webMethods で使用する時間形式。日付形
式の詳細については、Oracle Java APIマニュアルのSimpleDateFormat
クラスを参照してください。

[デフォルトの時間形
式]

時間を表示するときに My webMethods で使用するタイムゾーン。[デフォルトのタイム
ゾーン]

重要:
[デフォルトのタイムゾーン] フィールドでタイムゾーンを変更する
と、前に使用していたページに戻ったときに、検索結果、並べ替え、
詳細などのトランザクションコンテキストが失われる場合がありま
す。トランザクションコンテキストに影響を与えずにタイムゾーン
を変更する方法の詳細については、47 ページの「My webMethods
のタイムゾーンの設定」を参照してください。

数値を表示するときに My webMethods で使用する形式。数値形式の
詳細については、Oracle Java APIマニュアルのDecimalDateFormatク
ラスを参照してください。

[デフォルトの数値形
式]

通貨を表示するときに My webMethods で使用する形式。通貨形式の
詳細については、Oracle Java APIマニュアルのDecimalDateFormatク
ラスを参照してください。

[デフォルトの通貨形
式]

注:
[デフォルトの日付形式]、[デフォルトの時間形式]、[デフォルトのタイムゾーン]、[デフォ
ルトの数値形式]、[デフォルトの通貨形式]で指定したデフォルトがすべてのポートレット
で使用されるとは限りません。

5. [作成日時] と [最終更新日時] フィールドで、プロファイルの作成日時および最終更新日時の
情報を確認します (オプション)。

6. [保存] をクリックします。

7. プロファイルの更新を完了したら、[マイプロファイル] タブを閉じます。手順については、
17 ページの「タブを閉じる」を参照してください。

My webMethods プロファイルデータのエクスポート
My webMethods の [マイプロファイル] ページのプロファイルから、ユーザデータを含む .json
ファイルをエクスポートできます。

プロファイルデータをエクスポートするには
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1. My webMethods で、[マイプロファイル] をクリックします。

2. [ユーザプロファイル属性] セクションの [ユーザプロファイル] タブで、[ユーザデータのエ
クスポート] をクリックします。

My webMethods によって .json ファイルにプロファイルデータがエクスポートされます。

My webMethods プロファイルの削除
My webMethods の [マイプロファイル] ページから、プロファイルを削除できます。このオプ
ションを使用するには、システム管理者が GDPR (General Data Protection Regulation: EU一般
データ保護規則)を有効にし、設定する必要があります。プロファイルが外部の場所に定義され
ている場合、プロファイルを削除した後でもMywebMethodsにログインできる可能性がありま
す。MywebMethodsからログイン情報を完全に削除するには、システム管理者に問い合わせて
ください。

プロファイルを削除するには

1. My webMethods で、[マイプロファイル] をクリックします。

2. [ユーザプロファイル属性] セクションの [ユーザプロファイル] タブで、[ユーザプロファイ
ルの削除] をクリックします。

3. [OK] をクリックします。

ユーザ設定の設定
[ユーザ設定]タブには、MywebMethodsとの対話のために設定できるその他のMywebMethods
の設定が含まれています。ここでは、MywebMethodsをインストールすることによって提供さ
れる設定を⾏う方法について説明します。これらの設定の詳細については、43 ページの「My
webMethods ユーザ設定」を参照してください。My webMethods の管理者は、設定の削除や追
加を⾏うことができます。このため、設定内容が異なる場合があります。

ユーザ設定を行うには

1. すべての My webMethods ページの上部にある [マイプロファイル] リンクをクリックしま
す。

2. [ユーザ設定] タブをクリックします。

3. My webMethods にログインするときに表示するアプリケーションページ、ワークスペース
またはタブを指定するには、以下のいずれかを⾏います。

表示するアプリケーションページを指定するには

1. [スタートページ] フィールドで、[アプリケーションページ] をクリックします。
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2. [名前] 列でリンクをクリックして、表示するページに移動します。

3. 表示するページがリストにある場合、そのページを選択します。

4. [適用] をクリックします。

5. [保存] をクリックします。

表示するワークスペースを指定するには

1. [スタートページ] フィールドで、[ワークスペース] をクリックします。

2. 検索フィールドを使用して、表示するワークスペースを検索し、[検索]をクリックし
ます。

3. 検索結果から、表示するワークスペースを選択します。

4. [OK] をクリックします。

5. [保存] をクリックします。

ログイン時に、直前のセッションでアクティブになっていたタブを表示するように指定
するには

1. [スタートページ] フィールドで、[消去] をクリックします。

2. [ログイン時に最後にアクティブだったタブを開く] チェックボックスをオンにしま
す。

3. [保存] をクリックします。

4. アクションを確認するプロンプトを表示するかどうかを指定するには、以下の手順に従いま
す。

a. ワークスペースの削除を確認するプロンプトを表示する場合は、[ワークスペースの削除
時に確認を表示]チェックボックスをオンにします。確認なしでワークスペースをすぐに
削除する場合は、チェックボックスをオフにします。

b. ワークスペースからのウィンドウの削除を確認するプロンプトを表示する場合は、[ウィ
ンドウの削除時に確認を表示]チェックボックスをオンにします。確認なしでウィンドウ
をすぐに削除する場合は、チェックボックスをオフにします。

c. 現在のタブを除くすべてのタブを閉じる要求を確認するプロンプトを表示する場合は、
[すべてのタブを閉じるときに確認を表示] チェックボックスをオンにします。確認なし
でタブをすぐに閉じる場合は、チェックボックスをオフにします。

d. [保存] をクリックします。

5. 検索結果など、アイテムを⾏に一覧表示するウィンドウに表示するデフォルトの⾏数を指定
するには、[1 ページのアイテム数] フィールドで以下のいずれかを選択し、[保存] をクリッ
クします。

1ページに表示するアイテムの件数をMywebMethods依存にする場合は、[デフォルト]
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1 ページに表示するアイテムの件数を示す数字

すべてのアイテムを 1 ページに表示する場合は、[すべて表示]

6. 別のワークスペースまたはアプリケーションページを表示するように選択したときに、ワー
クスペースへの変更を自動的に保存する場合は、[別のワークスペースに移動するときに自動
的に保存] チェックボックスをオンにします。別のワークスペースまたはアプリケーション
ページを表示する前に、変更の保存を確認するプロンプトを表示する場合は、このチェック
ボックスをオフにします。

7. 非同期リフレッシュではなくフルページリフレッシュを実⾏する場合は、[可能な場合はフル
ページリフレッシュをバイパスする] チェックボックスをオンにします。

8. プロファイルの更新を完了したら、[マイプロファイル] タブを閉じます。手順については、
17 ページの「タブを閉じる」を参照してください。

My webMethods ユーザ設定
41 ページの「ユーザ設定の設定」で説明されているように、ユーザプロファイルに固有の設定
を⾏うことができます。

次の表に、一般的な My webMethods インストールで使用可能なユーザ設定を示します。

説明設定

My webMethods に最初にログインしたときに表示するアプリ
ケーションページまたはワークスペースを指定します。この設定

[スタートページ]

は、[ログイン時に最後にアクティブだったタブを開く]設定より
も優先されます。

[スタートページ] を設定すると、ログイン時に、[スタート
ページ]設定で指定したページが表示されます。この設定は、
[ログイン時に最後にアクティブだったタブを開く] 設定より
も優先されます。

[スタートページ]が設定されておらず、[ログイン時に最後に
アクティブだったタブを開く] が設定されている場合は、ロ
グイン時に直前のセッションでアクティブになっていたタブ
が表示されます。

[スタートページ] と [ログイン時に最後にアクティブだった
タブを開く] のいずれも設定されていない場合は、ログイン
時に新規タブに空白のワークスペースが表示されます。

ログイン時に直前のセッションでアクティブになっていたタブを
表示するかどうかを指定します。[スタートページ]設定は、この

[ログイン時に最後にアクティ
ブだったタブを開く]

設定よりも優先されます。これら 2 つの設定がどのように連携
するかの詳細については、[スタートページ]設定の説明を参照し
てください。
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説明設定

検索結果など、表示するデフォルトの⾏数を指定します。[1 ページのアイテム数]

この設定では、ワークスペースを削除するときにアクションを確
認するプロンプトを表示するかどうかを指定します。このチェッ

[ワークスペースの削除時に確
認を表示]

クボックスがオフの場合、ワークスペースを削除すると、確認を
求めずにすぐにワークスペースが削除されます。

この設定では、ワークスペースからウィンドウを削除するとき
に、MywebMethodsからアクションの確認を要求するメッセー

[ウィンドウの削除時に確認を
表示]

ジが表示されるかどうかを示します。このチェックボックスをオ
フにした場合、ワークスペースからウィンドウを削除するとすぐ
に、MywebMethodsによって確認要求なしでウィンドウが削除
されます。

この設定では、現在のタブを除くすべてのタブを閉じることを要
求したときに、アクションを確認するプロンプトを表示するかど

[すべてのタブを閉じるときに
確認を表示]

うかを指定します。このチェックボックスがオフの場合、すべて
のタブを閉じることを要求すると、確認を求めずにすぐにタブが
閉じます。

この設定では、変更を加えたがまだ保存していないワークスペー
スを表示中に、別のワークスペースまたはアプリケーションペー

[別のワークスペースに移動す
るときに自動的に保存]

ジを表示するタブをクリックしたときに、選択したワークスペー
スまたはアプリケーションページを表示する前に、現在のワーク
スペースへの変更を自動的に保存するかどうかを指定します。こ
のチェックボックスがオフになっている場合、選択したワークス
ペースまたはアプリケーションページを表示する前に変更を保存
するかどうかを確認するプロンプトが表示されます。

ページを変更してその変更を適用すると、MywebMethodsは変
更したページ部分のみを非同期にリフレッシュします。この

[可能な場合はフルページリフ
レッシュをバイパスする]

チェックボックスをオフにすると、MywebMethodsはフルペー
ジをリフレッシュします。

カレンダー
My webMethods プロファイルには、タスクの定義および動作のために Task Engine が使用する
カレンダー情報が含まれています。

ビジネスカレンダーとユーザカレンダーという 2 種類のカレンダーがあります。

ビジネスカレンダーでは、組織の標準の営業日時を定義します。これには、休日、週末、お
よびビジネスを⾏わないその他の日時が含まれます。管理者がビジネスカレンダーを設定し
ます。たとえば、管理者は、通常の営業時間 (月曜日から金曜日、東部標準時午前 8 時から
午後 5 時) のビジネスカレンダーを設定できます。

管理者は、複数のビジネスカレンダーを設定できます。たとえば、組織に異なる勤務時間が
ある場合、管理者は勤務時間ごとにビジネスカレンダーを設定できます。複数のビジネスカ
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レンダーが必要な別の理由として、組織が複数のタイムゾーンにまたがっている場合があり
ます。管理者はタイムゾーンごとにビジネスカレンダーを設定できます。

管理者がビジネスカレンダーを設定したら、My webMethods プロファイルで、勤務時間に
最も適したビジネスカレンダーを選択します。その選択に応じて、Task Engine で営業時間
およびスケジュールタスクが決定されます。手順については、45 ページの「ビジネスカレ
ンダーの定義」を参照してください。

ユーザカレンダーは、サードパーティアプリケーションが管理するカレンダーです (たとえ
ば、Microsoft Outlook カレンダーや Lotus Notes カレンダー)。管理者は My webMethods
Serverを設定して、ユーザカレンダーにアクセスできるようにする必要があります。サード
パーティアプリケーションでカレンダーを管理し、勤務状況を定義します。これにより、
TaskEngineは、タスクをスケジュール化するときにユーザ個別の勤務状況を判断できます。
また、My webMethods で読み取り専用バージョンのカレンダーを表示できます。手順につ
いては、46 ページの「パーソナルユーザカレンダーの表示」を参照してください。

注:
管理者がユーザカレンダーの使用を設定する場合、ワークスペース内でユーザカレンダー
ツールを使用して、ワークスペースにユーザカレンダーを追加することによってユーザの
勤務状況または他のMywebMethodsユーザの勤務状況を表示することもできます。詳細
については、93 ページの「ユーザカレンダーツール」を参照してください。

ビジネスカレンダーの定義
プロファイルの [カレンダー] タブで、ユーザアカウントに使用するビジネスカレンダーを定義
できます。デフォルトでは、MywebMethodsは管理者が作成したデフォルトのカレンダーを使
用します。

注:
管理者が既にビジネスカレンダーを作成している場合は、自分のユーザアカウント用のビジ
ネスカレンダーのみを選択できます。

ビジネスカレンダーを定義するには

1. すべての My webMethods ページの上部にある [マイプロファイル] リンクをクリックしま
す。

2. [カレンダー] タブをクリックします。

3. [ユーザビジネスカレンダー] パネルの [ビジネスカレンダー] リストで、ユーザアカウントで
使用するカレンダーを選択します。

4. [保存] をクリックします。
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パーソナルユーザカレンダーの表示
プロファイルの [カレンダー] タブで、ユーザカレンダーを表示できます。そこにはユーザの勤
務状況が表示されます。ユーザカレンダーには、サードパーティアプリケーション (Microsoft
Outlook や Lotus Notes など) で管理しているカレンダーが表示されます。

注:
MywebMethodsServerがサードパーティアプリケーションからユーザカレンダーにアクセス
するように管理者が既に設定している場合は、パーソナルユーザカレンダーのみを表示でき
ます。

ユーザカレンダーを表示するには

1. すべての My webMethods ページの上部にある [マイプロファイル] リンクをクリックしま
す。

2. [カレンダー] タブをクリックします。

MywebMethods[ユーザパーソナルカレンダー]パネルにユーザカレンダーが表示されます。My
webMethods Server がユーザカレンダーにアクセスするように管理者が設定しなかった場合、
ユーザカレンダーを使用できないことを示すメッセージが表示されます。
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4 My webMethods のタイムゾーンの設定

■   My webMethods のタイムゾーンの変更 .................................................................................. 48
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My webMethods のタイムゾーンの変更
デフォルトでは、My webMethods Server にはブラウザのロケールに基づいたローカルタイム
ゾーンの時刻が表示されます。MywebMethodsでプロフィールのデフォルトのタイムゾーンを
変更できますが、その場合、前に使用していたページに戻ったときに、検索結果、並べ替え、詳
細などのトランザクションコンテキストが失われる場合があります。

トランザクションコンテキストを失うことなくMywebMethodsのページのタイムゾーンを変更
するには、次の手順を使用します。

My webMethods のタイムゾーンを変更するには

1. My webMethodsの任意のページの左下で、[タイムゾーン] の隣にある [time zone] リンクを
クリックします。

2. [タイムゾーンの選択]ダイアログボックスの [タイムゾーン] フィールドで、ドロップダウン
リストからタイムゾーンを選択します。

3. [適用] をクリックします。

MywebMethodsページは既存のデータを表示して自動的に更新しますが、ページの時刻は、新
しいタイムゾーンを反映して更新されます。たとえば、受信トレイのタスクを検索して [受信ト
レイ] ページでタイムゾーンを変更すると、タスクに関連付けられている日付は新しいタイム
ゾーンを反映して更新されます。
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ワークスペースについて
ワークスペースとは、必要なコンテンツを追加するページのことです。以下のものを追加でき
ます。

ツール My webMethods で提供されるツールで、ファイルをワークスペースに添付できる添
付ファイルツールなどがあります。MywebMethodsで提供されるツールの詳細については、
77 ページの「ワークスペースを拡張するツールの使用」を参照してください。

