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画面説明 画面説明

画面説明

はじめに

本資料は クラウド型 通報サービス WebSAM Automatic Message Call が提供する各画面の説明で

す。

本資料では、WebSAM Automatic Message Call を「AMC」の略称で記載しております。

本資料では、WebSAM IT Process Management を「ITPM」の略称で記載しております。

http://localhost:8080/manual/


画面説明 1. 履歴管理

1. 履歴管理

1-1. 集計画面

個別表示（直近、日別、週別、月別）

全表示（すべて）

http://localhost:8080/manual/


項目名 説明

プロジ

ェクト

アラートの件数を確認したいプロジェクトを指定します。全プロジェクトの合計を確認す

る場合は「全PJ計」を、個々のプロジェクトの件数を確認する場合は確認したいプロジェ

クトを選択します。

件数リ

ンク先

指定

集計結果の件数をクリックした際のリンク先を指定します。件数に該当するパターン毎の

件数を確認する場合は「パターン別処理件数」を、件数に該当するアラート一覧を確認す

る場合は「エスカレーション履歴」を選択します。

表示期

間指定

アラート件数の表示期間を「直近」、「日別」、「週別」、「月別」、「すべて（全期

間）」から指定します。表示期間を「直近」、「日別」、「週別」、「月別」に設定した

場合は、集計結果と併せてグラフが表示されます。

アラー

ト
AMCで受信したアラートの件数を表示します。

パター

ンマッ

チ

AMCで受信したアラートの内、パターンにマッチしたアラートの件数を表示します。



項目名 説明

パター

ンアン

マッチ

AMCで受信したアラートの内、パターンにマッチしなかったアラートの件数を表示しま

す。

静観 通報を行わなかったアラートの件数を表示します。

メール
メール通報を行ったアラートの件数を表示します。また、通報処理が完了していない件数

を括弧で表示します。

電話
電話通報を行ったアラートの件数を表示します。また、通報処理が完了していない件数を

括弧で表示します。

Webhook
Webhook通報を行ったアラートの件数を表示します。また、通報処理が完了していない件

数を括弧で表示します。

HTTP
HTTPリクエスト通報を行ったアラートの件数を表示します。また、通報処理が完了してい

ない件数を括弧で表示します。

ITPM
ITPM連携を行ったアラートの件数を表示します。また、通報処理が完了していない件数を

括弧で表示します。

INFO

アクション(静観、メール、電話、Webhook、HTTP、ITPM)の件数には、件数指定パターン、及び

複合パターンの条件判定中のアラートはカウントしません。条件が成立、不成立が確定した場

合に件数としてカウントします。また、件数の集計方法は件数指定パターンにおいては、条件

が成立した場合は最後のアラートを通報対象とし、それ以外のアラートは静観としてカウント

します。複合パターンにおいては、条件が成立した場合、複合パターンを構成するパターンに

マッチしたアラートを静観としてカウントし、新たに複合のアラートとして＋1件カウントしま

す。複合静観の場合は静観に、複合エスカの場合は通報を行った対象にカウントします。

「ITPM」は、ITPM連携を利用するプロジェクトにのみ表示される項目です。

1-2. エスカレーション履歴一覧



1-2-1. 検索条件

項目名 説明 補足

プロジ

ェクト

アラートの履歴を確認したいプロジェクトを指定します。全

プロジェクトのアラートを確認する場合は「全PJ計」を、

個々のプロジェクトのアラートを確認する場合は確認したい

プロジェクトを選択します。

保存
検索条件を保存します。検索条件は、ユーザごとに保存しま

す。



項目名 説明 補足

読込

保存された検索条件を読み込みます。ユーザごとに保存され

ているため、異なる端末から同じログインIDでサインインし

た場合も使用します。

パター

ンタイ

プ

検索対象のパターンタイプの条件を指定します。

検索期

間

検索対象のアラートの期間を指定します。日時はAMCにアラー

トを送信した日時で判定します。

アラー

トタイ

プ

検索対象のアラートタイプの条件を指定します。

メール

通報

メール通報の有無で検索対象の絞り込みを行いたい場合に指

定します。メール通報を行ったものだけを検索したい場合は

「有」を、メール通報を行っていないものだけを検索したい

場合は「無」を選択します。

件数指定、及び複合パ

ターンを構成するパタ

ーンにマッチしたアラ

ートにおいて、条件判

定中のアラートは

「有」、「無」どちら

にもマッチします。

メール

通報状

態

メール通報を行ったものの中で、通報の処理状態で絞り込み

を行いたい場合に指定します。通報が完了していないものだ

けを検索したい場合は「未処理」を、通報が完了したものだ

けを検索したい場合は「完了」を選択します。

電話通

報

電話通報の有無で検索対象の絞り込みを行いたい場合に指定

します。電話通報を行ったものだけを検索したい場合は

「有」を、電話通報を行っていないものだけを検索したい場

合は「無」を選択します。

件数指定、及び複合パ

ターンを構成するパタ

ーンにマッチしたアラ

ートにおいて、条件判

定中のアラートは

「有」、「無」どちら

にもマッチします。



項目名 説明 補足

電話通

報状態

電話通報を行ったものの中で、通報の処理状態で絞り込みを

行いたい場合に指定します。通報が完了していないものだけ

を検索したい場合は「未処理」を、通報が完了したものだけ

を検索したい場合は「完了」を選択します。

Webhook

Webhook通報の有無で検索対象の絞り込みを行いたい場合に指

定します。Webhook通報を行ったものだけを検索したい場合は

「有」を、Webhook通報を行っていないものだけを検索したい

場合は「無」を選択します。

件数指定、及び複合パ

ターンを構成するパタ

ーンにマッチしたアラ

ートにおいて、条件判

定中のアラートは

「有」、「無」どちら

にもマッチします。

Webhook

状態

Webhook通報を行ったものの中で、通報の処理状態で絞り込み

を行いたい場合に指定します。通報が完了していないものだ

けを検索したい場合は「未処理」を、通報が完了したものだ

けを検索したい場合は「完了」を選択します。

HTTPリ

クエス

ト

HTTPリクエスト通報の有無で検索対象の絞り込みを行いたい

場合に指定します。HTTPリクエスト通報を行ったものだけを

検索したい場合は「有」を、HTTPリクエスト通報を行ってい

ないものだけを検索したい場合は「無」を選択します。

件数指定、及び複合パ

ターンを構成するパタ

ーンにマッチしたアラ

ートにおいて、条件判

定中のアラートは

「有」、「無」どちら

にもマッチします。

HTTPリ

クエス

ト状態

HTTPリクエスト通報を行ったものの中で、通報の処理状態で

絞り込みを行いたい場合に指定します。通報が完了していな

いものだけを検索したい場合は「未処理」を、通報が完了し

たものだけを検索したい場合は「完了」を選択します。



項目名 説明 補足

ITPM連

携

ITPM連携の有無で検索対象の絞り込みを行いたい場合に指定

します。ITPM連携でインシデント登録を行ったものだけを検

索したい場合は「有」を、ITPM連携でインシデント登録を行

っていないものだけを検索したい場合は「無」を選択しま

す。

件数指定、及び複合パ

ターンを構成するパタ

ーンにマッチしたアラ

ートにおいて、条件判

定中のアラートは

「有」、「無」どちら

にもマッチします。

ITPM連

携状態

ITPM連携でインシデント登録を行ったものの中で、ITPMへの

インシデント登録の処理状態で絞り込みを行いたい場合に指

定します。ITPMへのインシデント登録が完了していないもの

だけを検索したい場合は「未処理」を、ITPMへのインシデン

ト登録が完了したものだけを検索したい場合は「完了」を選

択します。

件数指

定ステ

ータス

件数指定パターンにマッチしたアラートにおいて、条件判定

のステータスで検索対象の絞り込みを行いたい場合に指定し

ます。件数指定の条件判定中のものだけを検索したい場合は

「判定中」を、条件が成立したものだけを検索したい場合は

「成立」を、条件が不成立のものだけを検索したい場合は

「不成立」を選択します。

複合ス

テータ

ス

複合パターンを構成する静観、または単発のパターンにマッ

チしたアラートにおいて、条件判定のステータスで検索対象

の絞り込みを行いたい場合に指定します。複合の条件判定中

のものだけを検索したい場合は「判定中」を、条件が成立し

たものだけを検索したい場合は「成立」を、条件が不成立の

ものだけを検索したい場合は「不成立」を選択します。

アラー

ト内容

アラートの件名、及び本文で検索対象を絞り込みたい場合に

指定します。アラート内容に指定した値を含むアラートを検

索します。



項目名 説明 補足

パター

ン名

マッチしたパターン名で検索対象を絞り込みたい場合に指定

します。パターン名に指定した値に部分一致したものを検索

します。

受信ノ

ード名

アラートの受信ノード名で検索対象を絞り込みたい場合に指

定します。受信ノード名に指定した値に部分一致したものを

検索します。

ノード

名

マッチしたノード名で検索対象を絞り込みたい場合に指定し

ます。

「全PJ計」を選択して

いる場合は指定できま

せん。

履歴ID
アラートの履歴IDで検索対象を絞り込みたい場合に指定しま

す。履歴IDに指定した値に部分一致したものを検索します。

確認状

態

確認欄のチェック状態で絞り込みたい場合に指定します。チ

ェックなしだけを検索したい場合は「未確認」を、チェック

ありだけを検索したい場合は「確認済」を選択します。

「件数」から表示でき

る関連するアラートの

確認状態は、検索対象

となりません。

INFO

検索条件は全てAND条件で検索します。

「アラートタイプ」の「API」はAPIアラート受信機能を利用するプロジェクトに所属している

場合のみ表示される項目です。

「ITPM連携」、「ITPM連携状態」はITPM連携を利用するプロジェクトに所属している場合のみ

表示される項目です。

1-2-2. 検索結果



項目

名
説明

表示

設

定　

検索結果に表示する項目名・表示順、表示形式を変更します。表示設定は、ユーザごとに保

存され、異なる端末から同じログインIDでサインインした場合も使用します。



表示項目設定

項目名 説明

アラート送

信日

時　　　

AMCにアラートを送信した日時を表示します。アラート送信日時のリンクをクリックし

た場合、アラートの詳細を表示します。アラート送信日時は、非表示・表示順変更で

きません。

通報日時 AMCでアラートの処理を開始した日時を表示します。

メール件名 アラートの件名を表示します。



項目名 説明

ノード名

アラートにマッチしたノード名を表示します。ノード名に任意の文字表現、または、

正規表現を利用している場合、ノード名に合致した実際の値を表示します。マッチし

たノード名が32文字以上の場合、32文字までを表示します。

パターン名
アラートにマッチしたパターン名を表示します。パターン名のリンクをクリックした

場合、パターンの詳細を表示します。

プロジェク

ト名
アラートを受信したプロジェクト名を表示します。

処理状態 通報の処理状態を「未処理」、「処理中」、「処理済」で表示します。

タイプ アラートにマッチしたパターンのタイプを表示します。

件数

集約、件数指定、複合パターンにマッチしたアラートにおいて、集約したアラートの

件数、件数指定の条件を満たしたアラートの件数、複合パターンの条件を満たしたア

ラートの件数を表示します。件数のリンクをクリックした場合、関連するアラートを

表示します。

通報設定 アラートの通報設定を表示します。

メール通報

結果
メール通報の処理状態を「未処理」、「処理中」、「完了」で表示します。

メール送信

日時
メール通報の送信日時を表示します。

電話通報結

果
電話通報の処理状態を「未処理」、「処理中」、「完了」で表示します。

電話通報処

理状

態　　　　

電話通報の各処理状態を「未連携」、「連携待ち」、「連携中」、「正常終了」、

「リトライ待ち」、「リトライオーバー」、「異常終了」、「スキップ」で表示しま

す。各処理状態の詳細については「1-3-8. 電話通報」の「処理状態」の項目を参照く

ださい。

http://localhost:8080/manual/docs/ref-history#1-3-8-%E9%9B%BB%E8%A9%B1%E9%80%9A%E5%A0%B1


項目名 説明

電話通知開

始日時
電話通報の各開始日時を表示します。

電話通知終

了日時
電話通報の各終了日時を表示します。

電話通報先

(連結)グル

ープ

各通報グループ名または連結通報グループ名を表示します。

電話通報先

要員
各要員を表示します。

発呼結果 電話通報の発呼結果を表示します。

通報時のコ

メント
通報時のコメントを表示します。

確認

履歴に対して、対応有無等の目的でチェック操作できる項目を表示します。チェック

状態は、履歴データとして保存されます。「件数」から表示できる関連するアラート

は、個別に確認状態を扱います。

アラートタ

イプ
アラートのタイプを「メール」、「API」、「到達監視」で表示します。

(メール本

文)
追加ボタンで、アラートメールの指定行を項目として追加します。

※ 集約パターンにマッチしたアラートは、集約元のアラートが検索結果に存在する場合、集約元にまと

めて表示します。

※ 件数指定の条件が成立したアラートは、条件が成立した最後のアラートが検索結果に存在する場合、

最後のアラートにまとめて表示します。

※ 複合パターンの条件が成立した場合、AMCでは条件が成立した最後のアラート情報を基に複合パターン

のログを作成します。エスカレーション一覧画面では本複合パターンのログが検索結果に存在する場合、



複合パターンを構成するパターンにマッチした個々のアラートは表示せず、複合パターンのログにまとめ

て表示します。

表示形式設定

項目名 説明

集約/件数

指定/複合

をまとめて

表示

集約/件数指定/複合タイプのアラートを１件にまとめて表示するか（有効）、各アラ

ートを表示するか（無効）を選択します。設定はCSVエクスポートにも反映されます。

まとめて表示が有効の場合は、以下の通りの表示となります。

　集約が成立した場合、条件が成立した最初のアラートにまとめて表示します。

　件数指定が成立した場合、条件が成立した最後のアラートにまとめて表示します。

　複合が成立した場合、複合パターンの履歴としてアラートをまとめて表示します。

　どのパターンにおいても、成立しなかった場合はまとめて表示されません。

INFO

まとめて表示無効時には、複合エスカに該当した各アラートを表示できますが、複合エスカの履歴

を表示することはできません。

1-3. エスカレーション履歴詳細

1-3-1. アラート



項目

名
説明

アラ

ート

タイ

プ

アラートのタイプを「メール」、「API」、「到達監視」で表示します。

送信

日時
AMCにアラートを送信した日時を表示します。

メー

ルサ

イズ

アラートメールのサイズを表示します。APIによるアラートの場合、表示されません。

差出

人
アラートの差出人を表示します。



項目

名
説明

受信

ノー

ド

名　

アラートにマッチしたノード名を表示します。ノード名に任意の文字表現、または、正規表

現を利用している場合、ノード名に合致した実際の値を表示します。マッチしたノード名が

32文字以上の場合、32文字までを表示します。

件名 アラートの件名を表示します。

本文 アラートの本文を表示します。URL部分はハイパーリンクで表示します。

1-3-2. エスカレーション

項目名 説明

履歴ID アラートを一意に特定するための履歴IDを表示します。

処理状態 通報の処理状態を「未処理」、「処理中」、「処理済み」で表示します。

プロジェクト名 プロジェクト名を表示します。

1-3-3. パターン



項目名 説明

パターンタイプ マッチしたパターンのタイプを表示します。

パターン名 マッチしたパターンのパターン名を表示します。

概要 マッチしたパターンの概要を表示します。

ノード名 マッチしたノード名を表示します。

組み合わせ条件

式
マッチしたパターンのキーワードの組み合わせ条件式を表示します。

部分一致 マッチしたパターンのキーワード条件の内容を表示します。

通報時のコメン

ト

マッチしたパターンのコメントを表示します。URL部分はハイパーリンクで表示し

ます。



項目名 説明

集約間隔 マッチしたパターンのタイプが集約の場合、集約間隔を表示します。

集約件数 マッチしたパターンのタイプが集約の場合、集約した件数を表示します。

1-3-4. 件数指定パターン

項目名 説明

件数指定ステー

タス

件数指定の条件判定のステータスを「未確定」、「確定(成立)」、「確定(未成

立)」で表示します。

指定件数 マッチした件数指定パターンの指定件数を表示します。

件数指定有効時

間
マッチした件数指定パターンの有効時間を表示します。

件数順番 何番目にマッチしたかを表示します。

1-3-5. 複合パターン(親)



項目名 説明

複合有効時

間
マッチした複合パターンの有効時間を表示します。

パターン名
複合パターンを構成している各パターンにマッチしたアラートのパターン名を表示し

ます。

ノード名
複合パターンを構成している各パターンにマッチしたアラートのノード名を表示しま

す。

送信日時
複合パターンを構成している各パターンにマッチしたアラートの送信日時を表示しま

す。

1-3-6. 複合パターン(子)

項目名 説明



項目名 説明

複合ステ

ータス　

複合パターンを構成している静観、または単発パターンの複合の条件判定のステータス

を「未確定」、「確定(成立)」、「確定(未成立)」で表示します。

1-3-7. メール通報

項目名 説明

メール通報設定 メール通報の有無を表示します。

メール通報結果 メール通報の結果を「未処理」、「完了」で表示します。

メール送信日時 メール通報を行った場合に、メールを送信した日時を表示します。

集約有無 メール通報の集約の有無を表示します。

送信方法 メール通報の送信方法(一括/個別)を表示します。

エスカレーション設定 メール通報の実行タイミングの設定を表示します。



項目名 説明

時間指定エスカレーショ

ン結果

メール通報が時間指定の場合に、処理状態を「未処理」、「処理中」、

「処理済み」で表示します。

時間指定エスカレーショ

ン予定時間
メール通報が時間指定の場合に、メール送信する時間を表示します。

宛先(TO) メール通報を行う宛先(TO)を表示します。

宛先(CC) メール通報を行う宛先(CC)を表示します。

宛先(BCC) メール通報を行う宛先(BCC)を表示します。

1-3-8. 電話通報

項目名 説明

電話通報

設定
電話通報の有無を表示します。



項目名 説明

電話通報

結果
電話通報の結果を「未処理」、「完了」で表示します。

電話送信

日時
電話通報を行った場合に、電話を送信した日時を表示します。

エスカレ

ーション

設定

電話通報の実行タイミングの設定を表示します。

時間指定

エスカレ

ーション

結果

電話通報が時間指定の場合に、処理状態を「未処理」、「処理中」、「処理済み」で表

示します。

時間指定

エスカレ

ーション

予定時間

電話通報が時間指定の場合に、電話通報する時間を表示します。

(連結)通

報グルー

プ名

電話通報を行う(連結)通報グループ名を表示します。



項目名 説明

処理状態

各(連結)通報グループの電話通報状態を「未連携」、「連携待ち」、「連携中」、「正

常終了」、「リトライ待ち」、「リトライオーバー」、「異常終了」、「スキップ」で

表示します。処理状態のリンクをクリックした場合、電話の発呼情報を表示します。

　未連携：通報処理が開始していない状態です。

　連携待ち：通報設定が「時間指定」の場合に通報時間まで待機している状態です。

　連携中：通報処理を行っている状態です。

　正常終了：「対応可能」と応答し、通報処理が終了した状態です。

　リトライ待ち：連結通報グループのリトライで、設定されたリトライ待ち時間が過ぎ

るまで待っている状態です。

　リトライオーバー：設定されたリトライ回数分リトライをしたが、誰も「対応可能」

と応答せず、通報処理が終了した状態です。

　異常終了：何らかの異常により通報処理が失敗し、通報処理を終了した状態です。

　スキップ：通報グループのシフトに設定されている要員で一つも有効になっている電

話番号が無い場合や設定されているシフトがない場合等で、通報先が一つも無く、通報

を行わず終了した状態です。

現リトラ

イ回数
連結通報グループの場合に、現在のリトライ回数を表示します。

通知開始

日時
電話通報を開始した日時を表示します。

通知終了

日時
電話通報が終了した日時を表示します。

1-3-9. 発呼情報



項目名 説明

電話通報先
電話の通報先を ([連結通報グループ名]>)[通報グループ名]>[要員名] の形式で表

示します。

発呼結果

電話通報の発呼結果を「未連携」、「発呼待ち」、「発呼開始」、「発信待ち」、

「呼び出し中」、「応答通話中」、「通話終了」、「通話ビジー」、「電話接続不

可」、「未応答通話終了」、「呼び出し中キャンセル」、「異常終了」、「リトラ

イ待ち」、「正常終了」、「リトライオーバー」、「致命的エラー」で表示しま

す。「電話接続不可」の要因については、発呼情報詳細画面のSIPレスポンスコード

の値を参考にしてください。電話番号が存在しない場合等が考えられます。

発呼開始日

時　　　　　

該当の要員に対しての電話通報の発呼を開始した日時を表示します。リトライ等で

複数回発呼している場合は最後に発呼した日時を表示します。

発呼終了日時
該当の要員に対しての電話通報の応答が終了した日時を表示します。リトライ等で

複数回発呼している場合は最後に応答した日時を表示します。

発呼情報詳細

詳細表示トグルをオンにすることで、発呼情報の詳細が表示されます。 詳細表示では、発呼結果が変更

になった日時とその時の発呼結果の状態が、全発呼分確認できます。



項

目

名

説明

日

時
発呼結果の状態が変更になった日時が表示されます。

電

話

通

報

先

電話の通報先を ([連結通報グループ名]>)[通報グループ名]>[要員名] の形式で表示します。

電

話

番

号

名

称

通報先の電話番号名称を表示します。



項

目

名

説明

状

態

電話通報の発呼結果を「発呼待ち」、「発呼開始」、「通話終了」、「通話ビジー」、「電話

接続不可」、「未応答通話終了」、「呼び出し中キャンセル」、「リトライ待ち」、「正常終

了」、「リトライオーバー」、「致命的エラー」で表示します。「電話接続不可」の要因につ

いては、SIPレスポンスコードの値を参考にしてください。電話番号が存在しない場合等が考

えられます。

応

答

結

果

発呼の応答結果を「未応答」、「通話後未応答」、「担当者ではない」、「対応可能」、「対

応不可」で表示します。

　未応答：発呼を行ったが、電話が取られず、発呼タイムアウトで終了しました。

　通話後未応答：電話が取られたが、途中で通話を切ったり、応答タイムアウト等で、応答が

ありませんでした。

　担当者ではない：「音声案内フロー」の「②身元確認内容」で「担当者ではない」と応答し

ました。

　対応可能：「対応可能」と応答しました。

　対応不可：「対応不可」と応答しました。

SIP

レ

ス

ポ

ン

ス

コ

ー

ド

音声通話のSIP（Session Initiation Protocol）レスポンスコードを表示します。電話通報の

発呼結果が「電話接続不可」の要因については、SIPレスポンスコードの値を参考にしてくだ

さい。

INFO

発呼情報詳細の日時は、発呼情報の発呼開始日時と発呼終了日時からずれる場合があります。

2022/02/15以前のエスカレーション履歴については、発呼情報の詳細情報が記録されていない

ため、詳細表示しても0件となります。

2022/07/12以前のエスカレーション履歴については、SIPレスポンスコードが記録されていない

ため、詳細表示しても空欄となります。

http://localhost:8080/manual/docs/func-cti#1-2-%E9%9F%B3%E5%A3%B0%E6%A1%88%E5%86%85%E3%83%95%E3%83%AD%E3%83%BC


1-3-10. HTTPリクエスト

項目名 説明

HTTPリクエスト設定 HTTPリクエストの有無を表示します。

HTTPリクエスト結果 HTTPリクエストの結果を「未処理」、「完了」で表示します。

HTTPリクエスト日時 HTTPリクエストを実行した日時を表示します。

HTTPリクエストURL HTTPリクエストを行うURLを表示します。

1-3-11. Webhook



項目名 説明項目名 説明

Webhook設定 Webhookの有無を表示します。

Webhook結果 Webhookの結果を「未処理」、「完了」で表示します。

Webhook日時 Webhookを実行した日時を表示します。

WebhookURL Webhookを行うURLを表示します。

1-3-12. ITPM連携

INFO

ITPM連携を利用するプロジェクトに所属している場合のみ、エスカレーション詳細画面にITPM連携

が表示されます。

ITPM連携が成功した場合のエスカレーション履歴詳細

項目名 説明

ITPM連

携設定
ITPM連携の有無を表示します。



項目名 説明

ITPM連

携結果
ITPM連携の結果を「未処理」、「完了」で表示します。

ITPM連

携日時
ITPM連携を実行した日時を表示します。

インシ

デント

番号

ITPM連携で登録したインシデントの番号を表示します。

アクシ

ョンフ

ロー

ITPM連携で登録したインシデントに対するアクションを表示します。（「インシデント登

録」、「受付」、「結果報告」、「クローズ承認」を矢印で繋いだ形式で表示します。）

インシ

デント

URL

ITPM連携で登録したインシデントにアクセスするためのURLを表示します。

ITPM連携が失敗した場合のエスカレーション履歴詳細



項目

名
説明

エラ

ー内

容

ITPM連携で発生したエラー内容を「実行権限無し」、「実行状態不正」、「レイアウト不一

致」、「必須エラー」、「属性エラー」、「桁数エラー」、「区分値エラー」、「データ未

存在」、「DB 例外」、「AP 例外」で表示します。

エラ

ーア

クシ

ョン

ITPM連携でエラーが発生したアクションを「インシデント登録」、「受付」、「結果報

告」、「クローズ承認」で表示します。

エラ

ー詳

細

ITPM連携が失敗した原因を表示します。

1-4. パターン別処理件数一覧

1-4-1. 検索条件



項目

名
説明

保存 検索条件を保存します。検索条件は、ユーザごとに保存します。

読込
保存された検索条件を読み込みます。ユーザごとに保存されているため、異なる端末から同

じログインIDでサインインした場合も使用します。



項目

名
説明

集計

種別

検索対象の集計種別を指定します。

　アラート：全アラートを検索します。

　パターンマッチ：パターンにマッチしたアラートを検索します。

　パターンアンマッチ：パターンにマッチしなかったアラートを検索します。

　静観：通報を行わなかったアラートを検索します。

　メール通報有効：メール通報を行ったアラートを検索します。

　メール通報未処理：メール通報が完了していないアラートを検索します。

　電話通報有効：電話通報を行ったアラートを検索します。

　電話通報未処理：電話通報が完了していないアラートを検索します。

　Webhook通報有効：Webhook通報を行ったアラートを検索します。

　Webhook通報未処理：Webhook通報が完了していないアラートを検索します。

　HTTPリクエスト通報有効：HTTPリクエスト通報を行ったアラートを検索します。

　HTTPリクエスト通報未処理：HTTPリクエスト通報が完了していないアラートを検索しま

す。

　ITPM連携有効：ITPM連携を行ったアラートを検索します。

　ITPM連携未処理：ITPM連携が完了していないアラートを検索します。

検索

期間

検索対象のアラートの期間を指定します。日時はAMCにアラートを送信した日時で判定しま

す。

INFO

「ITPM連携有効」、「ITPM連携未処理」はITPM連携を利用するプロジェクトに所属している場

合のみ表示される項目です。

1-4-2. 検索結果



項目名 説明

パターン

名

アラートにマッチしたパターン名を表示します。パターン名のリンクをクリックした場

合、パターンの詳細を表示します。

タイプ アラートにマッチしたパターンのタイプを表示します。

プロジェ

クト名
アラートを受信したプロジェクト名を表示します。

件数
該当パターンにマッチしたアラートの件数を表示します。件数のリンクをクリックした

場合、該当のアラートの一覧を表示します。

※複合パターンが成立したアラートは、複合パターン名で表示し、複合パターンを構成するパターン数に

関係なく、1件とカウントします。



画面説明 2. パターン管理

2. パターン管理

2-1. パターン登録

2-1-1. 基本設定

項目名 説明 補足

基本設

定　　　

パターンの情報とアラートメールに対するアクション

(パターンのタイプ)を指定します。

パターン

名

パターンの名前を指定します。例えば、パターンマッ

チの条件がわかるような名前を付けます。

概要
パターンの概要を記載できます。このパターンについ

ての補足情報をメモとして記載します。

http://localhost:8080/manual/


項目名 説明 補足

備考 パターンについての備考を記載できます。

備考はAMC組み込みマクロとし

て定義されないため、通報時の

コメント、音声案内などに挿入

することはできません。

タイプ アラートメールに対するアクションを選択します。

通報/静

観

通報の場合、単発・時間集約・件数指定から選択しま

す。静観の場合、パターンの条件にマッチした場合、

何もしません。対処不要なアラートメールをエスカレ

ーションしないようにします。

静観タイプでパターンマッチし

たことはエスカレーション履歴

に残ります。

単発
パターンの条件にマッチした場合、逐次、エスカレー

ションします。

単発タイプでパターンマッチし

たメール通報には、件名の先頭

に [単発] が付与されます。

2-1-2. 基本設定(集約)



