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スタートアップガイド

はじめに

本資料は クラウド型 通報サービス WebSAM Automatic Message Call をご利用されるにあたり、簡

単に通報確認を始めるためのガイドです。

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

WebSAM Automatic Message Call は、各種システムからのアラートメールをフィルタリング(AMCでは

パターンマッチと呼称)して、障害等の重要情報だけを電話またはメールで確実に担当者へお知らせ

する「クラウド型 通報サービス(SaaS)」です。

ご利用の前に

AMCのご利用環境を確認してください。

i. 障害監視システムから社外（インターネット）にメールできる環境

ii. インターネット接続できるブラウザ環境（設定用）

iii. 社外からメールを受け取れる環境（通報結果の受け取り用）

iv. 通話可能な携帯電話（電話通報を確認する場合）

v. お試しサイト利用の場合、ご利用期間内であること

http://localhost:8080/manual/


Webブラウザは Google Chrome を利用してください。

本資料では、簡単に動作確認するために個人のメールクライアント(Outlook等)の利用を前提にしていま

す。

AMCにログインするための情報を確認してください。

ポータルサイトのURL

テナントID

ログインID（メールアドレス）

初期パスワード
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1. ログイン

1-1. ログイン

AMCポータルサイトにログインしてTOP画面を開きます

利用者の端末上でブラウザ(Chrome)を起動し、URLを指定してサイトにアクセスします。

テナントID、ログインID（メールアドレス）とパスワードを入力して、サインインをクリックし

ます。 

「サインインに成功しました」のメッセージ表示後、TOP画面が表示されます。

初回ログイン時は、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。

1-2. 初期画面の見方

http://localhost:8080/manual/


1-3. ユーザを追加する

プロジェクト管理用のユーザを追加します。

テナント管理者権限を持つユーザでログインし、メニューから プロジェクト をクリックしま

す。

ユーザ一覧画面右上の ユーザ追加 をクリックします。

ユーザ情報を設定します。



INFO

設定例

──────────────────────

メールアドレス(ログインID)：(メールアドレス)

ユーザ名(表示名)：鈴木

──────────────────────

※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。

※ポータル画面右上のユーザ名を変更できます。

テナント管理者を設定します。

INFO



設定例

──────────────────────

テナント管理者：無効

──────────────────────

※「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。

※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。

権限設定を指定して、最下部の 登録 ボタンをクリックします。

INFO

設定例

──────────────────────

有効：(ユーザを割り当てるプロジェクトにチェック)

権限：管理者

──────────────────────

※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。

※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。

※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。

※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。

※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。
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2. 設定の概要

2-1. メール通報

2-1-1. メール通報のイメージ

アラートメールをAMCに送信、パターンマッチしてメール通報します 

2-1-2. メール通報 設定の流れ

連絡先は要員で設定、AMCのメールアドレスはプロジェクト管理で確認

管理メニューと設定順

http://localhost:8080/manual/


設定早見表

設定

順　　

管理メ

ニュー
設定内容 補足

1

プロジ

ェクト

管

理　　

受信メールア

ドレス 確認

AMC宛てにアラートメールを送信する際の宛先メールアドレ

スを確認します。

2
要員管

理

要員とメール

アドレスの登

録

要員の氏名、メール通報先のメールアドレスを登録しま

す。

3
ノード

管理
ノードの登録

パターンマッチ条件に使用するノードを登録します。無条

件に一致させる場合はノードの登録は不要で、パターン登

録時に設定をスキップできます。(本資料では部分一致の設

定を紹介します)



設定

順　　

管理メ

ニュー
設定内容 補足

4
パター

ン管理

パターンの登

録(パターン

マッチ設定、

通報設定)

アラートメールのパターンマッチ条件を設定します。メー

ル通報を有効にし、メール通報先を指定します。

5
パター

ン管理

アンマッチ時

の通報設定

パターンマッチ条件に合致しない場合に、メールでお知ら

せるためのメール通報先を追加します。

6

プロジ

ェクト

管理

メール受信の

有効化

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。

2-2. 電話通報

2-2-1. 電話通報のイメージ

対応可能な担当者につながるまで、組織単位で電話通報します



2-2-2. 電話通報 設定早見表

電話通報先は組織単位で設定(連結グループ/グループ/シフト/要員)