カスタムツール サイトの開発者が作成し、My webMethods に追加します。

アプリケーションページのウィンドウMy webMethods を使用するときに、ユーザインタ
フェースを介して移動し、必要な情報や興味のある情報を表示します。My webMethods で
は、ポートレットウィンドウを使用してユーザインタフェースに情報が表示されます。重要
な情報または頻繁に使用する情報が見つかった場合は、ワークスペースにそれらの情報を追
加できます。追加したウィンドウでは、ワークスペースにウィンドウを表示するときにその
コンテキストが維持されます。たとえば、注文サイクル時間をワークスペースに表示するモ
ニタを追加すると、ワークスペースを表示したときに、ウィンドウには注文サイクル専用の
モニタが表示されます。

その他のワークスペースのウィンドウワークスペースを表示しているときに、あるワークス
ペースのウィンドウを別のワークスペースにコピーする場合、そのウィンドウをコピーでき
ます。

ワークスペース内のコンテンツの管理の詳細については、65 ページの「ワークスペースコンテ
ンツの使用」を参照してください。

ワークスペースは必要に応じていくつでも作成できます。ワークスペースを他のユーザと共有し
たり、他のユーザと共有しているワークスペースを使用したりできます。ワークスペースを共有
している場合、所有者は、ユーザがそのワークスペースに対して実⾏できるアクションを定義す
る権限を設定します。たとえば、ワークスペースの 1 つを共有するときに、ユーザに対してコ
ンテンツの表示のみを許可し、変更は許可しないように設定できます。ワークスペースの共有の
詳細については、56 ページの「ワークスペースの共有」を参照してください。

ワークスペースを使用して関連情報をグループ化します。ワークスペースの使用例は以下のとお
りです。

情報とツールのグループ化1つの場所で情報とツールを頻繁に使用する場合に使用します。
たとえば、複数のプロジェクトに関与している場合には、プロジェクトごとに別々のワーク
スペースを作成できます。

問題のトラブルシューティング問題に関連する情報をワークスペースに追加できます。問題
に関連する他のユーザとワークスペースを共有する必要がある場合があります。ツール(ディ
スカッショントピックツールなど) を追加して、他のユーザと問題についてディスカッショ
ンできます。

タスクに必要な作業の整理たとえば、My webMethods でタスク受信トレイを表示して特定
のタスクを検索できます。ワークスペースに検索結果を追加できます。その後、アプリケー
ションページから、タスクを完了するのに必要なツールまたはウィンドウを追加できます。
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新しいワークスペースの作成について
新しいワークスペースを作成する場合、以下のいずれかを作成できます。

空のワークスペース

既存のワークスペースのコピーであるワークスペース

既存のワークスペースをコピーするには、「名前を付けて保存」機能を使用して、既存の
ワークスペースを新しい名前で保存します。新しいワークスペースおよび元のワークスペー
スを変更しても、My webMethods では変更は同期されません。2 つのワークスペースは別
個のものです。

新しい空のワークスペースの作成

新しい空のワークスペースを作成するには

1. コンテンツ領域の上に最後の表示タブとして常に表示されている[新規]タブをクリックしま
す。

空のワークスペースがデフォルト名で表示されます。名前を変更する場合は、55 ページの
「ワークスペースの名前変更」を参照してください。

2. 新しいワークスペースのタブで をクリックし、[ワークスペースの保存] を選択します。

「名前を付けて保存」を使用した新しいワークスペースの作成

既存のワークスペースのコピーで新しいワークスペースを作成するには

1. 新しいワークスペースの基礎として使用するワークスペースを開きます。手順については、
53 ページの「ワークスペースを開く」を参照してください。

2. ワークスペースのタブで をクリックし、[名前を付けて保存] を選択します。

3. [新規ワークスペース名] フィールドの [ワークスペースを名前を付けて保存]ウィンドウに、
新しいワークスペースに使用する名前を入力します。

4. [OK] をクリックします。

ワークスペースのレイアウトの定義
ワークスペース内でのウィンドウの配置方法を定義するには、ワークスペースレイアウトを定義
します。レイアウトには、以下の 2 つのタイプがあります。
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列レイアウト。このレイアウトでは、ワークスペースのすべてのウィンドウが列に配置され
ます。列内でウィンドウを重ね合わせることはできません。ワークスペースに定義できる列
は 1～4 です。

フリーフォームレイアウト。このレイアウトでは、ワークスペースの任意の場所にウィンド
ウを配置できます。ウィンドウを部分的に重ね合わせたり、互いに完全に重ねたりすること
もできます。これは新規ワークスペースのデフォルトです。

ワークスペースへのウィンドウの追加の詳細については、以下のページを参照してください。

66 ページの「ワークスペースへのツールの追加」

66 ページの「アプリケーションページからワークスペースへのウィンドウの追加」

68 ページの「ワークスペース間でのウィンドウの追加」

ワークスペース内のウィンドウの配置方法の詳細については、74 ページの「ワークスペースで
のウィンドウの配置」を参照してください。

注:
ワークスペースのレイアウトを定義または更新するには、ワークスペースの所有者であるか、
または別のユーザの共有ワークスペースを使用している場合には、そのワークスペースに対
して「表示および変更」権限または「フルコントロール」権限を持っている必要があります。
ワークスペースに対して「表示のみ」権限を持っている場合は、レイアウトを変更できます
が、その変更を保存できません。このため、ワークスペースを終了すると、レイアウトは前
の状態に戻ります。ワークスペースの共有の詳細については、58ページの「ワークスペース
の共有」を参照してください。

ワークスペースのレイアウトを定義するには

1. ワークスペースのタブで をクリックし、[ワークスペースプロパティ] を選択します。

2. [レイアウト] タブを選択します。

3. [列] リストから、ワークスペースに使用するレイアウトを選択します。

4. [1 列]、[2 列]、[3 列] または [4 列] を選択すると、レイアウトの各列に追加のプロパティを
設定できます。

a. [幅] フィールドに、列で使用する幅をワークスペースに対するパーセンテージで入力し
ます。パーセンテージは、デフォルトで、各列の幅が均等なサイズになるように設定さ
れます。

b. MywebMethodsにおいて、ウィンドウ内の長いテキスト⾏をウィンドウサイズに収まる
ように折り返す必要がある場合は、[行の折り返し] チェックボックスをオンにします。
長い⾏を折り返さない場合は、チェックボックスをオフにします。

長い⾏を折り返すと、ウィンドウを列にうまく収めることができます。
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c. [水平配置]リストから、ウィンドウの列内での水平方向の配置方法を選択します。デフォ
ルトでは、ウィンドウは各列内で左揃えで配置されます。

d. [垂直配置]リストから、ウィンドウの列内での垂直方向の配置方法を選択します。デフォ
ルトでは、ウィンドウは各列内で上揃えで配置されます。

5. [OK] をクリックします。

6. ワークスペースのタブで をクリックし、[ワークスペースの保存] を選択して変更を保存し
ます。

ワークスペースを開く
所有しているワークスペースおよび他のユーザが所有していて共有しているワークスペースを開
くことができます。ワークスペースの共有の詳細については、58 ページの「ワークスペースの
共有」を参照してください。

ワークスペースを開くには

1. ナビゲーションパネルで、[ナビゲーション] タブをクリックします。

2. [ナビゲーション]タブの [ワークスペース] セクションで、開くワークスペースの名前を参照
してクリックします。

注:
開くワークスペースがナビゲーションパネルにない場合は、これを検索してナビゲーショ
ンに追加できます。詳細については、60 ページの「ナビゲーションパネルへのワークス
ペースの追加について」を参照してください。

ワークスペースプロパティ
ワークスペースのプロパティを開いて、プロパティを表示または設定できます。プロパティは以
下のタブにグループ化されています。

[全般] タブ。ワークスペース名や説明などのプロパティをリストします。各全般プロパティ
のリストおよび説明については、以下の表を参照してください。

[レイアウト] タブ。ワークスペース内でのウィンドウの配置を定義するときに使用できま
す。詳細については、51 ページの「ワークスペースのレイアウトの定義」を参照してくだ
さい。

以下の表は、[全般] タブのプロパティを示しています。

説明プロパティセクション名

ワークスペースの名前。[名前][全般]
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説明プロパティセクション名

ワークスペース名を変更する手順については、54ページの
「ワークスペースの全般プロパティの設定」および55ペー
ジの「ワークスペースの名前変更」を参照してください。

ワークスペースの説明。[説明]

注:
現在、説明はプロパティにリストされているだけであり、
MywebMethodsで特定の目的には使用されていません。

ワークスペースの説明を変更する手順については、54ペー
ジの「ワークスペースの全般プロパティの設定」を参照し
てください。

後でワークスペースを検索するときに使用するために、ワー
クスペースに割り当てるキーワード。

[キーワード]

ワークスペースのキーワードを定義する手順については、
54ページの「ワークスペースの全般プロパティの設定」を
参照してください。

ワークスペースを所有しているユーザのユーザ名。[所有者][保守]

ワークスペースが作成された日時。[作成日時]

ワークスペースが最後に更新された日時。[更新日時]

このプロパティはエキスパートユーザ向けです。ワークス
ペースは、0個、1個またはそれ以上のエイリアスを持つこ

[エイリアス]

とができます。エイリアスでは、ワークスペースにアクセ
スするための代替の方法を定義します。ワークスペースの
開発者は、複数のページを持つ複雑なアプリケーションを
構築しているときに、ワークスペースを参照する必要があ
る場合(たとえば、ページ間のナビゲーションを作成してい
るときに、特定のワークスペースにパラメータを渡す必要
がある場合)、エイリアスを追加する必要があることがあり
ます。エイリアスの詳細については、『Administering My
webMethods Server』を参照してください。

ワークスペースの全般プロパティの設定
ワークスペースの全般プロパティを表示および設定するには、以下の手順に従います。[全般]タ
ブのプロパティの説明については、53 ページの「ワークスペースプロパティ」を参照してくだ
さい。

注:
[レイアウト] タブのプロパティの設定手順については、51 ページの「ワークスペースのレイ
アウトの定義」を参照してください。
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注:
ワークスペースプロパティを更新するには、ワークスペースの所有者であるか、または別の
ユーザの共有ワークスペースを使用している場合には、そのワークスペースに対して「表示
および変更」権限または「フルコントロール」権限を持っている必要があります。ワークス
ペースの共有の詳細については、58 ページの「ワークスペースの共有」を参照してくださ
い。

ワークスペースプロパティを設定するには

1. ワークスペースのタブで をクリックし、[ワークスペースプロパティ] を選択します。

2. [全般] タブを選択します。

3. ワークスペースの名前を変更するには、[名前] フィールドに新しい名前を入力します。

名前は 1～255 文字で指定できます。非 ASCII 文字や特殊文字を含む任意の文字を使用でき
ます。名前は、すべてのワークスペース間で一意である必要があります。重複名を割り当て
ようとすると、My webMethods は名前に接尾辞を付加します。たとえば、「(2)」を付加し
て名前を一意にします。

4. [説明] フィールドに、ワークスペースの説明を入力します (オプション)。

説明は 1～255 文字で指定できます。非 ASCII 文字や特殊文字を含む任意の文字を使用でき
ます。

5. [キーワード] フィールドに、ワークスペースと関連付ける1つ以上のキーワードを入力しま
す (オプション)。複数のキーワードを指定する場合は、キーワードをカンマで区切ります。

キーワードの指定には、非 ASCII 文字や特殊文字を含む任意の文字を使用できます。キー
ワードに使用できる文字数に制限はありません。

6. [OK] をクリックします。

7. ワークスペースのタブで をクリックし、[ワークスペースの保存] を選択して変更を保存し
ます。

ワークスペースのエイリアスの使用の手順については、Administering My webMethods Server
を参照してください。

ワークスペースの名前変更
ワークスペースの名前を変更するには、ワークスペースの所有者であるか、または別のユーザの
共有ワークスペースを使用している場合には、そのワークスペースに対して「表示および変更」
権限または「フルコントロール」権限を持っている必要があります。ワークスペースの共有の詳
細については、58 ページの「ワークスペースの共有」を参照してください。

ワークスペースの名前を変更するには
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1. ワークスペースのタブで をクリックし、[ワークスペース名の変更] を選択します。

2. [新規ワークスペース名] フィールドの [ワークスペース名の変更] ウィンドウに、ワークス
ペースに割り当てる名前を入力します。

名前は 1～255 文字で指定できます。非 ASCII 文字や特殊文字を含む任意の文字を使用でき
ます。名前は、すべてのワークスペース間で一意である必要があります。重複名を割り当て
ようとすると、My webMethods は名前に接尾辞を付加します。たとえば、「(2)」を付加し
て名前を一意にします。

3. [OK] をクリックして、[ワークスペース名の変更] ウィンドウを閉じます。

ワークスペースの共有
ワークスペースは他のユーザと共有することができます。

他のユーザが表示する必要がある情報を含むワークスペースを持っている場合は、このワー
クスペースを該当のユーザと共有し、このワークスペースに対する「表示のみ」権限を付与
します。

他のユーザが表示する必要があるだけでなく、そのユーザが情報を提供できるワークスペー
スを持っている場合は、このワークスペースを該当のユーザと共有し、このワークスペース
に対する「表示および変更」権限を付与します。

自分が所有するワークスペースに対するフルコントロールを他のユーザが持つことを許可す
る場合は、このワークスペースを共有し、「フルコントロール」権限を付与します。

ワークスペースは、個別のユーザ、ユーザのグループまたは役割と共有することができます。グ
ループまたは役割に権限を付与した場合、ワークスペースにアクセスさせたくない個別のユーザ
がそのグループまたは役割内に含まれている場合があります。この場合は、ユーザアクセスを明
示的に拒否できます。

ワークスペースの共有または共有解除の手順を実⾏するときに単にオプションを選択するだけ
で、ユーザとのワークスペースの共有または共有解除を設定する場合にMywebMethodsから通
知をユーザに送信することができます。既存のユーザ/グループ/役割の権限を変更するときは、
My webMethods は通知を送信しません。通知が送信されるのは、ユーザ/グループ/役割が追加
または削除された場合のみです。MywebMethodsは、通知を電子メールメッセージで送信しま
す。

ユーザについて、My webMethods は、ユーザの My webMethods プロファイルから使用す
る電子メールアドレスを取得します。

グループについて、My webMethods は、各ユーザの My webMethods プロファイルからグ
ループ内の各ユーザの電子メールアドレスを取得します。

役割について、役割の電子メールアドレスを指定する「電子メール」属性が役割にある場
合、MywebMethodsはその電子メールアドレスに通知を送信します。それ以外の場合、My
webMethods は、各ユーザの My webMethods プロファイルから役割の各メンバーの電子
メールアドレスを取得します。

注:
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電子メールアドレスがない場合、通知は送信されません(ユーザがプロファイルに電子メール
アドレスを入力していない場合など)。また、役割の「電子メール」属性がない場合、My
webMethods は、役割が静的役割である場合にのみ、役割のメンバーに通知を送信します。
LDAPクエリー、データベースまたはルールベース役割への通知の送信はサポートされていま
せん。

ワークスペースの共有の手順については、58 ページの「ワークスペースの共有」を参照してく
ださい。割り当て可能な権限の説明については、57 ページの「ワークスペース共有権限」を参
照してください。

ユーザに「表示および変更」権限および「フルコントロール」権限 (またはこれらのいずれか)
を付与した場合、複数のユーザが同時に 1 つのワークスペースに対して作業や更新を⾏う可能
性があります。この場合、2人以上のユーザがワークスペース内の同じウィンドウを変更した場
合、最後に保存したユーザによる変更が保持されます。

ワークスペース共有権限
以下の表で、ワークスペースを共有するときにユーザに割り当てることができるワークスペース
権限について説明します。

使用目的権限

ユーザ、グループおよび役割がワークスペースに対して任意のアクション
(ワークスペースの表示を含む) を⾏う権限を明示的に拒否します。

権限なし

グループまたは役割にアクセス権を付与したが、そのグループまたは役割
内の 1 人以上のユーザに対して明示的にアクセスを拒否する場合に、この
権限を使用します。

注:
ワークスペースの所有者および Admin Role のすべてのユーザ (たとえ
ば、sysadmin) は、実際の権限設定に関係なく、常にワークスペースに
対するフルコントロール権限を持ちます。