項目名 説明 補足

時間集約す

る

一定時間内にパターンの条件にマッチした

場合、最初の1通目のみエスカレーションし

ます。アラートメールを時間により集約し

ます。

電話通報する場合、集約タイプを指定

することを推奨します。重複するアラ

ートのエスカレーションを少なくでき

ます。

集約間隔 集約したい時間の間隔を指定します。

集約通知

集約結果(何件集約したか)を通知するかど

うかを指定します。

「有効」を指定した場合、集約完了時に集

約結果がエスカレーションされます。

「無効」を指定した場合でも、集約開始時

に開始したことがエスカレーションされま

す。

電話通報の場合、集約通知の設定に関係な

く、集約開始時のみ電話が発呼されます。

集約開始メールは、件名の先頭に [集

約] が付与され、本文の先頭に集約時

間帯が付与されます。

集約結果メールは、件名の先頭に 【集

約n件】 (nは実際に集約した件数)が付

与されます。その他は集約開始メール

と同じ内容になります。



項目名 説明 補足

メール集

約　　　　

メール通報を集約するかどうかを指定しま

す。例えばメールと電話の両方で通報する

場合、メールは1件ずつ確認したい場合は

「集約しない」を選択します。

2-1-3. 基本設定(件数指定)

項目

名
説明 補足

件数

指定

す

る　

一定時間内に指定件数、パターンの条件にマッチした場

合、指定件数のタイミングでエスカレーションします。

アラートメールを件数により集約します。

件数指定タイプでパターンマッチ

したメール通報には、件名の先頭

に [件数] が付与されます。



項目

名
説明 補足

分以

内に
集約したい時間の範囲を指定します。

件

指定した時間内にパターンマッチした何件目のアラート

メールをエスカレーションするのかを件数で指定しま

す。

2-1-4. 基本設定(到達監視)

項目

名
説明

補

足

到達

監視

アラートメールの到達を監視し、監視期間の間に指定件数のアラートメールが来なけれ

ばエスカレーションします。



項目

名
説明

補

足

監視

方

式　

監視方式を指定します。定時監視では、開始時刻、終了時刻に指定した期間を監視しま

す。一定間隔では、監視間隔に指定した間隔で監視します。

開始

時

刻/

終了

時刻

監視方式に定時監視を選択した場合に、監視したい期間を指定します。

監視

間隔
監視方式に一定間隔を選択した場合に、監視したい時間の間隔を指定します。

件数

条件

指定した監視期間内に到達したアラートメールが何件未満の場合にエスカレーションす

るのかを指定します。

ノー

ド条

件

件数条件を判定する際に、条件設定に指定したノードを区別するかを指定します。区別

するを選択した場合、ノードごとにパターンにマッチしたアラートメール数をカウント

して件数条件と比較します。区別しないを選択した場合、単にパターンにマッチしたア

ラートメール数をカウントして件数条件と比較します。

INFO

到達監視の機能の詳細は アラート到達監視機能 を参照してください。

2-1-5. 適用期間

http://localhost:8080/manual/docs/func-alert-monitor


項目名 説明 補足

運用開

始日・

時間

パターンの運用を開始する日時を

指定します。

運用終

了日・

時間

パターンの運用を終了する日時を

指定します。

運用終了日・時間を過ぎたパター

ンはパターンマッチに使用されま

せん。

パターンの運用終了が未定の場合

(ずっと使用したい場合)、運用終

了日・時間を指定しないでおきま

す。



項目名 説明 補足

運用種

別

パターンの運用を曜日により指定

したい場合、「有効曜日」を選択

します。パターンの運用を毎月の

特定日に指定したい場合、「有効

日」を選択します。

有効月

パターンの運用を有効にする月を

選択します。特定の月だけパター

ンマッチするという運用が行えま

す。

デフォルトは毎月です。

プロジ

ェクト

休日に

パター

ンマッ

チを行

う

有効曜日とプロジェクト休日が重

なった場合でもパターンマッチを

行う場合に指定します。

プロジェクト休日はプロジェクト管理の「営業時間

設定」の「休日設定」で指定した休日が対象となり

ます。プロジェクト管理の「営業時間設定」の「営

業日」で選択しなかった曜日はプロジェクト休日の

対象にはなりません。

毎週

パターンの運用を有効にする曜日

を選択します。有効月の毎週特定

の曜日だけパターンマッチすると

いう運用が行えます。

特定週

パターンの運用を有効にする曜日

を選択します。有効月の第3日曜

日のように、特定の週と曜日だけ

パターンマッチするという運用が

行えます。

有効開

始時間

パターンの運用を各日の時間帯に

より指定したい場合、有効開始時

間を指定します。

特定の時間帯にパターンマッチしたい場合にのみ指

定します。

http://localhost:8080/manual/docs/ref-project#5-1-3-%E5%96%B6%E6%A5%AD%E6%99%82%E9%96%93%E8%A8%AD%E5%AE%9A
http://localhost:8080/manual/docs/ref-project#5-1-3-%E5%96%B6%E6%A5%AD%E6%99%82%E9%96%93%E8%A8%AD%E5%AE%9A


項目名 説明 補足

有効終

了時間

パターンの運用を各日の時間帯に

より指定したい場合、有効終了時

間を指定します。

特定の時間帯にパターンマッチしたい場合にのみ指

定します。

項目名 説明 補足

日

付　　

パターンの運用を有効にする日を指定します。有効月の特定の日だけパターンマッ

チするという運用が行えます。
　　

月

末　　

パターンの運用を月末のみ有効にする場合に選択します。有効月の末日だけパター

ンマッチするという運用が行えます。
　　

2-1-6. 条件設定

2-1-6-1. ノード設定



項目名 説明 補足

ノード選

択　　　

登録したノードをパターンマッチの条件にしたい場

合、ノード選択画面に遷移してノードを選択します。

ノードを登録していない場合は設定不要です。設定し

ない場合はノードによるパターンマッチは行われませ

ん。

ノードの登録はノード管理で行

います。ノードはパターンマッ

チの条件としてアラートメール

送信元の識別などに使用できま

す。

他の条件設定(キーワード条

件、送信元アドレス、宛先アド

レス)を行った場合、合わせた

条件でパターンマッチできま

す。

ノード情

報

ノード情報をアラートメールから検索する場所を「件

名」か「本文」かで指定します。

項目

名
説明 補足

本文

検索

範囲

ノード情報に「本文」を指定した場合に、アラートメール本文の開始行と終了行の

範囲を指定します。指定しない場合は本文全体を検索します。
　　



項目

名
説明 補足

ノー

ド
表中のノードからダブルクリックで選択したものが表示されます。 　　

優先

順位

設定

マッチするノードの優先順位を設定する場合は、押下してノード優先順設定画面に

遷移します。設定しない場合は、表示されている順でパターンマッチが行われま

す。

　　



項

目

名

説明 補足

選

択

ノードを選択して画面上部の矢印を指定することで、ノードの優先順を変更できま

す。優先順の高いノードからマッチ判定を行います。
　　

INFO

パターンのノードに設定した優先度は、パターン一覧でも確認できます。ノードが優先度順に表示

されるので、マッチ判定の順序を確認できます。



2-1-6-2. キーワード条件設定

項目名 説明 補足

検索箇所
キーワードをアラートメールから検索する場

所を「件名」「本文」から選択します。

本文検索

範囲

検索箇所で「本文」を選択した場合に、アラ

ートメール本文の開始行と終了行の範囲を指

定します。指定しない場合は本文全体を検索

します。

比較区分

キーワードで指定した内容の比較区分を「含

む」「含まない」「正規表現」から選択しま

す。

「含む」の場合は部分一致になります。

完全一致をさせたい場合は、正規表現を

選択して適切に表記ください。



項目名 説明 補足

キーワー

ド

パターンマッチの条件とするキーワードの文

字列を指定します。パターンマッチの条件と

してアラートメールの件名または本文に含ま

れる特定の文字列をキーワードとして識別し

ます。

キーワードを指定しない(空欄の)場合、

すべてのアラートメールがマッチされま

す。(メンテナンスなどで短期間一時的

に全メールを静観する運用などに使用で

きます。)

他の条件設定(ノード設定、送信元アド

レス、宛先アドレス)を行った場合、合

わせた条件でパターンマッチできます。

組み合わ

せ条件

式　　　

複数のキーワードを指定した場合に、キーワ

ード条件の定義名と条件式を使用して、組合

せ条件式を指定します。

キーワードが1つだけの場合は組み合わせ条

件式に「KEY1」と指定します。

条件式には「AND」「OR」「(」「)」が指定

できます。例えば、「KEY1 AND KEY2」と指

定します。

キーワード条件確認

キーワード条件設定の比較区分で「正規表現」を選択すると、キーワード条件確認のアイコンが表示され

ます。アイコンをクリックすると、キーワード条件確認ダイアログが表示され、設定したキーワードで対

象文字列にマッチするか判定を表示します。対象文字列にアラートメールの一部を入力して簡易的にキー

ワードの正規表現が正しいかを確認できます。

INFO

パターンの追加、編集時のみ利用できます。詳細表示時には、アイコンが表示されません。



項目名 説明

キーワード
キーワードに設定した正規表現が表示されます。変更する場合は、ダイアログを閉じ

てパターン編集画面で設定し直します。

判定対象の

文字列

判定対象の文字列を入力します。アラートメールの一部を入力して、正規表現のキー

ワードが正しいか確認します。

チェック クリックすると、判定結果とマッチした文字列が表示されます。

判定結果 マッチ、または、アンマッチが表示されます。

マッチした

文字列
判定の結果、マッチしたキーワードの正規表現にマッチした文字列が表示されます。

正規表現の記法

正規表現の主な記法は以下の通りです。詳細はこちらをご確認下さい。

https://docs.oracle.com/javase/jp/8/docs/api/java/util/regex/Pattern.html


構文 マッチ構文 マッチ

\\ バックスラッシュ文字

\t タブ文字(「\u0009」)

[abc] a、b、またはc (単純クラス)

[^abc] a、b、c以外の文字(否定)

[a-zA-Z] a - zまたはA - Z (範囲)

[a-d[m-p]] a - dまたはm - p: [a-dm-p] (結合)

[a-z && [def]] d、e、またはf (交差)

[a-z && [^bc]] a - z (bとcを除く): [ad-z] (減算)

[a-z && [^m-p]] a - z (m - pを除く): [a-lq-z] (減算)

. 任意の文字(行末記号とマッチする場合もある)

\d 数字: [0-9]

\D 数字以外: [^0-9]

\s 空白文字: [\t\n\x0B\f\r]

\S 非空白文字: [^\s]

\w 単語構成文字: [a-zA-Z_0-9]

\W 非単語文字: [^\w]

\p{Lower} 小文字の英字: [a-z]

\p{Upper} 大文字の英字: [A-Z]



構文 マッチ

\p{ASCII} すべてのASCII文字: [\x00-\x7F]

\p{Alpha} 英字: [\p{Lower}\p{Upper}]

\p{Digit} 10 進数字: [0-9]

\p{Alnum} 英数字: [\p{Alpha}\p{Digit}]

\p{Punct} 句読文字: One of !"#$%&'()*+,-./:;<=>?@[\]^_`{|}~

\p{Blank} 空白またはタブ: [\t]

^ 行の先頭

$ 行の末尾

X? X、1または0回

X* X、0回以上

X+ X、1回以上

X{n} X、n回

X{n,} X、n回以上

X{n,m} X、n回以上、m回以下

X?? X、1または0回

X*? X、0回以上

X+? X、1回以上

X{n}? X、n回



構文 マッチ

X{n,}? X、n回以上

X{n,m}? X、n回以上、m回以下

XY Xの直後にY

X|Y XまたはY

2-1-6-3. 送信元アドレス条件設定

項目名 説明 補足

比較区

分

送信元アドレスで指定した内容の比較区分を「含

む」「含まない」から選択します。

送信元

アドレ

ス

パターンマッチの条件とする送信元アドレスの文

字列を指定します。パターンマッチの条件として

アラートメールの送信元アドレス(Fromアドレス)

を識別します。

他の条件設定(ノード設定、キーワ

ード条件、宛先アドレス)を行った

場合、合わせた条件でパターンマッ

チできます。



項目名 説明 補足

組み合

わせ条

件

式　　

複数の送信元アドレスを指定した場合に、送信元

アドレス条件の定義名と条件式を使用して、組合

せ条件式を指定します。

送信元アドレスが1つだけの場合は組み合わせ条件

式に「FROM1」と指定します。

条件式には「AND」「OR」「(」「)」が指定できま

す。例えば、「FROM1 OR FROM2」と指定します。

2-1-6-4. 宛先アドレス条件設定

項目名 説明 補足

比較区

分

宛先アドレスで指定した内容の比較区分を「含

む」「含まない」から選択します。

検索箇

所

宛先アドレスをアラートメールから検索する場所

を「TO」「CC」「TO, CC」から選択します。「TO,

CC」はTOとCCの両方を検索します。

宛先ア

ドレス

パターンマッチの条件とする宛先アドレスの文字

列を指定します。パターンマッチの条件としてア

ラートメールの宛先アドレス(TOやCCのアドレス)

を識別します。

他の条件設定(ノード設定、キーワー

ド条件、送信元アドレス)を行った場

合、合わせた条件でパターンマッチ

できます。



項目名 説明 補足

組み合

わせ条

件

式　　

複数の宛先アドレスを指定した場合に、宛先アド

レス条件の定義名と条件式を使用して、組合せ条

件式を指定します。

宛先アドレスが1つだけの場合は組み合わせ条件式

に「TO1」と指定します。

条件式には「AND」「OR」「(」「)」が指定できま

す。例えば、「(TO1 OR TO2) AND TO3」と指定し

ます。

2-1-7. 通報設定

項目名 説明 補足

通報時のコ

メン

ト　　　　

指定すると、メール通報時に

本文の先頭(1行目から)にコ

メントが付加されます。

プロジェクト管理の「メール通報設定－HTMLメール送

信」を「する」に指定した場合(HTML形式で通報する

場合)、コメントは付加されません。

※HTMLメールをテキスト形式で通報する場合には上記

設定を「しない」に指定することで、コメントを付加

できます。

※マクロ設定 を使用して通報内容のカスタマイズが

可能です。

マクロ定義挿入画面

マクロ定義挿入ボタンを押下すると、マクロ定義挿入画面が開きます。

マクロ定義挿入画面では、マクロ設定 で作成したマクロや AMC組み込みマクロ を通報時のコメントのカ

ーソル位置へ挿入できます。

http://localhost:8080/manual/docs/ref-project#5-1-9-%E3%83%9E%E3%82%AF%E3%83%AD%E8%A8%AD%E5%AE%9A
http://localhost:8080/manual/docs/ref-project#5-1-9-%E3%83%9E%E3%82%AF%E3%83%AD%E8%A8%AD%E5%AE%9A
http://localhost:8080/manual/docs/ref-project#amc%E7%B5%84%E3%81%BF%E8%BE%BC%E3%81%BF%E3%83%9E%E3%82%AF%E3%83%AD


2-1-7-1. メール通報



項目名 説明 補足項目名 説明 補足

メール通

報

パターンの条件にマッチした場合にメールで通

報するかどうかを指定します。「無効」を指定

した場合、メール通報は行われません。

エスカレ

ーション

設

定　　　

エスカレーション(通報)のタイミングを指定し

ます。

「即時」を指定すると、パターンの条件にマッ

チしたした場合に、即時に通報します。

「時間指定」を指定すると、パターンの条件に

マッチしたした場合かつプロジェクトの営業時

間外の場合に、翌日または翌営業日に通報しま

す。「時間指定」を指定していても、プロジェ

クトの営業時間内にアラートが発生した場合は

即時に通報されます。

プロジェクトの営業時間は、プロジ

ェクト管理の「営業時間設定」で指

定します。「営業日」で選択しなか

った曜日や「休日設定」で休日と指

定した日はプロジェクトの営業時間

外となります。

メール送

信方法

メール通報と集約通知の送信方法(一括/個別)を

指定します。「一括」を選択すると、複数の宛

先に対し１つのメール通報、集約通知をしま

す。「個別」を選択すると、宛先(TO)に対し個

別にメール通報、集約通知をします。

「個別」を指定した場合、CC、BCC

にはメール通報、集約通知はされま

せん。

TO メール通報の宛先(TO)を指定します。

要員管理に登録済みのメールアドレ

ス、または通報グループ管理に登録

済みの通報グループから選択できま

す。

CC メール通報の宛先(CC)を指定します。

BCC メール通報の宛先(BCC)を指定します。

http://localhost:8080/manual/docs/ref-project#5-1-3-%E5%96%B6%E6%A5%AD%E6%99%82%E9%96%93%E8%A8%AD%E5%AE%9A


項目名 説明 補足

エスカレー

ション予定

日

エスカレーション設定で「時間指定」を指定

した場合に、予定日を指定します。

「翌日」を措定することで、プロジェクトの

営業時間外にアラートが発生した場合に翌日

に通報します。

「翌営業日」を措定することで、プロジェク

トの営業時間外にアラートが発生した場合に

翌営業日に通報します。例えば、プロジェク

トの営業日が月〜金曜日の設定で、土曜日に

アラートが発生した場合は次の月曜日に通報

します。

「時間指定」を指定していても、プ

ロジェクトの営業時間内にアラート

が発生した場合は即時に通報されま

す。

プロジェクトの営業時間は、プロジ

ェクト管理の「営業時間設定」で指

定します。「営業日」で選択しなか

った曜日や「休日設定」で休日と指

定した日はプロジェクトの営業時間

外となります。

エスカレー

ション予定

時

間　　　　

エスカレーション設定で「時間指定」を指定

した場合に、通報予定の時間を指定します。

「プロジェクト始業時間」を指定した場合、

プロジェクトの営業開始時間に通報します。

「指定時間」を指定した場合、エスカレーシ

ョン時間で設定した時刻に通報します。

プロジェクトの営業開始時間は、プ

ロジェクト管理の「営業時間設定」

の「営業開始時間」で指定します。

エスカレー

ション時間

エスカレーション予定時間で「指定時間」を

指定した場合に、通報予定の時刻を指定しま

す。

http://localhost:8080/manual/docs/ref-project#5-1-3-%E5%96%B6%E6%A5%AD%E6%99%82%E9%96%93%E8%A8%AD%E5%AE%9A
http://localhost:8080/manual/docs/ref-project#5-1-3-%E5%96%B6%E6%A5%AD%E6%99%82%E9%96%93%E8%A8%AD%E5%AE%9A


CAUTION

メールサーバへの接続障害などでメール通報できなかった場合は、10分間隔で再送信を行いま

す。メール通報再送信は最大24時間行い、24時間以内に送信が完了しなかった場合はメール通

報失敗となります。

2-1-7-2. 電話通報

項目名 説明 補足

電話通報

パターンの条件にマッチした場合に電話で通報するかどうかを

指定します。「無効」を指定した場合、電話通報は行われませ

ん。



項目名 説明 補足

エスカレ

ーション

設

定　　　

エスカレーション(通報)のタイミングを指定します。

「即時」を指定すると、パターンの条件にマッチしたした場合

に、即時に通報します。

「時間指定」を指定すると、パターンの条件にマッチしたした

場合かつプロジェクトの営業時間外の場合に、翌日または翌営

業日に通報します。「時間指定」を指定していても、プロジェ

クトの営業時間内にアラートが発生した場合は即時に通報され

ます。

プロジェクトの営業

時間は、プロジェク

ト管理の「基本設定

－営業時間設定」で

指定します。

(連結)通

報グルー

プ

電話通報の通報先として通報グループ(または連結通報グルー

プ)を指定します。

通報グループ(または

連結通報グループ)の

登録は通報グループ

管理で行います。

リトライ

回数

通報グループの電話通報が完了しなかった場合のリトライ回数

を指定します。

連結通報グループ選

択時のみ指定可能で

す。

リトライ

待ち時間
リトライ回数でリトライするまでの待ち時間を指定します。

連結通報グループ選

択時のみ指定可能で

す。

項目名 説明 補足



項目名 説明 補足

エスカレー

ション予定

日

エスカレーション設定で「時間指定」を指定した場合

に、予定日を指定します。

「翌日」を措定することで、プロジェクトの営業時間外

にアラートが発生した場合に翌日に通報します。

「翌営業日」を措定することで、プロジェクトの営業時

間外にアラートが発生した場合に翌営業日に通報しま

す。例えば、プロジェクトの営業日が月〜金曜日の設定

で、土曜日にアラートが発生した場合は次の月曜日に通

報します。

「時間指定」を指定して

いても、プロジェクトの

営業時間内にアラートが

発生した場合は即時に通

報されます。

エスカレー

ション予定

時

間　　　　

エスカレーション設定で「時間指定」を指定した場合

に、通報予定の時間を指定します。

「プロジェクト始業時間」を指定した場合、プロジェク

トの営業開始時間に通報します。

「指定時間」を指定した場合、エスカレーション時間で

設定した時刻に通報します。

プロジェクトの営業開始

時間は、プロジェクト管

理の「基本設定－営業時

間設定」で指定します。

エスカレー

ション時間

エスカレーション予定時間で「指定時間」を指定した場

合に、通報予定の時刻を指定します。

2-1-7-3. Webhook設定

項目名 説明 補足

Webhook

パターンの条件にマッチした場合にWebhookで通報するかどうかを指定します。

Webhookの設定は、プロジェクト管理の「Webhook設定」で行います。WebHookでは

通報内容をPOSTすることで異なるサービスとの連携が行えます。

　　



2-1-7-4. HTTPリクエスト設定

項目名 説明 補足

HTTPリクエ

スト

パターンの条件にマッチした場合にHTTPリクエストで通報

するかどうかを指定します。HTTPリクエストの設定は、プ

ロジェクト管理の「HTTPリクエスト設定」で行います。

HTTPリクエストでは通報時に特定のURLへのGETを行うこと

で異なるサービスとの連携が行えます。

HTTPリクエ

スト選

択　　　　

HTTPリクエストの設定を選択します。

URL

HTTPリクエストに使用するURLを指定します。「URL反映」

ボタンにより、選択したHTTPリクエスト設定のURLが反映

されます。

プロジェクト管理の

「HTTPリクエスト設定」

で行ったURL設定を流用

できますが、本設定にて

異なる内容を指定できま

す。

2-1-7-5. ITPM連携設定

INFO

ITPM連携を利用するプロジェクトのみ、ITPM連携設定を行えます。



項目

名
説明

補

足

ITPM

連携

パターンの条件にマッチした場合にITPMへインシデント情報の連携をするかどうかを指

定します。ITPM連携の設定は、プロジェクト管理の「ITPM連携設定」で行います。ITPM

連携では、発生したアラートをインシデントとしてITPMへ登録することができます。

ITPMへのアクションとして、「インシデント登録」、「受付」、「結果報告」、「クロ

ーズ承認」が行えます。

CAUTION

ITPMへリクエストを送信できなかった場合は、10分間隔で送信を行います。リクエストの再送

は最大24時間行い、24時間以内に送信が完了しなかった場合はITPM連携の失敗となります。



項

目

名

説明 補足

外

部

公

開

ITPMへ登録するインシデントの外部公開設定を「公開」、

「非公開」で設定します。

重

要

度

ITPMへ登録するインシデントの重要度を指定します。

ITPMの重要度情報が選択肢に表示

されます。重要度はITPMの

[SysAdmin]-[参照系区分マスタ]-

[重要度]の情報を参照します。



項

目

名

説明 補足

緊

急

度

ITPMへ登録するインシデントの緊急度を指定します。

ITPMの緊急度情報が選択肢に表示

されます。緊急度はITPMの

[SysAdmin]-[参照系区分マスタ]-

[緊急度]の情報を参照します。

受

付

先

組

織

ITPMへ登録するインシデントの受付先組織を指定します。

ITPMの組織情報が選択肢に表示さ

れます。組織情報はITPMの

[SysAdmin]-[ユーザ管理]-[組織

情報]の情報を参照します。

報

告

先

組

織

ITPMへ登録するインシデントの報告先組織を指定します。

ITPMの組織情報が選択肢に表示さ

れます。組織情報はITPMの

[SysAdmin]-[ユーザ管理]-[組織

情報]の情報を参照します。

カ

テ

ゴ

リ

ITPMへ登録するインシデントのカテゴリを指定します。

ITPMのカテゴリ情報が選択肢に表

示されます。カテゴリはITPMの

[SysAdmin]-[機能設定マスタ]-

[カテゴリ]の情報を参照します。

案

件

名

ITPMへ登録するインシデントの案件名を指定します。「案

件名をアラートメールの件名と同じにする」にチェックを

入れた場合は、発生したアラートメールの件名をインシデ

ントの案件名としてITPMへ登録します。

詳

細

内

容

ITPMへ登録するインシデントの詳細を指定します。「詳細

内容をアラートメールの本文と同じにする」にチェックを

入れた場合は、発生したアラートメールの本文をインシデ

ントの詳細内容としてITPMへ登録します。



項

目

名

説明 補足



項

目

名

説明 補足

ア

ク

シ

ョ

ン

ITPM連携で実施するアクション

を「インシデント登録」、「受

付」、「結果報告」、「クロー

ズ承認」で指定します。ITPM連

携を行う場合は「インシデント

登録」は必須項目となります。

ITPM連携で実施するアクションは「インシデント登録」

→「受付」→「結果報告」→「クローズ承認」の順番で行

います。そのため、実施するアクションの前提となるアク

ションは必須となることにご注意ください。例えば、「結

果報告」を指定する場合は「インシデント登録」、「受

付」も指定する必要があります。

インシデント登録

項目名 説明
補

足

アクショ

ンコメン

ト

インシデント登録アクションに対するコメントを指定します。指定したコメント

は、インシデント登録時のコメントとしてITPMへ登録します。

受付

項目名 説明
補

足

アクシ

ョンコ

メント

受付アクションに対するコメントを指定します。指定したコメントは、受付時のコ

メントとしてITPMへ登録します。未入力の場合は、ITPMへ「なし」を登録します。

結果報告

項

目

名

説明 補足



項

目

名

説明 補足

対

応

内

容

インシデントに対する対応内容を指定します。指

定した対応内容は、結果報告時の対応内容として

ITPMへ登録します。

処

置

結

果

区

分

インシデントに対する処置結果区分を指定しま

す。

ITPMのクローズ情報が選択肢に表示さ

れます。クローズ情報はITPMの

[SysAdmin]-[参照系区分マスタ]-[クロ

ーズ]の情報を参照します。

実

績

工

数

インシデント対応に要した工数を指定します。未

入力の場合はITPMへ0を登録します。

ア

ク

シ

ョ

ン

コ

メ

ン

ト

結果報告アクションに対するコメントを指定しま

す。指定したコメントは、結果報告時のコメント

としてITPMへ登録します。未入力の場合は、ITPM

へ「なし」を登録します。

クローズ承認

項目名 説明
補

足



項目名 説明
補

足

アクシ

ョンコ

メント

クローズ承認アクションに対するコメントを指定します。指定したコメントは、ク

ローズ承認時のコメントとしてITPMへ登録します。未入力の場合は、ITPMへ「な

し」を登録します。

2-2. パターン優先順設定

項目名 説明 補足

選

択　　

パターンを選択して画面上部の矢印を指定すること

で、パターンの優先順を変更できます。優先順の高

いパターンからマッチ判定を行います。

パターンの優先度は、上から順にマ

ッチ判定を行い、合致したパターン

設定に基づいて処理します。

合致した場合、後続のパターンにつ

いてはマッチ判定は行われません。

2-3. 複合パターン登録

2-3-1. 基本設定



項目名 説明 補足

複合パタ

ーン

名　　　

複合パターンの名前を指定します。

例えば、複合パターンマッチの条件

がわかるような名前を付けます。

複数のアラートメールを関連付けて、通報したり

静観する運用を手助けするのが複合パターンによ

るパターンマッチです。複数のパターンを組み合

わせてパターンマッチし、通報します。

概要

複合パターンの概要を記載できま

す。この複合パターンについての補

足情報をメモとして記載します。

備考
複合パターンについての備考を記載

できます。

備考はAMC組み込みマクロとして定義されないた

め、通報時のコメント、音声案内などに挿入する

ことはできません。

タイプ
複合パターンに対するアクションを

選択します。

静観

複合パターンの条件にマッチした場

合、何もしません。複数のアラート

メールの発生状況に応じてエスカレ

ーションしないようにします。

障害のアラート発生後、回復のアラートが発生し

た場合は通報しないといった運用が行えます。



項目名 説明 補足

単発
複合パターンの条件にマッチした場

合、エスカレーションします。

複数の異なるアラートが時間内に発生した場合に

通報するといった運用が行えます。

複合有効

時間

複合パターンの有効時間を指定しま

す。最初にパターンにマッチした時

間からの経過時間が複合有効時間と

なります。

複合パターンのマッチ条件は複合有

効時間内に(複合条件選択で選択し

た)複数のパターンがマッチするか

どうかです。

2-3-1-1. 複合条件設定

項目名 説明 補足



項目名 説明 補足

優先順

複数パターンの順番を指定してマッチ条

件にするかどうかを指定します。

「有効」を指定した場合、複合条件に選

択したパターンの優先順の順番でマッチ

することが条件になります。

「無効」を指定した場合、複合条件に選

択したパターンがどの順番で発生しても

複合有効時間内であればマッチとみなし

ます。

複合条件

選

択　　　

複合パターンとして使用するパターンを

選択します。

複合パターンとして使用するパターン(単発

または静観タイプ)を前もって複数登録し、

パターンの優先順を設定しておく必要があり

ます。

複合パターンで選択すると、そのパターンは

複合パターン専用となり、単独のパターンと

してのマッチ利用はできなくなります。

選択
パターンを選択して画面上部の矢印を指

定することで、優先順を変更できます。

ノード条

件比較

複合パターンの条件成立に、ノード比較

を行うかどうかを指定します。

チェックが有効の場合、複合条件で選択した

パターンに一致した受信メールのノードが同

じ値である場合に複合条件が成立となりま

す。

2-3-2-3. 複合条件選択



項目名 説明 補足

選

択　　

複合パターンとして組み合わせるパターンを

選択します。

複合パターンで利用できるパターンは単発ま

たは静観タイプの2種類です。(時間集約、件

数指定、到達監視のパターンは選択できませ

ん。)