ユーザがワークスペースを表示できるようにします。ユーザはワークスペー
スのコンテンツを変更できません。

表示のみ

注:
ワークスペースにこの権限を設定すると、同じ設定がそのワークスペー
ス内のすべてのウィンドウに割り当てられます。このため、「表示のみ」
権限を使用すると、そのワークスペース内のすべてのウィンドウも「表
示のみ」に設定され、ワークスペース内のウィンドウに対して設定した
カスタム権限は上書きされます。「表示のみ」ワークスペースを使用す
るが、そのワークスペース内の一部のウィンドウをユーザが変更するこ
とを許可する場合は、まずワークスペース権限を「表示のみ」に設定し
てから、ワークスペース内の該当のウィンドウにカスタム権限を割り当
てます。
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使用目的権限

ユーザがワークスペースのコンテンツを表示および変更できるようにしま
す。この権限をユーザに付与すると、ユーザは以下のことを実⾏できます。

表示および変更

ワークスペースのコンテンツの表示

ワークスペースのレイアウトの更新

ワークスペースプロパティの更新

ワークスペース名の変更

ワークスペースへのコンテンツの追加

ワークスペース内のウィンドウのプロパティの更新

ワークスペース内のウィンドウ名の変更

ワークスペース内のウィンドウのサイズ変更

ワークスペース内のウィンドウの再配置

ワークスペースからのウィンドウの削除

ワークスペースのフルコントロールをユーザに付与します。「表示および
変更」権限を付与されたときにユーザが実⾏できるすべてのタスクに加え
て、ユーザはワークスペースに対して以下のアクションも実⾏できます。

フルコントロール

他のユーザとのワークスペースの共有

ワークスペースの削除

ワークスペースの共有
他のユーザ、グループまたは役割とワークスペースを共有するには、以下の手順に従います。

注:
他のユーザとワークスペースを共有するには、ワークスペースの所有者であるか、または別
のユーザの共有ワークスペースを使用している場合には、そのワークスペースに対して「フ
ルコントロール」権限を持っている必要があります。

ワークスペースを共有するには

1. ワークスペースのタブで をクリックし、[ワークスペースの共有] を選択します。

2. [ワークスペースの共有] ウィンドウで、[追加] をクリックします。

3. [プリンシパルの選択] ウィンドウを使用して、ワークスペースを共有するユーザ、グルー
プ、および役割を検索して選択します。終了したら、[適用] をクリックして [プリンシパル
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の選択]ウィンドウを閉じます。[プリンシパルの選択]ウィンドウの使用の詳細については、
95 ページの「ユーザ、グループおよび役割の検索」を参照してください。

選択したユーザ、グループおよび役割ごとに、MywebMethodsによって[ワークスペースの
共有] ウィンドウに⾏が追加されます。

4. 選択したユーザ、グループ、および役割ごとに、そのユーザ、グループまたは役割に割り当
てる権限を [権限] 列のリストから選択します。割り当て可能な権限の詳細については、
『57 ページの「ワークスペース共有権限」』を参照してください。

5. この変更によって影響を受けるユーザに通知する場合は、[ワークスペースの共有の設定時ま
たは解除時にコラボレータに通知] チェックボックスをオンにします。

6. [適用] をクリックします。

ワークスペースの共有の解除
ユーザ、グループまたは役割とのワークスペースの共有が不要になった場合は、以下の手順に従
います。

注:
他のユーザとのワークスペースの共有を解除するには、ワークスペースの所有者であるか、
または別のユーザの共有ワークスペースを使用している場合には、そのワークスペースに対
して「フルコントロール」権限を持っている必要があります。

ワークスペースの共有を解除するには

1. ワークスペースのタブで をクリックし、[ワークスペースの共有] を選択します。

2. [ワークスペースの共有] ウィンドウで、ワークスペースへのアクセス権の共有が不要になっ
たユーザ、グループ、および役割のチェックボックスをオンにします。

3. この変更によって影響を受けるユーザに通知する場合は、[ワークスペースの共有の設定時ま
たは解除時にコラボレータに通知] チェックボックスをオンにします。

4. [削除] をクリックします。

5. [適用] をクリックします。

ワークスペースを閉じる
ワークスペースを開いている必要がなくなった場合、これを閉じることができます。ワークス
ペースを再使用する必要がある場合は、これを再び開くことができます。手順については、
53 ページの「ワークスペースを開く」を参照してください。

注:
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不要となったワークスペースは、完全に撤去できます。手順については、60ページの「ワー
クスペースの削除」を参照してください。

ワークスペースを閉じるには

閉じるワークスペースのタブで、 をクリックします。または、

ワークスペースのタブで をクリックし、[閉じる] を選択します。または、

をクリックしてタブ検索を開き、閉じるワークスペースのタブ検索の をクリックしま
す。

ワークスペースの削除
不要となったワークスペースは、削除することによってこれを完全に撤去できます。

注:
ワークスペースを開いている必要がなくなったため、これを一時的に閉じる場合は、59ペー
ジの「ワークスペースを閉じる」を参照してください。

注:
ワークスペースを削除するには、ワークスペースの所有者であるか、または別のユーザの共
有ワークスペースを使用している場合には、そのワークスペースに対して「フルコントロー
ル」権限を持っている必要があります。ワークスペースの共有の詳細については、58ページ
の「ワークスペースの共有」を参照してください。

ワークスペースを削除するには

ワークスペースのタブで をクリックし、[ワークスペースの削除] を選択します。または、

ナビゲーションパネルの[ナビゲーション]タブで、ワークスペース名を右クリックして[ワー
クスペースの削除] を選択します。

ナビゲーションパネルへのワークスペースの追加について
ワークスペースに簡単にアクセスするために、ナビゲーションパネルの [ワークスペース] セク
ションの [ナビゲーション] タブにワークスペースを追加できます。自分が所有しているワーク
スペースおよび他のユーザと共有しているワークスペースを追加できます。

ナビゲーションでワークスペースが不要になった場合、これを撤去できます。ナビゲーションか
らワークスペースを撤去する場合、削除されるわけではありません。ワークスペースがナビゲー
ションパネルにリストされなくなるだけです。

ワークスペースフォルダを作成してナビゲーションパネルでワークスペースを整理およびグルー
プ化し、そのワークスペースをカスタムフォルダに追加できます。
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ナビゲーションパネルへのワークスペースの追加
ナビゲーションパネルにワークスペースを追加する場合、ワークスペースを配置するワークス
ペースフォルダを選択します。

既存のフォルダにワークスペースを追加できます。別のフォルダを使用する場合は、フォルダを
追加してからナビゲーションパネルにワークスペースを追加します。異なるフォルダに同じワー
クスペースを追加する場合、そのワークスペースをナビゲーションに複数回追加できます。フォ
ルダの追加の詳細については、62 ページの「ナビゲーションパネルへのワークスペースフォル
ダの追加」を参照してください。

ナビゲーションパネルにワークスペースを追加するには

1. ナビゲーションパネルで、[ナビゲーション] タブをクリックします。

2. [ワークスペース] セクションで、ワークスペースを追加するフォルダの名前を右クリック
し、[ワークスペースをフォルダへ追加] を選択します。

3. [ワークスペースの選択] ウィンドウで、追加するワークスペースを検索します。

a. [キーワード] フィールドで、ワークスペースの検索に My webMethods が使用するキー
ワードを入力します。MywebMethodsは、指定したキーワードをワークスペース名およ
びワークスペースに割り当てられたキーワードと照合します。

b. [検索場所] フィールドで、照合するワークスペースを検索するフォルダを選択します。

c. 自分が所有者であるワークスペースのみを検索するか、他のユーザと共有しているワー
クスペースも検索するかを指定します。

自分が所有しているワークスペースのみを検索するには、[自分が所有するワークス
ペースのみインクルード] チェックボックスをオンにします。

自分がアクセスできるすべてのワークスペースを検索するには、[自分が所有するワー
クスペースのみインクルード] チェックボックスをオフにします。

d. [検索] をクリックします。

4. [結果] パネルで、ナビゲーションパネルに追加するワークスペースを選択します。

5. [OK] をクリックします。

注:
ワークスペースフォルダに追加したワークスペースを表示するには、ワークスペースフォ
ルダを展開する必要があります。
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ナビゲーションパネルからのワークスペースの削除
ナビゲーションパネルからワークスペースにアクセスする必要がなくなった場合は、ワークス
ペースを撤去できます。ナビゲーションからワークスペースを撤去する場合、削除されるわけで
はありません。ワークスペースがナビゲーションパネルにリストされなくなるだけです。

ナビゲーションパネルからワークスペースを撤去するには

1. ナビゲーションパネルで、[ナビゲーション] タブをクリックします。

2. [ワークスペース]セクションで、撤去するワークスペースの名前を右クリックし、[ワークス
ペースの撤去] を選択します。

ナビゲーションパネルへのワークスペースフォルダの追加
ナビゲーションパネルでワークスペースの整理およびグループ化を⾏うために、ワークスペース
フォルダを追加し、そのフォルダにワークスペースを追加できます。フォルダを追加するとき
は、新しいフォルダの親フォルダを選択します。新しいフォルダは、既存のフォルダのサブフォ
ルダになります。

ワークスペースフォルダを追加するには

1. ナビゲーションパネルで、[ナビゲーション] タブをクリックします。

2. [ワークスペース]セクションで、既存のフォルダの名前を右クリックし、[新規フォルダの作
成] を選択します。

新しいフォルダは、選択したフォルダのサブフォルダになります。

3. [新規フォルダの作成]ウィンドウの [新規フォルダの名前] フィールドに、フォルダの名前を
入力します。

名前は 1～255 文字で指定できます。非 ASCII 文字や特殊文字を含む任意の文字を使用でき
ます。

4. [OK] をクリックします。

ナビゲーションパネルのワークスペースフォルダの名前変更
ナビゲーションパネルの既存のワークスペースフォルダの名前を変更するには、以下の手順に従
います。

ワークスペースフォルダの名前を変更するには

1. ナビゲーションパネルで、[ナビゲーション] タブをクリックします。
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2. [ワークスペース] セクションで、名前を変更するワークスペースフォルダの名前を右クリッ
クし、[フォルダ名の変更] を選択します。

3. [フォルダ名の変更]ウィンドウの [新しいフォルダ名] フィールドに、フォルダの新しい名前
を入力します。

名前は 1～255 文字で指定できます。非 ASCII 文字や特殊文字を含む任意の文字を使用でき
ます。

4. [OK] をクリックします。

ナビゲーションパネルからのワークスペースフォルダの削除
ナビゲーションパネルでワークスペースフォルダが不要になった場合、これを削除できます。
ワークスペースフォルダを削除すると、フォルダおよびそのコンテンツがナビゲーションパネル
から撤去されます。フォルダにワークスペースが含まれている場合、そのワークスペースもナビ
ゲーションから撤去されます。ワークスペースは削除されるわけではありません。ワークスペー
スがナビゲーションパネルにリストされなくなるだけです。

ナビゲーションパネルからワークスペースフォルダを撤去するには

1. ナビゲーションパネルで、[ナビゲーション] タブをクリックします。

2. [ワークスペース]セクションで、撤去するフォルダの名前を右クリックし、[フォルダの削除]
を選択します。

My webMethodsフォルダおよびそのコンテンツがナビゲーションから撤去されます。
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ワークスペースコンテンツについて
必要なコンテンツをワークスペースに追加できます。通常、特定の問題やトピックに関する情報
を保持するための単一の場所としてワークスペースを作成し、その問題やトピックに関するコン
テンツを追加します。たとえば、会社の新入社員に関する情報の追跡を担当している場合は、新
入社員ごとにワークスペースを作成できます。新入社員に関するドキュメントの添付、新入社員
の画像の追加、実⾏する必要があるアクションのメモの追加などを実⾏できます。

ワークスペースの所有者として、ワークスペース内のウィンドウに対してあらゆるアクションを
実⾏できます。ただし、別のユーザの共有ワークスペースを使用している場合は、そのワークス
ペースの所有者が割り当てた権限に基づいて、アクションが制限されることがあります。たとえ
ば、情報を表示する権限のみが付与されており、情報の変更は許可されていないことがありま
す。ワークスペースの共有の詳細については、58 ページの「ワークスペースの共有」を参照し
てください。

ワークスペースへのツールの追加
ワークスペースには任意の数のツールを追加できます。同じツールを複数回使用できます。My
webMethods をインストールすることによって提供されるツールの説明については、77 ページ
の「ワークスペースを拡張するツールの使用」を参照してください。

注:
ワークスペースに新規コンテンツを追加するには、ワークスペースの所有者であるか、また
は別のユーザの共有ワークスペースを使用している場合には、そのワークスペースに対して
「表示および変更」権限または「フルコントロール」権限を持っている必要があります。ワー
クスペースの共有の詳細については、58ページの「ワークスペースの共有」を参照してくだ
さい。

ワークスペースにツールを追加するには

1. コンテンツを追加するワークスペースを開きます。手順については、53 ページの「ワーク
スペースを開く」を参照してください。

2. ナビゲーションパネルで、[ツール] タブをクリックします。

3. ツールをナビゲーションパネルからコンテンツ領域のワークスペースにドラッグします。

4. ワークスペースのタブで をクリックして、[ワークスペースの保存] を選択します。

アプリケーションページからワークスペースへのウィンドウの追
加
アプリケーションページからワークスペースにウィンドウを追加できます。これは、アプリケー
ション内の情報がワークスペースに配置しているデータと関係がある場合に便利です。たとえ
ば、新入社員に関する情報を追跡するワークスペースがあり、新入社員に関するタスクを管理す
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るビジネスプロセスがある場合、新入社員のビジネスプロセスに関するアプリケーションページ
ウィンドウを追加できます。

ワークスペースに追加するウィンドウがアプリケーションページの別のウィンドウにワイヤリン
グ (接続) されている場合、My webMethods はその接続を解除し、そのウィンドウがワークス
ペースページで独立できるようにします。ウィンドウでは、ワークスペースにウィンドウを追加
したときに⾏った設定が保持されます。

たとえば、ワークスペースに検索結果ウィンドウを追加した場合、MywebMethodsは検索パネ
ルと検索結果の接続を解除します。ウィンドウの設定は、この検索結果の抽出に使用された検索
条件に設定されます。ワークスペースに追加された検索結果パネルには、この検索条件の結果が
引き続き反映されます。

この条件と一致する項目が増えると、検索結果に表示される項目が増えます。この条件と一致す
る項目が減ると、検索結果に表示される項目が減ります。ただし、MywebMethodsでは検索結
果がキャッシュされることに注意してください。したがって、タブで検索結果を更新するには、
My webMethods がワークスペースのウィンドウを更新するようなアクション (ワークスペース
を閉じてから再び開くなど) を⾏う必要があります。

注:
ワークスペースに新規コンテンツを追加するには、ワークスペースの所有者であるか、また
は別のユーザの共有ワークスペースを使用している場合には、そのワークスペースに対して
「表示および変更」権限または「フルコントロール」権限を持っている必要があります。ワー
クスペースの共有の詳細については、58ページの「ワークスペースの共有」を参照してくだ
さい。

アプリケーションページからワークスペースにウィンドウを追加するには

1. ナビゲーションパネルで、[ナビゲーション] タブをクリックします。

2. [アプリケーション] セクションで、ワークスペースに追加するウィンドウを含むページにナ
ビゲートします。

3. ワークスペースに追加するウィンドウのタイトルバーで、 をクリックします。

4. [ワークスペースへ追加] をクリックします。

注:
アプリケーションページのウィンドウがそのアプリケーションページの外部で正しく機能
できない場合、[ワークスペースへ追加] 機能は使用できません。

5. [ワークスペースへ追加] ウィンドウで、コンテンツの追加先のワークスペースを検索しま
す。

a. [キーワード] フィールドで、ワークスペースの検索に My webMethods が使用するキー
ワードを入力します。MywebMethodsは、指定したキーワードをワークスペース名およ
びワークスペースに割り当てられたキーワードと照合します。
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b. [検索場所] フィールドで、照合するワークスペースを検索するフォルダを選択します。

c. 自分が所有者であるワークスペースのみを検索するか、他のユーザと共有しているワー
クスペースも検索するかを指定します。

自分が所有しているワークスペースのみを検索するには、[自分が所有するワークス
ペースのみインクルード] チェックボックスをオンにします。

自分がアクセスできるすべてのワークスペースを検索するには、[自分が所有するワー
クスペースのみインクルード] チェックボックスをオフにします。

d. [検索] をクリックします。

6. [結果] パネルで、ウィンドウの追加先のワークスペースを選択します。

7. [追加] をクリックします。

ワークスペース間でのウィンドウの追加
あるワークスペースのウィンドウを別のワークスペースに追加できます。ソースワークスペース
のウィンドウはターゲットワークスペースと共有されません。MywebMethodsでは、ターゲッ
トワークスペース用にウィンドウのコピーが作成されます。つまり、ワークスペースにウィンド
ウを追加した後、MywebMethodsでは、ソースウィンドウの元のバージョンに対して⾏われた
変更と、ターゲットウィンドウのコピーが同期されません。ソースワークスペースとターゲット
ワークスペースのウィンドウに対して変更が⾏われると、これらは異なるウィンドウになりま
す。

注:
ワークスペースに新規コンテンツを追加するには、ワークスペースの所有者であるか、また
は別のユーザの共有ワークスペースを使用している場合には、そのワークスペースに対して
「表示および変更」権限または「フルコントロール」権限を持っている必要があります。ワー
クスペースの共有の詳細については、58ページの「ワークスペースの共有」を参照してくだ
さい。

ワークスペース間でウィンドウを追加するには

1. ナビゲーションパネルで、[ナビゲーション] タブをクリックします。

2. [ワークスペース] セクションで、別のワークスペースに追加するソースウィンドウを含む
ワークスペースにナビゲートします。

3. ソースウィンドウのタイトルバーで、 をクリックします。

4. [ワークスペースへ追加] を選択します。

5. [ワークスペースへ追加] ウィンドウで、コンテンツの追加先のワークスペースを検索しま
す。

68 My webMethods ユーザガイド 10.11

6 ワークスペースコンテンツの使用



a. [キーワード] フィールドで、ワークスペースの検索に My webMethods が使用するキー
ワードを入力します。MywebMethodsは、指定したキーワードをワークスペース名およ
びワークスペースに割り当てられたキーワードと照合します。

b. [検索場所] フィールドで、照合するワークスペースを検索するフォルダを選択します。

c. 自分が所有者であるワークスペースのみを検索するか、他のユーザと共有しているワー
クスペースも検索するかを指定します。

自分が所有しているワークスペースのみを検索するには、[自分が所有するワークス
ペースのみインクルード] チェックボックスをオンにします。

自分がアクセスできるすべてのワークスペースを検索するには、[自分が所有するワー
クスペースのみインクルード] チェックボックスをオフにします。

d. [検索] をクリックします。

6. [結果] パネルで、ウィンドウの追加先のワークスペースを選択します。

7. [追加] をクリックします。

ワークスペース内のウィンドウの全般プロパティ
ウィンドウのプロパティを開いて表示または設定することができます。プロパティはタブでグ
ループ化されています。すべてのウィンドウには、全般プロパティが含まれている [全般] タブ
があります。

注:
一部のウィンドウには、[設定]タブにリストされているプロパティもあります。設定はウィン
ドウ固有です。設定の表示および実⾏の手順については、特定のウィンドウの情報を参照し
てください。

次の表に、ワークスペースの各ウィンドウで使用可能な全般プロパティを示します。

説明プロパティセクション名

ウィンドウのタイトルバーに表示されるウィンドウの名
前。

[名前][全般]

ウィンドウ名を変更する手順については、71 ページの
「ワークスペース内のウィンドウの名前変更」を参照し
てください。

ウィンドウの説明。[説明]

注:
現在、説明はプロパティにリストされているだけであ
り、My webMethods で特定の目的には使用されてい
ません。
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説明プロパティセクション名

ウィンドウの説明を変更する手順については、71ページ
の「ウィンドウの説明の更新」を参照してください。

このプロパティはエキスパートユーザ向けです。このプ
ロパティは、ユーザがウィンドウのURLを入力してその

[フルページ表示][KPI インスタンス
の詳細] ページ

ウィンドウに直接ナビゲートするときに、ウィンドウに
対して使用する表示を定義します。

このプロパティはエキスパートユーザ向けです。このプ
ロパティは、ワークスペースでウィンドウを表示すると
きに、ウィンドウに対して使用する表示を定義します。

[ポートレット表
示]

ウィンドウを所有しているユーザのユーザ名。[所有者][保守]

ウィンドウがワークスペースに追加された日時。[作成日時]

ウィンドウが最後に更新された日時。[更新日時]

このプロパティはエキスパートユーザ向けです。ウィン
ドウは、0 個、1 個またはそれ以上のエイリアスを持つ

[エイリアス]

ことができます。エイリアスでは、ウィンドウにアクセ
スするための代替の方法を定義します。ワークスペース
の開発者は、複数のページを持つ複雑なアプリケーショ
ンを構築しているときに、個別のウィンドウを参照する
必要がある場合(たとえば、ページ間のナビゲーションを
作成しているときに、特定のウィンドウにパラメータを
渡す必要がある場合)、エイリアスを追加する必要がある
ことがあります。エイリアスの詳細については、
『Administering My webMethods Server』を参照してく
ださい。

ウィンドウのプロパティの表示
ウィンドウのプロパティを表示するには、以下の手順に従います。

ウィンドウのプロパティを表示するには

1. ウィンドウのタイトルバーで、 をクリックします。

2. [プロパティ] を選択します。

3. 表示するプロパティのタブを選択します。

4. [キャンセル] をクリックして、変更せずにプロパティを閉じます。
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ワークスペース内のウィンドウの名前変更
ワークスペースにウィンドウを追加すると、ウィンドウに名前が割り当てられます。全般プロパ
ティを更新することによって、ウィンドウの名前を変更できます。

ウィンドウの名前はワークスペース内で一意である必要があります。次に同じウィンドウを追加
すると、名前が一意になるよう名前に「n」が付加されます。

注:
ウィンドウのプロパティを更新するには、ワークスペースの所有者であるか、または別のユー
ザの共有ワークスペースを使用している場合には、そのワークスペースに対して「表示およ
び変更」権限または「フルコントロール」権限を持っている必要があります。ワークスペー
スの共有の詳細については、58 ページの「ワークスペースの共有」を参照してください。

ワークスペース内のウィンドウの名前を変更するには

1. 名前を変更するウィンドウのタイトルバーで、 をクリックします。

2. [プロパティ] を選択します。

3. [全般] タブを選択します。

4. [名前] フィールドに新しい名前を入力します。

名前は 1～255 文字で指定できます。非 ASCII 文字や特殊文字を含む任意の文字を使用でき
ます。

5. [適用] をクリックします。

6. ワークスペースのタブで をクリックして、[ワークスペースの保存] を選択します。

ウィンドウの説明の更新
ワークスペースにウィンドウを追加する場合、デフォルトでは、ウィンドウに関連付けられた説
明はありません。ウィンドウのプロパティに表示される説明を追加できます。

注:
ウィンドウのプロパティを更新するには、ワークスペースの所有者であるか、または別のユー
ザの共有ワークスペースを使用している場合には、そのワークスペースに対して「表示およ
び変更」権限または「フルコントロール」権限を持っている必要があります。ワークスペー
スの共有の詳細については、58 ページの「ワークスペースの共有」を参照してください。

ウィンドウの説明を更新するには

1. 説明を追加または更新するウィンドウのタイトルバーで、 をクリックします。
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2. [プロパティ] を選択します。

3. [全般] タブを選択します。

4. [説明] フィールドに新しい説明を入力します。

説明は 1～255 文字で指定できます。非 ASCII 文字や特殊文字を含む任意の文字を使用でき
ます。

5. [適用] をクリックします。

6. ワークスペースのタブで をクリックして、[ワークスペースの保存] を選択します。

ワークスペース内のウィンドウの検索
ワークスペースに多くのウィンドウを追加した場合、ワークスペースを目で確認しながら目的の
ウィンドウを探すと、時間がかかることがあります。このことは、特にワークスペースでフリー
フォームレイアウトを使用している場合に当てはまります。この場合、ウィンドウが重なり合
い、目的のウィンドウが隠れてしまうことがあります。ワークスペースのレイアウトの詳細につ
いては、51 ページの「ワークスペースのレイアウトの定義」を参照してください。

特定のウィンドウを探して現在のウィンドウにするには、ウィンドウ検索を使用します。ワーク
スペースでフリーフォームレイアウトを使用しており、目的のウィンドウが隠れている場合は、
ウィンドウを現在のウィンドウにすると、そのウィンドウが前面に表示されます。

ワークスペースでウィンドウを検索するには

1. ワークスペースの右上隅にある をクリックします。

2. [ウィンドウ検索] で、現在のウィンドウにするウィンドウの名前を選択します。

ウィンドウのサイズ変更
MywebMethodsには、ワークスペース内でウィンドウのサイズを変更するための多くの機能が
用意されています。以下の操作を実⾏できます。

ウィンドウの最小化 My webMethods ではウィンドウのタイトルバーのみが表示されます。
この機能は、ウィンドウのコンテンツを表示する必要がない場合に使用します。

ウィンドウの最大化コンテンツ領域のフルサイズを使用します。この機能は、ウィンドウの
スペースを増やす必要がある場合に使用します。

ウィンドウを元に戻す以前のサイズに戻します。この機能は、ウィンドウを最小化した後に
コンテンツを再表示する場合、またはウィンドウを最大化した後にウィンドウでフルコンテ
ンツ領域を使用する必要がなくなった場合に使用します。

ウィンドウサイズの最適化 My webMethods ではウィンドウに使用する最適なサイズが自動
的に設定されます。
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ワークスペースにフリーフォームレイアウトを使用している場合、ウィンドウはコンテ
ンツに適したサイズに変更されます。

列レイアウト ([2 列] など) を使用している場合、ウィンドウは、垂直方向ではウィンド
ウのコンテンツに合わせて、水平方向では列の幅に合わせてサイズ変更されます。

ウィンドウサイズのカスタマイズ ウィンドウの端をドラッグして希望のサイズにします。

注:
ワークスペース内でウィンドウのサイズを変更するには、ワークスペースの所有者であるか、
または別のユーザの共有ワークスペースを使用している場合には、そのワークスペースに対
して「表示および変更」権限または「フルコントロール」権限を持っている必要があります。
ワークスペースに対して「表示のみ」権限を持っている場合、ウィンドウのサイズを変更で
きますが、その変更を保存することはできません。このため、ワークスペースを終了すると、
ウィンドウは前の状態に戻ります。ワークスペースの共有の詳細については、58 ページの
「ワークスペースの共有」を参照してください。

ウィンドウのサイズを変更するには

1 つのウィンドウを最小化するには

ウィンドウのタイトルバーで、 をクリックします。

ウィンドウのタイトルバーで、 をクリックします。

ワークスペースのすべてのウィンドウを最小化するには、ワークスペースの右上隅で を
クリックし、[すべて最小化] を選択します。

ウィンドウを最大化するには

ウィンドウのタイトルバーで、 をクリックします。

ウィンドウのタイトルバーで をクリックし、[最大化] を選択します。

ウィンドウを元に戻すには

ウィンドウのタイトルバーで、 をクリックします。

ウィンドウのタイトルバーで をクリックし、[元に戻す] を選択します。

ワークスペースのすべてのウィンドウを元に戻すには、ワークスペースの右上隅で をク
リックし、[すべて元に戻す] を選択します。

ウィンドウのサイズを自動的に最適にするには、ウィンドウのタイトルバーで をクリック
し、[自動サイズ調整] を選択します。

ウィンドウをカスタムサイズにするには、ウィンドウの端をドラッグして希望のサイズにし
ます。

注:
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ワークスペースに列レイアウト ([2列]など)を使用しているときに、列の幅よりも大きく
なるようにウィンドウをドラッグすると、新しいウィンドウ幅に合うように列の幅が広く
なります。

ウィンドウをサイズ変更した後、ワークスペースのタブで をクリックして [ワークスペースの
保存] を選択し、ワークスペースを保存して変更を保持します。

ワークスペースでのウィンドウの配置
ワークスペース内のどこにウィンドウを配置できるかは、ワークスペースに使用するレイアウト
によって異なります。

フリーフォームレイアウトを使用すると、ワークスペース内の任意の場所にウィンドウを移
動できます。ウィンドウは整列する必要がなく、相互に重なり合うことができます。

列レイアウト ([3 列] など) を使用すると、レイアウトによって、ウィンドウが列内で強制的
に整列されます。列内でのウィンドウの上下の移動、および列間でのウィンドウの移動は可
能です。

注:
ワークスペース内でウィンドウを再配置するには、ワークスペースの所有者であるか、また
は別のユーザの共有ワークスペースを使用している場合には、そのワークスペースに対して
「表示および変更」権限または「フルコントロール」権限を持っている必要があります。ワー
クスペースに対して「表示のみ」権限を持っている場合、ウィンドウを再配置できますが、
その変更を保存することはできません。このため、ワークスペースを終了すると、ウィンド
ウは前の状態に戻ります。ワークスペースの共有の詳細については、58ページの「ワークス
ペースの共有」を参照してください。

ワークスペースにウィンドウを配置するには

1. 再配置するウィンドウのタイトルバーの上にカーソルを移動して、カーソルを移動カーソル
に変化させます。

2. ウィンドウをクリックして、新しい場所にドラッグします。

3. ワークスペースのタブで をクリックして、[ワークスペースの保存] を選択します。

ワークスペースからのウィンドウの削除
ウィンドウが不要になった場合、ウィンドウをワークスペースから削除できます。

注:
ワークスペースからウィンドウを削除するには、ワークスペースの所有者であるか、または
別のユーザの共有ワークスペースを使用している場合には、そのワークスペースに対して「表
示および変更」権限または「フルコントロール」権限を持っている必要があります。ワーク
スペースの共有の詳細については、58ページの「ワークスペースの共有」を参照してくださ
い。

74 My webMethods ユーザガイド 10.11

6 ワークスペースコンテンツの使用



ワークスペースからウィンドウを削除するには

ウィンドウのタイトルバーで をクリックし、[削除] を選択します。または、

ワークスペースの右上隅で、 をクリックし、ワークスペースから削除するウィンドウに
対して [削除] をクリックします。

ウィンドウを削除した後、ワークスペースのタブで をクリックして [ワークスペースの保存]
を選択し、ワークスペースを保存して変更を保持します。
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MWS の監視ツールと診断ツール
ツールをワークスペースに追加すると、追加したツールに固有の新しいウィンドウがワークス
ペースに追加されます。ワークスペースのウィンドウの使用方法の詳細については、65 ページ
の「ワークスペースコンテンツの使用」を参照してください。

注:
ワークスペースに新規コンテンツを追加するには、ワークスペースの所有者であるか、また
は別のユーザの共有ワークスペースを使用している場合には、そのワークスペースに対して
「表示および変更」権限または「フルコントロール」権限を持っている必要があります。ワー
クスペースの共有の詳細については、58ページの「ワークスペースの共有」を参照してくだ
さい。

MywebMethodsには、監視および診断を⾏うツールが用意されています。これらのツールは、
[ツール] タブの [MWS の監視と診断] セクションにあるナビゲーションパネルで使用できます。