1つの複合パターンで選択したパターンは、

他の複合パターンからは選択して使用できま

せん。

選択するパターンは複合パターン専用に

用意します。

複合パターンで選択すると、そのパター

ンは複合パターン専用となり、単独のパ

ターンとしてのマッチ利用はできなくな

ります。

2-3-2. 適用期間



項目名 説明 補足

運用開始

日

複合パターンの運用を開始する年

月日を指定します。

複合パターンと構成する各パターンともに、スケ

ジュールの適用期間が適切な範囲になっているこ

とを確認してください。

構成する各パターンの適用期間が範囲外の場合(各

パターンの運用終了日を過ぎた場合)、アラートが

発生しても(各パターン単独の)パターンアンマッ

チになります。



項目名 説明 補足

運用終了

日

複合パターンの運用を終了する年

月日を指定します。

運用終了日を過ぎた複合パターン

はパターンマッチに使用されませ

ん。

複合パターンの運用終了が未定の

場合(ずっと使用したい場合)、運

用終了日を指定しないでおきま

す。

複合パターンの適用期間が範囲外の場合(運用終了

日を過ぎた場合)、複合パターンは無効となり、構

成する各パターン単独のパターンマッチになって

しまいます。

運用種別

複合パターンの運用を曜日により

指定したい場合、「有効曜日」を

選択します。パターンの運用を毎

月の特定日に指定したい場合、

「有効日」を選択します。

プロジェ

クト休日

にパター

ンマッチ

を行

う　　　

有効曜日とプロジェクト休日が重

なった場合でもパターンマッチを

行う場合に指定します。

プロジェクト休日はプロジェクト管理の「営業時

間設定」の「休日設定」で指定した休日が対象と

なります。プロジェクト管理の「営業時間設定」

の「営業日」で選択しなかった曜日はプロジェク

ト休日の対象にはなりません。

有効月

複合パターンの運用を有効にする

月を選択します。特定の月だけパ

ターンマッチするという運用が行

えます。

デフォルトは毎月です。

毎週

複合パターンの運用を有効にする

曜日を選択します。有効月の毎週

特定の曜日だけパターンマッチす

るという運用が行えます。

http://localhost:8080/manual/docs/ref-project#5-1-3-%E5%96%B6%E6%A5%AD%E6%99%82%E9%96%93%E8%A8%AD%E5%AE%9A
http://localhost:8080/manual/docs/ref-project#5-1-3-%E5%96%B6%E6%A5%AD%E6%99%82%E9%96%93%E8%A8%AD%E5%AE%9A


項目名 説明 補足

特定週

複合パターンの運用を有効にする

曜日を選択します。有効月の第3

日曜日のように、特定の週と曜日

だけパターンマッチするという運

用が行えます。

有効開始

時間

複合パターンの運用を各日の時間

帯により指定したい場合、有効開

始時間を指定します。

特定の時間帯にパターンマッチしたい場合にのみ

指定します。

有効終了

時間

複合パターンの運用を各日の時間

帯により指定したい場合、有効終

了時間を指定します。

特定の時間帯にパターンマッチしたい場合にのみ

指定します。

項目名 説明 補足

日

付　　

複合パターンの運用を有効にする日を指定します。有効月の特定の日だけパターン

マッチするという運用が行えます。
　　



項目名 説明 補足

月

末　　

複合パターンの運用を月末のみ有効にする場合に選択します。有効月の末日だけパ

ターンマッチするという運用が行えます。
　　

2-3-4. 通報設定

項目名 説明 補足

通報時の

コメン

ト　　　

指定すると、メー

ル通報時に本文の

先頭(1行目から)

にコメントが付加

されます。

プロジェクト管理の「メール通報設定－HTMLメール送信」を「す

る」に指定した場合(HTML形式で通報する場合)、コメントは付加

されません。※HTMLメールをテキスト形式で通報する場合には上

記設定を「しない」に指定することで、コメントを付加できま

す。

2-3-4-1. メール通報



項目名 説明 補足

メール

通報

複合パターンの条件にマッチした場合にメールで

通報するかどうかを指定します。「無効」を指定

した場合、メール通報は行われません。

エスカ

レーシ

ョン設

定　　

エスカレーション(通報)のタイミングを指定しま

す。

「即時」を指定すると、複合パターンの条件にマ

ッチしたした場合に、即時に通報します。

「時間指定」を指定すると、複合パターンの条件

にマッチしたした場合かつプロジェクトの営業時

間外の場合に、翌日または翌営業日に通報しま

す。「時間指定」を指定していても、プロジェク

トの営業時間内にアラートが発生した場合は即時

に通報されます。

プロジェクトの営業時間は、プロジ

ェクト管理の「営業時間設定」で指

定します。「営業日」で選択しなか

った曜日や「休日設定」で休日と指

定した日はプロジェクトの営業時間

外となります。

メール

送信方

法

メール通報の送信方法(一括/個別)を指定します。

「一括」を選択すると、複数の宛先に対し１つの

メール通報をします。「個別」を選択すると、宛

先(TO)に対し個別にメール通報をします。

「個別」を指定した場合、CC、BCCに

はメール通報はされません。

http://localhost:8080/manual/docs/ref-project#5-1-3-%E5%96%B6%E6%A5%AD%E6%99%82%E9%96%93%E8%A8%AD%E5%AE%9A


項目名 説明 補足

TO メール通報の宛先(TO)を指定します。

要員管理に登録済みのメールアドレ

ス、または通報グループ管理に登録

済みの通報グループから選択できま

す。

CC メール通報の宛先(CC)を指定します。

BCC メール通報の宛先(BCC)を指定します。

項目名 説明 補足



項目名 説明 補足

エスカレー

ション予定

日

エスカレーション設定で「時間指定」を指定

した場合に、予定日を指定します。

「翌日」を措定することで、プロジェクトの

営業時間外にアラートが発生した場合に翌日

に通報します。

「翌営業日」を措定することで、プロジェク

トの営業時間外にアラートが発生した場合に

翌営業日に通報します。例えば、プロジェク

トの営業日が月〜金曜日の設定で、土曜日に

アラートが発生した場合は次の月曜日に通報

します。

「時間指定」を指定していても、プ

ロジェクトの営業時間内にアラート

が発生した場合は即時に通報されま

す。

プロジェクトの営業時間は、プロジ

ェクト管理の「営業時間設定」で指

定します。「営業日」で選択しなか

った曜日や「休日設定」で休日と指

定した日はプロジェクトの営業時間

外となります。

エスカレー

ション予定

時

間　　　　

エスカレーション設定で「時間指定」を指定

した場合に、通報予定の時間を指定します。

「プロジェクト始業時間」を指定した場合、

プロジェクトの営業開始時間に通報します。

「指定時間」を指定した場合、エスカレーシ

ョン時間で設定した時刻に通報します。

プロジェクトの営業開始時間は、プ

ロジェクト管理の「営業時間設定」

の「営業開始時間」で指定します。

エスカレー

ション時間

エスカレーション予定時間で「指定時間」を

指定した場合に、通報予定の時刻を指定しま

す。

CAUTION

メールサーバへの接続障害などでメール通報できなかった場合は、10分間隔で再送信を行いま

す。メール通報再送信は最大24時間行い、24時間以内に送信が完了しなかった場合はメール通

報失敗となります。

2-3-4-2. 電話通報

http://localhost:8080/manual/docs/ref-project#5-1-3-%E5%96%B6%E6%A5%AD%E6%99%82%E9%96%93%E8%A8%AD%E5%AE%9A
http://localhost:8080/manual/docs/ref-project#5-1-3-%E5%96%B6%E6%A5%AD%E6%99%82%E9%96%93%E8%A8%AD%E5%AE%9A


項目名 説明 補足

電話通報

複合パターンの条件にマッチした場合に電話で

通報するかどうかを指定します。「無効」を指

定した場合、電話通報は行われません。

エスカレ

ーション

設

定　　　

エスカレーション(通報)のタイミングを指定し

ます。

「即時」を指定すると、パターンの条件にマッ

チしたした場合に、即時に通報します。

「時間指定」を指定すると、パターンの条件に

マッチしたした場合かつプロジェクトの営業時

間外の場合に、翌日または翌営業日に通報しま

す。「時間指定」を指定していても、プロジェ

クトの営業時間内にアラートが発生した場合は

即時に通報されます。

プロジェクトの営業時間は、プロジ

ェクト管理の「営業時間設定」で指

定します。「営業日」で選択しなか

った曜日や「休日設定」で休日と指

定した日はプロジェクトの営業時間

外となります。

(連結)通

報グルー

プ

電話通報の通報先として通報グループ(または連

結通報グループ)を指定します。

通報グループ(または連結通報グル

ープ)の登録は通報グループ管理で

行います。

http://localhost:8080/manual/docs/ref-project#5-1-3-%E5%96%B6%E6%A5%AD%E6%99%82%E9%96%93%E8%A8%AD%E5%AE%9A


項目名 説明 補足

エスカレーシ

ョン予定日

エスカレーション設定で「時間指定」を指定した場合

に、予定日を指定します。

「翌日」を措定することで、プロジェクトの営業時間

外にアラートが発生した場合に翌日に通報します。

「翌営業日」を措定することで、プロジェクトの営業

時間外にアラートが発生した場合に翌営業日に通報し

ます。例えば、プロジェクトの営業日が月〜金曜日の

設定で、土曜日にアラートが発生した場合は次の月曜

日に通報します。

「時間指定」を指定して

いても、プロジェクトの

営業時間内にアラートが

発生した場合は即時に通

報されます。

エスカレーシ

ョン予定時

間　　　　　

エスカレーション設定で「時間指定」を指定した場合

に、通報予定の時間を指定します。

「プロジェクト始業時間」を指定した場合、プロジェ

クトの営業開始時間に通報します。

「指定時間」を指定した場合、エスカレーション時間

で設定した時刻に通報します。

プロジェクトの営業開始

時間は、プロジェクト管

理の「基本設定－営業時

間設定」で指定します。

エスカレーシ

ョン時間

エスカレーション予定時間で「指定時間」を指定した

場合に、通報予定の時刻を指定します。

2-3-4-3. Webhook設定



項目名 説明 補足

Webhook

複合パターンの条件にマッチした場合にWebhookで通報するかどうかを指定しま

す。Webhookの設定は、プロジェクト管理の「Webhook設定」で行います。WebHook

では通報内容をPOSTすることで異なるサービスとの連携が行えます。

　　

2-3-4-4. HTTPリクエスト設定

項目名 説明 補足

HTTPリクエ

スト

複合パターンの条件にマッチした場合にHTTPリクエストで

通報するかどうかを指定します。HTTPリクエストの設定

は、プロジェクト管理の「HTTPリクエスト設定」で行いま

す。HTTPリクエストでは通報時に特定のURLへのGETを行う

ことで異なるサービスとの連携が行えます。

HTTPリクエ

スト選

択　　　　

HTTPリクエストの設定を選択します。



項目名 説明 補足

URL

HTTPリクエストに使用するURLを指定します。「URL反映」

ボタンにより、選択したHTTPリクエスト設定のURLが反映

されます。

プロジェクト管理の

「HTTPリクエスト設定」

で行ったURL設定を流用

できますが、本設定にて

異なる内容を指定できま

す。

2-3-4-5. ITPM連携設定

INFO

ITPM連携を利用するプロジェクトのみ、ITPM連携設定を行えます。

項目

名
説明

補

足

ITPM

連携

複合パターンの条件にマッチした場合にITPMへインシデント情報の連携をするかどうか

を指定します。ITPM連携の設定は、プロジェクト管理の「ITPM連携設定」で行います。

ITPM連携では、発生したアラートをインシデントとしてITPMへ登録することができま

す。ITPMへのアクションとして、「インシデント登録」、「受付」、「結果報告」、

「クローズ承認」が行えます。

CAUTION

ITPMへリクエストを送信できなかった場合は、10分間隔で送信を行います。リクエストの再送

は最大24時間行い、24時間以内に送信が完了しなかった場合はITPM連携の失敗となります。



項

目

名

説明 補足

外

部

公

開

ITPMへ登録するインシデントの外部公開設定を「公開」、

「非公開」で設定します。

重

要

度

ITPMへ登録するインシデントの重要度を指定します。

ITPMの重要度情報が選択肢に表示

されます。重要度はITPMの

[SysAdmin]-[参照系区分マスタ]-

[重要度]の情報を参照します。



項

目

名

説明 補足

緊

急

度

ITPMへ登録するインシデントの緊急度を指定します。

ITPMの緊急度情報が選択肢に表示

されます。緊急度はITPMの

[SysAdmin]-[参照系区分マスタ]-

[緊急度]の情報を参照します。

受

付

先

組

織

ITPMへ登録するインシデントの受付先組織を指定します。

ITPMの組織情報が選択肢に表示さ

れます。組織情報はITPMの

[SysAdmin]-[ユーザ管理]-[組織

情報]の情報を参照します。

報

告

先

組

織

ITPMへ登録するインシデントの報告先組織を指定します。

ITPMの組織情報が選択肢に表示さ

れます。組織情報はITPMの

[SysAdmin]-[ユーザ管理]-[組織

情報]の情報を参照します。

カ

テ

ゴ

リ

ITPMへ登録するインシデントのカテゴリを指定します。

ITPMのカテゴリ情報が選択肢に表

示されます。カテゴリはITPMの

[SysAdmin]-[機能設定マスタ]-

[カテゴリ]の情報を参照します。

案

件

名

ITPMへ登録するインシデントの案件名を指定します。「案

件名をアラートメールの件名と同じにする」にチェックを

入れた場合は、発生したアラートメールの件名をインシデ

ントの案件名としてITPMへ登録します。

詳

細

内

容

ITPMへ登録するインシデントの詳細を指定します。「詳細

内容をアラートメールの本文と同じにする」にチェックを

入れた場合は、発生したアラートメールの本文をインシデ

ントの詳細内容としてITPMへ登録します。



項

目

名

説明 補足



項

目

名

説明 補足

ア

ク

シ

ョ

ン

ITPM連携で実施するアクション

を「インシデント登録」、「受

付」、「結果報告」、「クロー

ズ承認」で指定します。ITPM連

携を行う場合は「インシデント

登録」は必須項目となります。

ITPM連携で実施するアクションは「インシデント登録」

→「受付」→「結果報告」→「クローズ承認」の順番で行

います。そのため、実施するアクションの前提となるアク

ションは必須となることにご注意ください。例えば、「結

果報告」を指定する場合は「インシデント登録」、「受

付」も指定する必要があります。

インシデント登録

項目名 説明
補

足

アクショ

ンコメン

ト

インシデント登録アクションに対するコメントを指定します。指定したコメント

は、インシデント登録時のコメントとしてITPMへ登録します。

受付

項目名 説明
補

足

アクシ

ョンコ

メント

受付アクションに対するコメントを指定します。指定したコメントは、受付時のコ

メントとしてITPMへ登録します。未入力の場合は、ITPMへ「なし」を登録します。

結果報告

項

目

名

説明 補足



項

目

名

説明 補足

対

応

内

容

インシデントに対する対応内容を指定します。指

定した対応内容は、結果報告時の対応内容として

ITPMへ登録します。

処

置

結

果

区

分

インシデントに対する処置結果区分を指定しま

す。

ITPMのクローズ情報が選択肢に表示さ

れます。クローズ情報はITPMの

[SysAdmin]-[参照系区分マスタ]-[クロ

ーズ]の情報を参照します。

実

績

工

数

インシデント対応に要した工数を指定します。未

入力の場合はITPMへ0を登録します。

ア

ク

シ

ョ

ン

コ

メ

ン

ト

結果報告アクションに対するコメントを指定しま

す。指定したコメントは、結果報告時のコメント

としてITPMへ登録します。未入力の場合は、ITPM

へ「なし」を登録します。

クローズ承認

項目名 説明
補

足



項目名 説明
補

足

アクシ

ョンコ

メント

クローズ承認アクションに対するコメントを指定します。指定したコメントは、ク

ローズ承認時のコメントとしてITPMへ登録します。未入力の場合は、ITPMへ「な

し」を登録します。

2-4. アンマッチ編集

2-4-1. 通報設定

2-4-1-1. メール通報

項目名 説明 補足

メール通

報

パターンマッチ条件に合致しない場合にメール

で通報するかどうかを指定します。「無効」を

指定した場合、メール通報は行われません。

パターンマッチ条件に合致しないこ

とをアンマッチと呼びます。

アンマッチ時のメール通報には、件

名の先頭に [アンマッチ] が付与さ

れます。



項目名 説明 補足

エスカレ

ーション

設

定　　　

エスカレーション(通報)のタイミングを指定し

ます。

「即時」を指定すると、パターンの条件にマッ

チしたした場合に、即時に通報します。

「時間指定」を指定すると、パターンの条件に

マッチしたした場合かつプロジェクトの営業時

間外の場合に、翌日または翌営業日に通報しま

す。「時間指定」を指定していても、プロジェ

クトの営業時間内にアラートが発生した場合は

即時に通報されます。

プロジェクトの営業時間は、プロジ

ェクト管理の「営業時間設定」で指

定します。「営業日」で選択しなか

った曜日や「休日設定」で休日と指

定した日はプロジェクトの営業時間

外となります。

メール送

信方法

メール通報の送信方法(一括/個別)を指定しま

す。「一括」を選択すると、複数の宛先に対し

１つのメール通報をします。「個別」を選択す

ると、宛先(TO)に対し個別にメール通報をしま

す。

「個別」を指定した場合、CC、BCC

にはメール通報はされません。

TO メール通報の宛先(TO)を指定します。

要員管理に登録済みのメールアドレ

ス、または通報グループ管理に登録

済みの通報グループから選択できま

す。

CC メール通報の宛先(CC)を指定します。

BCC メール通報の宛先(BCC)を指定します。

http://localhost:8080/manual/docs/ref-project#5-1-3-%E5%96%B6%E6%A5%AD%E6%99%82%E9%96%93%E8%A8%AD%E5%AE%9A


項目名 説明 補足項目名 説明 補足

エスカレー

ション予定

日

エスカレーション設定で「時間指定」を指定

した場合に、予定日を指定します。

「翌日」を措定することで、プロジェクトの

営業時間外にアラートが発生した場合に翌日

に通報します。

「翌営業日」を措定することで、プロジェク

トの営業時間外にアラートが発生した場合に

翌営業日に通報します。例えば、プロジェク

トの営業日が月〜金曜日の設定で、土曜日に

アラートが発生した場合は次の月曜日に通報

します。

「時間指定」を指定していても、プ

ロジェクトの営業時間内にアラート

が発生した場合は即時に通報されま

す。

プロジェクトの営業時間は、プロジ

ェクト管理の「営業時間設定」で指

定します。「営業日」で選択しなか

った曜日や「休日設定」で休日と指

定した日はプロジェクトの営業時間

外となります。

エスカレー

ション予定

時

間　　　　

エスカレーション設定で「時間指定」を指定

した場合に、通報予定の時間を指定します。

「プロジェクト始業時間」を指定した場合、

プロジェクトの営業開始時間に通報します。

「指定時間」を指定した場合、エスカレーシ

ョン時間で設定した時刻に通報します。

プロジェクトの営業開始時間は、プ

ロジェクト管理の「営業時間設定」

の「営業開始時間」で指定します。

エスカレー

ション時間

エスカレーション予定時間で「指定時間」を

指定した場合に、通報予定の時刻を指定しま

す。

CAUTION

メールサーバへの接続障害などでメール通報できなかった場合は、10分間隔で再送信を行いま

す。メール通報再送信は最大24時間行い、24時間以内に送信が完了しなかった場合はメール通

報失敗となります。

2-4-1-2. 電話通報

http://localhost:8080/manual/docs/ref-project#5-1-3-%E5%96%B6%E6%A5%AD%E6%99%82%E9%96%93%E8%A8%AD%E5%AE%9A
http://localhost:8080/manual/docs/ref-project#5-1-3-%E5%96%B6%E6%A5%AD%E6%99%82%E9%96%93%E8%A8%AD%E5%AE%9A


項目名 説明 補足

電話通報

パターンマッチ条件に合致しない場合に電話で

通報するかどうかを指定します。「無効」を指

定した場合、電話通報は行われません。

エスカレ

ーション

設

定　　　

エスカレーション(通報)のタイミングを指定し

ます。

「即時」を指定すると、パターンの条件にマッ

チしたした場合に、即時に通報します。

「時間指定」を指定すると、パターンの条件に

マッチしたした場合かつプロジェクトの営業時

間外の場合に、翌日または翌営業日に通報しま

す。「時間指定」を指定していても、プロジェ

クトの営業時間内にアラートが発生した場合は

即時に通報されます。

プロジェクトの営業時間は、プロジ

ェクト管理の「営業時間設定」で指

定します。「営業日」で選択しなか

った曜日や「休日設定」で休日と指

定した日はプロジェクトの営業時間

外となります。

(連結)通

報グルー

プ

電話通報の通報先として通報グループ(または連

結通報グループ)を指定します。

通報グループ(または連結通報グル

ープ)の登録は通報グループ管理で

行います。

http://localhost:8080/manual/docs/ref-project#5-1-3-%E5%96%B6%E6%A5%AD%E6%99%82%E9%96%93%E8%A8%AD%E5%AE%9A


項目名 説明 補足

エスカレー

ション予定

日

エスカレーション設定で「時間指定」を指定

した場合に、予定日を指定します。

「翌日」を措定することで、プロジェクトの

営業時間外にアラートが発生した場合に翌日

に通報します。

「翌営業日」を措定することで、プロジェク

トの営業時間外にアラートが発生した場合に

翌営業日に通報します。例えば、プロジェク

トの営業日が月〜金曜日の設定で、土曜日に

アラートが発生した場合は次の月曜日に通報

します。

「時間指定」を指定していても、プ

ロジェクトの営業時間内にアラート

が発生した場合は即時に通報されま

す。

プロジェクトの営業時間は、プロジ

ェクト管理の「営業時間設定」で指

定します。「営業日」で選択しなか

った曜日や「休日設定」で休日と指

定した日はプロジェクトの営業時間

外となります。

エスカレー

ション予定

時

間　　　　

エスカレーション設定で「時間指定」を指定

した場合に、通報予定の時間を指定します。

「プロジェクト始業時間」を指定した場合、

プロジェクトの営業開始時間に通報します。

「指定時間」を指定した場合、エスカレーシ

ョン時間で設定した時刻に通報します。

プロジェクトの営業開始時間は、プ

ロジェクト管理の「営業時間設定」

の「営業開始時間」で指定します。

エスカレー

ション時間

エスカレーション予定時間で「指定時間」を

指定した場合に、通報予定の時刻を指定しま

す。

2-4-1-3. Webhook設定

http://localhost:8080/manual/docs/ref-project#5-1-3-%E5%96%B6%E6%A5%AD%E6%99%82%E9%96%93%E8%A8%AD%E5%AE%9A
http://localhost:8080/manual/docs/ref-project#5-1-3-%E5%96%B6%E6%A5%AD%E6%99%82%E9%96%93%E8%A8%AD%E5%AE%9A


項目名 説明 補足

Webhook

パターンマッチ条件に合致しない場合にWebhookで通報するかどうかを指定しま

す。Webhookの設定は、プロジェクト管理の「Webhook設定」で行います。WebHook

では通報内容をPOSTすることで異なるサービスとの連携が行えます。

　　

2-4-1-4. HTTPリクエスト設定

項目名 説明 補足

HTTPリクエ

スト

パターンマッチ条件に合致しない場合にHTTPリクエストで

通報するかどうかを指定します。HTTPリクエストの設定

は、プロジェクト管理の「HTTPリクエスト設定」で行いま

す。HTTPリクエストでは通報時に特定のURLへのGETを行う

ことで異なるサービスとの連携が行えます。

HTTPリクエ

スト選

択　　　　

HTTPリクエストの設定を選択します。



項目名 説明 補足

URL

HTTPリクエストに使用するURLを指定します。「URL反映」

ボタンにより、選択したHTTPリクエスト設定のURLが反映

されます。

プロジェクト管理の

「HTTPリクエスト設定」

で行ったURL設定を流用

できますが、本設定にて

異なる内容を指定できま

す。

2-4-1-5. ITPM連携設定

INFO

ITPM連携を利用するプロジェクトのみ、ITPM連携設定を行えます。

項目

名
説明

補

足

ITPM

連携

パターンマッチ条件に合致しない場合にITPMへインシデント情報の連携をするかどうか

を指定します。ITPM連携の設定は、プロジェクト管理の「ITPM連携設定」で行います。

ITPM連携では、発生したアラートをインシデントとしてITPMへ登録することができま

す。ITPMへのアクションとして、「インシデント登録」、「受付」、「結果報告」、

「クローズ承認」が行えます。

CAUTION

ITPMへリクエストを送信できなかった場合は、10分間隔で送信を行います。リクエストの再送

は最大24時間行い、24時間以内に送信が完了しなかった場合はITPM連携の失敗となります。



項

目

名

説明 補足

外

部

公

開

ITPMへ登録するインシデントの外部公開設定を「公開」、

「非公開」で設定します。

重

要

度

ITPMへ登録するインシデントの重要度を指定します。

ITPMの重要度情報が選択肢に表示

されます。重要度はITPMの

[SysAdmin]-[参照系区分マスタ]-

[重要度]の情報を参照します。



項

目

名

説明 補足

緊

急

度

ITPMへ登録するインシデントの緊急度を指定します。

ITPMの緊急度情報が選択肢に表示

されます。緊急度はITPMの

[SysAdmin]-[参照系区分マスタ]-

[緊急度]の情報を参照します。

受

付

先

組

織

ITPMへ登録するインシデントの受付先組織を指定します。

ITPMの組織情報が選択肢に表示さ

れます。組織情報はITPMの

[SysAdmin]-[ユーザ管理]-[組織

情報]の情報を参照します。

報

告

先

組

織

ITPMへ登録するインシデントの報告先組織を指定します。

ITPMの組織情報が選択肢に表示さ

れます。組織情報はITPMの

[SysAdmin]-[ユーザ管理]-[組織

情報]の情報を参照します。

カ

テ

ゴ

リ

ITPMへ登録するインシデントのカテゴリを指定します。

ITPMのカテゴリ情報が選択肢に表

示されます。カテゴリはITPMの

[SysAdmin]-[機能設定マスタ]-

[カテゴリ]の情報を参照します。

案

件

名

ITPMへ登録するインシデントの案件名を指定します。「案

件名をアラートメールの件名と同じにする」にチェックを

入れた場合は、発生したアラートメールの件名をインシデ

ントの案件名としてITPMへ登録します。

詳

細

内

容

ITPMへ登録するインシデントの詳細を指定します。「詳細

内容をアラートメールの本文と同じにする」にチェックを

入れた場合は、発生したアラートメールの本文をインシデ

ントの詳細内容としてITPMへ登録します。



項

目

名

説明 補足



項

目

名

説明 補足

ア

ク

シ

ョ

ン

ITPM連携で実施するアクション

を「インシデント登録」、「受

付」、「結果報告」、「クロー

ズ承認」で指定します。ITPM連

携を行う場合は「インシデント

登録」は必須項目となります。

ITPM連携で実施するアクションは「インシデント登録」

→「受付」→「結果報告」→「クローズ承認」の順番で行

います。そのため、実施するアクションの前提となるアク

ションは必須となることにご注意ください。例えば、「結

果報告」を指定する場合は「インシデント登録」、「受

付」も指定する必要があります。

インシデント登録

項目名 説明
補

足

アクショ

ンコメン

ト

インシデント登録アクションに対するコメントを指定します。指定したコメント

は、インシデント登録時のコメントとしてITPMへ登録します。

受付

項目名 説明
補

足

アクシ

ョンコ

メント

受付アクションに対するコメントを指定します。指定したコメントは、受付時のコ

メントとしてITPMへ登録します。未入力の場合は、ITPMへ「なし」を登録します。

結果報告

項

目

名

説明 補足



項

目

名

説明 補足

対

応

内

容

インシデントに対する対応内容を指定します。指

定した対応内容は、結果報告時の対応内容として

ITPMへ登録します。

処

置

結

果

区

分

インシデントに対する処置結果区分を指定しま

す。

ITPMのクローズ情報が選択肢に表示さ

れます。クローズ情報はITPMの

[SysAdmin]-[参照系区分マスタ]-[クロ

ーズ]の情報を参照します。

実

績

工

数

インシデント対応に要した工数を指定します。未

入力の場合はITPMへ0を登録します。

ア

ク

シ

ョ

ン

コ

メ

ン

ト

結果報告アクションに対するコメントを指定しま

す。指定したコメントは、結果報告時のコメント

としてITPMへ登録します。未入力の場合は、ITPM

へ「なし」を登録します。

クローズ承認

項目名 説明
補

足



項目名 説明
補

足

アクシ

ョンコ

メント

クローズ承認アクションに対するコメントを指定します。指定したコメントは、ク

ローズ承認時のコメントとしてITPMへ登録します。未入力の場合は、ITPMへ「な

し」を登録します。

2-5. 一時静観設定

パターンや複合パターンの定義を変更せずに、一時的に静観することができます。 一時静観を設定した

パターンは静観中にパターンマッチした場合、通報設定が行われていてもパターンタイプが静観と判断さ

れて通報は行われないようになります。

2-5-1. 一時静観の登録を行う

1. 画面左のメニューバーから、「パターン」（複合パターンの場合は、更に「複合パターン」タブを選

択）を選択して、管理画面を開き、画面右上のアクションメニュー内の「静観設定」をクリックしま

す。



2. 静観設定をクリックすると静観設定用のダイアログが開きます。 

項目名 説明 補足

スケジュ

ールの登

録・削除

スケジュールの登録

を選択します。

すでに静観設定がされているパターンにスケジュール登録する

と設定の上書きとなります。(二つ以上のスケジュールを登録

することはできません。)