詳細については、『Diagnosing My webMethods Server』を参照してください。

次の表に、使用可能な監視と診断ツールの簡単な説明を示します。

説明ツール

My webMethods Server 内で作成されたログファイルを読み取り、分析し
ます。

ログ分析データ
ソース

My webMethods Server 内で、ログファイルを作成するための期間を構成
します。

ログ分析期間

ログメッセージ収集条件を設定します。ログ設定

重大度が警告、エラーまたは致命的であるログを分析し、表示します。ログ - 重大度別エ
ラー

重大度が致命的であるログのみを分析し、表示します。ログ-致命的な問題

重大度が警告、エラーまたは致命的であるログを分析し、表示します。ログ - 問題

コンポーネントごとにログを分析し、表示します。ログ - 問題 - コン
ポーネント別

製品ごとにログを分析し、表示します。ログ - 問題 - 製品別

最新メッセージを My webMethods Server のプレーンテキストログファイ
ルで表示します。

ログビューア

MywebMethods Serverで最も使用されている10個のポートレットに関す
る統計を表示します。

最も使用されてい
るポートレット

My webMethods Server で最も使用されている 10 個の Web サービスに関
する統計を表示します。

最も使用されてい
る Web サービス
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説明ツール

別のポートレットからのWebサービス呼び出しの問題をデバッグします。SOAPトラフィック
の監視

My webMethods Server のサービスおよびカスタムのポートレットやアプ
リケーションのパフォーマンスを測定し、分析します。

パフォーマンス分
析

カテゴリ別にグループ化されたさまざまなMywebMethods Serverアクショ
ンのパフォーマンスに関する統計情報および分析情報を表示します。

パフォーマンス統
計

MywebMethods Serverで最も遅い10個のデータベース呼び出しに関する
情報を表示します。

遅いデータベース
呼び出し

MywebMethods Serverで最も遅い10個のポートレットに関するパフォー
マンス情報を表示します。

遅いポートレット

MywebMethods Serverで最も遅い10個のWebサービスに関するパフォー
マンス情報を表示します。

遅い Web サービス

My webMethods Server のサーブレットコンテナに関するコンテキスト情
報を提供します。

HTTP 情報

Java 仮想マシン (JVM)のメモリ使用量を監視し、設定済みのしきい値に達
したときに管理者に通知を送信します。

メモリの監視

My webMethods Server スレッドでスレッド実⾏デッドロックを監視しま
す。

スレッドダンプ

ワークスペースツール
ツールをワークスペースに追加すると、追加したツールに固有の新しいウィンドウがワークス
ペースに追加されます。ワークスペースのウィンドウの使用方法の詳細については、65 ページ
の「ワークスペースコンテンツの使用」を参照してください。

注:
ワークスペースに新規コンテンツを追加するには、ワークスペースの所有者であるか、また
は別のユーザの共有ワークスペースを使用している場合には、そのワークスペースに対して
「表示および変更」権限または「フルコントロール」権限を持っている必要があります。ワー
クスペースの共有の詳細については、58ページの「ワークスペースの共有」を参照してくだ
さい。

My webMethods には、ワークスペースを拡張するためのさまざまなツールが用意されていま
す。これらのツールは、[ツール]タブの[ワークスペースツール]セクションにあるナビゲーショ
ンパネルで使用できます。

次の表に、MywebMethodsによって一般的に提供されるツールおよび各ツールに関する詳細情
報の参照先を示します。
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参照先説明ツール

80 ページの「添付ファイルツール」ワークスペースにファイルを添付
します。

[添付ファイル]

83 ページの「ブックマークツール」ワークスペースおよびWebサイト
にリンクを追加します。

[ブックマーク]

86 ページの「ディレクトリブラウザ
ツール」

他の My webMethods ユーザの識
別情報を検索します。

[ディレクトリブラウ
ザ]

87 ページの「HTML テキストツー
ル」

書式設定されたテキストをワーク
スペースに追加します。

[HTML テキスト]

88 ページの「イメージツール」イメージをワークスペースに追加
します。

[イメージ]

91 ページの「メモツール」書式設定されていない単純なテキ
ストをワークスペースに追加しま
す。

[メモ]

93 ページの「ユーザカレンダーツー
ル」

ユーザのカレンダーをワークスペー
スに追加します。

[ユーザカレンダー]

添付ファイルツール
添付ファイルツールを使用すると、ワークスペースにファイルを添付できます。たとえば、新規
プロジェクトの要件を追跡するワークスペースを作成する場合、添付ファイルツールを使用し
て、プロジェクトに関連するドキュメントを添付できます。

添付ファイルツールを設定することにより、添付ファイルに使用するリンクのタイプを選択でき
ます。My webMethods は、添付ファイルに以下の 2 つのタイプのリンクをサポートしていま
す。

単純ダウンロードリンクこれがデフォルトです。このタイプのリンクでは、リンクをクリッ
クすると、読み取り専用バージョンのファイルが表示されます。ファイルに変更を加えるに
は、コピーをローカルに保存し、変更を⾏ってから添付ファイルを更新する必要がありま
す。

Web 分散オーサリングおよびバージョン管理 (DAV) URLこのタイプのリンクでは、リンク
をクリックすると、通常は読み取り/書き込みバージョンのファイルが表示されます。この
ため、最初にファイルをローカルに保存することなく、ファイルに変更を加えて保存できま
す。Web DAV URL を使用するには、以下の要件を満たしている必要があります。

Microsoft Internet Explorer Web ブラウザを使用します。

添付する Microsoft Office ドキュメントのタイプ (.doc や .xls など) に対して、新しい
Windowsエクスプローラウィンドウで開くようにファイルタイプを設定します。詳細に
ついては、Microsoft のドキュメントを参照してください。
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Microsoft Internet Explorer でファイルを読み取り/書き込みアクセス権で開き、Web
DAV URL を使用するための Microsoft Office の更新がすべてインストールされているこ
とを確認します。詳細については、Microsoft のドキュメントを参照してください。

ワークスペースへのファイルの添付
添付ファイルツールを使用してファイルを添付するときに、以下のことを実⾏できます。

添付するファイルを参照して選択できます。

添付するドキュメントを添付ファイルウィンドウにドラッグアンドドロップすることができ
ます。

注:
添付ファイルツールの設定を⾏い、ドラッグアンドドロップを使用してファイルを添付で
きるかどうかを制御します。詳細については、82 ページの「添付ファイルウィンドウの
設定」を参照してください。

添付ファイルツールを追加した後、ウィンドウの名前変更、再配置およびサイズ変更を⾏うこと
ができます。ワークスペースのウィンドウの管理の詳細については、65ページの「ワークスペー
スコンテンツの使用」を参照してください。

ワークスペースにファイルを添付するには

1. ナビゲーションパネルで、[ツール] タブをクリックします。

2. [ワークスペースツール] セクションで、[添付ファイル] ツールをコンテンツ領域のワークス
ペースにドラッグします。

3. 以下のいずれかを実⾏して、1 つ以上のファイルを添付します。

追加するファイルを参照して選択

1. 添付ファイルウィンドウで、[追加] をクリックします。

2. [ファイルを添付] ウィンドウで、[参照] をクリックします。

3. 添付するファイルの場所を参照し、[開く] をクリックします。

4. さらにファイルを追加する場合は、[別のファイルを添付する]をクリックし、手順を
繰り返してファイルを添付します。

5. 添付するすべてのファイルの選択が終了したら、[保存] をクリックします。

追加するファイルをドラッグアンドドロップ

注:
ドラッグアンドドロップを使用できるかどうかは、添付ファイルウィンドウのプロパ
ティで制御します。[ここにファイルをドロップ] ボックスが表示されないようにプロ
パティを設定できます。詳細については、82ページの「添付ファイルウィンドウの設
定」を参照してください。
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1. ローカルファイルシステムのファイルブラウザアプリケーションを開きます。

2. ファイルブラウザで、添付するファイルの場所を参照します。

3. 添付するファイルを、ファイルブラウザから、ワークスペースの添付ファイルウィン
ドウにある [ここにファイルをドロップ] ボックスにドラッグします。

4. [添付] をクリックします。

4. ワークスペースのタブで をクリックして、[ワークスペースの保存] を選択します。

添付ファイルウィンドウの設定
添付ファイルツールの設定により、My webMethods が以下のことを⾏うかどうかを制御しま
す。

添付ファイルに対して単純ダウンロード URL または Web DAV URL のいずれかを使用しま
す。Web DAV ファイルを使用すると、添付ファイルをローカルに保存することなく更新で
きます。詳細については、80 ページの「添付ファイルツール」を参照してください。

ドラッグアンドドロップを使用してファイルを添付できるユーザインタフェースコントロー
ルを表示します。

添付ファイルウィンドウのプロパティを設定するには

1. 添付ファイルウィンドウのタイトルバーで、 をクリックします。

2. [プロパティ] を選択します。

3. [設定] タブを選択します。

4. 添付ファイルに使用するリンクのタイプを指定するには

単純ダウンロードリンクを使用するには、[WebDav URL を使う] チェックボックスをオ
フにします。

Web DAV URL を使用するには、[WebDav URL を使う] チェックボックスをオンにしま
す。

単純ダウンロードリンクとWebDAVURLの違いの詳細については、80ページの「添付ファ
イルツール」を参照してください。

5. 添付ファイルウィンドウに [ここにファイルをドロップ] ボックスを表示しない場合は、[ド
ラッグアンドドロップを許可] チェックボックスをオフにします。このチェックボックスを
オフにすると、ファイルブラウザからファイルをドラッグして添付することができなくなり
ます。

6. [適用] をクリックします。
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添付ファイルの更新
添付ファイルウィンドウにリストしたファイルを更新できます。

添付ファイルを更新するには

1. 更新する添付ファイルの⾏にある添付ファイルウィンドウで、 をクリックします。

2. [更新] を選択します。

3. [添付ファイルの更新] ウィンドウで、[参照] をクリックします。

4. 現在のファイルの代わりに使用するファイルの場所を参照し、[開く] をクリックします。

5. [更新] をクリックします。

添付ファイルの削除
ワークスペースに添付したファイルが不要になった場合は、添付ファイルウィンドウからファイ
ルを削除できます。

添付ファイルを削除するには

1. 削除する添付ファイルの⾏にある添付ファイルウィンドウで、 をクリックします。

2. [削除] を選択します。

ブックマークツール
ブックマークツールを使用すると、リンクを以下の場所に追加できます。

外部 Web ページ

他の My webMethods ワークスペース

ブックマークを外部Webページおよびワークスペースに追加した後、これらにすばやくアクセ
スできます。これらのページまたはワークスペースを表示するには、ブックマークウィンドウの
リンクをクリックするだけです。

ブックマークツールを使用して、ワークスペースに関連するページにブックマークを追加しま
す。たとえば、新規プロジェクトの要件を追跡するワークスペースを作成し、検討が必要な情報
が提供されている Web サイトを見つけた場合、ブックマークツールを使用してこの Web サイ
トへのリンクを追加することにより、この情報に簡単にアクセスできます。
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ワークスペースへのブックマークの追加
ブックマークツールを使用して、ブックマークを以下の場所に追加できます。

外部 Web ページ。このページへの URL を指定します。

他の My webMethods ワークスペース。ワークスペースを検索して選択します。

ブックマークツールを追加した後、ウィンドウの名前変更、再配置およびサイズ変更を⾏うこと
ができます。ワークスペースのウィンドウの管理の詳細については、65ページの「ワークスペー
スコンテンツの使用」を参照してください。

ワークスペースにブックマークを追加するには

1. ナビゲーションパネルで、[ツール] タブをクリックします。

2. [ワークスペースツール] セクションで、[ブックマーク] ツールをコンテンツ領域のワークス
ペースにドラッグします。

3. ワークスペースにブックマークを追加するには

a. [ワークスペースの追加] をクリックします。

b. [ワークスペースの選択] ウィンドウで、以下のフィールドに入力し、ブックマークを追
加するワークスペースを検索します。

a. [キーワード] フィールドで、ワークスペースの検索に My webMethods が使用する
キーワードを入力します。My webMethods は、指定したキーワードをワークスペー
ス名およびワークスペースに割り当てられたキーワードと照合します。

b. [検索場所] フィールドで、照合するワークスペースを検索するフォルダを選択しま
す。

c. 自分が所有しているワークスペースのみを検索する場合は、[自分が所有するワーク
スペースのみインクルード] チェックボックスをオンにします。他のユーザと共有し
ているワークスペースも検索する場合は、このチェックボックスをオフにします。

d. [検索] をクリックします。

My webMethods[結果] パネルに、一致するワークスペースが表示されます。

c. 検索結果で、ブックマークを追加するワークスペースのチェックボックスをオンにしま
す。

d. [OK] をクリックします。

4. Web ページへのブックマークを追加するには

a. [リンクの追加] をクリックします。
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b. [タイトル] フィールドに、ブックマークの説明テキストを入力します。

c. [場所] フィールドに、ブックマークするページの URL を入力します。

d. [保存] をクリックします。

5. ワークスペースのタブで をクリックして、[ワークスペースの保存] を選択します。

ブックマークツールを使用してブックマークしたページにアクセ
ス

ブックマークしたページを表示するには

ブックマークウィンドウでブックマークのタイトルをクリックします。

ブックマークのタイトルまたは URL の更新
ブックマークを追加した後、以下の項目を更新できます。

ワークスペースへのブックマークの場合、ブックマークウィンドウでワークスペースに対し
てリストされたタイトルを更新できます。

外部ページへのブックマークの場合、外部ページのタイトルおよび URL を更新できます。

また、ワークスペースまたはページを同じWebブラウザウィンドウで開くか、あるいは新しい
ウィンドウで開くかを更新できます。詳細については、86ページの「ブックマークを現在のウィ
ンドウで開くか新しいウィンドウで開くかの変更」を参照してください。

ブックマークを更新するには

1. ブックマークウィンドウで、更新するブックマークの⾏にある をクリックします。

2. [編集] を選択します。

3. ブックマークウィンドウに表示されるタイトルを変更する場合は、[名前] フィールドに新し
いタイトルを入力します。

4. Web ページへのブックマークでは、URL を変更する場合、[URL] フィールドに新しい URL
を入力します。

5. [保存] をクリックします。
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ブックマークを現在のウィンドウで開くか新しいウィンドウで開
くかの変更
ワークスペースや外部ページを現在のウィンドウで開くか新しいWebブラウザウィンドウで開
くかを選択できます。

ブックマークを現在のウィンドウで開くか新しいウィンドウで開くかを変更するには

1. [ブックマーク] ウィンドウで、更新するブックマークの⾏にある をクリックします。

2. [編集] を選択します。

3. ブックマークを現在のウィンドウで開く場合は、パネルの [ブックマークを開く方法] で [現
在のウィンドウで] オプションを選択します。

4. ブックマークを新しいウィンドウで開く場合は、パネルの [ブックマークを開く方法] で [新
しいウィンドウで] オプションを選択します。

5. [保存] をクリックします。

ブックマークの削除
ワークスペースまたは外部ページへのブックマークが不要になった場合は、ブックマークウィン
ドウから削除できます。

ブックマークを削除するには

1. [ブックマーク] ウィンドウで、削除するブックマークの⾏にある をクリックします。

2. [削除] を選択します。

ディレクトリブラウザツール
ディレクトリブラウザツールを使用すると、他のMywebMethodsユーザに関する情報を検索で
きます。表示できる情報は、My webMethods プロファイルの識別情報のサブセット (ユーザ
ID、完全な名前、電子メールアドレス、インスタントメッセージのユーザ名など) です。

ユーザ情報を検索する検索ウィンドウにすばやくアクセスする必要がある場合は、ワークスペー
スにディレクトリブラウザツールを追加します。たとえば、新規プロジェクトの要件を追跡する
ワークスペースを作成し、プロジェクト内の他のユーザに連絡する必要がある場合、ディレクト
リブラウザを追加して、他のユーザのユーザ情報を容易に検索できるようにすることができま
す。
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ワークスペースへのディレクトリブラウザの追加
ワークスペースにディレクトリブラウザを追加するには、以下の手順に従います。

ディレクトリブラウザツールを追加した後、ウィンドウの名前変更、再配置およびサイズ変更を
⾏うことができます。ワークスペースのウィンドウの管理の詳細については、65ページの「ワー
クスペースコンテンツの使用」を参照してください。

ディレクトリブラウザを追加するには

1. ナビゲーションパネルで、[ツール] タブをクリックします。

2. [ワークスペースツール] セクションで、[ディレクトリブラウザ] ツールをコンテンツ領域の
ワークスペースにドラッグします。

3. ディレクトリブラウザを使用して、ユーザ、グループおよび役割を検索します。手順につい
ては、95 ページの「ユーザ、グループおよび役割の検索」を参照してください。

4. ワークスペースのタブで をクリックして、[ワークスペースの保存] を選択します。

HTML テキストツール
HTML テキストツールを使用すると、書式設定されたテキストをワークスペースに追加できま
す。たとえば、さまざまなフォントサイズやスタイルを使用したり、テキストを太字や斜体にし
たり、下線を付けたり、テキストに色を付けたりできます。また、テキストの強調表示、⾏揃
え、CSS スタイルシートの追加、箇条書きや数字付きリストの使用も可能です。

HTML テキストツールを使用して、ワークスペースに関連するテキストを追加します。たとえ
ば、新規プロジェクトの要件を追跡するワークスペースを作成する場合、ワークスペースで箇条
書きや数字付きリストを使用して、プロジェクトに関する情報を箇条書きで示す必要があること
があります。

書式設定されたテキストのワークスペースへの追加
書式設定されたテキストをワークスペースに追加するには、以下の手順に従います。

HTML テキストツールを追加した後、ウィンドウの名前変更、再配置およびサイズ変更を⾏う
ことができます。ワークスペースのウィンドウの管理の詳細については、65 ページの「ワーク
スペースコンテンツの使用」を参照してください。

書式設定されたテキストをワークスペースに追加するには

1. ナビゲーションパネルで、[ツール] タブをクリックします。

2. [ワークスペースツール] セクションで、[HTML テキスト] ツールをコンテンツ領域のワーク
スペースにドラッグします。
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3. ワークスペースの HTML テキストウィンドウで、[テキストの編集] リンクを選択します。

MywebMethodsウィンドウが入力モードになり、ウィンドウの上部に基本的な書式設定ツー
ルが表示されます。

4. 高度な書式設定ツールを表示するには、 をクリックします。

5. 書式設定ツールを使用してテキストの編集ボックスにテキストを入力し、テキストを書式設
定します。

6. [適用] をクリックします。

7. ワークスペースのタブで をクリックして、[ワークスペースの保存] を選択します。

既存の書式設定済みテキストの更新
HTML テキストウィンドウのテキストを更新できます。テキストを更新するための編集モード
にアクセスするには、以下の手順に従います。

書式設定済みテキストを更新するには

1. メモウィンドウのタイトルバーで、 をクリックします。

2. [プロパティ] を選択します。

3. [設定] タブを選択します。

My webMethodsテキストが編集モードで表示されます。

4. 高度な書式設定ツールを表示するには、 をクリックします。

5. 書式設定ツールを使用してテキストの入力ボックスのテキストを更新し、テキストを書式設
定します。

6. [適用] をクリックします。

イメージツール
イメージツールを使用すると、ワークスペースにイメージファイルを追加できます。Web ブラ
ウザでサポートされている任意のタイプのイメージファイル (.gif、.jpg、.bmp、.png など) を追
加できます。

イメージツールを使用して、ワークスペースに関連するイメージを追加します。たとえば、新規
プロジェクトの要件を追跡するワークスペースを作成する場合、プロジェクトに関連する画面の
イメージをワークスペースに表示する必要があることがあります。
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イメージにテキストを含めるには、HTML テキストツールを使用してください。このツールに
ついては、「87 ページの「HTML テキストツール」」を参照してください。

ワークスペースへのイメージの追加
イメージツールを使用して、以下の方法でイメージファイルを追加できます。

イメージファイルへの URL を指定します。

ファイルシステム内にあるイメージファイルをアップロードします。

デフォルトでは、実際のサイズでイメージが表示されます。ただし、オプションでイメージに使
用する幅と高さを指定できます。

イメージツールを追加した後、ウィンドウの名前変更、再配置およびサイズ変更を⾏うことがで
きます。ワークスペースのウィンドウの管理の詳細については、65 ページの「ワークスペース
コンテンツの使用」を参照してください。

ワークスペースにイメージを追加するには

1. ナビゲーションパネルで、[ツール] タブをクリックします。

2. [ワークスペースツール] セクションで、[イメージ] ツールをコンテンツ領域のワークスペー
スにドラッグします。

3. ワークスペースの新規イメージウィンドウで、[ここをクリック] リンクを選択します。

4. ワークスペースに追加するイメージファイルを指定します。

URL から使用可能なイメージを指定するには

1. [外部 URL] オプションを選択します。

2. [画像URL]フィールドで、ワークスペースに追加するイメージのURLを入力します。

マシン上にあるイメージを指定するには

1. [ファイルのアップロード] オプションを選択します。

2. [画像ファイルの選択]フィールドにイメージファイルへのパスを入力するか、または
[参照] をクリックしてファイルを選択します。

3. [ファイルのアップロード] をクリックします。

5. ワークスペースでイメージのサイズを定義する場合は、以下の手順に従います。

a. [画像の高さ] フィールドで、イメージの高さに使用するピクセル数 (たとえば、80px) ま
たはパーセンテージ (たとえば、80%) を入力します。
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b. [画像幅] フィールドで、イメージの幅に使用するピクセル数 (たとえば、80px) または
パーセンテージ (たとえば、80%) を入力します。

注:
サイズを指定しない場合、MywebMethodsではイメージの実際のサイズが使用されます。

6. [適用] をクリックします。

7. ワークスペースのタブで をクリックして、[ワークスペースの保存] を選択します。

ワークスペースのイメージの更新
ワークスペースに表示されるイメージを更新するには、以下の手順に従います。

ワークスペースのイメージを更新するには

1. メモウィンドウのタイトルバーで、 をクリックします。

2. [プロパティ] を選択します。

3. [設定] タブを選択します。

4. [画像プロパティ] ウィンドウで、ワークスペースに追加するイメージファイルを指定しま
す。

URL から使用可能なイメージを指定するには

1. [外部 URL] オプションを選択します。

2. [画像URL]フィールドで、ワークスペースに追加するイメージのURLを入力します。

マシン上にあるイメージを指定するには

1. [ファイルのアップロード] オプションを選択します。

2. [画像ファイルの選択]フィールドにイメージファイルへのパスを入力するか、または
[参照] をクリックしてファイルを選択します。

3. [ファイルのアップロード] をクリックします。

5. ワークスペースでイメージのサイズを定義する場合は、以下の手順に従います。

a. [画像の高さ] フィールドで、イメージの高さに使用するピクセル数 (たとえば、80px) ま
たはパーセンテージ (たとえば、80%) を入力します。

b. [画像幅] フィールドで、イメージの幅に使用するピクセル数 (たとえば、80px) または
パーセンテージ (たとえば、80%) を入力します。
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注:
サイズを指定しない場合、MywebMethodsではイメージの実際のサイズが使用されます。

6. [適用] をクリックします。

メモツール
メモツールを使用すると、ワークスペースに単純なテキストを追加できます。メモツールでは、
テキストの書式設定オプションは指定できません。書式設定 (箇条書きや数字付きリストの使
用、フォントサイズ、スタイルや色の指定など)を必要とする複雑なテキストが必要な場合は、
HTML テキストツールを使用してください。詳細については、87 ページの「HTML テキスト
ツール」を参照してください。

メモツールを使用して、ワークスペースに関連する単純なテキストを追加します。たとえば、
ワークスペースに対して実⾏する必要があるタスクの短い注意を追加する必要がある場合があり
ます。

ワークスペースへの単純なメモの追加
単純なテキストをワークスペースに追加するには、以下の手順に従います。

メモツールを追加した後、ウィンドウの名前変更、再配置およびサイズ変更を⾏うことができま
す。ワークスペースのウィンドウの管理の詳細については、65 ページの「ワークスペースコン
テンツの使用」を参照してください。

ウィンドウの設定を⾏って、メモの背景色を変更したり、メモに最終更新日を追加したりするこ
ともできます。詳細については、92 ページの「メモの背景色の変更」および 92 ページの「メ
モへの最終更新日の追加」を参照してください。

ワークスペースに単純なメモを追加するには

1. ナビゲーションパネルで、[ツール] タブをクリックします。

2. [ワークスペースツール] セクションで、[メモ] ツールをコンテンツ領域のワークスペースに
ドラッグします。

3. ワークスペースの新しいメモウィンドウで、デフォルトのテキスト [ここにテキストを入力]
をクリックします。

My webMethodsウィンドウが編集モードになります。

4. 既存のテキスト上に、メモにするテキストを入力します。

5. テキストを指定した後、メモウィンドウの外側をクリックします。

6. ワークスペースのタブで をクリックして、[ワークスペースの保存] を選択します。
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メモの背景色の変更
メモウィンドウの設定を更新して、メモの背景色を変更できます。

メモの背景色を変更するには

1. メモウィンドウのタイトルバーで、 をクリックします。

2. [プロパティ] を選択します。

3. [設定] タブを選択します。

4. [背景の色] フィールドで、使用する色を選択します。

5. [適用] をクリックします。

メモへの最終更新日の追加
メモウィンドウの設定を更新して、メモを更新した最終日時を追加できます。

メモに最終更新日時を追加するには

1. メモウィンドウのタイトルバーで、 をクリックします。

2. [プロパティ] を選択します。

3. [設定] タブを選択します。

4. [最終更新日を表示] チェックボックスをオンにします。

5. [適用] をクリックします。

既存のメモのテキストの更新
メモウィンドウのテキストを更新できます。テキストを更新するための編集モードにアクセスす
るには、以下の手順に従います。

既存のメモのテキストを更新するには

1. メモウィンドウで、既存のテキストをクリックします。

My webMethodsウィンドウが編集モードになります。

2. メモにする新しいテキストを入力します。
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3. テキストを指定した後、メモウィンドウの外側をクリックします。

4. ワークスペースのタブで をクリックして、[ワークスペースの保存] を選択します。

ユーザカレンダーツール
ユーザカレンダーツールを使用すると、ワークスペースにユーザのカレンダーを追加して、ユー
ザの勤務状況を表示できます。自分のカレンダーまたは他のユーザのカレンダーを追加できま
す。

注:
管理者がシステムに対してユーザカレンダーの使用を設定しており、ユーザの電子メールア
ドレスが My webMethods プロファイルで設定されている場合にのみ、ユーザカレンダーに
情報が表示されます。

ワークスペースへのカレンダーの追加
ワークスペースにユーザカレンダーを追加するには、以下の手順に従います。

ワークスペースにカレンダーを追加するには

1. ナビゲーションパネルで、[ツール] タブをクリックします。

2. [ワークスペースツール] セクションで、[ユーザカレンダー] ツールをコンテンツ領域のワー
クスペースにドラッグします。

デフォルトでは、ユーザカレンダーウィンドウは自分のユーザカレンダーを表示するように設定
されています。別のユーザのカレンダーを表示するようにウィンドウを設定するには、93 ペー
ジの「別のユーザのカレンダーを表示するように変更」を参照してください。

別のユーザのカレンダーを表示するように変更
別のユーザのカレンダーを表示するようにワークスペースのユーザカレンダーを更新するには、
以下の手順に従います。

別のユーザのカレンダーを表示するようにカレンダーを変更するには

1. ユーザカレンダーウィンドウの一番上の⾏にあるユーザ名の後で、[...] をクリックします。

2. [カレンダー設定] パネルで、[選択] をクリックします。

3. [ユーザの選択] ウィンドウを使用して、表示するカレンダーを所有するユーザを検索して選
択します。手順については、95 ページの「ユーザ、グループおよび役割の検索」を参照し
てください。
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4. ユーザを選択した後、[適用] をクリックして [ユーザの選択] ウィンドウを閉じます。

5. ユーザカレンダーウィンドウで、[適用] をクリックします。

94 My webMethods ユーザガイド 10.11

7 ワークスペースを拡張するツールの使用



8 ユーザ、グループおよび役割の検索

■   ユーザ、グループおよび役割の検索について ......................................................................... 96

■   ユーザ、グループ、および役割のキーワード検索 ................................................................. 96

■   ユーザ、グループまたは役割のキーワード検索の実行 ......................................................... 97

■   ユーザおよびグループの高度な検索 ......................................................................................... 98

■   ユーザまたはグループの高度な検索の実行 ............................................................................. 98

My webMethods ユーザガイド 10.11 95



ユーザ、グループおよび役割の検索について
MywebMethodsには、ユーザ、グループおよび役割を検索するための標準の検索パネルがあり
ます。多くの webMethods アプリケーションでは、アプリケーションページでこの検索パネル
が使用されます。また、MywebMethodsは、ユーザ、グループまたは役割を検索する必要があ
るワークスペースツールでこの検索パネルを使用します。次の図に検索パネルを示します。

検索パネルは、検索のコンテキストに基づいて若干異なる場合があります。次に例を示します。

[ディレクトリ] フィールドは、常に検索パネルに含まれているわけではありません。また、
My webMethods は、役割の検索時に [ディレクトリ] フィールドを削除します。

タイプの検索 (ユーザのみ検索など)のみが可能な場合、[検索対象] フィールドは省略されま
す。

[高度な検索] タブは、常に含まれているわけではありません。この場合、検索パネルは、
[キーワード] タブの検索フィールドを含む 1 つのパネルです。

ユーザ、グループ、および役割のキーワード検索
指定したキーワードを含むユーザ、グループまたは役割を検索するには、キーワード検索を使用
します。

検索を開始するときに、ユーザ、グループまたは役割のどれを検索するかを選択し、検索で使用
するキーワードを指定します。MywebMethodsは、ユーザ、グループまたは役割のどれを検索
するかに基づいて、キーワードをユーザ ID、グループ ID または役割 ID と照合します。

キーワードには、次のように特殊文字を使用できます。

キーワード内の任意の位置にアスタリスク (*) を指定すると複数の文字に一致アスタリスク
は、ワイルドカード文字として機能します。たとえば、文字bと cの間に任意の数の文字を
含むグループ IDを持つすべてのグループを探す場合には、キーワードとして「b*c」と入力
します。

キーワードを二重引用符 (" ") で囲むとストリングに完全一致たとえば、ストリング「acct」
を含むユーザ ID を持つすべてのユーザを探す場合には、「"acct"」と入力します。完全一
致語句の検索では、大文字と小文字が区別されないことに注意してください。

My webMethods は、指定したキーワードに対して AND 操作を実⾏します。つまり、あるユー
ザ、グループまたは役割が検索結果として検出されるには、指定したすべてのキーワードを含ん
でいなければなりません。さらに、MywebMethodsは各キーワードがアスタリスクで囲まれて
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いるものとして検索します。たとえば、キーワード「bbb」を指定した場合、My webMethods
は「*bbb*」と指定した場合と同様に検索を⾏い、次のエントリが返されます。