開始日・

時間

一時静観を開始する

日時を指定します。

終了日・

時間

一時静観を終了する

日時を指定します。

指定しない場合は静観設定を削除するまで無期限で静観しま

す。



項目名 説明 補足

パターン

(複合パタ

ーン)選択

一時静観を設定する

パターンを選択しま

す。(複数可)

3. 一時静観をする開始日時・終了日時と対象のパターン(複合パターン)を選択して、「次へ」をクリッ

クします。

4. 静観スケジュールの設定確認画面が表示されるので、設定内容を確認して問題なければ「更新」をク

リックします。 



5. パターン一覧の「一時静観」列に状態が表示されるので確認を行います。 

項目名 説明 補足

予定あり 一時静観を予定が設定されています。

静観中 一時静観を実施中です。

TIP

一時静観の値をマウスホバーすると一時静観を実施するスケジュールが表示されます。

終了日時が過ぎた一時静観については表示されません。

2-5-2. 一時静観の削除を行う

1. 画面左のメニューバーから、「パターン」（複合パターンの場合は、更に「複合パターン」タブを選

択）を選択して、管理画面を開き、画面右上のアクションメニュー内の「静観設定」をクリックしま

す。



2. 静観設定をクリックすると静観設定用のダイアログが開きます。 

項目名 説明 補足



項目名 説明 補足

スケジュールの登録・削除 スケジュールの削除を選択します。

パターン(複合パターン)選

択

一時静観の設定を削除したいパターンを選択します。(複数

可)

3. 一時静観を削除するパターン(複合パターン)を選択して、「次へ」をクリックします。

4. 静観スケジュールの設定確認画面が表示されるので、設定内容を確認して問題なければ「更新」をク

リックします。 

5. パターン一覧の「一時静観」列に値が入っていないことを確認を行います。 



2-5-3. 一時静観の注意事項

件数パターンにおいて一時静観の開始日時までに一部のパターンマッチが既にマッチし、一時静観中

に残りのアラートを受信しても、静観と見なされるため件数パターンは不成立となります。

複合パターンにおいて、構成パターンを一時静観に設定していてもパターンマッチは実施されるた

め、複合パターンの成立は行われます。ただし、不成立となったときは構成パターンのエスカレーシ

ョンは実施されません。複合パターン成立時にエスカレーションをしたくない場合は複合パターンを

一時静観する必要があります。

スケジュール設定した期間の判定に用いる日時はパターンマッチする時点の日時となります。メール

が遅延した場合に現在日時がスケジュール期間内の場合、メールの送信日時が一時静観のスケジュー

ル期間外であっても静観となります。

一時静観中にパターンマッチした場合、エスカレーション履歴画面では当該パターンのパターンタイ

プ定義によらずパターンタイプが、パターンの場合は「静観」、複合パターンの場合は「複合静観」

となります。

プロジェクトの「プッシュ操作による一時静観設定」を有効に設定した場合、電話通報を受けた要員

が当該パターンに対してプッシュ操作により一時静観を設定できるようになります。パターンに既に

一時静観が設定されている場合にプッシュ操作で一時静観を設定すると、既存の設定は上書きされま

す。

2-6. パターン一括削除

複数のパターン定義を一括で削除することができます。 一括削除では最大100件のパターン定義を削除す

ることができます。

2-6-1. パターンの一括削除を行う

1. 画面左のメニューバーから、「パターン」を選択して、管理画面を開き、画面右上のアクションメニ

ュー内の「一括削除」をクリックします。

http://localhost:8080/manual/docs/ref-project#5-1-5-%E9%9B%BB%E8%A9%B1%E9%80%9A%E5%A0%B1%E8%A8%AD%E5%AE%9A


2. 一括削除をクリックすると一括削除用のダイアログが開きます。

INFO

一括削除ダイアログでは最大100件のパターン定義が選択可能です。全て選択をクリックする

と、テーブルに表示されているパターンを全て選択します。表示件数が100件を超えている場合

は、テーブルのソート順に先頭から100件のパターンを選択します。

複合パターンに紐づくパターンは削除不可であるため、選択することはできません。



3. 削除するパターン定義を選択し終えたら、「次へ」をクリックします。

4. 一括削除の確認画面が表示されるので、選択したパターンに問題なければ「削除」をクリックしま

す。

2-6-2. 一括削除の注意事項

一括削除に指定したパターンの中に複合パターンに紐づくパターンが含まれている場合は、該当するパタ

ーンの削除をスキップし、それ以外のパターンの削除は行います。

複合パターンに紐づくパターンが含まれていた場合は、一括削除完了後に一部のパターンの削除をスキッ

プしたことが通知されます。 「詳細表示」をクリックすることで、実際にスキップされたパターン名を

確認することができます。

一括削除の結果画面（複合パターンに紐づくパターンが含まれている場合）

一括削除の結果詳細画面



2-7. パターン表示設定

パターン一覧に表示する項目名・表示順を変更します。表示設定は、ユーザごとに保存され、異なる端末

から同じログインIDでサインインした場合も適用されます。

2-7-1. パターンの表示設定を行う

1. 画面左のメニューバーから、「パターン」（複合パターンの場合は、更に「複合パターン」タブを選

択）を選択して、管理画面を開き、画面右上のアクションメニュー内の「表示設定」をクリックしま

す。



2. 表示設定をクリックすると表示設定用のダイアログが開きます。

表示項目設定

表示項目の表示・非表示の設定を変更できます。また、表示項目を選択して画面上部の矢印を指定するこ

とで、表示項目の表示順を変更できます。



項目名 説明

タイプ
パターンのタイプを「単発」、「静観」、「集約」、「件数指定」、「複合エス

カ」、「複合静観」で表示します。

ノード 条件設定したノードを表示します。（パターン一覧のみ）

複合条件 複合パターンとして使用するパターン名を表示します。（複合パターン一覧のみ）

適用開始

日時
パターンの適用開始日時を表示します。

適用終了

日時
パターンの適用終了日時を表示します。

通知方法 パターンの条件にマッチした場合の通知方法を表示します。

通知先 メール通報の宛先を表示します。

一時静観 一時静観の状態を「静観中」、「予定あり」で表示します。

最終更新

日時
パターンの最終更新日時を表示します。

登録日時 パターンの登録日時を表示します。

概要 概要を表示します。

備考 備考を表示します。

複合構成

パターン

パターンの複合パターンでの使用状態を「未使用」、「使用中」で表示します。（パ

ターン一覧のみ）

複合有効

時間
複合有効時間を表示します。（複合パターン一覧のみ）



項目名 説明

ノード条

件比較

複合パターンの条件成立にノード比較を行うかどうかを「比較しない」、「比較す

る」で表示します。（複合パターン一覧のみ）

通報時の

コメント
通報時のコメントを表示します。

3. 表示項目の設定に問題なければ「完了」をクリックします。

INFO

優先順、パターン名は、パターン一覧に常時表示されます。（非表示・表示順の変更はできま

せん。）

複合パターン名は、複合パターン一覧に常時表示されます。（非表示・表示順の変更はできま

せん。）

「ノード」、「通報先」、「概要」、「備考」、「通報時のコメント」は文字列が長い場合、

省略して表示されます。ツールチップには省略せず表示されます。



画面説明 3. ノード管理

3. ノード管理

3-1. ノード登録

3-1-1. ノード情報

項

目

名

説明 補足

ノ

ー

ド

表

示

名

パターン登録時のマッチ条件として使用でき

るノードの表示名称を指定します。例えば、

「運用管理サーバ」と識別対象の役割を含め

ます。

http://localhost:8080/manual/


項

目

名

説明 補足

ノ

ー

ド

名

形

式

ノード名の文字列形式を「文字列」「任意文

字を含む文字列」「正規表現」から選択しま

す。

「任意文字を含む文字列」を選択した場合、

ノード名に「*」を 指定することで任意の１

文字に無条件に一致する設定になります。

ノ

ー

ド

名

パターン登録時のマッチ条件にて送信元の識

別などに使用できるノード名を指定します。

例えば、「SVMNG01」とサーバのホスト名を指

定します。

ノードの登録は任意です。パターン登録時に

ノード設定(ノードによるマッチ条件)を利用

しない場合は、ノードを登録する必要はあり

ません。

ノード名の正規表現確認

ノード名形式で「正規表現」を選択すると、ノード名の正規表現のアイコンが表示されます。アイコンを

クリックすると、ノード名の正規表現確認ダイアログが表示され、設定したノード名で対象文字列にマッ

チするか判定を表示します。対象文字列にアラートメールの一部を入力して簡易的にノード名の正規表現

が正しいかを確認できます。

INFO

ノードの追加、編集時のみ利用できます。詳細表示時には、アイコンが表示されません。



項目名 説明

ノード名
ノード名に設定した正規表現が表示されます。変更する場合は、ダイアログを閉じて

ノード編集画面で設定し直します。

判定対象の

文字列

判定対象の文字列を入力します。アラートメールの一部を入力して、正規表現のノー

ド名が正しいか確認します。

チェック クリックすると、判定結果とマッチした文字列が表示されます。

判定結果 マッチ、または、アンマッチが表示されます。

マッチした

文字列
判定の結果、マッチしたノード名の正規表現にマッチした文字列が表示されます。

正規表現の記法

正規表現の主な記法は以下の通りです。詳細はこちらをご確認下さい。

https://docs.oracle.com/javase/jp/8/docs/api/java/util/regex/Pattern.html


構文 マッチ

\\ バックスラッシュ文字

\t タブ文字(「\u0009」)

[abc] a、b、またはc (単純クラス)

[^abc] a、b、c以外の文字(否定)

[a-zA-Z] a - zまたはA - Z (範囲)

[a-d[m-p]] a - dまたはm - p: [a-dm-p] (結合)

[a-z && [def]] d、e、またはf (交差)

[a-z && [^bc]] a - z (bとcを除く): [ad-z] (減算)

[a-z && [^m-p]] a - z (m - pを除く): [a-lq-z] (減算)

. 任意の文字(行末記号とマッチする場合もある)

\d 数字: [0-9]

\D 数字以外: [^0-9]

\s 空白文字: [\t\n\x0B\f\r]

\S 非空白文字: [^\s]

\w 単語構成文字: [a-zA-Z_0-9]

\W 非単語文字: [^\w]

\p{Lower} 小文字の英字: [a-z]

\p{Upper} 大文字の英字: [A-Z]



構文 マッチ

\p{ASCII} すべてのASCII文字: [\x00-\x7F]

\p{Alpha} 英字: [\p{Lower}\p{Upper}]

\p{Digit} 10 進数字: [0-9]

\p{Alnum} 英数字: [\p{Alpha}\p{Digit}]

\p{Punct} 句読文字: One of !"#$%&'()*+,-./:;<=>?@[\]^_`{|}~

\p{Blank} 空白またはタブ: [\t]

^ 行の先頭

$ 行の末尾

X? X、1または0回

X* X、0回以上

X+ X、1回以上

X{n} X、n回

X{n,} X、n回以上

X{n,m} X、n回以上、m回以下

X?? X、1または0回

X*? X、0回以上

X+? X、1回以上

X{n}? X、n回



構文 マッチ

X{n,}? X、n回以上

X{n,m}? X、n回以上、m回以下

XY Xの直後にY

X|Y XまたはY

3-2. ノード一括削除

複数のノードを一括で削除することができます。 一括削除では最大100件のノードを削除することができ

ます。

3-2-1. ノードの一括削除を行う

1. 画面左のメニューバーから、「ノード」を選択して、管理画面を開き、画面右上の「一括削除」ボタ

ンをクリックします。

2. 一括削除をクリックすると一括削除用のダイアログが開きます。



INFO

一括削除ダイアログでは最大100件のノードが選択可能です。全て選択をクリックすると、テー

ブルに表示されているノードを全て選択します。表示件数が100件を超えている場合は、テーブ

ルのソート順に先頭から100件のノードを選択します。

3. 削除するノードを選択し終えたら、「次へ」をクリックします。

4. 一括削除の確認画面が表示されるので、選択したノードに問題なければ「削除」をクリックします。



3-2-2. 一括削除の注意事項

一括削除に指定したノードの中にパターンなどの関連リソースに紐づくノードが含まれている場合は、該

当するノードの削除をスキップし、それ以外のノードの削除は行います。

関連リソースに紐づくノードが含まれていた場合は、一括削除完了後に一部のノードの削除をスキップし

たことが通知されます。 「詳細表示」をクリックすることで、実際にスキップされたノードを確認する

ことができます。

一括削除の結果画面（ノードに紐づくパターンが含まれている場合）

一括削除の結果詳細画面





画面説明 4. 通報グループ管理

4. 通報グループ管理

4-1. 通報グループ登録

4-1-1. 通報グループ情報

項目名 説明 補足

通報グ

ループ

名

通報先として使用する通報グループの名前を指定します。パ

ターン登録時の電話通報先に使用します。
　　

通報グ

ループ

名(カ

ナ)

通報グループ名の読み方をカタカナで指定します。電話通報

の音声案内にこの情報を使用します。

勤務曜

日

通報グループの勤務曜日を指定します。電話通報時に勤務時

間内か勤務時間外かを判定するためにこの情報を使用しま

す。

http://localhost:8080/manual/


項目名 説明 補足

勤務開

始時間

通報グループの勤務開始時間を指定します。電話通報時に勤

務時間内か勤務時間外かを判定するためにこの情報を使用し

ます。

勤務終了時間より前の時

間を指定する必要があり

ます。

勤務終

了時間

通報グループの勤務終了時間を指定します。電話通報時に勤

務時間内か勤務時間外かを判定するためにこの情報を使用し

ます。

勤務開始時間より後の時

間を指定する必要があり

ます。

休日設

定

通報グループの休日をカレンダーで指定します。電話通報時

に勤務時間内か勤務時間外かを判定するためにこの情報を使

用します。

4-1-1-1. 勤務時間内/外シフト





項目名 説明 補足

シフト選択

通報グループの勤務時

間内のシフト(輪番体

制)を指定します。

勤務時間内外のどちらかで電話通報をしない運用の場合、シ

フトを未選択で設定しておくことで、該当アラート発生時に

電話通報なしで終了します。連結通報グループに設定されて

いる場合、シフト未選択のグループはスキップされて次のグ

ループに遷移します。



項目名 説明 補足

通報設定

シフトに割り当てた要

員の電話番号、及びメ

ールアドレスの使用の

有無や電話順を勤務時

間別に設定します。

(電話設定

の)選択

電話番号を選択して画

面上部の矢印を指定す

ることで、要員の電話

優先順を変更できま

す。優先順の高い電話

番号から発信します。

複数の電話番号を登録して電話連絡有無を有効にしている場

合、輪番ではその要員の全ての(有効な)電話番号にかからな

かった場合(または対応不可のボタン操作を行った場合)に、

次のシフト要員に電話をかけます。

(電話設定

の)電話通

報有

無　　　　

このシフトの勤務時間

別での電話番号の使用

可否を指定します。電

話番号を通報連絡に使

用したくない場合は

「無効」にします。

例えば社用と私用の電

話番号を登録してお

き、勤務時間内は社用

に、勤務時間外は両方

に連絡する場合は、

「勤務時間内シフト」

では私用の電話番号を

無効に設定します。

シフト内の全ての電話番号が無効に設定されている場合、シ

フト未選択と同様に当該アラート発生時に電話通報なしで終

了します。連結通報グループに設定されている場合も、同様

に次のグループに電話通報されます。シフト未選択と異なる

のは、メールアドレスのみを有効にした通報グループを、パ

ターンのメール通報先に設定することで、勤務時間外は電話

通報はしないで私有メールアドレス宛てのメール通報のみ行

うというような設定が可能です。



項目名 説明 補足

メール通報

をすべての

メールアド

レスに送信

する

メール通報を要員のす

べてのメールアドレス

に送信するかを指定し

ます。

「はい」の場合、要員

のすべてのメールアド

レスにメール送信さ

れ、設定後に要員に追

加されたメールアドレ

スも送信対象になりま

す。

「いいえ」の場合、メ

ール通報有無が「有

効」になっているメー

ルアドレスのみメール

送信され、設定後に要

員に追加されたメール

アドレスは送信対象に

なりません。

本設定は通報グループ内で共通のパラメータとなります。変

更した場合、別のシフトや勤務時間、日別シフトの設定も変

更されます。



項目名 説明 補足

(メール設

定の)メー

ル通報有

無　　　　

このシフトの勤務時間

別でのメールアドレス

の使用可否を指定しま

す。メールアドレスを

通報連絡に使用したく

ない場合は「無効」に

します。

例えば社用と私用のメ

ールアドレスを登録し

ておき、勤務時間内は

社用に、勤務時間外は

両方に連絡する場合

は、「勤務時間内シフ

ト」では私用のメール

アドレスを無効に設定

します。

4-1-1-2. シフト選択

項目名 説明 補足

シフト追加 通報グループのシフト(輪番体制)を登録します。

選択 登録済みのシフトから勤務時間内のシフトを選択します。

4-1-1-3. シフト登録



項目名 説明 補足

シフト名 シフト(輪番体制)の名前を指定します。 　　

シフト名

(カナ)　
シフト名の読み方をカタカナで指定します。

追加 シフトに割り当てる要員を選択します。

選択
要員を選択して画面上部の矢印を指定することで、シフト要員の優先順を変更

できます。優先順の高い要員から電話を発信します。

4-1-1-4. シフト登録（優先順詳細設定）



項目

名
説明 補足

優先

順ロ

ーテ

ーシ

ョン

シフト要員の優先順をローテーションをするかどうかを指定しま

す。優先順ローテーションはローテーション開始日時を基準として

ローテーション間隔ごとにシフト要員の優先順を順番に入れ替えま

す。

ロー

テー

ショ

ン開

始日

優先順ローテーションを開始する日を指定します。

優先順ローテーショ

ンを有効にした場合

は必須項目となりま

す。

ロー

テー

ショ

ン開

始時

間

優先順ローテーションを開始する時間を指定します。

優先順ローテーショ

ンを有効にした場合

は必須項目となりま

す。



項目

名
説明 補足

ロー

テー

ショ

ン間

隔

優先順ローテーションを何日間隔で行うかを指定します。

優先順ローテーショ

ンを有効にした場合

は必須項目となりま

す。

CAUTION

優先順詳細設定ではシフト要員の優先順がどのように遷移していくかをプレビューで確認でき

ます。プレビューはシフトの要員情報を基に表示しますが、電話番号の保有の有無や無効化に

より順番が変わることがあるため、実際の通報順と異なる場合があります。

4-1-2. 通報グループ情報（各種設定）



項目名 説明 補足項目名 説明 補足

(通報グループ

の)リトライ回

数

グループ単位での通報リトライ回数を指定します。
グループ(シフト全体)での

リトライになります。

(通報グループ

の)リトライ待

ち時間

グループでリトライするまでの待ち時間を指定しま

す。

(シフトの)リ

トライ回数

シフトに割り当てられた各要員単位でのリトライ回

数を指定します。

シフトに割り当てられた各

要員単位でのリトライにな

ります。

(シフトの)リ

トライ待ち時

間

要員でリトライするまでの待ち時間を指定します。

(発呼の)タイ

ムアウト

AMCが電話を発信した後、要員が電話に応答するまで

のタイムアウト時間を指定します。

(発呼の)リト

ライ回数

要員の電話番号単位でのリトライ回数を指定しま

す。

要員の各電話番号単位での

リトライになります。

(発呼の)リト

ライ待ち時間

電話番号でリトライするまでの待ち時間を指定しま

す。

(応答の)タイ

ムアウト

AMCが電話で音声案内を読み上げたあと、要員が電話

のボタン操作で応答するまでのタイムアウト時間を

指定します。

音声案内選択 電話通報時の音声案内を指定します。
任意で既定の音声案内情報

を変更できます。



項目名 説明 補足

電話通報結果

のメール通知

電話通報時に通報結果をメールで通知するかどうか

を指定します。

「有効」の場合、電話通報の開始時と終了時に要員

のメールアドレス宛にメールでお知らせします。

「無効」の場合はメールを送信しません。(開始時も

送信されません。)

電話通報結果

のITPM通知

電話通報時に応答結果をITPMのインシデントへ連携

するかどうかを指定します。

「有効」の場合、電話通報の応答内容をITPMのイン

シデントに対して内部コメントとして登録します。

「無効」の場合はITPMへの応答結果の送信はされま

せん。

CAUTION

発呼のタイムアウトと応答のタイムアウトに加え、10分以上経過した場合は、強制的に次の要

員へ通報します（最後の要員の場合は、リトライオーバーとなります））

INFO

ITPM連携を利用するプロジェクトのみ、「電話通報結果のITPM通知」は表示されます。

4-1-2-1. 音声案内登録



項目名 説明 補足項目名 説明 補足

音声案内名称 作成する音声案内の名前を指定します。

説明 音声案内に付随する情報があればメモとして記載します。

項目

名
説明 補足

はじ

めに

電話がつながったときに案内する情報を指定

します。

既定の音声案内は以下です。

「WebSAM Automatic Message Call からの

電話通報です」

※マクロ設定 を使用して通報内容のカス

タマイズが可能です。マクロ挿入に関して

は、マクロ定義挿入画面 を参照してくだ

さい。

http://localhost:8080/manual/docs/ref-project#5-1-9-%E3%83%9E%E3%82%AF%E3%83%AD%E8%A8%AD%E5%AE%9A
http://localhost:8080/manual/docs/ref-pattern#%E3%83%9E%E3%82%AF%E3%83%AD%E5%AE%9A%E7%BE%A9%E6%8C%BF%E5%85%A5%E7%94%BB%E9%9D%A2


項目

名
説明 補足

発信

元の

身元

確認

内容

身元確認の内容を指定します。

「PJ名(プロジェクト名)」「通報グループ

名」「要員」を読み上げるかどうかを設定し

ます。

既定の音声案内は以下です。

「(PJ名) の (グループ名) の (要員名)

様でございますか？

(要員名) 様である場合は 1 を

(要員名) 様ではない場合は 2 をお押しく

ださい

もう一度お聞きになる場合は 9 を押して

ください」

対応

可否

の確

認

対応可否の確認を行うかどうかを指定しま

す。

「不要」を指定した場合、対応可否の確認は

行われません。

対応可否に要員がどう応答したかはエスカレ

ーション結果で確認できます。また対応不可

の場合は、シフトの次の要員に電話をかけま

す。

既定の音声案内は以下です。

「対応可能な場合は 1 を、対応不可な場

合は 2 を押してください

もう一度お聞きになる場合は 9 を押して

ください

前に戻る場合は ０ を押してください」

終わ

り
電話を切る前の挨拶情報を指定します。

既定の音声案内は以下です。

「電話通報は以上です」

※マクロ設定 を使用して通報内容のカス

タマイズが可能です。マクロ挿入に関して

は、マクロ定義挿入画面 を参照してくだ

さい。

4-1-3. 日別シフト設定

http://localhost:8080/manual/docs/ref-project#5-1-9-%E3%83%9E%E3%82%AF%E3%83%AD%E8%A8%AD%E5%AE%9A
http://localhost:8080/manual/docs/ref-pattern#%E3%83%9E%E3%82%AF%E3%83%AD%E5%AE%9A%E7%BE%A9%E6%8C%BF%E5%85%A5%E7%94%BB%E9%9D%A2


項目名 説明 補足

年月日

通常の勤務時間内/勤務時間外シフトと

は別に、特別なシフト(輪番体制)を設け

る場合に、予定日の年月日を指定しま

す。

メンテナンスやシステムの入替え時など、通

常と異なる運用体制で電話通報したい場合、

日数に応じて日別シフト設定を登録します。

勤務開始

時

刻　　　

特別な日の勤務開始時刻を指定します。

電話通報時に勤務時間内か勤務時間外か

を判定するためにこの情報を使用しま

す。

勤務終了時刻より前の時間を指定する必要が

あります。

勤務終了

時刻

特別な日の勤務終了時刻を指定します。

電話通報時に勤務時間内か勤務時間外か

を判定するためにこの情報を使用しま

す。

勤務開始時刻より後の時間を指定する必要が

あります。

シフト設

定
特別な日のシフトを指定します。

4-2. 通報グループ一括削除

複数の通報グループを一括で削除することができます。 一括削除では最大100件の通報グループを削除す

ることができます。

4-2-1. 通報グループの一括削除を行う



1. 画面左のメニューバーから、「通報グループ」を選択して、管理画面を開き、画面右上の「一括削

除」ボタンをクリックします。

2. 一括削除をクリックすると一括削除用のダイアログが開きます。

INFO

一括削除ダイアログでは最大100件の通報グループが選択可能です。全て選択をクリックする

と、テーブルに表示されている通報グループを全て選択します。表示件数が100件を超えている

場合は、テーブルのソート順に先頭から100件の通報グループを選択します。

3. 削除する通報グループを選択し終えたら、「次へ」をクリックします。

4. 一括削除の確認画面が表示されるので、選択した通報グループに問題なければ「削除」をクリックし

ます。



4-2-2. 一括削除の注意事項

一括削除に指定した通報グループの中に連結通報グループやパターンなどの関連リソースに紐づく通報グ

ループが含まれている場合は、該当する通報グループの削除をスキップし、それ以外の通報グループの削

除は行います。

関連リソースに紐づく通報グループが含まれていた場合は、一括削除完了後に一部の通報グループの削除

をスキップしたことが通知されます。 「詳細表示」をクリックすることで、実際にスキップされた通報

グループを確認することができます。

一括削除の結果画面（通報グループに紐づくパターンが含まれている場合）

一括削除の結果詳細画面



4-3. 連結通報グループ登録

4-3-1. 連結通報グループ情報



項目名 説明 補足

連結通報グ

ループ

名　　　　

連結通報グループの名前を指定します。

連結通報グループは、複数の通報グルー

プを束ねて電話通報の通報先として使用

できます。大規模な組織で輪番体制を作

る場合などに利用できます。

追加
連結通報グループに割り当てる通報グル

ープを選択します。

選択

通報グループを選択して画面上部の矢印

を指定することで、通報グループの優先

順を変更できます。優先順の高い通報グ

ループから電話を発信します。



画面説明 5. プロジェクト管理

5. プロジェクト管理

5-1. プロジェクト編集

5-1-1. 基本プロジェクト情報

http://localhost:8080/manual/


INFO

APIアラート受信機能を利用するプロジェクトのみ、APIアラート設定を行えます。APIアラート受信

機能をご利用になる場合は、サポートにお問い合わせください。

項目名 説明 補足

プロジェクト

名
プロジェクト名を変更できます。

プロジェクト

名(カナ)