キーワード自体と同じエントリ。たとえば、「man」では「man」が返されます。

キーワードで始まるエントリ。たとえば、「man」では「manual」や「manufacturer」が返
されます。

キーワードで終了するエントリ。たとえば、「man」では「roman」や「snowman」が返さ
れます。

キーワードが埋め込まれたエントリ。たとえば、「man」では「romantic」や「adamant」
が返されます。

MywebMethodsでは、キーワードを指定した順序は考慮されません。キーワードの出現順序に
かかわらず、一致するアイテムが返されます。

ユーザ、グループまたは役割のキーワード検索の実行
ユーザ、グループまたは役割のキーワード検索を実⾏するには、以下の手順に従います。パネル
を含むアプリケーションページまたはワークスペースに基づいて、手順は若干異なる場合があり
ます。

ユーザ、グループまたは役割のキーワード検索を実行するには

1. 検索パネルにタブがある場合、[キーワード] タブを選択します。

2. [検索対象]フィールドで、[ユーザ名]、[グループ]または[役割]のどれを検索するかを選択し
ます。

3. [ディレクトリ] フィールドがある場合、ユーザ/グループ/役割を検索するディレクトリサー
ビスを選択するか、または[任意のディレクトリ]を選択して、構成されているすべてのディ
レクトリサービスで検索します。

4. [キーワード] フィールドで、検索に使用するキーワードを入力します。指定できる文字の詳
細については、96 ページの「ユーザ、グループ、および役割のキーワード検索」を参照し
てください。

5. [検索] をクリックします。

My webMethodsパネルの [使用可能] リストに、一致するユーザ/グループが表示されます。

6. ユーザ/グループ/役割を [選択済み] リストに移動して選択します。

7. [追加] をクリックします。
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ユーザおよびグループの高度な検索
検索パネルに [高度な検索] タブがある場合、検索にフィルタを使用できます。検索を開始する
ときに、ユーザまたはグループのどちらを検索するかを選択し、1つ以上のフィルタを指定しま
す。役割の拡張検索は実⾏できません。

フィルタを使用すると、検索に使用するフィールドおよび照合に使用するストリング値を指定で
きます。検索パネルの [高度な検索] タブには、使用できるフィールド名を含む [フィールド名]
リストがあります。MywebMethodsは、プリンシパル属性プロバイダを使用してフィールド名
のリストを生成します。このリストで、太字のアイテムは、プリンシパル属性プロバイダの名前
と、このプロバイダによって生成された選択肢が下に続くことを示します。

リストのフィールド名は、インストールされている webMethods コンポーネントに基づいて異
なる場合があります。また、サイトの開発者は、リストに対してフィールド名を指定できるカス
タムの [プリンシパル属性プロバイダ] を作成できます。

フィールドを選択するときに、フィルタごとにストリング値も指定します。指定したストリング
値がユーザまたはグループのフィールド値に含まれている場合、そのユーザまたはグループが一
致になります。検索では大文字と小文字は区別されません。

My webMethods は、指定したフィルタに対して AND 演算を実⾏します。つまり、あるユーザ
またはグループがMywebMethodsの検索結果として検出されるには、すべてのフィルタが一致
する必要があります。

ユーザまたはグループの高度な検索の実行
ユーザまたはグループの高度な検索を実⾏するには、以下の手順に従います。検索パネルを含む
アプリケーションページまたはワークスペースに基づいて、高度な検索を使用できない場合があ
ります。高度な検索を使用できる場合には、検索パネルに[高度な検索]タブが含まれています。

ユーザまたはグループの拡張検索を実行するには

1. 検索パネルで、[高度な検索] タブを選択します。

2. [検索対象] フィールドで、[ユーザ名] または [グループ] のどちらを検索するかを選択しま
す。

3. [ディレクトリ] フィールドがある場合、ユーザまたはグループを検索するディレクトリサー
ビスを選択するか、あるいは [任意のディレクトリ] を選択して、構成されているすべての
ディレクトリサービスで検索します。

4. パネルの [フィルタ] セクションで、1つ以上のフィルタを指定します。フィルタごとに以下
の手順を実⾏します。フィルタの詳細については、98 ページの「ユーザおよびグループの
高度な検索」を参照してください。

a. 検索に使用するフィールド名を [フィールド名] リストから選択します。
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b. [値]フィールドに、照合するユーザ/グループのフィールド値に含まれるストリングを入
力します。

c. 別のフィルタを追加する場合は、 をクリックし、手順を繰り返してフィルタを追加し
ます。

5. [検索] をクリックします。

My webMethodsパネルの [使用可能] リストに、一致するユーザ/グループが表示されます。

6. ユーザ/グループを [選択済み] リストに移動して選択します。

7. [追加] をクリックします。
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データの検索について
My webMethods には、多くのアプリケーションページに含まれている標準の検索パネルがあ
り、プロセスインスタンス、KPI などのさまざまなタイプのデータを検索できます。My
webMethodsでは、データを検索する検索パネルは、検索のコンテキストに基づいて若干異なり
ます。次の図に、データの検索に使用されるサンプルパネルを示します。

検索パネルの 2 つのメイン領域は、検索バーと検索結果です。

検索バーでは、MywebMethodsが情報を検索する際の条件を定義できます。検索バーを使用し
て、ページに固有のオプションも指定できます。たとえば、ページにアクセスしたときに、保存
済みの検索が自動的に実⾏されるようにオプションを設定できます。

検索パネルの下にある検索結果領域に検索の結果がMywebMethodsに表示されます。検索結果
は、標準形式の表またはツリー形式のいずれかで表示されます。

次の表では、実⾏できる検索のタイプ、検索の実⾏に使用する検索パネルのタブ、および各検索
タイプを使用可能な状況について説明します。

可用性検索パネルの
タブ

説明検索のタイプ

キーワード検索がどのよう
な場合に使用可能になるか

[キーワード]指定したキーワードや完全一致語句
を含むデータを検索します。

キーワード

は、検索されているデータ
によって決まります。キーワード検索の実⾏方法の詳細に

ついては、以下を参照してくださ
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可用性検索パネルの
タブ

説明検索のタイプ

い。 103 ページの「データのキー
ワード検索」

基本検索が使用可能かどう
かは、検索されているデー
タによって決まります。

[基本]キーワード検索が使用可能でない場
合は、基本検索条件を使用して検索
します。

基本

高度な検索は、検索対象の
データに対して、特定の情

[高度な検索]キーワードおよび完全一致語句に検
索条件を追加して、特定の情報を探
す詳細な検索を実⾏します。

高度な検索

報を探す詳細な検索条件を
指定できる場合にのみ使用
可能です。詳細については、105 ページの

「データの基本検索および高度な検
索」を参照してください。

保存済み検索の再実⾏は、
検索パネルから常に使用可
能です。

[保存済み]検索の条件を保存することによっ
て、検索を再実⾏できます。検索を
保存する場合、検索条件に名前を付
けます。その後、検索を再実⾏する

保存済み

ときには、割り当てた名前で条件を
選択します。キーワード検索および
高度な検索は、保存と再実⾏が可能
です。

検索条件を保存し検索を再実⾏する
方法の詳細については、以下を参照
してください。106ページの「検索
の保存」

検索パネルがあるMywebMethodsページごとにデフォルトの検索オプションを設定できます。
たとえば、My webMethods ページを表示したときに、検索パネルのタブを表示するかどうか
や、検索が自動的に実⾏されるようにするかどうかなどを設定できます。詳細については、
108 ページの「My webMethods ページの検索オプションの設定」を参照してください。

MywebMethodsでは、標準形式の表またはツリー形式のいずれかで検索結果を表示します。検
索結果の表示はカスタマイズできます。たとえば、画面に表示する列を選択できます。表示オプ
ションの詳細および標準形式の表とツリー形式の説明については、110ページの「MywebMethods
で検索結果を表示する形式の定義」を参照してください。

検索結果のアイテムに対してアクションを実⾏できます。たとえば、ログに記録されたサービス
データを検索した場合は、検索結果からサービスを再サブミットできます。詳細については、
112 ページの「検索結果の操作」を参照してください。

データのキーワード検索
指定したキーワードや完全一致語句を含むエントリを検索するには、キーワード検索を使用しま
す。
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キーワードを検索する場合、MywebMethodsは1つ以上のフィールドにわたって検索します。
MywebMethodsで検索対象のフィールドを判別する方法の詳細については、105ページの「キー
ワードで検索されるフィールドの判別」を参照してください。キーワード検索では、大文字と小
文字が区別されません。

キーワードには、次のように特殊文字を使用できます。

キーワード内の任意の位置にアスタリスク (*) を指定すると複数の文字に一致アスタリスク
は、ワイルドカード文字として機能します。たとえば、文字bと cの間に任意の数の文字を
含むすべてのエントリを探す場合には、キーワードとして「b*c」と入力します。

キーワードを二重引用符 (" ") で囲むと語句に完全一致たとえば、「123 Main Street」とい
う語句を含むすべてのエントリを探す場合には、「"123 Main Street"」と入力します。完全
一致語句の検索では、大文字と小文字が区別されないことに注意してください。

My webMethods は、指定したキーワードに対して AND 操作を実⾏します。つまり、あるエン
トリが検索結果として検出されるには、指定したすべてのキーワードを含んでいなければなりま
せん。さらに、MywebMethodsは各キーワードがアスタリスクで囲まれているものとして検索
します。たとえば、キーワード「bbb」を指定した場合、My webMethods は「*bbb*」と指定し
た場合と同様に検索を⾏い、次のエントリが返されます。

キーワード自体と同じエントリ。たとえば、「man」では「man」が返されます。

キーワードで始まるエントリ。たとえば、「man」では「manual」や「manufacturer」が返
されます。

キーワードで終了するエントリ。たとえば、「man」では「roman」や「snowman」が返さ
れます。

キーワードが埋め込まれたエントリ。たとえば、「man」では「romantic」や「adamant」
が返されます。

MywebMethodsでは、キーワードを指定した順序は考慮されません。キーワードの出現順序に
かかわらず、エントリが返されます。

キーワードを指定しない場合、MywebMethodsは、定義されている最大結果数に至るまですべ
てのエントリを検索結果として返します。キーワード検索の検索結果の最大数は、MywebMethods
によって設定されており、通常は 200 です。最大結果数を定義する場合は、[オプション] タブ
の [最大結果数] または [最大値なし] フィールドを使用します。詳細については、108 ページの
「My webMethods ページの検索オプションの設定」を参照してください。

注:
MywebMethodsでは、各種のデータソースおよびデータベースにわたって検索します。一部
のデータソースおよびデータベースでは、英数字でない特定の文字を含む検索が許可されな
い場合があります。英数字ではない文字をキーワードに指定しており、その文字の検索がデー
タソースまたはデータベースでサポートされていない場合でも、MywebMethodsはエラーを
発⾏したりキーワードの再入力を要したりせず、その検索を続⾏します。ただしこのとき、
サポートされていない文字は、任意の 1 文字と一致するワイルドカード文字に置き換えられ
ます。そのため検索結果には、指定した検索条件と完全には一致しない追加のエントリが含
まれることがあります。
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キーワードで検索されるフィールドの判別
MywebMethodsがキーワードと照合するフィールドは、表示しているページによって異なりま
す。 を使用して、My webMethods で一致エントリの検索に使用するフィールドを判別しま
す。

My webMethods が検索するフィールドを判別するには

をクリックするか、その上にマウスポインタを置きます。検索対象のフィールドをリス
トしたテキストが表示されます。

データのキーワード検索の実行
データのキーワード検索を実⾏するには、以下の手順に従います。

データのキーワード検索を実行するには

1. 検索パネルで、[キーワード] タブをクリックします。

2. テキストボックスに、検索するキーワードを入力します。指定できる文字の詳細について
は、103 ページの「データのキーワード検索」を参照してください。

3. [検索] をクリックして、検索を開始します。

MywebMethods結果が表示されます。詳細については、110ページの「MywebMethodsで
検索結果を表示する形式の定義」および112ページの「検索結果の操作」を参照してくださ
い。

ヒント:
今後この検索を実⾏する必要がある場合は、検索条件に名前を付けて保存できます。次に
検索を再実⾏するときは、実⾏する検索条件を選択するだけです。詳細については、106ペー
ジの「検索の保存」を参照してください。

データの基本検索および高度な検索
検索パネルに [基本] または [高度な検索] タブが含まれている場合、これらのタイプの検索を実
⾏できます。基本検索は、通常はキーワード検索の代わりに使用できます。高度な検索は、通常
はキーワード検索が可能な場合に使用でき、特定の情報の詳細検索を実⾏できる追加の検索条件
も指定できます。

基本検索と高度な検索では、表示しているページに固有のフィールドが含まれているため、これ
らの検索で使用可能な検索条件フィールドは異なります。たとえば、MywebMethodsで、プロ
セスインスタンスに関する情報を示す監視中の [プロセスインスタンス] ページが表示されてい
るとします。[プロセスインスタンス] ページの [高度な検索] タブには、特定のプロセスインス
タンスを検索できるフィールドが含まれます。特定のプロセスモデルに基づいてプロセスインス
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タンスを探すために使用できるフィールドや、特定の状態 (完了状態など) のプロセスインスタ
ンスを探すために使用できるフィールドなどがあります。

[高度な検索]タブの検索条件は表示されているページ固有ですが、多くの場合、[高度な検索]タ
ブには検索を制限する日時の範囲など、期間を指定するフィールドが含まれています。この条件
は [範囲] 検索条件と呼ばれます。

MywebMethodsで検索するデータに時間的特徴が関連付けられている場合、指定された期間内
に検索を制限する [範囲] リストを使用できます。[範囲] リストには、次のものが含まれていま
す。

相対的な期間 ([今日]、[過去 7 日間]、[前月] など) を選択できるオプション。

固定的な期間を指定できる [カスタム] オプション。[カスタム] オプションを選択した場合、
[開始日]、[終了日]および[時刻]フィールドも入力して固定期間を指定する必要があります。

重要:
[カスタム] オプションを使用して固定期間を指定した場合、MywebMethods は指定した固定
期間内にあるデータを返します。検索結果をワークスペースに追加すると、追加されるデー
タは静的になります。つまり、表示されるデータは常に指定した固定期間のデータになりま
す。データを動的に表示するには、相対期間オプションのいずれか ([過去 7 日間] など) を使
用してください。詳細については、114ページの「ワークスペースへの検索結果の追加」を参
照してください。

基本検索または高度な検索の実⾏手順は、表示しているページによって異なります。使用してい
るタスクについての情報を含む適切なマニュアルを参照してください。

MywebMethodsは、定義されている最大結果数に至るまですべてのエントリを検索結果として
返します。検索の検索結果の最大数は、MywebMethodsによって設定されており、通常は200
です。最大結果数を定義する場合は、[オプション] タブの [最大結果数] または [最大値なし]
フィールドを使用します。詳細については、108ページの「MywebMethodsページの検索オプ
ションの設定」を参照してください。

My webMethods では、検索結果を表形式で表示します。詳細については、110 ページの「My
webMethodsで検索結果を表示する形式の定義」および112ページの「検索結果の操作」を参照
してください。

ヒント:
今後この検索を実⾏する必要がある場合は、検索条件に名前を付けて保存できます。次に検
索を再実⾏するときは、実⾏する検索条件を選択するだけです。詳細については、106ページ
の「検索の保存」を参照してください。

検索の保存
同じ検索を頻繁に実⾏する必要がある場合、検索クエリーを保存するオプションがあります。検
索クエリーの保存は、複数の検索条件または検索フィルタで構成された高度な検索を実⾏する場
合に特に役立ちます。検索を保存した後は、検索を実⾏するたびに同じ検索条件を入力するので
はなく、簡単に保存済みの検索を選択して再実⾏できます。キーワード検索と高度な検索は保存
が可能です。

ヒント:
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クエリーを保存する代わりに、または保存に加えて、迅速に検索結果にアクセスする必要が
ある場合は、ワークスペースに結果を追加します。ワークスペースを表示するたびに、検索
結果が表示されるようになります。詳細については、114ページの「ワークスペースへの検索
結果の追加」を参照してください。