プロジェクト名の読み方(カタカナ)を変

更できます。

PJコード PJコードを変更できます。



項目名 説明 補足

プロジェクト

ID
プロジェクトIDを確認できます。

メールによる

アラート受信

本プロジェクトでのアラートメール受信

の状態を指定します。

「有効」にすることで、AMCがアラート

メールの受信を開始します。

「無効」にすることで、AMCがアラート

メールの受信を停止します。「無効」に

した場合でもAMCのメールサーバではア

ラートメールを受信し続けます。このた

め、メール受信を「有効」にすることで

無効期間に蓄積されたメールを処理しま

す。

アラートメールの受信間隔は1分です。1

回の受信で受けられるアラートメール数

は、1プロジェクトあたり最大20件で

す。1件のアラートメールのサイズは、

最大1MBです。

RFCに準拠し

ないメールを

受信する

RFCに準拠しないメールを受信する場合

に設定します。

サポート窓口から指示があった場合のみ

設定し、通常は設定する必要はありませ

ん。

受信用メール

アドレ

ス　　　　　

ご利用の環境からAMCにアラートメール

を送信する際の宛先メールアドレスを確

認できます。

APIによるア

ラート受信

本プロジェクトでのAPIによるアラート

受信の状態を指定します。

「有効」にすることで、AMCがAPIによる

アラートの受信を開始します。

「無効」にすることで、AMCがAPIによる

アラートの受信を停止します。「無効」

にした場合、APIは実行エラーとなるた

め、無効期間にアラートは蓄積されませ

ん。

APIの仕様については、 アラート送信

API仕様 を参照ください。

1分間に受信できるアラート数は、1プロ

ジェクトあたり最大100件です。

http://localhost:8080/manual/docs/func-alert-api


項目名 説明 補足

追加

APIを実行する際に必要なAPIキーを追加

します。APIキーは1プロジェクトあたり

最大2個まで追加できます。

APIキーの追加、削除は編集の完了、キ

ャンセルを問わず即時実行されます。

管理者メール

アドレス

本プロジェクトの管理者メールアドレス

を指定します。

通報処理の失敗時、不正メール受信時、

アラートメール受信でバウンス発生時に

管理者メールアドレス宛に通知が行われ

ます。

監視状態

受信用メールアドレス宛のメールが届い

ているかの監視を行うかを指定します。

「有効」にしている場合、「メール到達

監視時間」で指定された間隔でメールが

届いていない場合に監視アラートメール

を送信します。

本設定が「有効」でも「メールによるア

ラート受信」の設定が「無効」の場合は

監視は行われません。 

監視アラートメールは1度のみ送信さ

れ、本設定を有効にしてから監視を開始

します。このため、最後のメール受信か

ら監視時間を過ぎた状態で監視を有効に

切り替えても、一度メールを受信するま

では監視アラートメールは送信されませ

ん。

メール到達監

視時間

最後にメール受信してから、何分以内に

メールを受信しない場合に監視アラート

メールを送信するかを設定します。

5分から4320分の間で設定できます。

通報先に管理

者メールアド

レスを使用す

る

監視アラートメールの送信先として「管

理者メールアドレス」を使用するかを変

更できます。「管理者メールアドレス」

を使用しない場合は通報先メールアドレ

スを指定する必要があります。

通報先メール

アドレス

監視アラートメールを「管理者メールア

ドレス」以外に送信する場合に設定しま

す。

複数メールアドレスを設定する場合は

「セミコロン(;)」で区切ります。



項目名 説明 補足

監視状態

APIによるアラートが届いているかの監

視を行うかを指定します。「有効」にし

ている場合、「API到達監視時間」で指

定された間隔でAPIのアラートが届いて

いない場合に監視アラートメールを送信

します。

本設定が「有効」でも「APIによるアラ

ート受信」の設定が「無効」の場合は監

視は行われません。 

監視アラートメールは1度のみ送信さ

れ、本設定を有効にしてから監視を開始

します。このため、最後のメール受信か

ら監視時間を過ぎた状態で監視を有効に

切り替えても、一度APIを受信するまで

は監視アラートメールは送信されませ

ん。

API到達監視

時間

最後にAPI受信してから、何分以内にAPI

を受信しない場合に監視アラートメール

を送信するかを設定します。

5分から4320分の間で設定できます。

通報先に管理

者メールアド

レスを使用す

る

監視アラートメールの送信先として「管

理者メールアドレス」を使用するかを変

更できます。「管理者メールアドレス」

を使用しない場合は通報先メールアドレ

スを指定する必要があります。

通報先メール

アドレス

監視アラートメールを「管理者メールア

ドレス」以外に送信する場合に設定しま

す。

複数メールアドレスを設定する場合は

「セミコロン(;)」で区切ります。

5-1-2. アラート受信許可設定



項

目

名

説明 補足

キ

ー

ワ

ー

ド

本プロジェクト全体でアラートメール、APIの受信を限定したい場合に指定します。

受信許可の条件としてアラートメール、APIの件名または本文に含まれる特定の文字列

をキーワードとして識別します。登録したパターンでのマッチングより前に判定を行

います。

　　

検

索

箇

所

キーワードをアラートメール、APIから検索する場所を指定します。「件名」「本文」

「両方」から選択します。

検

索

範

囲

検索箇所で「本文」または「両方」を選択した場合に、アラートメール、API本文の開

始行と終了行の範囲を指定します。指定しない場合は本文全体を検索します。



項

目

名

説明 補足

追

加

ご利用の環境からAMCにアラートメール、APIを送信する際に送信元アドレスを限定す

る場合に指定します。追加すると「許可するアドレス」に表示されます。

5-1-3. 営業時間設定

項

目

名

説明 補足

営

業

日

プロジェクトの営業日を選択します。

通報時の時間指定エスカレーションに

おいて、営業日かどうかを判定するた

めにこの情報を使用します。

　　

営

業

開

始

時

間

プロジェクトの営業開始時間を指定し

ます。通報時の時間指定エスカレーシ

ョンにおいて、営業時間かどうかを判

定するためにこの情報を使用します。



項

目

名

説明 補足

有

効

終

了

時

間

プロジェクトの営業終了時間を指定し

ます。通報時の時間指定エスカレーシ

ョンにおいて、営業時間かどうかを判

定するためにこの情報を使用します。

休

日

設

定

プロジェクトの休日をカレンダーで指

定します。通報時の時間指定エスカレ

ーションにおいて、営業日かどうかを

判定するためにこの情報を使用しま

す。

パターンの適用期間の設定で、「運用種別」が有効

曜日、「プロジェクト休日にパターンマッチを行

う」が無効な場合、本項目の休日設定で指定した休

日はパターンマッチが行われなくなります。

5-1-4. メール通報設定



項目

名
説明 補足

項目

名
説明 補足

全体

メー

ル通

報

本プロジェクト全体でメール通報を行うかどうかを指定

します。「無効」を指定した場合、メール通報は行われ

ません。

　　

メー

ル件

名

メール通報時のメール件名を指定します。未指定の場

合、「[${PATTERN_TYPE}] ${MAIL_SUBJECT}」となりま

す。

「マクロ定義挿入」にて、パタ

ーン名やプロジェクト名などを

指定可能です。メール通報のみ

が対象となります。

エス

カレ

ーシ

ョン

履歴

ID付

与

メール通報時にエスカレーション履歴IDを付与するかど

うかを指定します。

本文を指定した場合、通報メールの本文1行目に「エス

カレーション履歴ID:値」の形式で付与されます。パタ

ーン登録時に通報時のコメントを指定している場合、コ

メントは2行目に表示されます。

件名を指定した場合、通報メールの件名末尾に「(値)」

の形式で付与されます。

From

表示

名

メール通報時や電話通報の結果通知時のFromアドレスの

表示名を指定します。未指定の場合は「WebSAM AMC」と

なります。

HTML

メー

ル送

信

HTMLメールの送信方法を指定します。

「しない」を指定した場合、HTMLメールをテキスト形式

でメール通報します。

「する」を指定した場合、HTMLメールをHTML形式のまま

メール通報します

HTMLメール形式で送信する場合、パターンで設定してい

る「通報時のコメント」は本文に記載されません。

マルチパートの場合、5階層ま

でのHTML形式を2階層で転送し

ます。

エンコーディングがcp932の場

合、Windows-31Jに変更して転

送されます。



マク

ロ表

示名

マクロコード 補足

アラ

ート

メー

ル件

名

MAIL_SUBJECT アラートメールの件名となります。

プロ

ジェ

クト

名

PROJECT プロジェクト名となります。



マク

ロ表

示名

マクロコード 補足

パタ

ーン

名

PATTERN_NAME パターン名となります。アンマッチ時は空です。

パタ

ーン

概要

PATTERN_DESCRIPTION
パターンに設定した「パターン概要」の1行目となります。パター

ン概要未指定時、アンマッチ時は空です。

パタ

ーン

タイ

プ

PATTERN_TYPE
パターンタイプとなります。アンマッチ/静観/集約/単発/件数指

定/複合静観/複合エスカ のいづれかとなります。

受信

ノー

ド名

RECEIVE_NODE
受信ノード名となります。ノード条件未設定時、複合パターンの場

合は空です。

ノー

ド表

示名

NODE_NAME_JP
ノード表示名となります。ノード条件未設定時、複合パターンの場

合は空です。

通報

タイ

プ

ESCALATION_TYPE

有効な通報タイプの略称（メール通報："メ"、電話通報："電"、

Webhook："W"、HTTPリクエスト："H"、ITPM連携："I"）となりま

す。例えば、メール通報・電話通報・Webhookを指定している場

合、"メ電W"となります。

通報

時の

コメ

ント

COMMENT

パターンに設定した「通報時のコメント」の1行目となります。通

報時のコメント未指定時、アンマッチ時は空です。コメント側のマ

クロが変換された後に、こちらのマクロが変換されます。

5-1-5. 電話通報設定



項目名 説明
補

足

全体電話通

報

本プロジェクト全体で電話通報を行うかどうかを指定します。「無効」を指定

した場合、電話通報は行われません。

プッシュ操

作による一

時静観設定

本プロジェクト全体でプッシュ操作による一時静観設定を行うかどうかを指定

します。「有効」を指定した場合、電話通報を受けた要員がプッシュ操作で一

時静観の設定ができます。

項目名 説明
補

足

制御コマンド

予定済みの電話通報をキャンセルしたい場合、「キャンセル」を指

定します。

電話通報を一時的に停止したい場合、「一時停止」を指定します。

コマンドによる制御を行わない場合、「制御なし」に指定を戻しま

す。



項目名 説明
補

足

コマンド適応期間 開始

日時

制御コマンドの適応期間を指定する場合、開始日と時刻を指定しま

す。

コマンド適応期間 終了

日時

制御コマンドの適応期間を指定する場合、終了日と時刻を指定しま

す。

項目名 説明 補足

メール

件

名　　

電話通報時に通知する通報結果メ

ールの件名を指定します。未指定

の場合、【AMC】[内部コメント]

[電話通報報告] となります。

「マクロ定義挿入」にて、電話通報ステータス・プ

ロジェクト名・パターン名・(連結)通報グループ名

を指定可能です。電話通報結果のメール通知の有無

は、通報グループ管理にて指定可能です。



マクロ

表示名
マクロコード 補足

電話通

報ステ

ータス

STATUS

電話通報の状態に応じた文字となります。連携開始/正常終了/連結通報

グループリトライオーバー/連結通報グループスキップ/通報グループリ

トライオーバー/通報グループスキップ

プロジ

ェクト

名

PROJECT プロジェクト名となります。

パター

ン名
PATTERN_NAME パターン名となります。アンマッチ時には空です。

(連結)

通報グ

ループ

名

GROUP_NAME

通報グループ名 または、連結通報グループ名 となります。連結通報グ

ループの場合は "[連結通報グループ名]＞[通報グループ名]"の形式で

す。



項目名 説明 補足

キーワード

電話通報時の音声案内で変換したいキー

ワードを指定します。複数指定時は文字

数が多いキーワードから適用されます。

通報グループ管理の音声案内設定で「は

じめに、終わり」に設定したメッセージ

が電話音声辞書の対象となります。

読み（カ

ナ）　　　

変換後の読み方をカタカナで指定しま

す。

全角カタカナ、句読点「、」「。」を入

力可能です。句読点は読み上げの区切り

文字として使用できます。

5-1-6. Webhook設定



項目名 説明 補足項目名 説明 補足

Webhook

Webhookによる通報を行うかどうかを

指定します。「無効」を指定した場

合、Webhookによる通報は行われませ

ん。

WebHookでは通報内容をPOSTすることで異なるサ

ービスとの連携が行えます。

WebHook時にAMCが送信する内容は以下です。

esca_log_id エスカレーションID

esca_date アラートメールの受信日時 (形式

[ISO 8601])YYYY-MM-DDThh:mm:ss+09:00

mail_from アラートメール

mail_content_type アラートメールのコンテン

トタイプ

mail_subject アラートメールの件名

mail_body アラートメールの本文(エスカレーシ

ョン履歴の本文)

mail_body_html アラートメールのHTMLパートの

本文　[HTMLメール転送]を[転送する]に設定か

つmultipartメールを受信した場合のみキー有。

node_name 受信ノード

mail オリジナルメールを添付(base64でエンコ

ード)※本バージョンでは常に空

event_type イベントタイプ：契機となるイベン

トの種別。{match, unmacth}

pj_id プロジェクトID

pj_name プロジェクト名

ptn_id パターンID

ptn_name パターン名

ptn_type パターンタイプ{1:静観, 2:集約, 3:

単発, 4:件数, 5:複合静観, 6:複合エスカ}

ptn_description パターン内容

esca_comment エスカレーションコメント

URL Webhook送信先のURLを指定します。



項目名 説明 補足

カスタ

ムパラ

メータ

(キー

値)

Webhook送信先URLに紐づくカスタム

パラメータ(キー：値形式)を指定し

ます。

リクエストJSONサンプル

Webhook通報では、以下のようにHTTPステータスコードに応じてリクエストの成否を判定し、失敗し

た場合はリトライ処理を行います。

200番台：成功

200番台以外：失敗と判断し、3回までのリトライ処理を行います。3回の再送信で成功になら

ず、リトライオーバーになった場合は、履歴管理にエラーメッセージを出力します。

5-1-7. HTTPリクエスト設定

{

    "esca_log_id" : 10,

    "esca_date" : "2020-05-01T12:00:00+09:00",

    "mail_from" : "amc@amc.sample",

    "mail_content_type" : "text\/plain; charset=utf-8; format=flowed",

    "mail_subject" : "アラートメール",
    "mail_body" : "これはアラートメールです。\r\n",
    "mait_body_html" : "" ,

    "node_name" : "node1",

    "mail" : "",

    "event_type" : "match",

    "pj_id" : 1,

    "pj_name" : "プロジェクト1",
    "ptn_id" : 2,

    "ptn_name" : "パターン1",
    "ptn_type" : "3",

    "ptn_description" : "アラートのパターンマッチ",
    "esca_comment" : "エスカレーションコメント"
}



項目

名
説明 補足

HTTP

リク

エス

ト

HTTPリクエストよる通報を行うかどうかを指定し

ます。「無効」を指定した場合、HTTPリクエスト

による通報は行われません。

HTTPリクエストでは通報時に特定の

URLへのGETを行うことで異なるサービ

スとの連携が行えます。

名称
HTTPリクエスト設定のURLに紐づく名前を指定しま

す。

URL HTTPリクエスト設定のURLを指定します。

WebhookとHTTPリクエストの違い

Webhook：HTTP(POST)通信のリクエストボディにアラートの情報を含めて、JSON形式で指定のURL

に送信します。

HTTPリクエスト：HTTP(GET)通信のリクエストボディは無く、指定のURLと連携します。アラート

の情報を送信することはできません。

5-1-8. ITPM連携設定

INFO

ITPM連携を利用するプロジェクトのみ、ITPM連携設定を行えます。ITPM連携をご利用になる場合

は、サポートにお問い合わせください。



項目名 説明 補足

ITPM連

携

ITPM連携を行うかどうかを指定します。「無効」

を指定した場合、ITPM連携は行われません。

ITPM連携では、発生したアラートを

インシデントとしてITPMへ登録する

ことができます。

ITPMプ

ロジェ

クトコ

ード

ITPMのプロジェクトコードを指定します。指定さ

れたプロジェクトに対して、インシデント登録な

どのアクションを行います。

ITPMの[SysAdmin]-[ユーザ管理]-[PJ

情報・共通設定]内のPJコードを指定

する必要があります。

ITPM組

織コー

ド

ITPMへアクションを行う際の実行ユーザが所属す

る組織を指定します。

ITPMの[SysAdmin]-[ユーザ管理]-[組

織情報]内の組織コードを指定する必

要があります。

ITPM担

当者ID

ITPMへアクションを行う際の実行ユーザを指定し

ます。デフォルトは「amc」になります。

ITPMの[SysAdmin]-[ユーザ管理]-[ユ

ーザ情報]内のログインIDを指定する

必要があります。

5-1-9. マクロ設定

マクロ設定では、アラートメール本文から通報に必要な文字列を抽出するための定義を行います。作成し

たマクロ定義をメール通報や電話通報に使用することで、通報時にアラートメール内の情報を通報内容に

埋め込むことができます。

アラートメールの送信日時や件名など、通報によく使われる項目に関しては AMC組み込みマクロ をご利

用ください。

マクロが利用できるページ



パターン管理 - 通報時のコメント

通報グループ管理 - 音声案内

項

目

名

説明 補足

マ

ク

ロ

表

示

名

マクロの表示名を指定します。

マ

ク

ロ

コ

ー

ド

マクロのコードを指定します。通報設定にマクロを

埋め込む場合は、${<マクロコード>}の形式を利用し

ます。マクロコードは同一プロジェクト内で一意で

ある必要があります。

マクロコードには英数字、ハイフン、

アンダースコアのみ入力可能です。作

成したマクロには接頭語として「MY_」

が付与されます。

指

定

方

法

メール本文から文字列を抽出する方法を指定しま

す。行指定と行範囲指定が選択できます。指定方法

により、条件設定の入力項目が変化します。

指定方法に行指定した場合の条件設定

行指定では、特定の行数の文字列を抽出することができます。

http://localhost:8080/manual/docs/ref-pattern#2-1-6-%E9%80%9A%E5%A0%B1%E8%A8%AD%E5%AE%9A
http://localhost:8080/manual/docs/ref-group#4-1-2-1-%E9%9F%B3%E5%A3%B0%E6%A1%88%E5%86%85%E7%99%BB%E9%8C%B2


項目名 説明

行数 メール本文の行数を指定します。必須項目であるため、省略できません。

開始位

置

抽出する文字の開始位置を指定します。省略した場合は、行頭から文字抽出を行いま

す。

終了位

置

抽出する文字の終了位置を指定します。省略した場合は、行末まで文字抽出を行いま

す。

指定方法に行範囲を指定した場合の条件設定

行範囲指定では、開始行数と終了行数を指定することで、複数行の抽出ができます。

項目名 説明

開始行

数

抽出する行数の開始位置を指定します。省略した場合は、メール本文の開始行から抽出を

行います。

終了行

数

抽出する行数の終了位置を指定します。省略した場合は、メール本文の終了行まで抽出を

行います。

AMC組み込みマクロ

マクロコード 説明

DETECTION_DATE アラートメール送信日時

MAIL_FROM アラートメール差出人

MAIL_SUBJECT アラートメール件名

PROJECT プロジェクト名

PATTERN_NAME パターン名

PATTERN_DESCRIPTION パターン概要



マクロコード 説明

RECEIVE_NODE 受信ノード名

マクロ利用サンプル

5-2. プロジェクト通報一括設定

プロジェクト一覧画面から複数のプロジェクトの通報設定を一括で設定することができます。

5-2-1. プロジェクトの通報一括設定を行う

1. 画面左のメニューバーから、「プロジェクト」を選択して、管理画面を開き、画面右上の「通報一括

設定」ボタンをクリックします。

2. 通報一括設定ボタンをクリックすると通報一括設定ダイアログが開きます。

アラートメール差出人: ${MAIL_FROM}  // AMC組み込みマクロ
メッセージID: ${MY_MESSAGE_ID}      // プロジェクト設定で作成したマクロ



項目名 説明 補足

メール

通報

メール通報の有

効、無効を選択し

ます。

電話通

報

電話通報の有効、

無効を選択しま

す。

Webhook
Webhookの有効、無

効を選択します。

Webhook設定のURLが設定済みのプロジェクトのみ有効にできま

す。Webhook設定については こちら を参照してください。



項目名 説明 補足

HTTPリ

クエス

ト

HTTPリクエストの

有効、無効を選択

します。

ITPM連

携

ITPM連携の有効、

無効を選択しま

す。

ITPM連携を利用するプロジェクトのみ有効にできます。ITPM連携

については こちら を参照してください。すべてのプロジェクト

でITPM連携を利用していない場合は、この項目は表示されませ

ん。

プロジ

ェクト

通報一括設定を行

いたいプロジェク

トを選択します。

(複数可)

1. 通報一括設定をするプロジェクトを選択し終えたら、「次へ」をクリックします。

2. 通報一括設定の確認画面が表示されるので、通報設定と選択したプロジェクトに問題ないか確認して

ください。確認画面で表示される通知方法は通報一括設定画面で設定した通報設定が反映されたもの

となりますので、設定内容に問題がなければ「更新」をクリックします。



5-2-2. 通報一括設定の注意事項

WebhookとITPM連携はすべてのプロジェクトに対して有効に設定できるものではないため注意してくださ

い。通報を有効に設定できるプロジェクトの条件は下記となります。

Webhook: WebhookのURLが設定済みのプロジェクト

ITPM連携: ITPM連携オプションを契約済みのプロジェクト

選択したプロジェクトが有効の対象プロジェクトであるかはWebhook、ITPM連携ラベルの横のはてなアイ

コンから確認することができます。
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6. 要員管理

6-1. 要員登録

6-1-1. 要員情報

項目名 説明

氏名
通報を受ける要員の氏名を指定します。通報グループ登録時のシフトを設定する際に使

用します。

氏名(カ

ナ)

通報を受ける要員の氏名の読み方をカタカナで指定します。電話通報の音声案内にこの

情報を使用します。

6-1-2. 所属プロジェクト

項

目

名

説明

http://localhost:8080/manual/


項

目

名

説明

有

効

要員が所属するプロジェクトを指定します。プロジェクトが複数ある場合、要員を複数のプロ

ジェクトに割り当てることができます。

6-1-3. 電話番号情報

項目名 説明

電話番号 要員の電話番号を指定します。電話通報の発信に使用します。

電話番号

名称

電話番号の管理名称を指定します。通報グループのシフトを設定する際に表示されま

す。例えば「鈴木社用携帯」と要員や電話の種類などを含めます。

電話番号

属性

代表電話か個人電話かを指定します。現在この項目は他の設定などで使用していませ

ん。

電話番号

種別

固定電話か携帯電話かを指定します。現在この項目は他の設定などで使用していませ

ん。

電話機器

所有属性

会社所有か個人所有かを指定します。現在この項目は他の設定などで使用していませ

ん。

6-1-4. メールアドレス情報



項目名 説明

メールア

ドレス
要員のメールアドレスを指定します。メール通報の送信に使用します。

メールア

ドレス名

称　

メールアドレスの管理名称を指定します。パターン登録時のメール通報先を設定する際

に表示されます。例えば「鈴木社用メール」と要員やメールアドレスの種類などを含め

ます。

6-2. 電話抑止設定

電話抑止設定は、要員に対して一時的に電話通報を行わないようにするための設定です。 通報グループ

に電話抑止を設定した要員が含まれる場合は、抑止設定をした要員に対する電話通報はスキップされま

す。

6-2-1. 電話抑止設定の登録を行う

1. 画面左のメニューバーから、「要員」を選択して、管理画面を開き、画面右上のアクションメニュー

内の「電話抑止設定」をクリックします。



2. 電話抑止設定をクリックすると電話抑止設定用のダイアログが開きます。 

項目名 説明 補足

スケジュ

ールの登

録・削除

スケジュールの登録

を選択します。

すでに抑止設定がされている要員にスケジュール登録すると設

定の上書きとなります。(二つ以上のスケジュールを登録するこ

とはできません。)

開始日・

時間

電話抑止を開始する

日時を指定します。

終了日・

時間

電話抑止を終了する

日時を指定します。

指定しない場合は抑止設定を削除するまで無期限で抑止しま

す。



項目名 説明 補足

要員選択

電話抑止を設定する

要員を選択します。

(複数可)

3. 電話抑止をする開始日時・終了日時と適用する要員を選択して、「次へ」をクリックします。

4. 電話抑止設定確認画面が表示されるので、設定内容を確認して問題なければ「更新」をクリックしま

す。 



5. 要員一覧の「電話抑止設定」列に状態が表示されるので確認します。 

項目名 説明 補足

予定あり 電話抑止の予定が設定されています。

抑止中 電話抑止を実施中です。

TIP

電話抑止設定の値をマウスホバーすると電話抑止を実施するスケジュールが表示されます。

終了日時が過ぎた電話抑止設定については表示されません。

6-2-2. 電話抑止設定の削除を行う

1. 画面左のメニューバーから、「要員」を選択して、管理画面を開き、画面右上のアクションメニュー

内の「電話抑止設定」をクリックします。

2. 電話抑止設定をクリックすると電話抑止設定用のダイアログが開きます。



項目名 説明 補足

スケジュールの登録・削除 スケジュールの削除を選択します。

要員選択 電話抑止設定を削除したい要員を選択します。(複数可)

3. 電話抑止設定を削除する要員を選択して、「次へ」をクリックします。

4. 電話抑止設定確認画面が表示されるので、設定内容を確認して問題なければ「更新」をクリックしま

す。 



5. 要員一覧の「電話抑止設定」列に値が入っていないことを確認します。 

6-2-3. 電話抑止設定の注意事項

電話抑止設定は、実際に抑止設定を行うログインユーザの権限に関わらず、要員が所属するすべての

プロジェクトに適用されます。（特定のプロジェクトにのみ抑止設定を行うことはできません。）

6-3. 要員一括削除

複数の要員を一括で削除することができます。 一括削除では最大100件の要員を削除することができま

す。



6-3-1. 要員の一括削除を行う

1. 画面左のメニューバーから、「要員」を選択して、管理画面を開き、画面右上のアクションメニュー

内の「一括削除」をクリックします。

2. 一括削除をクリックすると一括削除用のダイアログが開きます。

INFO

一括削除ダイアログでは最大100件の要員が選択可能です。全て選択をクリックすると、テーブ

ルに表示されている要員を全て選択します。表示件数が100件を超えている場合は、テーブルの

ソート順に先頭から100件の要員を選択します。

3. 削除する要員を選択し終えたら、「次へ」をクリックします。



4. 一括削除の確認画面が表示されるので、選択した要員に問題なければ「削除」をクリックします。

6-3-2. 一括削除の注意事項

一括削除に指定した要員の中に通報グループやパターンなどの関連リソースに紐づく要員が含まれている

場合は、該当する要員の削除をスキップし、それ以外の要員の削除は行います。

関連リソースに紐づく要員が含まれていた場合は、一括削除完了後に一部の要員の削除をスキップしたこ

とが通知されます。 「詳細表示」をクリックすることで、実際にスキップされた要員を確認することが

できます。

一括削除の結果画面（通報グループに紐づく要員が含まれている場合）

一括削除の結果詳細画面



6-4. メール送信エラー表示について

迷惑メールフィルタやアドレス不正等の原因でメールを送信先に正常に配信できなかった場合は、要員一

覧の「送信エラー」列に警告アイコンが表示されます。 警告アイコンにマウスをホバーすることで、実

際に配信できなかったアドレスを確認することができます。

CAUTION

迷惑メールフィルタやアドレス不正等の原因でメールを送信先に正常に配信できず、メールのバウ

ンスが一定回数発生した場合は、送信拒否リストにメールアドレスが登録されます。 送信拒否リス

トに登録されたメールアドレスについてAMCからのメール送信が行われなくなります。 メールエス

カレーションご利用時の注意事項は こちら を参照してください。

6-5. 送信拒否リストからの解除

http://localhost:8080/manual/docs/usage-warnings#%E3%83%A1%E3%83%BC%E3%83%AB%E3%82%A8%E3%82%B9%E3%82%AB%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3%E3%81%94%E5%88%A9%E7%94%A8%E6%99%82%E3%81%AE%E6%B3%A8%E6%84%8F%E4%BA%8B%E9%A0%85