今後も再実行する検索条件を保存するには

1. 保存したい検索を実⾏します。検索実⾏の詳細については、次のいずれかを参照してくださ
い。

105 ページの「データのキーワード検索の実⾏」

105 ページの「データの基本検索および高度な検索」

2. [保存] をクリックします。[検索の保存] ダイアログボックスが表示されます。

3. [検索名] フィールドに、検索に割り当てる名前を入力します。

4. [OK] をクリックします。

保存済み検索の再実行
前に保存した検索を再実⾏するには、以下の手順に従います。

保存済み検索を再実行するには

1. [保存済み] タブをクリックします。

2. [保存済み検索] リストから再実⾏する検索を選択します。

ヒント:
選択した検索の検索条件を確認するには、[詳細]をクリックします。保存済み検索の条件
が表示されます。

3. 再実⾏する検索を選択したら、[検索] をクリックします。

保存済み検索の変更
保存された検索の検索条件を変更し、変更した状態で検索を再保存することができます。

保存済み検索の検索条件を変更するには

1. [保存済み] タブをクリックします。

2. [保存済み検索] リストから再実⾏する検索を選択します。
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3. [詳細] をクリックします。以下の両方を含むすべての検索条件が表示されます。

検索を保存したときに指定した検索フィールド。必要に応じて変更できます。My
webMethods には、これらの検索フィールドの現在の設定が表示されます。

前に設定しなかった検索フィールド。検索条件を変更するときに設定できます。

4. 検索条件に変更を加えます。

5. 変更を保存するには、[保存] をクリックします。

保存済み検索の削除
保存された検索が不要になった場合は、削除できます。

保存済み検索を削除するには

1. [保存済み] タブをクリックします。

2. [保存済み検索] リストから削除する検索を選択します。

ヒント:
選択した検索の検索条件を確認するには、[詳細]をクリックします。保存済み検索の条件
が表示されます。

3. 削除する検索を選択したら [削除] をクリックします。

My webMethods ページの検索オプションの設定
検索パネルがあるMywebMethodsページごとに、そのページだけに適用される検索オプション
を定義できます。これらの検索オプションには、以下のものがあります。

My webMethods ページに最初にアクセスするときにデフォルトで表示する検索パネルのタ
ブ ([キーワード] や [高度な検索] など)。

My webMethods ページに最初にアクセスしたときに検索を自動的に実⾏するかどうか。実
⾏する場合は、実⾏する保存済みの検索。

検索の実⾏を停止するまでに My webMethods で抽出される検索結果の最大数。

My webMethods ページの検索オプションを設定するには

1. 検索オプションを設定する My webMethods ページにアクセスします。

2. [オプション] タブをクリックします。
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3. My webMethods ページに最初にアクセスしたときに表示される検索パネルのタブを定義す
るには、[検索タブ] フィールドを使用します。使用可能なオプションのいずれか1つを選択
します。

次の表に使用可能な検索オプションを示します。

説明オプション

[キーワード] タブが表示されます。[キーワード]

[基本] タブが表示されます。[基本]

[高度な検索] タブが表示されます。[高度な検索]

[保存済み] タブが表示されます。[保存済み]

[保存済み]タブが表示されます。このタブには、表示されている保存済
み検索条件に関する詳細を示すフィールドがあります。

[保存済み - 詳細]

4. ロードする保存済み検索を選択し、オプションで実⾏するには、[保存済み検索を選択]フィー
ルドと[ウィンドウ表示時に選択した保存済み検索を実行]チェックボックスを使用します。

a. [保存済み検索を選択]フィールドを使用して、MywebMethodsページに最初にアクセス
するときにロードする保存済み検索を指定します。

[ウィンドウ表示時に選択した保存済み検索を実行] チェックボックスをオンにしない場
合(これについては次の手順で説明します)、MywebMethodsページにアクセスしたとき
には My webMethods は検索を自動的に実⾏せず、[検索] をクリックしたときに検索が
実⾏されます。[検索タブ] フィールドを [保存済み] または [保存済み検索 - 詳細] に設定
した場合は、この My webMethods ページに最初にアクセスしたときに、このタブで選
択した保存済み検索が表示されます。

[保存済み検索を選択] フィールドで保存済み検索を選択しない場合、ページに最初にア
クセスしたときには、検索のロードも実⾏も⾏われません。

b. [保存済み検索を選択] フィールドで選択した保存済み検索を My webMethods で実⾏す
るには、[ウィンドウ表示時に選択した保存済み検索を実行] チェックボックスをオンに
します。このチェックボックスをオンにした場合、MywebMethodsページにアクセスし
たときに、選択した保存済み検索が自動的に実⾏され、[検索タブ] フィールドの設定に
関係なく結果が表示されます。

5. 次のオプションのいずれか 1 つを選択して、検索の実⾏を停止するまでに My webMethods
が抽出する検索結果の最大数を定義します。

[最大結果数] -抽出する検索結果の最大数を入力します。このオプションは、最新の情報
だけを抽出する場合に使用します。最大結果数を設定すると、検索のスピードも速くな
ります。
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[最大値なし] -検索結果数を無制限に指定するには、このチェックボックスをオンにしま
す。結果数を無制限に設定すると、MywebMethodsが検索結果を抽出および表示する時
間が大幅に増加する可能性があります。

6. [保存] をクリックして検索オプションを保存します。

My webMethods で検索結果を表示する形式の定義
MywebMethodsでは、検索結果を表形式で表示します。表示オプションがすべてのオプション
で使用可能かどうか、また、どのオプションを使用できるかは、MywebMethodsで表示されて
いるページによって決まります。

次の表は、検索結果の表示オプションおよび各オプションに関する詳細情報の参照先を示してい
ます。

説明表示オプション

検索結果の並べ替え順序 検索結果のデフォルトの並べ替え順
序を定義します。

My webMethods で結果が最初に表
示された後に検索結果を再び並べ替
えます。

参照先110ページの「検索結果の並べ替
え」

検索結果の表示に使用する⾏数を定義し
ます。

検索結果の行数

参照先111ページの「ページごとに表示
する検索結果の⾏数の定義」

検索結果で使用する列と、列が表示され
る順序を定義します。

表示する列

参照先112ページの「表示する列とその
表示順序の設定」

検索結果の並べ替え
検索パネルを含む各MywebMethodsページについて、検索結果を表示する際のデフォルトの並
べ替え順序を定義できる場合があります。デフォルトは、そのページだけに適用されます。並べ
替え順序を指定できるかどうかは、ページによって決まります。次の手順で説明する並べ替え
フィールドが存在するかどうかによって、並べ替え順序を設定できるかどうかを判別できます。

選択したデフォルトの並べ替え順序で検索結果が表示された後でも、検索結果を再び並べ替える
ことができます。
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特定の My webMethods ページで検索結果のデフォルトの並べ替え順序を設定するには

1. 表示オプションを設定する My webMethods ページにアクセスします。

2. 検索結果パネルウィンドウで、 をクリックして [プロパティ] を選択します。

3. [設定] タブをクリックします。

4. [並び替え基準] フィールドで、検索結果の並べ替えに使用する列名を選択します。

5. [並び替え順序] では、[昇順] または [降順] を選択して並べ替え順序を指定します。

6. [適用] をクリックします。

検索結果の再並べ替え

検索結果を再び並べ替えるには

検索結果を再び並べ替えるには、検索結果の並べ替えに使用する列の列見出しで をクリッ
クします。並べ替えに現在使用されている列の列ヘッダーの横に または を表示するこ
とで、現在の並べ替え順序が示されます。

は、結果が昇順で並べ替えられていることを示します。

は、結果が降順で並べ替えられていることを示します。

たとえば、検索結果に「PROCESS」というラベルの列が含まれ、データをプロセス名に基づ
いてアルファベット順に並べ替える場合、列見出し「PROCESS」の をクリックします。

ページごとに表示する検索結果の行数の定義
検索結果の各ページにMywebMethodsが表示する⾏数を設定できます。たとえば、ある検索の
結果が18件あり、各ページに表示する⾏数を10と定義した場合、MywebMethodsでは2ペー
ジにわたって結果が表示されます。つまり、最初のページには10件、次のページには8件表示
されます。

ヒント:
すべての検索結果に対して同じアクションを⾏う場合は、すべてを表示するように⾏数を設
定します。次に、 を使用して、検索結果のすべてのアイテムを選択します。これによって
すべてのアイテムに対して一度に同じアクションを実⾏できます。たとえば、複数のアイテ
ムをまとめて削除する必要がある場合に使用します。検索結果の操作の詳細については、
113 ページの「検索結果のアイテムに対するアクションの実⾏」を参照してください。

ページごとに表示する検索結果の行数を定義するには
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1. 表示オプションを設定する My webMethods ページにアクセスします。

2. 検索結果パネルウィンドウで、 をクリックして [プロパティ] を選択します。

3. [設定] タブをクリックします。

4. [表示する行数] フィールドで、この My webMethods ページに検索結果を表示するときに使
用する⾏数を選択します。

5. [適用] をクリックします。

表示する列とその表示順序の設定
各MywebMethodsページで、検索結果に表示される列をカスタマイズできます。また、列を表
示する順序を指定できます。

検索結果の列の表示をカスタマイズするには

1. 表示オプションを設定する My webMethods ページにアクセスします。

2. 検索結果パネルウィンドウで、 をクリックして [プロパティ] を選択します。

3. [設定] タブをクリックします。

4. 含める列を指定するには、パネルの[列表示]セクションで、列を[選択済み]ボックスに移動
します。

5. 検索結果に列を表示する順序を指定するには、列名をリスト内で上下に移動します。

6. [適用] をクリックして列表示の変更を保存します。

検索結果の操作
次の表に、検索結果の使用方法と、検索結果の操作方法に関する詳細情報の参照先を示します。

参照先タスク

113ページの「検索結果のアイテムに対するア
クションの実⾏」

検索結果で返されたアイテムに対するアクショ
ンの実⾏。たとえば、エントリの編集などで
す。

114ページの「ワークスペースへの検索結果の
追加」

ワークスペースへの検索結果の追加

115ページの「.csvファイルへの検索結果のエク
スポート」

カンマ区切りテキストファイル (.csv ファイル)
への検索結果のエクスポート
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検索結果のアイテムに対するアクションの実行
通常は、検索結果にリストされたアイテムに対してアクションを実⾏できます。使用可能なアク
ションは、3 つのカテゴリに分類されます。

検索結果の複数のアイテムに対するアクション (1 つ以上のアイテムの削除など)

アイテムを追加するアクション

検索結果の 1 つのアイテムに対するアクション (アイテムの編集、アイテムについての詳細
の表示など)

特定の検索パネルで使用可能なアクションとアクションの実⾏方法の詳細については、タスクに
関する適切なマニュアルを参照してください。

検索結果の複数のアイテムに対するアクションの実行

検索結果の複数のエントリに対してアクションを実⾏できる場合、検索結果の上部に機能バーが
表示されます。機能バーには、実⾏できる各アクションのボタンが含まれます。たとえば、[監
視] > [ビジネス] > [プロセスインスタンス]ページには、1つ以上のプロセスインスタンスを再サ
ブミットできる [再サブミット] ボタンがあります。検索結果で、再サブミットする各プロセス
インスタンスをマーキングし、[再サブミット] をクリックします。

検索結果の複数のアイテムに対してアクションを行うには

1. チェックボックスを選択してアイテムを選択します。

検索結果のページに現在表示されているすべてのアイテムを選択するには、 をクリック
します。現在表示されているページで選択したすべてのアイテムを選択解除するには、
をクリックします。

2. アクションを実⾏するアイテムを選択したら、機能バーで適切なボタン (たとえば、[削除])
をクリックします。

ヒント:
すべての検索結果に対して同じアクションを実⾏する場合は、まず、検索結果に表示する
⾏数を更新して 1 ページにすべての検索結果を表示します。次に、 を使用して、検索
結果のすべてのアイテムを選択します。これによってすべてのアイテムに対して一度に同
じアクションを実⾏できます。設定の詳細については、111ページの「ページごとに表示
する検索結果の⾏数の定義」を参照してください。

アイテムの追加

アイテムを追加できる場合、アイテムの追加に使用できるボタンが機能バーに表示されます。た
とえば、[監視] > [システム全体] > [ルール] > [ルールリスト] ページには [ルールの作成] ボタン
があります。新規ルールを追加するには、[ルールの作成] をクリックします。
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アイテムを追加するには

通常「追加」または「作成」というラベルで示される追加ボタンをクリックします。

My webMethods で次のウィンドウが表示されたら、追加する新規アイテムの説明に必要な
情報を入力します。

検索結果の 1 つのアイテムに対するアクションの実行

検索結果の個別のアイテムに対してアクションを実⾏できる場合、アイテムの⾏にアクションア
イコンが表示されます。アクションアイコンは、列の表示を並べ替えて別の場所に配置しない限
り、右側に表示されます。

共通のアクションアイコンが2つあります。検索結果にあるアイテムの情報を編集する アイ
コンと、検索結果にあるアイテムの詳細情報を表示する アイコンです。

検索結果の 1 つのアイテムに対してアクションを行うには

アクションを実⾏するアイテムに対して適切なアイコンをクリックします。

ワークスペースへの検索結果の追加
ワークスペースに検索結果を追加できます。

重要:
固定期間を指定した条件が検索に含まれる場合 (たとえば、検索条件 [範囲] の [カスタム] オ
プションを使用してワークスペースに検索結果を追加した場合など)、データは静的です。つ
まり、表示されるデータは常に指定した固定期間のデータになります。検索条件 [範囲] の詳
細については、105 ページの「データの基本検索および高度な検索」を参照してください。

ワークスペースに検索結果を追加するには

1. ワークスペースに追加する検索結果を含むウィンドウのタイトルバーで、 をクリックしま
す。

2. [ワークスペースへ追加] を選択します。

3. [ワークスペースへ追加] ウィンドウで、検索結果を追加するワークスペースを検索します。

a. [キーワード] フィールドで、ワークスペースの検索に My webMethods が使用するキー
ワードを入力します。MywebMethodsは、指定したキーワードをワークスペース名およ
びワークスペースに割り当てられたキーワードと照合します。

b. [検索場所] フィールドで、照合するワークスペースを検索するフォルダを選択します。
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c. 自分が所有者であるフォルダのみを検索するか、他のユーザと共有しているフォルダも
検索するかを指定します。

自分が所有しているワークスペースのみを検索するには、[自分が所有するワークス
ペースのみインクルード] チェックボックスをオンにします。

自分がアクセスできるすべてのワークスペースを検索するには、[自分が所有するワー
クスペースのみインクルード] チェックボックスをオフにします。

d. [検索] をクリックします。

4. [結果] パネルで、検索結果を追加するワークスペースを選択します。

5. [追加] をクリックします。

.csv ファイルへの検索結果のエクスポート
検索結果パネルに [表のエクスポート] 機能が含まれている場合、検索結果をカンマ区切りテキ
ストファイル (.csv ファイル) にエクスポートできます。

[表のエクスポート] 機能は、非表示 (データのみ) または画面にレンダリングされている列がエ
クスポート可能にマークされている場合に、その列をエクスポートします。画面にレンダリング
されていない列は、エクスポート可能とマークされている場合でも、出力から省略されます。

検索結果を .csv ファイルにエクスポートすると、.csv ファイルを Microsoft Excel、Microsoft
Access、または .csv ファイル形式をサポートしているその他のアプリケーションにインポート
できます。

検索結果をエクスポートするには

1. 検索結果の右上にある [表のエクスポート] をクリックします。

2. [文字エンコーディング] リストから、使用する文字エンコーディングを選択します。

3. [エクスポート] をクリックします。

4. [保存] をクリックして、検索結果をファイルに保存します。

5. [名前を付けて保存] ダイアログボックスで、.csv ファイルを保存する場所を参照します。

6. [保存] をクリックします。
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