送信拒否リストに登録されたメールアドレスは要員一覧から解除することができます。 送信拒否リスト

からメールアドレスを解除することで、AMCからメール送信が行われるようになります。

1. 画面左のメニューバーから、「要員」を選択して、管理画面を開き、要員一覧テーブルの「アクショ

ン列」内の「送信拒否リストからの解除」アイコンをクリックします。 

2. 「送信拒否リストからの解除」アイコンをクリックすると確認ダイアログが開きます。表示内容を確

認して問題なければ「解除」をクリックします。 

3. 送信拒否リストからの解除が完了すると、要員一覧テーブルの「送信エラー」列の警告が表示されな

くなり、メール送信が行われるようになります。 

CAUTION



送信拒否リストから解除を行ってからも引き続きメールを送信先に正常に配信できなかった場合

は、再び送信拒否リストに登録されます。迷惑メールフィルタの設定やメールアドレスに問題がな

いかを確認してから解除を行ってください。

6-6. 要員向けテストメール送信機能

「メールアドレス情報」のメールアドレス宛にAMCからテストメール送信を行うことができます。 入力し

たメールアドレスに対してAMCからのメールが正しく受け取れるか確認することができます。

1. 要員管理の追加（または、詳細／編集）画面を開き、メールアドレス情報の「アクション列」内の

「テストメール送信」アイコンをクリックします。 

2. 「テストメール送信」アイコンをクリックすると確認ダイアログが開きます。表示内容を確認して問

題なければ「送信」をクリックします。 

3. テスト対象のメールアドレス宛にテストメールを送信します。 



4. 送信が完了しますと、以下の件名のメールを受信します。

CAUTION

しばらく経ってもメールが届かない場合、迷惑メールフィルタの設定やメールアドレスに問題がな

いかを確認してください。 メールエスカレーションご利用時の注意事項は こちら を参照してくだ

さい。

6-7. 要員複製

6-7-1. 要員の複製を行う

要員の複製は要員一覧画面、または要員詳細画面から行うことができます。

要員一覧画面

要員詳細画面

[WebSAM AMC Notification] メール受信テスト

http://localhost:8080/manual/docs/usage-warnings#%E3%83%A1%E3%83%BC%E3%83%AB%E3%82%A8%E3%82%B9%E3%82%AB%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3%E3%81%94%E5%88%A9%E7%94%A8%E6%99%82%E3%81%AE%E6%B3%A8%E6%84%8F%E4%BA%8B%E9%A0%85


6-7-2. 複製の注意事項

複製ボタンを選択すると複製元の情報が入力済みの要員登録画面へ遷移します。

要員登録画面 

「氏名」「電話番号名称」「メールアドレス名称」のデフォルト入力値は、複製元と名称が重複しないよ

うに「_copy」が付与されます。

項目名 説明 補足

氏名 <複製元の氏名>_copy

電話番号名称 <複製元の電話番号名称>_copy

メールアドレス名称 <複製元のメールアドレス名称>_copy

「所属プロジェクト」のデフォルト入力値は「サインインユーザと複製元の要員が両方とも所属している

プロジェクト」かつ「サインインユーザが運用者以上の権限を持つプロジェクト」の場合に紐づけされま

す。

[例]

サインインユーザ： プロジェクトA(運用者)、プロジェクトB(参照者)、プロジェクトD(管理者)



要員の所属プロジェクト： プロジェクトA、プロジェクトB、プロジェクトC

→ プロジェクトAは紐づけされます。プロジェクトB、C、D は紐づけされません。

INFO

サインインユーザがテナント管理者の場合は、複製元の要員の所属するすべてのプロジェクト

が紐づけされます。
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7. ユーザ管理

7-1. ユーザ追加

CAUTION

ユーザ追加後、追加したメールパスワードに仮パスワードが記載されたメールが送信されます。 仮

パスワードの有効期限は7日となります。期日を過ぎてしまった場合、仮パスワードの再発行が必要

となります。

7-1-1. ユーザ情報

項目名 説明

メールアドレス

(ログインID)

追加するユーザのメールアドレスをを指定します。このメールアドレスはポータ

ルにログインする際のログインIDとなります。

ユーザ名(表示

名)

ユーザ名の表示名を指定します。ポータル画面右上のユーザ名の表示を変えるこ

とができます。

7-1-2. テナント管理者設定

http://localhost:8080/manual/


項目名 説明 補足

テナン

ト管理

者

テナント管理者を指定します。

「有効」にすることで、ユーザにテ

ナント管理者権限を付与します。

「無効」にすることで、ユーザにテ

ナント管理者権限を付与しません。

テナント管理者権限を持つユーザのみ設定可能で

す。

テナント管理者権限を持っていないユーザでログ

インしている場合、この設定は表示されません。

7-1-3. 権限設定

項目

名
説明 補足

有効

（チ

ェッ

クボ

ック

ス）

ユーザを割り当てるプロジェクトを指定します。

テナント管理者権限を持

つユーザのみ設定可能で

す。



項目

名
説明 補足

権限

プロジェクトに割り当てる権限を「管理者」「運用者」「参

照者」から指定します。

プロジェクトの管理者は、運用ポータルを使用した各種設定

追加、変更、削除といった操作を行います。ただし、ユーザ

の登録・削除と要員の削除は行えません。

プロジェクトの運用者は運用ポータルを使用した各種設定追

加、変更、削除といった操作を行います。ただし、ユーザの

プロジェクトへの所属と権限変更、ユーザの登録・削除、要

員の削除は行えません。

プロジェクトの参照者は運用ポータルで設定された情報やエ

スカレーション結果等の参照を行います。

権限は割り当てられたプ

ロジェクトの管理者(管理

者権限を持つユーザ)のみ

設定可能です。

ユーザの登録・削除と要

員の削除はテナント管理

者権限を持つユーザのみ

可能です。

テナント管理者ユーザは、追加したユーザにテナントIDを伝えてください。

登録完了と同時に、追加されたユーザのメールアドレス宛にユーザ登録のご案内メールが届きます。

追加されたユーザは、管理者から伝えてもらったテナントIDとメールに記載された情報によりログイ

ンしてください。ログイン後すぐにパスワードの変更を促されますのでパスワード変更を完了してく

ださい。

7-2. ユーザ編集

7-2-1. ユーザ情報

項目名 説明 補足



項目名 説明 補足

ユーザ名

(表示名)

ユーザ名の表示名を変更できます。

変更後に再ログインすることで画面右上の

ユーザ名が変わります。

ログイン時のログインID(メールアドレ

ス)は変更されません。

7-2-2. テナント管理者設定

項目名 説明 補足

テナン

ト管理

者

テナント管理者を指定します。

「有効」にすることで、ユーザにテ

ナント管理者権限を付与します。

「無効」にすることで、ユーザにテ

ナント管理者権限を付与しません。

テナント管理者権限を持つユーザのみ設定可能で

す。

テナント管理者権限を持っていないユーザでログ

インしている場合、この設定は表示されません。

7-2-3. 権限設定



項目

名
説明 補足

項目

名
説明 補足

有効

（チ

ェッ

クボ

ック

ス）

ユーザを割り当てるプロジェクトを変更できます。

テナント管理者権限を持

つユーザのみ変更可能で

す。

権限

プロジェクトに割り当てる権限を「管理者」「運用者」「参

照者」から変更できます。

プロジェクトの管理者は、運用ポータルを使用した各種設定

追加、変更、削除といった操作を行います。ただし、ユーザ

の登録・削除と要員の削除は行えません。

プロジェクトの運用者は運用ポータルを使用した各種設定追

加、変更、削除といった操作を行います。ただし、ユーザの

プロジェクトへの所属と権限変更、ユーザの登録・削除、要

員の削除は行えません。

プロジェクトの参照者は運用ポータルで設定された情報やエ

スカレーション結果等の参照を行います。

権限は割り当てられたプ

ロジェクトの管理者(管理

者権限を持つユーザ)のみ

変更可能です。

ユーザの登録・削除と要

員の削除はテナント管理

者権限を持つユーザのみ

可能です。

7-3. テナント管理者による仮パスワードの再発行

テナント管理者は仮パスワードの有効期限を過ぎてしまったユーザに対して、仮パスワードの再発行を行

うことができます。 仮パスワードの再発行を行うと、再発行されたユーザのログインID（メールアドレ

ス）宛に仮パスワードが記載されたメールが送信されます。

仮パスワードの再発行方法

仮パスワードの再発行はユーザ一覧画面、またはユーザ詳細画面から行うことができます。

ユーザ一覧画面

仮パスワード状態のユーザには、仮パスワード再発行アイコンが表示されます。このアイコンから仮



パスワードの再発行ができます。 

ユーザ詳細画面

仮パスワード状態のユーザには、仮パスワード再発行ボタンが表示されます。このボタンから仮パス

ワードの再発行ができます。 

7-4. ユーザ一覧

7-4-1. 検索条件



項

目

名

説明
補

足

ユ

ー

ザ

名

称

ユーザ名称で検索対象を絞り込みたい場合に指定します。ユーザ名称に指定した値に部

分一致したものを検索します。

メ

ー

ル

ア

ド

レ

ス

メールアドレスで検索対象を絞り込みたい場合に指定します。メールアドレスに指定し

た値に部分一致したものを検索します。



項

目

名

説明
補

足

テ

ナ

ン

ト

管

理

者

テナント管理者権限の有無で検索対象の絞り込みを行いたい場合に指定します。テナン

ト管理者の権限を持つユーザだけを検索したい場合は「有」を、テナント管理者の権限

を持つユーザだけを検索したい場合は「無」を選択します。

表

示

件

数

表示件数を25件、50件、100件から選択できます。デフォルトは25件です。

INFO

検索条件は全てAND条件で検索します。



画面説明 8. 個人設定

8. 個人設定

画面右上のアカウント名を選択すると、各種個人設定およびサインアウトが可能です。

8-1. メールアドレス変更

項目名 説明

http://localhost:8080/manual/


項目名 説明

新しいメールアドレス 変更後のメールアドレスを入力します。

8-2. パスワード変更

項目名 説明

現在のパスワード 変更前のパスワードを入力します。

新しいパスワード 変更後のパスワードを入力します。

8-3. 二段階認証設定

電話や他のデバイスを二段階認証用のデバイスとして使用することができます。二段階認証を行うには、

TOTP(時刻ベースのワンタイムパスワード)アルゴリズムであるRFC6238に準拠するモバイルアプリをイン

ストールする必要があります。 二段階認証を有効後はサインイン画面でメールアドレス/パスワードを入



力後、さらに認証コードが求められるようになります。これらのアプリは6桁の認証コードを生成します

ので、生成された認証コードを入力してください。

TOTPアルゴリズムに対応しているモバイルアプリには次のようなアプリケーションがありますので、二段

階認証を有効化する前にインストールを行ってください。

Authy

Microsoft Authenticator

Google Authenticator

二段階認証の設定方法

項目名 説明

二段階認証を利用する（ワンタイムパスワード） 次の画面で二段階認証を設定します。

二段階認証を利用しない 二段階認証を利用しない場合に選択します。



項目名 説明

QRコー

ド

認証アプリケーションをインストールしたデバイスのカメラで読み取り、認証コードを確

認します。

シーク

レット

キー

キーを入力するタイプの認証アプリケーションの場合は、キーを表示して利用します。

認証コ

ード

認証アプリケーションが発行した認証コードを入力して送信します。成功した場合は、次

回のサインイン時から二段階認証が有効となります。失敗時は再設定をしてください。

INFO



Microsoft Authenticatorアプリをご利用の場合、アプリ内のカメラからQRコードを読み込んだ時に

「アクティブ化用バーコードが無効です。」と表示されて登録が失敗することがあります。

本エラーが発生した場合は、一度カメラアプリ等からQRコードを読み込んでいただくと

「Authenticatorで開く」という通知が表示されますので、そちらをタップしていただくことで登録

を完了することができます。

8-4. テナント管理者による二段階認証の設定解除

テナント管理者はユーザ管理で、各ユーザの二段階認証の設定を解除することができます。

項目名 説明

詳細表

示

テナント管理者のみ詳細設定を有効にすると、各ユーザの二段階認証の設定有無を確認す

ることができます。

二段階認証の解除方法

テナント管理者は、ユーザ編集画面から二段階認証の設定解除ができます。



項目名 説明項目名 説明

二段階設定を解

除する

ユーザの二段階認証の設定を解除します。解除するとユーザ編集画面をキャンセ

ルしても解除は有効です。



画面説明 9. CSVによる定義・履歴の管理/シミュレーション

9. CSVによる定義・履歴の管理/シミュレーション

9-1. 定義ファイルをインポート/エクスポートする

AMCで管理する定義情報は、インポート/エクスポート機能により、CSV形式ファイルでの取り込み、出力

が可能です。AMCの画面で作成した定義情報をエクスポート機能により出力、出力したCSVファイルを編集

して再取り込みすることにより、既存データの更新と新規データの追加を一括で実行することができま

す。 以下のリソースが対象で、操作はリソース種別毎に実行します。

ノード

要員

パターン

複合パターン

通報グループ

プロジェクト

9-1-1. エクスポートする

1. 画面左のメニューバーから、「ノード」、「要員」、「パターン」（複合パターンの場合は、更に

「複合パターン」タブを選択）、「通報グループ」、「プロジェクト」のいずれかを選択して、管理

画面を開き、画面右上の「CSV」プルダウンメニューから「エクスポート」をクリックします。

http://localhost:8080/manual/


2. 定義情報のCSVファイルがダウンロードされます。

9-1-2. インポートする

1. 画面左のメニューバーから、「ノード」、「要員」、「パターン」（複合パターンの場合は、更に

「複合パターン」タブを選択）、「通報グループ」、「プロジェクト」のいずれかを選択して、管理

画面を開き、画面右上の「CSV」プルダウンメニューから「インポート」をクリックします。



2. ダイアログでインポートするファイルを選択して完了をクリックします。パターンの場合は、[パタ

ーンの優先順を設定する]チェックボックスをチェックすると、入力ファイルの上から順に優先順を

設定します。

3. インポートした定義情報で更新されます。



インポートがエラー終了した場合、AMC定義情報はインポート前の状態になります。例えば、インポート

定義ファイルの10件目がフォーマット不正などによりエラーになった場合、1件目から9件目も反映されず

に終了します。

9-1-3. ファイル形式

主キー

下記表中の太字で表示されるカラムをキーとしてインポートします。エクスポートした定義情報

を更新する場合には、キー以外の値を変更すると、その値で当該キーのレコードが更新されま

す。新規登録時には、キーの値を空で指定します。入力CSVに既存のレコードがない場合は、更

新がされないだけで、既存レコードの削除はされません。

可変長カラム

複数定義が可能な項目のカラムは、カラム名末尾に数字を1から順に追加します。

[例] 1人の要員が所属するプロジェクトは複数設定できるので、pj_name1, pj_name2,...のよう

に指定します。

参照

下記表中の下線で表示されるカラムは、他の定義情報を参照します。参照先定義情報を作成した

後でインポートを実行してください。

[例] パターンで定義するnode_nameは、同じnode_nameを持つノード情報を参照します。パター

ンのインポートで、ノード情報が存在しない場合、エラーになります。

CAUTION



表計算ソフトウェアで編集、保存した場合、値が自動でフォーマットされることにより（数字

の先頭の0削除、日付フォーマットの変更など）、インポートが失敗することがあります。

既存の電話番号を変更してインポートすると別の電話として認識されます。電話番号を変更す

る場合は、画面から実行して、その後、再度エクスポートしてください。

ノード

カラム名 説明 値 必須項目

node_id ノードID UUID

node_name ノード名 最大32文字。プロジェクトで一意。 〇

node_name_jp ノード表示名 最大256文字 〇

reg_exp_use 任意の文字表現 0:利用しない 1:利用する 〇

要員

カラム名 説明 値 必須項目

member_id 要員ID UUID

member_name 氏名 最大128文字。テナントで一意。 〇

member_name_kana 氏名カナ カタカナ最大128文字 〇

tel_name N 電話番号名称 最大32文字。テナントで一意。 ※1

country_number N 電話国番号 +81 ※1

local_number N 電話番号 半角数字10-11桁 ※1

personal_type N 電話番号属性 1:代表番号 2:個人番号 ※1

machine_type N 電話機器種別 1:固定電話 2:携帯電話 ※1



カラム名 説明 値 必須項目

owner_type N 電話機器所有者属性 1:会社所有 2:個人所有 ※1

mail_name N メールアドレス名称 最大32文字。テナントで一意。 ※2

mail_address N メールアドレス 最大128文字 ※2

pj_name N 所属プロジェクト 作成済みプロジェクト名 〇

※1：要員の電話番号を設定する場合、必須です。 ※2：要員のメールアドレスを設定する場合、必須で

す。

パターン

パターン共通項目

カラム名 説明 値
必須

項目

ptn_id パターンID UUID

ptn_name パターン名
最大32文字。プロジェクトで一

意。
〇

ptn_type タイプ
1:静観 2:集約 3:単発 4:件数 7:

到達監視
〇

ptn_description 概要 最大512文字

ptn_note 備考 最大1000文字

aggr_time 集約間隔(分) 1-99999

aggr_count_mail 集約通知 0:通知しない 1:通知する 〇※1



カラム名 説明 値
必須

項目

kensu_ptn_threshold
件数パターン

指定件数
1-99999

kensu_ptn_time

件数パターン

アラート有効

時間(分)

1-99999

monitor_type 監視方式 0:定時監視 1:一定間隔 ※18

monitor_start_time 監視開始時刻 HH:MM ※19

monitor_end_time 監視終了時刻 HH:MM ※19

monitor_interval 監視間隔(分) 5-60 ※20

monitor_condition_count
到達監視件数

条件
1-99 ※18

monitor_condition_node
到達監視ノー

ド条件
0: 区別しない 1: 区別する ※18

mix_child_ptn_flag
複合構成パタ

ーンフラグ

0:複合パターンで使用されていな

い 1:複合パターンで使用されてい

る

sche_daily_start_time 適用開始時刻 HH:MM:SS

sche_daily_end_time 適用終了時刻 HH:MM:SS

sche_month 適用有効月
指定なし:毎月、1-12の,区切り(空

白不可)

sche_monthly_day 適用有効日
1-31の,区切り(空白不可)、または

99(末日)



カラム名 説明 値
必須

項目

sche_start_date 適用開始日時 YYYY-MM-DD HH:MM:SS 〇

sche_end_date 適用終了日時 YYYY-MM-DD HH:MM:SS

sche_mon 月曜適用有無 0:適用しない 1:適用する 〇

sche_tue 火曜適用有無 0:適用しない 1:適用する 〇

sche_wed 水曜適用有無 0:適用しない 1:適用する 〇

sche_thu 木曜適用有無 0:適用しない 1:適用する 〇

sche_fri 金曜適用有無 0:適用しない 1:適用する 〇

sche_sat 土曜適用有無 0:適用しない 1:適用する 〇

sche_sun 日曜適用有無 0:適用しない 1:適用する 〇

sche_nth_day
適用有効第N曜

日

X#N (X:日曜-土曜を1-7で指定、N:

序数。例: 第1月曜日は2#1)

sche_holiday

プロジェクト

休日のパター

ンマッチ有無

0:プロジェクト休日にパターンマ

ッチを行う 1:プロジェクト休日に

パターンマッチを行わない

〇

keys_combi_exp
キーワード条

件式
例: KEY1 OR KEY2 ※2

from_address_combi_exp
送信元アドレ

ス条件式
例: FROM1 AND FROM2 ※3

to_address_combi_exp
宛先アドレス

条件式
例: TO1 OR TO2 ※4



カラム名 説明 値
必須

項目

esca_comment
通報時のコメ

ント
最大512文字

mail_use
メール通報有

無
0:通報しない 1:通報する 〇

mail_aggregation
メール集約有

無
0:集約する 1:集約しない 〇※5

mail_specify_time_use

メール通報エ

スカレーショ

ン設定

0:即時 1:時間指定 〇※6

mail_specify_time_scheduled_day

メール通報エ

スカレーショ

ン予定日

1:翌日 2:翌営業日 〇※7

mail_specify_time_scheduled_time

メール通報エ

スカレーショ

ン予定時間

1:プロジェクト始業時間 2:指定時

間
〇※8

mail_specify_time_execution_time

メール通報エ

スカレーショ

ン実施予定時

刻

HH:MM:SS

cti_use 電話通報有無 0:通報しない 1:通報する 〇

cti_specify_time_use

電話通報エス

カレーション

設定

0:即時 1:時間指定 〇※6



カラム名 説明 値
必須

項目

cti_specify_time_scheduled_day

電話通報エス

カレーション

予定日

1:翌日 2:翌営業日 〇※7

cti_specify_time_scheduled_time

電話通報エス

カレーション

予定時間

1:プロジェクト始業時間 2:指定時

間
〇※8

cti_specify_time_execution_time

電話通報エス

カレーション

実施予定時刻

HH:MM:SS

ptn_sche_type 運用種別
1:有効曜日 2:有効日 3:有効第N曜

日
〇

mail_sending_method
メール送信方

法
0:一括、1:個別

〇

※17

rest_api_use
HTTPリクエス

ト通報有無
0:通報しない 1:通報する 〇

rest_api_url
HTTPリクエス

トURL
最大256文字 ※9

webhook_use
Webhook通知有

無
0:通報しない 1:通報する 〇

node_name N
作成済みノー

ド名
最大32文字 ※10

node_search_place N 検索箇所 1:件名 2:本文 ※10

node_search_start N
本文検索範囲

開始行
1-99999



カラム名 説明 値
必須

項目

node_search_end N
本文検索範囲

終了行
1-99999

node_priority N
ノード検索優

先順位
1から連番 ※10

keywd_name N
キーワード条

件名
KEY1〜KEY9 ※2

keywd N
検索キーワー

ド
最大256文字 ※2

partical N 比較区分 1:含む 2:含まない 3:正規表現 ※2

keywd_search_place N 検索箇所 1:件名 2:本文 ※2

keywd_search_start N
本文検索範囲

開始行
1-99999

keywd_search_end N
本文検索範囲

終了行
1-99999

address_name N
メールアドレ

ス名
FROM1〜FROM9、TO1〜TO9

※3、

※4

address N
メールアドレ

ス
最大256文字

※3、

※4

partical_address N
メールアドレ

ス比較区分
1:含む 2:含まない

※3、

※4

div_address N
メールアドレ

ス区分
0:FROM 1:TO 2:CC 4:TO, CC

※3、

※4



カラム名 説明 値
必須

項目

option N
メール通報宛

先種別
1:TO 2:CC 3:BCC ※11

mail_name N

メール通報先

作成済みメー

ル名

最大32文字 ※12

mail_address N

メール通報先

作成済みメー

ルアドレス

最大128文字 ※12

mail_rep_grp_name N

メール通報先

作成済み通報

グループ名

最大32文字 ※13

cti_number N 電話通報番号 1から連番 ※14

cti_use N
電話通報使用

有無
0:使用しない 1:使用する ※14

rep_grp_name N
作成済み通報

グループ名
最大32文字 ※15

link_rep_grp_name N

作成済み連結

通報グループ

名

最大32文字 ※16

link_rep_grp_retry_count N

連結通報グル

ープリトライ

回数

0-99 ※16

link_rep_grp_retry_wait_time N

連結通報グル

ープ待ち時間

(秒)

0-86400 ※16



※1：集約パターン以外の場合、「0:通知しない」を指定してください。

※2：キーワード条件を設定する場合、必須です。

※3：送信元アドレス条件を設定する場合、必須です。

※4：宛先アドレス条件を設定する場合、必須です。

※5：集約パターン以外の場合、「0:集約する」を指定してください。

※6：通報有無が「0:通報しない」の場合、「0:即時」を指定してください。

※7：エスカレーション設定が「0:即時」の場合、「1:翌日」を指定してください。

※8：エスカレーション予定日が「1:翌日」の場合、「1:プロジェクト始業時間」を指定してください。

※9：[HTTPリクエスト通報有無]が「1:通報する」の場合、必須です。

※10：ノード条件を設定する場合、必須です。

※11：メール通報先を設定する場合、必須です。

※12：メール通報先をメールアドレスで設定する場合、必須です。

※13：メール通報先を通報グループで設定する場合、必須です。

※14：電話通報先を設定する場合、必須です。

※15：電話通報先を通報グループで設定する場合、必須です。

※16：電話通報先を連結通報グループで設定する場合、必須です。

※17：[メール送信方法]のカラムがないバージョンでエクスポートした定義ファイルをインポートする場

合、0が適用されます。新しいバージョンで「個別」の設定をして、その設定を保持する場合には再度定

義情報をエクスポートしてください。

※18: 到達監視パターンの場合、必須です。

※19: 監視方式が定時監視の場合、必須です。

※20: 監視方式が一定間隔の場合、必須です。

ITPM連携項目

ITPM連携を利用する場合は、下記カラムにてITPM連携設定が可能です。

CAUTION

ITPM連携を利用しないプロジェクトでは、ITPM連携項目はインポート対象となりません。

カラム名 説明 値

必

須

項

目

itpm_use ITPM連携有無 0:連携しない 1:連携する 〇



カラム名 説明 値

必

須

項

目

itpm_impact
ITPMインシデント重要

度

ITPMの[SysAdmin]-[参照系区分マス

タ]-[重要度]の重要度区分 (※1)
※2

itpm_emergency
ITPMインシデント緊急

度

ITPMの[SysAdmin]-[参照系区分マス

タ]-[緊急度]の緊急度区分 (※1)
※2

itpm_inci_title_check

ITPMインシデント案件

名へのメール件名使用

有無

0:使用しない、1:使用する ※2

itpm_inci_title
ITPMインシデント案件

名
最大255文字 ※3

itpm_in_view
ITPMインシデント外部

公開設定
0:非公開 1:公開 ※2

itpm_inci_detail_check

ITPMインシデント詳細

内容へのメール本文使

用有無

0:使用しない、1:使用する ※2

itpm_inci_detail
ITPMインシデント詳細

内容
最大4096文字 ※4

itpm_receive_to_dept_code
ITPMインシデント受付

先組織

ITPMの[SysAdmin]-[ユーザ管理]-

[組織情報]の組織コード (※1)
※2

itpm_report_dept_code
ITPMインシデント報告

先組織

ITPMの[SysAdmin]-[ユーザ管理]-

[組織情報]の組織コード (※1)
※2

itpm_category_code
ITPMインシデントカテ

ゴリ

ITPMの[SysAdmin]-[機能設定マス

タ]-[カテゴリ]のカテゴリコード

(※1)

※2



カラム名 説明 値

必

須

項

目

itpm_register_use
ITPMインシデント登録

アクション使用有無
0:使用しない、1:使用する ※5

itpm_register_comment
ITPMインシデント登録

アクションコメント
最大4096文字

itpm_receive_use
ITPM受付アクション使

用有無
0:使用しない、1:使用する ※2

itpm_receive_comment
ITPM受付アクションコ

メント
最大4096文字

itpm_result_use
ITPM結果報告アクショ

ン使用有無
0:使用しない、1:使用する ※2

itpm_result_fin
ITPMインシデント処置

結果区分

ITPMの[SysAdmin]-[参照系区分マス

タ]-[クローズ]のクローズ処置区分

(※1)

※6

itpm_result_comment
ITPM結果報告アクショ

ンコメント
最大4096文字

itpm_result_close_detail
ITPMインシデント対応

内容
最大2048文字 ※6

itpm_result_work_man_hour
ITPMインシデント対応

工数
0.00-9999.99

itpm_close_use
ITPMクローズ承認アク

ション使用有無
0:使用しない、1:使用する ※2



カラム名 説明 値

必

須

項

目

itpm_close_comment
ITPMクローズ承認アク

ションコメント
最大4096文字

※1：ITPMの定義はCSVインポート時に指定された値を登録します。そのため、ITPMに存在しない値を指定

した場合でもインポートには成功します。

※2：[ITPM連携有無]が「1:連携する」の場合、必須です。

※3：[ITPM連携有無]が「1:連携する」かつ [ITPMインシデント案件名へのメール件名使用有無]が「1:使

用する」の場合、必須です。

※4：[ITPM連携有無]が「1:連携する」かつ [ITPMインシデント詳細内容へのメール本文使用有無]が「1:

使用する」の場合、必須です。

※5：[ITPM連携有無]が「1:連携する」の場合、[ITPMインシデント登録アクション使用有無]は「1:使用

する」を指定してください。

※6：[ITPM連携有無]が「1:連携する」かつ [ITPM結果報告アクション使用有無]が「1:使用する」の場

合、必須です。

複合パターン

複合パターン共通項目

カラム名 説明 値
必須

項目

mix_ptn_id
複合パターン

ID
UUID

mix_ptn_name
複合パターン

名
最大32文字。プロジェクトで一意。 〇

mix_ptn_type
複合パターン

タイプ
5:複合静観 6:複合エスカ 〇

mix_ptn_description 概要 最大512文字



カラム名 説明 値
必須

項目

mix_ptn_note 備考 最大1000文字

mix_time
複合有効時間

(分)
1-99 〇

mix_order_use
複合条件優先

順
0:利用しない 1:利用する 〇

sche_daily_start_time 適用開始時刻 HH:MM:SS

sche_daily_end_time 適用終了時刻 HH:MM:SS

ptn_sche_type 運用種別
1:有効曜日 2:有効日 3:有効第N曜

日
〇

sche_month 適用有効月
指定なし:毎月、1-12の,区切り(空

白不可)

sche_monthly_day 適用有効日
1-31の,区切り(空白不可)、または

99(末日)

sche_start_date 適用開始日時 YYYY-MM-DD HH:MM:SS 〇

sche_end_date 適用終了日時 YYYY-MM-DD HH:MM:SS

sche_mon 月曜適用有無 0:適用しない 1:適用する 〇

sche_tue 火曜適用有無 0:適用しない 1:適用する 〇

sche_wed 水曜適用有無 0:適用しない 1:適用する 〇

sche_thu 木曜適用有無 0:適用しない 1:適用する 〇

sche_fri 金曜適用有無 0:適用しない 1:適用する 〇



カラム名 説明 値
必須

項目

sche_sat 土曜適用有無 0:適用しない 1:適用する 〇

sche_sun 日曜適用有無 0:適用しない 1:適用する 〇

sche_nth_day
適用有効第N曜

日

X#N (X:日曜-土曜を1-7で指定、N:

序数。例: 第1月曜日は2#1)

sche_holiday

プロジェクト

休日のパター

ンマッチ有無

0:プロジェクト休日にパターンマッ

チを行う 1:プロジェクト休日にパ

ターンマッチを行わない

〇

esca_comment
通報時のコメ

ント
最大512文字

mail_use
メール通報有

無
0:通報しない 1:通報する 〇

mail_specify_time_use

メール通報エ

スカレーショ

ン設定

0:即時 1:時間指定 ※1

mail_specify_time_scheduled_day

メール通報エ

スカレーショ

ン予定日

1:翌日 2:翌営業日 ※2

mail_specify_time_scheduled_time

メール通報エ

スカレーショ

ン予定時間

1:プロジェクト始業時間 2:指定時

間
※3

mail_specify_time_execution_time

メール通報エ

スカレーショ

ン実施予定時

刻

HH:MM:SS



カラム名 説明 値
必須

項目

cti_use 電話通報有無 0:通報しない 1:通報する 〇

cti_specify_time_use

電話通報エス

カレーション

設定

0:即時 1:時間指定 ※1

cti_specify_time_scheduled_day

電話通報エス

カレーション

予定日

1:翌日 2:翌営業日 ※2

cti_specify_time_scheduled_time

電話通報エス

カレーション

予定時間

1:プロジェクト始業時間 2:指定時

間
※3

cti_specify_time_execution_time

電話通報エス

カレーション

実施予定時刻

HH:MM:SS

rest_api_use
HTTPリクエス

ト通報有無
0:通報しない 1:通報する 〇

rest_api_url
HTTPリクエス

トURL
最大256文字 ※4

webhook_use
Webhook通知有

無
0:通報しない 1:通報する 〇

node_cond_use
ノード条件比

較

0:比較しない 1:比較する(マッチし

たノードの値が同じパターンのみ条

件成立する)

〇

※11

mail_sending_method
メール送信方

法
0:一括、1:個別

〇

※12



カラム名 説明 値
必須

項目

ptn_name N
複合条件作成

済パターン名
最大32文字 〇

priority N
複合条件パタ

ーン優先順
1から連番 ※5

option N
メール通報宛

先種別
1:TO 2:CC 3:BCC ※5

mail_name N

メール通報先

作成済みメー

ル名

最大32文字 ※6

mail_address N

メール通報先

作成済みメー

ルアドレス

最大128文字 ※6

mail_rep_grp_name N

メール通報先

作成済み通報

グループ名

最大32文字 ※7

cti_number N 電話通報番号 1から連番 ※8

cti_use N
電話通報使用

有無
0:使用しない 1:使用する ※8

rep_grp_name N
作成済み通報

グループ名
最大32文字 ※9

link_rep_grp_name N

作成済み連結

通報グループ

名

最大32文字 ※10



カラム名 説明 値
必須

項目

link_rep_grp_retry_count N

連結通報グル

ープリトライ

回数

0-99 ※10

link_rep_grp_retry_wait_time N

連結通報グル

ープ待ち時間

(秒)

0-86400 ※10

※1：通報有無が「0:通報しない」の場合、「0:即時」を指定してください。

※2：エスカレーション設定が「0:即時」の場合、「1:翌日」を指定してください。

※3：エスカレーション予定日が「1:翌日」の場合、「1:プロジェクト始業時間」を指定してください。

※4：[HTTPリクエスト通報有無]が「1:通報する」の場合、必須です。

※5：メール通報先を設定する場合、必須です。

※6：メール通報先をメールアドレスで設定する場合、必須です。

※7：メール通報先を通報グループで設定する場合、必須です。

※8：電話通報先を設定する場合、必須です。

※9：電話通報先を通報グループで設定する場合、必須です。

※10：電話通報先を連結通報グループで設定する場合、必須です。

※11：[ノード条件比較]のカラムがないバージョンでエクスポートした定義ファイルをインポートする場

合、0が適用されます。新しいバージョンで「マッチしたノードの値が同じパターンのみ条件成立する」

の設定をして、その設定を保持する場合には再度定義情報をエクスポートしてください。

※12：[メール送信方法]のカラムがないバージョンでエクスポートした定義ファイルをインポートする場

合、0が適用されます。新しいバージョンで「個別」の設定をして、その設定を保持する場合には再度定

義情報をエクスポートしてください。

ITPM連携項目

ITPM連携を利用する場合は、下記カラムにてITPM連携設定が可能です。

CAUTION

ITPM連携を利用しないプロジェクトでは、ITPM連携項目はインポート対象となりません。



カラム名 説明 値

必

須

項

目

カラム名 説明 値

必

須

項

目

itpm_use ITPM連携有無 0:連携しない 1:連携する 〇

itpm_impact
ITPMインシデント重要

度

ITPMの[SysAdmin]-[参照系区分マス

タ]-[重要度]の重要度区分 (※1)
※2

itpm_emergency
ITPMインシデント緊急

度

ITPMの[SysAdmin]-[参照系区分マス

タ]-[緊急度]の緊急度区分 (※1)
※2

itpm_inci_title_check

ITPMインシデント案件

名へのメール件名使用

有無

0:使用しない、1:使用する ※2

itpm_inci_title
ITPMインシデント案件

名
最大255文字 ※3

itpm_in_view
ITPMインシデント外部

公開設定
0:非公開 1:公開 ※2

itpm_inci_detail_check

ITPMインシデント詳細

内容へのメール本文使

用有無

0:使用しない、1:使用する ※2

itpm_inci_detail
ITPMインシデント詳細

内容
最大4096文字 ※4

itpm_receive_to_dept_code
ITPMインシデント受付

先組織

ITPMの[SysAdmin]-[ユーザ管理]-

[組織情報]の組織コード (※1)
※2

itpm_report_dept_code
ITPMインシデント報告

先組織

ITPMの[SysAdmin]-[ユーザ管理]-

[組織情報]の組織コード (※1)
※2



カラム名 説明 値

必

須

項

目

itpm_category_code
ITPMインシデントカテ

ゴリ

ITPMの[SysAdmin]-[機能設定マス

タ]-[カテゴリ]のカテゴリコード

(※1)

※2

itpm_register_use
ITPMインシデント登録

アクション使用有無
0:使用しない、1:使用する ※5

itpm_register_comment
ITPMインシデント登録

アクションコメント
最大4096文字

itpm_receive_use
ITPM受付アクション使

用有無
0:使用しない、1:使用する ※2

itpm_receive_comment
ITPM受付アクションコ

メント
最大4096文字

itpm_result_use
ITPM結果報告アクショ

ン使用有無
0:使用しない、1:使用する ※2

itpm_result_fin
ITPMインシデント処置

結果区分

ITPMの[SysAdmin]-[参照系区分マス

タ]-[クローズ]のクローズ処置区分

(※1)

※6

itpm_result_comment
ITPM結果報告アクショ

ンコメント
最大4096文字

itpm_result_close_detail
ITPMインシデント対応

内容
最大2048文字 ※6

itpm_result_work_man_hour
ITPMインシデント対応

工数
0.00-9999.99



カラム名 説明 値

必

須

項

目

itpm_close_use
ITPMクローズ承認アク

ション使用有無
0:使用しない、1:使用する ※2

itpm_close_comment
ITPMクローズ承認アク

ションコメント
最大4096文字

※1：ITPMの定義はCSVインポート時に指定された値を登録します。そのため、ITPMに存在しない値を指定

した場合でもインポートには成功します。

※2：[ITPM連携有無]が「1:連携する」の場合、必須です。

※3：[ITPM連携有無]が「1:連携する」かつ [ITPMインシデント案件名へのメール件名使用有無]が「1:使

用する」の場合、必須です。

※4：[ITPM連携有無]が「1:連携する」かつ [ITPMインシデント詳細内容へのメール本文使用有無]が「1:

使用する」の場合、必須です。

※5：[ITPM連携有無]が「1:連携する」の場合、[ITPMインシデント登録アクション使用有無]は「1:使用

する」を指定してください。

※6：[ITPM連携有無]が「1:連携する」かつ [ITPM結果報告アクション使用有無]が「1:使用する」の場

合、必須です。

通報グループ

休日設定・日別シフト設定は、別にエクスポート・インポートします。

カラム名 説明 値
必須

項目

rep_grp_id 通報グループID UUID

rep_grp_name 通報グループ名
最大32文字。プロジェクト

で一意。
〇

rep_grp_name_kana 通報グループ名(カナ) 最大32文字。 〇



カラム名 説明 値
必須

項目

rep_grp_opening_time 営業開始時間 HH:MM:SS 〇

rep_grp_closing_time 営業終了時間 HH:MM:SS 〇

holiday_mon 毎週月曜の定休日有無 0:営業日、1:休日 〇※1

holiday_tue 毎週火曜の定休日有無 0:営業日、1:休日 〇※1

holiday_wed 毎週水曜の定休日有無 0:営業日、1:休日 〇※1

holiday_thu 毎週木曜の定休日有無 0:営業日、1:休日 〇※1

holiday_fri 毎週金曜の定休日有無 0:営業日、1:休日 〇※1

holiday_sat 毎週土曜の定休日有無 0:営業日、1:休日 〇※1

holiday_sun 毎週日曜の定休日有無 0:営業日、1:休日 〇※1

grp_retry_count グループリトライ回数 0-99 〇

grp_retry_wait_time
グループリトライ待ち時

間
0-86400秒 〇

member_retry_count 要員リトライ回数 0-99 〇

member_retry_wait_time 要員リトライ待ち時間 0-86400秒 〇

calling_timeout 発呼タイムアウト時間 0-86400秒 〇

calling_retry_count 発呼リトライ回数 0-99 〇

calling_retry_wait_time 発呼リトライ待ち時間 0-86400秒 〇

resp_timeout 応答タイムアウト時間 1-59秒 〇



カラム名 説明 値
必須

項目

mail_use 発呼結果MAIL連携可否 0:無効、1:有効 〇

mail_select_use メール選択有無

0:使用しない(要員の全アド

レスに通知)、1:使用する

(有効になっているアドレス

にのみ通知)

〇※2

shift_nameN シフト(名称) 最大32文字。 ※3

shift_name_kanaN シフト(名称カナ) 最大32文字。 ※3

rotation_useN
シフト要員の優先順ロー

テーション使用有無
0:使用しない、1:使用する

rotation_intervalN
シフト要員の優先順ロー

テーション間隔
1-28日 ※9

rotation_start_dateN
シフト要員の優先順ロー

テーション開始日時
YYYY-MM-DD HH:MM:SS ※9

shift_member_nameN_N シフト別要員(名称) 最大128文字。 ※3

shift_member_priorityN_N シフト別要員(順番) 1から連番 ※3

select_in_hours_shift_name

選択する営業時間内シフ

ト名　※[shift_nameN:

シフト(名称)]を指定す

る

最大32文字。

select_out_hours_shift_name

選択する営業時間外シフ

ト名　※[shift_nameN:

シフト(名称)]を指定す

る

最大32文字。



カラム名 説明 値
必須

項目

member_tel_nameN 電話番号情報(名称) 最大32文字。 ※4

member_tel_work_hour_typeN
電話番号情報(営業時間

種別)

0:営業時間内、1:営業時間

外
※4

member_tel_calling_priorityN 電話番号情報(順番) 1から連番
※4、

※5

member_tel_enable_reportN
電話番号情報(電話通報

の有効/無効設定) ※5
0: 通報無効 1:通報有効 ※4

member_mail_nameN
メールアドレス情報(名

称)
最大32文字。 ※6

member_mail_work_hour_typeN
メールアドレス情報(営

業時間種別)

0:営業時間内、1:営業時間

外
※6

member_mail_enable_reportN
メールアドレス情報(ア

ドレスの有効/無効設定)
0: 通報無効 1:通報有効 ※6

voice_guide_nameN 音声(案内名称) 最大32文字。 ※7

voice_descriptionN 音声(説明) 最大128文字。

voice_introductionN 音声(はじめに) 最大512文字。

voice_conclusionN 音声(終わりに) 最大512文字。

voice_pj_name_useN
音声(プロジェクト名お

知らせ要否)

0:お知らせしない、1:お知

らせする
※7

voice_grp_name_useN
音声(グループ名お知ら

せ要否)

0:お知らせしない、1:お知

らせする
※7



カラム名 説明 値
必須

項目

voice_member_name_useN
音声(要員名お知らせ要

否)

0:お知らせしない、1:お知

らせする
※7

voice_confirm_useN 音声(対応可否の確認) 0:不要、1:要 ※7

select_voice_guide_name

選択する音声案内名称　

※[voice_guide_nameN:

音声(案内名称)]を指定

する

最大32文字。

itpm_use 発呼結果ITPM連携可否 0:無効、1:有効 ※8

※1：[勤務曜日]は 月-日 の間でどれか１つは選択(0:営業日)が必要です。

※2：[メール選択有無]のカラムがないバージョンでエクスポートした定義ファイルをインポートする場

合、0が適用されます。新しいバージョンで「有効になっているアドレスにのみ通知」の設定をして、そ

の設定を保持する場合には再度定義情報をエクスポートしてください。

※3：[選択する営業時間内シフト名]、または[選択する営業時間外シフト名]にシフトを設定する場合、

必須です。

※4：シフトに設定した要員に電話番号が設定されている場合、必須です。

※5：[電話番号情報(電話通報の有効/無効設定)]が無効の場合、[電話番号情報(順番)]も無効となるため

設定値は必須では無くなり指定時は無視されます。有効な電話番号情報のみで連番としてください。

※6：[メール選択有無]が「1:使用する」で、シフトに設定した要員にメールアドレスが設定されている

場合、必須です。

※7：[音声設定]を省略しない場合、必須です。

※8: [発呼結果ITPM連携可否]のカラムがないバージョンでインポートをする場合は、0が適用されます。

また、インポート対象のプロジェクトがITPM連携を利用しない場合は、指定した値に関わらず0が適用さ

れます。

※9：[シフト要員の優先順ローテーション使用有無]が「1:使用する」の場合は、必須です。

通報グループ（休日設定）

インポート時は、選択した複数グループに一括で同じCSVを適用できます。

エクスポート時は、エクスポート対象とする通報グループを選択できます。

エクスポート時、複数日付設定がある場合、複数行出力します。



カラム名 説明 値 必須項目カラム名 説明 値 必須項目

date 休日設定(日付) YYYY-MM-DD 〇

通報グループ（日別シフト設定）

インポート時は、選択したグループにCSVを適用できます。

エクスポート時は、エクスポート対象とする通報グループを選択できます。

エクスポート時、複数日別シフト設定がある場合、複数行出力します。

カラム名 説明 値

必

須

項

目

date 日別シフト設定(日付)
YYYY-MM-

DD
〇

rep_grp_opening_time 日別シフト設定(営業開始時間) HH:MM:SS 〇

rep_grp_closing_time 日別シフト設定(営業終了時間) HH:MM:SS 〇

select_in_hours_shift_name

日別シフト設定(選択する営業時間内シフト名)　

※通報グループ[shift_nameN:シフト(名称)]を指

定する

最大32文

字。

select_out_hours_shift_name

日別シフト設定(選択する営業時間外シフト名)　

※通報グループ[shift_nameN:シフト(名称)]を指

定する

最大32文

字。

連結通報グループ

カラム名 説明 値 必須項目

link_rep_grp_id 連結通報グループID UUID



カラム名 説明 値 必須項目

link_rep_grp_name 連結通報グループ名 最大32文字。プロジェクトで一意。 〇

rep_grp_nameN 通報グループ(名称) 最大32文字 〇

rep_grp_priorityN 通報グループ(順番) 1から連番 〇

プロジェクト（休日設定）

インポート時は、選択した複数プロジェクトに一括で同じCSVを適用できます。

エクスポート時は、エクスポート対象とするプロジェクトを選択できます。

エクスポート時、複数日付設定がある場合、複数行出力します。

カラム名 説明 値 必須項目

date 休日設定(日付) YYYY-MM-DD 〇

9-2. パターンのシミュレーションをする

パターン管理の設定に対して、CSV形式ファイルで記載したメールの内容を取り込み、テストシミュレー

ションすることができます。

適用期間、タイプ：集約・件数指定の時間によるマッチング、複合パターンのマッチングには対応し

ておりません。

9-2-1. シミュレーションする

1. 画面左のメニューバーから、「パターン」を選択して、管理画面を開き、画面右上の「CSV」プルダ

ウンメニューから「シミュレーション」をクリックします。



2. ダイアログでシミュレーションするファイルを選択して実行をクリックします。

3. シミュレーション結果のCSVファイルがダウンロードされます。



9-2-2. ファイル形式（入力）

文字コードはSJIS

ファイルサイズは1MBまで

行数(メール数)は100行まで

区切り文字は「,」(カンマ)

各項目は「"」(ダブルクォーテーション)で囲む

文字として「"」を使用する際は「""」とエスケープ

カラム

名
説明 値 補足

sent 送信日時
YYYY-MM-DD

HH:MM:SS
現在はシミュレーションで未使用

from
送信元メールアド

レス
例：form1@mail.com

to
送信先メールアド

レス
例：to1@mail.com

複数のメールアドレスは「;」(セミコロン)

区切りで列挙

cc
送信先メールアド

レス
例：cc1@mail.com

複数のメールアドレスは「;」(セミコロン)

区切りで列挙

bcc
送信先メールアド

レス
例：bcc1@mail.com

複数のメールアドレスは「;」(セミコロン)

区切りで列挙

subject メール件名 例：subject1

message メール本文 例：message1 改行可

記述例

sent,from,to,cc,bcc,subject,message

"2021-05-01 

11:11:11","from1@mail.com","to1@mail.com","cc1@mail.com","bcc1@mail.com","subject1

"2021-05-02 

mailto:form1@mail.com
mailto:to1@mail.com
mailto:cc1@mail.com
mailto:bcc1@mail.com


9-2-3. ファイル形式（出力）

入力ファイルにマッチ結果とマッチしたパターン名を付与して出力されます。

カラム名 説明 値 補足

sent 送信日時
YYYY-MM-DD

HH:MM:SS

from
送信元メールアド

レス
例：form1@mail.com

to
送信先メールアド

レス
例：to1@mail.com

cc
送信先メールアド

レス
例：cc1@mail.com

bcc
送信先メールアド

レス
例：bcc1@mail.com

subject メール件名 例：subject1

message メール本文 例：message1

isMatch マッチ結果 TRUE または FALSE
マッチ時はTRUE、マッチしなかった時

はFALSE

patternName パターン名 例：パターンA
マッチしたパターン名(マッチしなかっ

た時は空)

9-3. 履歴をエクスポートする

AMCで管理する履歴情報は、エクスポート機能により、CSV形式ファイルでの取り込み、出力が可能です。

22:22:22","from2@mail.com","to2@mail.com;to3@mail.com","cc2@mail.com","bcc2@mail.c

件名です","メールの本文です"

mailto:form1@mail.com
mailto:to1@mail.com
mailto:cc1@mail.com
mailto:bcc1@mail.com


INFO

エクスポートできる履歴の最大件数は10,000件です。

9-3-1. エクスポートする

1. 画面左のメニューバーから、「履歴」を選択して、管理画面を開き、「エスカレーション履歴」タ

ブ、または「パターン別処理件数」タブを選択し、「CSV」プルダウンメニューから「エクスポー

ト」をクリックします。

2. 履歴情報のCSVファイルがダウンロードされます。



9-3-2. ファイル形式

エスカレーション履歴共通項目

カラム名 説明 値

esca_log_id

エスカ

レーシ

ョン履

歴ID

UUID

recv_mail_send_date

アラー

トメー

ル送信

日時

例：2021-12-01 10:00:00

recv_mail_size

アラー

トメー

ルサイ

ズ

例：1000



カラム名 説明 値

recv_mail_attach_flag

アラー

トメー

ル添付

有無

0:なし、1:あり

recv_mail_from

アラー

トメー

ル差出

人

例：from@mail.com

recv_mail_subject

アラー

トメー

ル件名

例：サーバダウン

recv_mail_body

アラー

トメー

ル本文

例：システムAのサーバBがダウンしました。

recv_mail_node_name
受信ノ

ード名
例：ServerB

status
処理状

態
0:未処理、1:処理中、2:処理済

pj_id

プロジ

ェクト

ID

UUID

pj_name

プロジ

ェクト

名

例：プロジェクト

ptn_id
パター

ンID
UUID

mailto:from@mail.com


カラム名 説明 値

ptn_type

パター

ンタイ

プ

0:アンマッチ、1:静観、2:集約、3:単発、4:件数

指定、5:複合静観、6:複合エスカ、7:到達監視

ptn_name
パター

ン名
例：パターン1

ptn_description
パター

ン概要
例：パターン1

aggr_time
集約間

隔
例：10

aggr_esca_log_id

集約元

エスカ

レーシ

ョン履

歴ID

UUID

node_id
ノード

ID
UUID

node_name
ノード

名
例：ServerB

keywd_combi_exp

組み合

わせ条

件式

例：KEY1

keywd_partical_exp
部分一

致
例：サーバがダウンしました

esca_comment

通報時

のコメ

ント

例：即時に復旧してください



カラム名 説明 値

kensu_status

件数指

定ステ

ータス

0:未確定、1:確定(不成立)、2:確定(成立)

kensu_ptn_threshold
指定件

数
例：3

kensu_ptn_time

件数指

定有効

時間

例：10

kensu_esca_log_id

件数指

定成立

エスカ

レーシ

ョン履

歴ID

UUID

kensu_order_no
件数順

番
例：3

mix_status

複合パ

ターン

ステー

タス

0:未確定、1:確定(不成立)、2:確定(成立)

mix_validity_time
複合有

効時間
例：10

mail_use

メール

通報設

定

0:無効、1:有効



カラム名 説明 値

mail_result

メール

通報結

果

0:未処理、1:完了

mail_aggregation

メール

通報集

約有無

0:集約する、1:集約しない

send_mail_send_date

メール

送信日

時

例：2021-12-01 10:00:00

mail_specify_time_use

メール

通報エ

スカレ

ーショ

ン設定

0:即時、1:時間指定

mail_specify_time_result

メール

通報時

間指定

エスカ

レーシ

ョン結

果

0:未処理(実行待ち)、1:処理済み、2:未処理(時間

待ち)

mail_specify_time_scheduled_time

メール

通報時

間指定

エスカ

レーシ

ョン予

定時間

例：2021-12-01 10:00:00



カラム名 説明 値

mail_sending_method

メール

送信方

法

0:一括、1:個別

send_mail_to

メール

通報宛

先アド

レス

(TO)

例：to@mail.com

send_mail_cc

メール

通報宛

先アド

レス

(CC)

例：cc@mail.com

send_mail_bcc

メール

通報宛

先アド

レス

(BCC)

例：bcc@mail.com

send_mail_to_name

メール

通報宛

先名

(TO)

例：TOアドレス

send_mail_cc_name

メール

通報宛

先名

(CC)

例：CCアドレス

mailto:to@mail.com
mailto:cc@mail.com
mailto:bcc@mail.com


カラム名 説明 値

send_mail_bcc_name

メール

通報宛

先名

(BCC)

例：BCCアドレス

rest_api_use

HTTPリ

クエス

ト設定

0:無効、1:有効

rest_api_result

HTTPリ

クエス

ト結果

0:未処理、1:完了

rest_api_send_date

HTTPリ

クエス

ト日時

例：2021-12-01 10:00:00

rest_api_url

HTTPリ

クエス

トURL

例：https://aaa.com

webhook_use
Webhook

設定
0:無効、1:有効

webhook_result
Webhook

結果
0:未処理、1:完了

webhook_send_date
Webhook

日時
例：2021-12-01 10:00:00

webhook_url
Webhook

URL
例：https://aaa.com

cti_use
電話通

報設定
0:無効、1:有効

https://aaa.com/
https://aaa.com/


カラム名 説明 値

cti_result
電話通

報結果
0:未処理、1:完了

cti_specify_time_use

電話通

報エス

カレー

ション

設定

0:即時、1:時間指定

cti_specify_time_result

電話通

報時間

指定エ

スカレ

ーショ

ン結果

0:未処理(実行待ち)、1:処理済み、2:未処理(時間

待ち)

cti_specify_time_scheduled_time

電話通

報時間

指定エ

スカレ

ーショ

ン予定

時間

例：2021-12-01 10:00:00

log_confirm_status
ログ確

認状態
0:未確認、1:確認済

itpm_use
ITPM連

携設定
0:無効、1:有効

itpm_result
ITPM連

携結果
0:未処理、1:完了



カラム名 説明 値

alert_type

アラー

トタイ

プ

0:メール、1:API、2:到達監視

cti_numberN

電話通

報先設

定番号

例：1

cti_useN

電話通

報先設

定

0:無効、1:有効

link_rep_grp_idN

連結通

報グル

ープID

UUID

rep_grp_idN

通報グ

ループ

ID

UUID

link_rep_grp_nameN

連結通

報グル

ープ名

例：連結通報グループ

rep_grp_nameN

通報グ

ループ

名

例：通報グループ

link_rep_grp_retry_countN

連結通

報グル

ープリ

トライ

回数

例：1



カラム名 説明 値

link_rep_grp_retry_wait_timeN

連結通

報グル

ープリ

トライ

待ち時

間

例：10

cti_statusN

(連結)

通報グ

ループ

処理状

態

0:未連携、1:連携待ち、2:連携中、3:正常終了、

4:リトライ待ち、5:リトライオーバー、6:異常終

了、7:スキップ

link_rep_grp_cur_retry_countN

連結通

報グル

ープ現

リトラ

イ回数

例：1

cti_start_dateN

(連結)

通報グ

ループ

通知開

始日時

例：2021-12-01 10:00:00

cti_end_dateN

(連結)

通報グ

ループ

通知終

了日時

例：2021-12-01 10:00:00



カラム名 説明 値

ctiN.call_statusM
発呼結

果

0:未連携、1:発呼待ち、2:発呼開始、3:発信待

ち、4:呼び出し中、5:応答通話中、6:通話終了、

7:通話ビジー、8:電話接続不可、9:未応答通話終

了、10:呼び出し中キャンセル、11:異常終了、12:

リトライ待ち、13:正常終了、14:リトライオーバ

ー、15:致命的エラー

ctiN.call_start_dateM
発呼開

始日時
例：2021-12-01 10:00:00

ctiN.call_end_dateM
発呼終

了日時
例：2021-12-01 10:00:00

ctiN.call_nameM
電話通

報先
例：連結通報グループ > 通報グループ > 要員

child_esca_log_idN

複合構

成エス

カレー

ション

履歴ID

UUID

child_ptn_idN

複合構

成パタ

ーンID

UUID

child_ptn_nameN

複合構

成パタ

ーン名

例：パターン1

child_recv_mail_send_dateN

複合構

成送信

日時

例：2021-12-01 10:00:00



カラム名 説明 値

child_recv_mail_node_nameN

複合構

成ノー

ド名

例：ServerB

ITPM連携結果

INFO

ITPM連携を利用するプロジェクトのみ、ITPM連携結果がCSVに出力されます。

カラム名 説明 値

itpm_pj_code ITPM連携先プロジェクトコード 例: PJ01

itpm_cre_dept_code ITPM連携実行組織コード 例: 100

itpm_cre_user_id ITPM連携実行組織コード 例: amc-user

itpm_inci_no ITPMインシデント番号 例: II22-002010

itpm_register_use
インシデント登録アクション設

定
0:無効、1:有効

itpm_receive_use 受付アクション設定 0:無効、1:有効

itpm_result_use 結果報告アクション設定 0:無効、1:有効

itpm_close_use クローズ承認アクション設定 0:無効、1:有効

itpm_inci_url ITPMインシデントURL 例：https://aaa.com

itpm_api_result ITPM連携API実行結果 0:成功、1:失敗

itpm_api_start_date ITPM連携API開始日時 例：2021-12-01 10:00:00

https://aaa.com/


カラム名 説明 値

itpm_api_end_date ITPM連携API終了日時 例：2021-12-01 10:00:00

itpm_error_code ※1（ITPMエラーコード） 例: 10

itpm_error_action_id
※2（ITPMエラーアクション

ID）
例: 010

itpm_error_detail ITPMエラー詳細
例: インシデント登録権限がありませ

ん。

※1: ITPMエラーコードの説明は下記です。

コード 説明

10 実行権限無し

11 実行状態不正

20 レイアウト不一致

21 必須エラー

22 属性エラー

23 桁数エラー

24 区分値エラー

30 データ未存在

80 DB 例外

90 AP 例外

※2: ITPMエラーアクションIDの説明は下記です。



ID アクション名

010 インシデント登録

610 受付

780 結果報告

790 クローズ承認



画面説明 10. 操作履歴

10. 操作履歴

10-1. 操作履歴一覧

テナント管理者は、AMCの操作履歴を確認することができます。

項目名 説明 補足

検索期間
操作履歴の検索対象の期間を指定

します。

カテゴリ
検索条件とするカテゴリ一覧から

機能を指定します。
未指定時は全カテゴリが対象となります。

操作
検索条件とするカテゴリに含まれ

る操作を指定します。
未指定時は全操作が対象となります。

結果
検索条件とする結果を成功・異常

から指定します。
未指定時は全結果が対象となります。

http://localhost:8080/manual/


項目名 説明 補足

プロジェ

クト名

検索条件とするプロジェクト名を

入力します。
部分一致で検索します。

ユーザ名
検索条件とするユーザ名を入力し

ます。
部分一致で検索します。

件数指定
検索結果１ページに表示する操作

履歴の数を指定します。

検索 操作履歴の検索を実行します。

クリア 検索条件を初期値に戻します。

CSV(エク

スポー

ト)

操作履歴をCSVファイルへ出力し

ます。

件数指定に関係なく、指定した検索条件に該当す

る操作履歴の最新１万件が対象です。

カテゴリと操作の名称一覧は以下の通りです。

カテゴリ

内部名 機能名

alertCount 履歴 (集計)

escaLog エスカレーション履歴

pattern パターン

mixPattern 複合パターン

unmatchPattern アンマッチ

node ノード



内部名 機能名

repGroup 通報グループ

linkRepGroup 連結通報グループ

project プロジェクト

member 要員

user ユーザ

csv CSV

simulation シミュレーション

itpm ITPM連携

INFO

ITPM連携を利用するプロジェクトに所属している場合のみ、ITPM連携が表示されます。

操作

履歴 (集計)

API名 操作名

listPjAlertCounts プロジェクト別アラート件数参照 (当日)

getAlertCount アラート件数参照

エスカレーション履歴

API名 操作名



API名 操作名

listEscaLog エスカレーション履歴一覧参照

listEscaCountByPtn パターン別処理件数一覧参照

getEscaLog エスカレーション履歴詳細参照

パターン

API名 操作名

listPtnsByPjId パターン一覧参照

getPtn パターン詳細参照

createPtn パターン登録

modifyPtn パターン編集

modifyPtnPriority パターン優先順編集

deletePtn パターン削除

deleteMultiPtns パターン一括削除

複合パターン

API名 操作名

listMixPtnsByPjId 複合パターン一覧参照

getMixPtn 複合パターン詳細参照

createMixPtn 複合パターン登録



API名 操作名

modifyMixPtn 複合パターン編集

deleteMixPtn 複合パターン削除

アンマッチ

API名 操作名

getUnmPtn アンマッチ詳細参照

modifyUnmPtn アンマッチ編集

ノード

API名 操作名

listNodesByPjId ノード一覧参照

getNode ノード詳細参照

createNode ノード登録

modifyNode ノード編集

deleteNode ノード削除

deleteMultiNodes ノード一括削除

通報グループ

API名 操作名

listRepGrpsByPjId 通報グループ一覧参照



API名 操作名

getRepGrp 通報グループ詳細参照

createRepGrp 通報グループ登録

modifyRepGrp 通報グループ編集

deleteRepGrp 通報グループ削除

deleteMultiRepGrps 通報グループ一括削除

連結通報グループ

API名 操作名

listLinkRepGrpsByPjId 連結通報グループ一覧参照

getLinkRepGrp 連結通報グループ詳細参照

createLinkRepGrp 連結通報グループ登録

modifyLinkRepGrp 連結通報グループ編集

deleteLinkRepGrp 連結通報グループ削除

プロジェクト

API名 操作名

listPjsByTenantId プロジェクト一覧参照

getPj プロジェクト詳細参照

createPj プロジェクト登録



API名 操作名

modifyPj プロジェクト編集

deletePj プロジェクト削除

createRestApiKey APIキー作成

deleteRestApiKey APIキー削除

INFO

APIアラート受信機能を利用するプロジェクトに所属している場合のみ、「APIキー作成」「APIキー

削除」が表示されます。

要員

API名 操作名

listMembersByTenantId 要員一覧参照 (テナント単位)

listMembersByPjId 要員一覧参照 (プロジェクト単位)

getMember 要員詳細参照

createMember 要員登録

modifyMember 要員編集

deleteMember 要員削除

deleteMultiMembers 要員一括削除

ユーザ

API名 操作名



API名 操作名

listUsersByTenantId ユーザ一覧参照

listMfaInfo 二段階認証の設定参照

getUser ユーザ詳細参照

createUser ユーザ登録

modifyUser ユーザ編集

deleteUser ユーザ削除

Auth.signIn サインイン

Auth.confirmSignIn サインイン (二段階認証)

Auth.updateUserAttributes メールアドレス変更

Auth.verifyCurrentUserAttributeSubmit メールアドレス変更 (認証コード入力)

Auth.changePassword パスワード変更

Auth.setupTOTP 二段階認証の設定 (ワンタイムパスワード生成)

Auth.setPreferredMFA 二段階認証の設定変更

Auth.signOut サインアウト

CognitoApi.adminSetUserMFAPreference 管理者による二段階認証の解除

CSV

API名 操作名

exportCsv CSVエクスポート実行



API名 操作名

exportCsv (node) CSVエクスポート実行 (ノード)

exportCsv (member) CSVエクスポート実行 (要員)

exportCsv (pattern) CSVエクスポート実行 (パターン)

exportCsv (mixPattern) CSVエクスポート実行 (複合パターン)

exportCsv (escaLog) CSVエクスポート実行 (エスカレーション履歴)

exportCsv (escaCount) CSVエクスポート実行 (パターン別処理件数)

importCsv CSVインポート実行

importCsv (node) CSVインポート実行 (ノード)

importCsv (member) CSVインポート実行 (要員)

importCsv (pattern) CSVインポート実行 (パターン)

importCsv (mixPattern) CSVインポート実行 (複合パターン)

シミュレーション

API名 操作名

simulationCsv CSVシミュレーション実行

ITPM連携

INFO

ITPM連携を利用するプロジェクトに所属している場合のみ、ITPM連携が表示されます。



API名 操作名API名 操作名

getItpmCode ITPM定義参照



機能説明 電話通報

電話通報

1-1. 電話通報の順番

電話通報の定義は通報グループで設定します。通報グループでは、勤務時間や要員などのシフト設定、音

声案内の内容、リトライ回数、タイムアウトなどを設定できます。通報グループを組み合わせて使用する

には、連結通報グループを定義します。連結通報グループ内の各通報グループは、指定した優先順に従っ

て順次電話通報が実行されます。パターンの電話通報先には、通報グループと連結通報グループのいずれ

も設定できます。パターンに指定した連結通報グループ、通報グループは、並列で通報処理が実行され、

それぞれで対応確認が行われます。

通報グループでは、要員と電話番号に優先順をつけて通報の順番を指定します。電話通報を受けた要員

は、対応可否をプッシュ操作で入力します。対応可能と回答した場合、後続の電話番号にはかからず通報

処理は終了します。対応不可と回答した場合、電話通報処理は後続の電話番号に遷移して、その後のリト

ライにおいて当該番号に対する通報はスキップされます。通報グループで対応可否の確認を無効に設定し

ている場合、電話に応答したら対応可能と扱われ、後続の電話番号にはかからず通報処理は終了します。

1-2. 音声案内フロー

電話通報に担当者が応答すると、設定に従って音声案内が流れます。音声案内に従ってプッシュ操作する

ことにより、対応可否などの対応状況を登録することができます。

http://localhost:8080/manual/
http://localhost:8080/manual/docs/ref-group#4-1-%E9%80%9A%E5%A0%B1%E3%82%B0%E3%83%AB%E3%83%BC%E3%83%97%E7%99%BB%E9%8C%B2
http://localhost:8080/manual/docs/ref-group#4-2-%E9%80%A3%E7%B5%90%E9%80%9A%E5%A0%B1%E3%82%B0%E3%83%AB%E3%83%BC%E3%83%97%E7%99%BB%E9%8C%B2
http://localhost:8080/manual/docs/ref-group#4-1-2-1-%E9%9F%B3%E5%A3%B0%E6%A1%88%E5%86%85%E7%99%BB%E9%8C%B2


ス

テ

ッ

プ

デフォルト音声 カスタマイズ

①

は

じ

め

に

「WebSAM Automatic Message Callからの通

報です。」

「通報グループ」に設定する「音声案内」の

「はじめに」でカスタマイズできます。

http://localhost:8080/manual/docs/ref-group#4-1-2-1-%E9%9F%B3%E5%A3%B0%E6%A1%88%E5%86%85%E7%99%BB%E9%8C%B2


ス

テ

ッ

プ

デフォルト音声 カスタマイズ

②

身

元

確

認

内

容

「[PJ名]プロジェクト[グループ名]の[要員

名]様でございますか。[要員名]様である場

合は1を[要員名]様ではない場合は、2をお押

しください。もう一度お聞きになる場合は、

9を押してください。」

「通報グループ」に設定する「音声案内」

で、「プロジェクト名」「通報グループ名」

「要員」をそれぞれ確認するか選択できま

す。全て無効の場合は、「担当者様でござい

ますか？」になります。

③

対

応

可

否

の

確

認

対応可能な場合は 1を、対応不可な場合は2

を、押してください。もう一度お聞きになる

場合は9を押してください。前に戻る場合

は、0を押してください。

「通報グループ」に設定する「音声案内」の

「対応可否の確認」が無効の場合はアナウン

スされません。

④

対

応

可

否

の

確

認

[1か2]が選択されました。このまま終了する

場合は1を、入力しなおす場合は2を、(この

パターンに一時静観を設定する場合は３を)

押してください。

「通報グループ」に設定する「音声案内」の

「対応可否の確認」が無効の場合はアナウン

スされません。()内は、プロジェクトで「プ

ッシュ操作による一時静観設定」が有効の場

合にアナウンスされます。

http://localhost:8080/manual/docs/ref-group#4-1-2-1-%E9%9F%B3%E5%A3%B0%E6%A1%88%E5%86%85%E7%99%BB%E9%8C%B2
http://localhost:8080/manual/docs/ref-group#4-1-2-1-%E9%9F%B3%E5%A3%B0%E6%A1%88%E5%86%85%E7%99%BB%E9%8C%B2
http://localhost:8080/manual/docs/ref-group#4-1-2-1-%E9%9F%B3%E5%A3%B0%E6%A1%88%E5%86%85%E7%99%BB%E9%8C%B2
http://localhost:8080/manual/docs/ref-project#5-1-5-%E9%9B%BB%E8%A9%B1%E9%80%9A%E5%A0%B1%E8%A8%AD%E5%AE%9A


ス

テ

ッ

プ

デフォルト音声 カスタマイズ

⑤

一

時

静

観

設

定

一時静観時間を2桁で入力してください。現

在時刻から、1分から99分までを設定できま

す。前に戻る場合は、00をご入力ください。

プロジェクトで「プッシュ操作による一時静

観設定」が有効の場合にアナウンスされま

す。

⑥

一

時

静

観

設

定

一時静観時間をnnと入力しました。確定する

場合は1を、入力しなおす場合は2、を押して

ください。

プロジェクトで「プッシュ操作による一時静

観設定」が有効の場合にアナウンスされま

す。

⑦

一

時

静

観

設

定

xx時xx分からのxx時間を一時静観と設定しま

した。

プロジェクトで「プッシュ操作による一時静

観設定」が有効の場合にアナウンスされま

す。

⑧

終

わ

り

電話を切る前の挨拶情報を指定します。
「通報グループ」に設定する「音声案内」の

「終わり」でカスタマイズできます。

CAUTION

電話通報でアナウンスされる文字列は、500文字以降は省略されます。

http://localhost:8080/manual/docs/ref-project#5-1-5-%E9%9B%BB%E8%A9%B1%E9%80%9A%E5%A0%B1%E8%A8%AD%E5%AE%9A
http://localhost:8080/manual/docs/ref-project#5-1-5-%E9%9B%BB%E8%A9%B1%E9%80%9A%E5%A0%B1%E8%A8%AD%E5%AE%9A
http://localhost:8080/manual/docs/ref-project#5-1-5-%E9%9B%BB%E8%A9%B1%E9%80%9A%E5%A0%B1%E8%A8%AD%E5%AE%9A
http://localhost:8080/manual/docs/ref-group#4-1-2-1-%E9%9F%B3%E5%A3%B0%E6%A1%88%E5%86%85%E7%99%BB%E9%8C%B2


1-3. 電話通報結果のメール通知

電話通報の結果は、通報グループに登録されている全要員のアドレス宛に、電話通報ステータス変更のタ

イミングで送信されます。電話通報結果メールの本文には、以下の内容が含まれます。

電話通報先 (プロジェクト、連結通報グループ、通報グループ)

通報グループリトライ回数

連結通報グループリトライ回数

電話通報ステータス（連携開始、正常終了、通報グループリトライオーバー、連結通報グループリト

ライーバー、通報グループスキップ、連結通報グループスキップ）

応答時刻（正常終了の場合）

応答要員（正常終了の場合）

電話通報結果メールのタイトルは、デフォルトで「【AMC】[内部コメント][電話通報報告]」が設定され

ていますが、プロジェクト編集画面の「電話通報結果のメール通知設定」でカスタマイズできます。

http://localhost:8080/manual/docs/ref-project#5-1-5-%E9%9B%BB%E8%A9%B1%E9%80%9A%E5%A0%B1%E8%A8%AD%E5%AE%9A


機能説明 APIアラート受信機能

APIアラート受信機能

APIアラート受信機能の概要

APIアラート受信機能は、アラート送信APIを利用してAMCにアラートを送信する機能です。 アラート送信

APIを利用して送信したアラート情報は、メールでのアラート送信と同様に扱われ、同じパターンが適用

されます。

アラート送信API仕様

URL

メソッド

リクエストヘッダ

パラメー

タ
値 説明

Content-

Type
application/json サポートするデータ形式はJSONだけです。

x-api-

key
APIキー

プロジェクト毎に発行されるAPIキーを指定します。APIキーはプロ

ジェクト管理画面で発行できます。

User-

Agent
User-Agent 送信元プログラム名。値は任意ですが設定が必須です。

https://api.amc.masterscope.jp/alerts

POST

http://localhost:8080/manual/


リクエストボディ

下記のアラート情報をUTF-8でエンコードされたJSON形式で指定してください。 指定されたアラート情報

を基にパターンマッチやプロジェクトのアラート受信許可の判定が行われます。

パラメータ名
必

須
説明

pj_id 〇
プロジェクトIDを指定してください。プロジェクトIDはプロジェクト管理のプ

ロジェクト詳細画面で参照できます。PJコードではありません。

subject × アラートの件名。メール通報におけるメール件名と同じように扱われます。

body ×
アラートの本文。メール通報におけるメール本文と同じように扱われます。本

文中で改行する場合はLF(\n)を挿入してください。

from_address × 送信元名称。メール通報におけるFromアドレスと同じように扱われます。

レスポンス

ステータスコードとJSON形式のメッセージを返します。

レスポンスボディの形式

ステータスコードとメッセージの一覧

ステー

タスコ

ード

メッセージ 説明

200 OK

{

    "message" : "OK"

}



ステー

タスコ

ード

メッセージ 説明

400
Rest API alert reception

setting is disabled
APIアラート受信が無効です。

400 Invalid content type Content-Typeが不正です。

400 There is no header リクエストヘッダが指定されていません。

400 There is no body リクエストボディが指定されていません。

400 Invalid request body リクエストボディがJSON形式ではありません。

400
Parameter: <パラメータ名> is

not string
パラメータに文字列以外が指定されています。

400
Parameter: <パラメータ名>

contains invalid characters
パラメータに使用できない文字が含まれています。

400 Parameter: pj_id is required パラメータpj_idが指定されていません。

400
Parameter: pj_id is not a

valid uuid format
パラメータpj_idがUUID形式ではありません。

400

Parameter: <パラメータ名>

exceeds max length of <最大長

>

<パラメータ名>の長さが<最大長>を超過していま

す。

400
Api key is invalid in the

project

APIキーがパラメータpj_idに指定したプロジェクト

のものではありません。

403 Invalid API key 指定されたAPIキーは無効です。

403 Forbidden リクエストがブロックされました。



ステー

タスコ

ード

メッセージ 説明

413 Payload Too Large リクエストのサイズが大きすぎます。

429 Too Many Requests
単位時間あたりのリクエスト数が多すぎます。しば

らく時間をおいてから再度お試しください。

429 Rate exceeded
サーバが高負荷のため処理ができませんでした。し

ばらく時間をおいてから再度お試しください。

500/502 Internal Server Error サーバ内部エラーが発生しました。

504 Gateway Timeout リクエストに対する処理がタイムアウトしました。

INFO

サーバ側の処理負荷が高く処理を行えなかった場合、ステータスコードの429や500番台が返ること

があります。1分以上あけてから再度実行してください。

実行例

以下はcurlコマンドを使用してAPIを実行する例です。

Linuxの場合

実行コマンド例

Windowsの場合

Windowsのcurlコマンドで実施する場合は送信するリクエストボディの内容をファイルにUTF-8形式で保存

を行い、ファイルを指定してください。 コマンドプロンプトで直接文字列を指定するとUTF-8形式となら

curl -X POST -H 'x-api-key:XXX' -H 'Content-Type: application/json' \

 -d '{"pj_id": "XXX", "subject": "アラート件名", "body": "アラート本文"}' \
 https://api.amc.masterscope.jp/alerts -w ' : %{http_code}\n'



ず文字化けの原因となります。

body.json

実行コマンド例

出力結果

{"pj_id": "XXX", "subject": "アラート件名", "body": "アラート本文"}

curl -X POST -H "x-api-key:xxx" -H "Content-Type: application/json" -d 

@body.json https://api.amc.masterscope.jp/alerts -w " : %{http_code}"

{"message": "OK"} : 200



機能説明 アラート到達監視機能

アラート到達監視機能

1. 機能概要

指定した条件に一致するアラートを受信しない状態が継続した場合に異常をエスカレーションする機能で

す。 具体的には、到達監視パターンにマッチするアラートが規定期間内に規定件数受信しなかった場合

に異常と判断し、エスカレーションします。 監視方式は、定時監視、または一定間隔から選択できま

す。

監視方式 用途

定時監視 定期的なバックアップや再起動の正常性確認

一定間隔 ヘルスチェック

2. 到達監視パターンの設定方法

到達監視パターンの設定については、パターンの基本設定画面 を参照してください。

3. 異常検知時のエスカレーション内容について

異常検知時にエスカレーションされるエラーメッセージ(メール通報の本文)は以下となります。

ノード条件を区別しないの場合のエラーメッセージ例

ノード条件を区別する場合のエラーメッセージ例

アラート到達監視で異常を検知しました。

 パターン名：到達監視パターンA
 監視結果：異常
 監視日時：2023-01-20 14:14:00 〜 2023-01-20 14:29:00
 エラー内容：件数条件エラー（アラート到達数:0、監視条件:1）

http://localhost:8080/manual/
http://localhost:8080/manual/docs/ref-pattern#2-1-4-%E5%9F%BA%E6%9C%AC%E8%A8%AD%E5%AE%9A%E5%88%B0%E9%81%94%E7%9B%A3%E8%A6%96


4. 注意事項

プロジェクト管理のメールによるアラート受信、APIによるアラート受信のいずれかが有効である場

合に到達監視を行います。

監視中にパターンを更新すると現在実行中の監視は中断され、パターン更新時刻以降の監視可能な期

間に監視を再開します。

監視方式が一定間隔の場合、パターンの有効時間が監視間隔より短い場合は監視をスキップします

（例えば監視間隔が60分で有効時間が15:00〜15:30の場合、15:00〜15:30の監視はスキップしま

す）。

アラート到達監視で異常を検知しました。

 パターン名：到達監視パターンA
 監視結果：異常
 監視日時：2023-01-20 14:14:00 〜 2023-01-20 14:29:00
 エラー内容：ノード条件エラー
 未到達のノード名:
  サーバA（アラート到達数:1）
  サーバB（アラート到達数:1）



注意制限事項 注意事項

注意事項

WebSAM AMCをご利用いただく上で事前に留意いただく注意事項の説明になります。

パターン設定に関する注意事項

件数パターンや集約パターンに対応するアラートが発生中に当該パターンのパターンタイプを変更す

ると、処理中のアラートに対する判定が正しく行われなくなります。パターンタイプを変更する場合

は、当該パターンに対応するアラートが発生していない時間帯に変更を行ってください。

複合パターンの複合条件に設定されているパターンに対応するアラートが発生中に複合条件設定を変

更すると、処理中のアラートに対する判定が正しく行われなくなります。複合条件設定を変更する場

合は、当該の複合パターンの複合条件に設定されているパターンに対応するアラートが発生していな

い時間帯に変更を行ってください。

電話通報ご利用時の注意事項

要員への電話番号登録、修正の際には、指定された要員に対して、正しく着信ができているかの確認

をすることを推奨いたします。

大量のアラートメールがパターンにマッチした場合、電話通報が大量に行われる可能性があります。

そのため、電話通報をご利用いただく際はパターンタイプを件数指定または集約で指定いただくこと

を推奨しております。

通報グループの発呼タイムアウトは10以上の数値を指定してください。タイムアウトが短いと電話回

線によっては呼出し前に切断されることがあります。また、0を指定した場合、電話通報が行われま

せん。

メールエスカレーションご利用時の注意事項

要員のメールアドレス登録、修正の際には、指定された要員に対して、正しくメール受信ができてい

るか確認することを推奨いたします。

AMCからのメールを受信できるように、メール通報を受信するアカウントで「no-

reply@amc.mail.masterscope.jp」からのメールを受信できるように設定してください。

メール通報で送信されるメールが、受信時に迷惑メールに分類されると通報を受け取れなくなりま

す。迷惑メールに分類される条件は環境によりますが、例えば、アラートメール本文や通報時のコメ

http://localhost:8080/manual/
mailto:no-reply@amc.mail.masterscope.jp


ントがURLを含んでいて、受信アカウントでURLを含むメールを迷惑メールに分類する設定がされてい

る場合などが考えられます。

AMCから送信されるメール送信（メール通報や電話通報結果の通知等）において、迷惑メールフィル

タやアドレス不正等の原因でメールを送信先に正常に配信できず、メールのバウンスが一定回数発生

した場合、送信拒否リストに登録され、該当のメールアドレスについてAMCからのメール送信が行わ

れなくなります。該当のメールアドレスが正しく、メール送信を行いたい場合は、送信拒否リストか

らの解除 を参照して送信拒否リストからの解除を行ってください。

バウンス初回発生時と、数回発生で送信拒否リストに登録された時に、AMCに登録されているプロジ

ェクト設定の管理者メールアドレス宛に「要員メール送信エラーのお知らせ」という件名でお知らせ

しています。後から管理者メールアドレスを登録した場合、タイミングによっては、バウンス発生の

お知らせが届かないことがあります。アドレスが拒否リストに登録されているかを確認するには、メ

ール送信エラー表示についてを参照してください。

メールエスカレーションご利用に関してお問い合わせがある場合は、NEC Cloud Services ポータル

(https://console.cloud.nec.com/) からお問い合わせください。問い合わせ方法は、ログイン後

(https://console.cloud.nec.com/sv-dashboard/amc/) の「お問い合わせ」を参照ください。

アラートメールに関する注意事項

プロジェクトのメールアラート設定の受信メールアドレス宛に大量のアラートメールが短時間に送信

された場合、バウンスが発生することがあります。バウンスが発生するとアラートを一時的に受信で

きなくなり、その旨はプロジェクトの管理者メールアドレス宛てに「アラートメール受信エラーのお

知らせ」で通知されます。アラートメールの受信はラッシュ終了後に正常に戻ります。

「不正メールの受信のお知らせ」の通知を受け取ったときの対応方法

AMCはアラートメールを受信しAMCに取り込んで解析する際に、解析が正しくできない事象が発生した場合

は、AMCに登録されているプロジェクト設定の管理者メールアドレス宛に「不正メールの受信のお知ら

せ」という件名で処理が失敗したことをお知らせしております。（管理者アドレスを登録していない場合

は通知は届きません）

本メールが送られるケースとしては、基本的には

[A] アラートメールのフォーマットがRFCに準拠しておらず、件名や本文を解析できなかった

事が原因として考えられますが、ごく稀に、

http://localhost:8080/manual/docs/ref-member#6-4-%E9%80%81%E4%BF%A1%E6%8B%92%E5%90%A6%E3%83%AA%E3%82%B9%E3%83%88%E3%81%8B%E3%82%89%E3%81%AE%E8%A7%A3%E9%99%A4
http://localhost:8080/manual/docs/ref-member#6-3-%E3%83%A1%E3%83%BC%E3%83%AB%E9%80%81%E4%BF%A1%E3%82%A8%E3%83%A9%E3%83%BC%E8%A1%A8%E7%A4%BA%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6
https://console.cloud.nec.com/
https://console.cloud.nec.com/sv-dashboard/amc/


[B] AMCの内部リトライ等により、メールを二重で処理したがすでに別処理によってメールが削除さ

れた

場合がございます。本メールを受け取った際には、管理者様は

①「不正メールの受信のお知らせ」に該当する時間帯のアラートメールを確認

②AMCのコンソールよりエスカレーション履歴に該当する時間帯のアラートが処理されている（履歴

に登録されている）かを確認

ください。

②で履歴に登録されている場合は、上記ケース[B]が発生しておりますが、AMC処理自体は正常に行われて

おりますので、本メールは無視してください。

処理されていない（履歴に登録されていない）場合にはメールをAMCで解析できなかったケースが考えら

れます。

その際には、NEC Cloud Servicesポータルよりサービス窓口へお問い合わせください。



注意制限事項 制限事項

制限事項

http://localhost:8080/manual/


諸元

諸元

諸元表

機能分類 リソース名 最大値

履歴 エスカレーション履歴のエクスポート件数 10000

パターン別処理件数のエクスポート件数 10000

パターン 1プロジェクトあたりのパターン数 200 ※1

シミュレーションファイル内のアラートメール件

数
100

シミュレーションファイルサイズ(MB) 1

1パターンあたりのノード条件数 100

1パターンあたりのキーワード条件数 9

1パターンあたりの送信元アドレス条件数 9

1パターンあたりの宛先アドレス条件数 9

1パターンあたりのメール通報先アドレス数

(TO/CC/BCC合わせて)

一括送信時：50 / 個別送信

時：制限なし

1パターンあたりの電話通報先グループ数 10

複合パター

ン
1プロジェクトあたりの複合パターン数 100 ※1

複合条件に指定するパターン数 10

http://localhost:8080/manual/


機能分類 リソース名 最大値

ノード 1プロジェクトあたりのノード数 1000

通報グルー

プ
1プロジェクトあたりの通報グループ数 1000

1通報グループあたりのシフト数 100

1シフトあたりのシフト要員数 300

1通報グループあたりの音声案内数 10

連結通報グ

ループ
1プロジェクトあたりの連結通報グループ数 1000

連結する通報グループ数 10

プロジェク

ト
1プロジェクトあたりのAPIキー数 2

1プロジェクトあたりの許可するアドレス数 10

1プロジェクトあたりの辞書登録数 100

1プロジェクトあたりのwebhookパラメータ数 20

1プロジェクトあたりのHTTPリクエストURL登録数 10

1プロジェクトあたりのマクロ数 100

要員 1テナントあたりの要員数 1000

1要員あたりの電話番号数 10

1要員あたりのメールアドレス数 10



※1：パターン数の合計が200、複合パターン数の合計が100を超えて利用する場合は、事前にサポートへ

ご連絡ください。