管理メニューと設定順

設定早見表

設定

順　

管理メ

ニュ

ー　　

設定内容 補足

1
要員管

理

要員の編集（電話

番号登録）
要員情報を編集し、電話番号を登録します。

2

通報グ

ループ

管理

通報グループの登

録(シフト登録な

ど)

パターンマッチ時に電話通報先として使用する通報グル

ープを登録します。このなかで輪番体制(シフト・要員・

電話優先順など)を設定します。



設定

順　

管理メ

ニュ

ー　　

設定内容 補足

3
パター

ン管理

パターンの編集

(通報設定、通報

グループの選択)

電話通報を有効にし、電話通報先の通報グループを指定

します。

2-3. 運用する輪番体制の例

運用する輪番体制を「通報グループ」として登録します。輪番の運用に合わせて、グループ内にシフ

トを割り当てます。 

上の例は複数の通報グループ(輪番体制)に同時に通報したい場合の構成です。

連結通報グループ(任意設定)は大規模な組織等で輪番体制を作る場合に通報グループを束ねて利

用できます。
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3. メール通報を確認する

3-1. 受信メールアドレスの確認

ご利用の環境からAMCに送信するためのメールアドレスを確認します。

メニューからプロジェクトをクリックします。

プロジェクト名をクリックします。

プロジェクト詳細ー基本設定ー基本プロジェクト設定 の 受信用メールアドレス を確認しま

す。AMCへのメール送信先です。

確認した受信メールアドレスは、ご利用のシステムのメール送信先に追加してください。（本書で

は、後ほどメール送信による確認の際に使います。）

受信メールアドレスは、ご利用のシステムからAMCへの送信専用です。連絡先などAMC内においてこの

アドレスを設定追加しないでください。

http://localhost:8080/manual/


3-2. 連絡先の登録

通報先として使用するメールアドレスを登録します。

メニューから要員をクリックします。

要員追加ボタンをクリックします。

要員情報に氏名を設定します。

所属プロジェクトを設定します。

メールアドレス情報を追加します。

登録ボタンをクリックします。



要員一覧で登録した要員が表示されることを確認します。

登録した連絡先はメール通報先を設定する時に、選択利用します

3-3. ノードの登録

パターン登録時のマッチ条件にて送信元の識別に使用するノードを登録します。(本書では無条件に

一致する設定を行います)

メニューからノードをクリックします。

プロジェクトを選択します。

ノード追加をクリックします

ノードを設定して登録ボタンをクリックします。



※ノード名称に「*」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。

※実運用では、アラートメールの件名または本文に含まれる、障害発生サーバのホスト名などを

識別するために利用できます。

ノード一覧画面で登録したノードが表示されることを確認します。

3-4. パターンの登録

アラートメールに対するアクション(パターンタイプ)とマッチ条件を設定します。メール通報を有効

にし、通報先のメールアドレスを指定します。

メニューからパターンをクリックします

プロジェクトを選択します。

パターン追加ボタンをクリックします。

基本設定を設定します。



※「単発」を指定することで、アラートが発生した場合に逐次、エスカレーションします。

※単発パターンのメール通報には、件名の先頭に [単発] が付与されます。

適用期間を設定します。



条件設定を設定します。

ノードによるパターンマッチ条件を設定します。



キーワードによる条件設定を行います。

※例はアラートメール本文の１〜5行目に「動作確認のジョブでエラーが発生しました。」

のキーワードが含まれている場合に一致する設定です。

通報設定を設定します。

通報時コメントを設定します。

指定すると、メール通報時に本文の先頭(1行目〜)にコメントが付加されます。



メール通報を有効化し、通報先を設定します。

電話通報は無効化します。(電話通報設定時に有効化)



確認画面で登録ボタンをクリックします。

パターン一覧画面で登録したパターンが表示されることを確認します。

3-5. アンマッチ時のメール通報追加

登録したパターンのマッチ条件に合致しない場合に、メールでお知らせするように設定します。

メニューからパターンをクリックします。

プロジェクトを選択します。

アンマッチタブをクリックします。

編集ボタンをクリックします

通報設定ーメール通報を有効にし、通報先を設定します。



完了ボタンをクリックします。

アンマッチ画面でメール通報が設定されていることを確認します。

3-6. アラートメール受信の有効化

ご利用のシステムからのアラートメール受信を開始します。

メニューからプロジェクトをクリックします。

プロジェクト名をクリックします。



編集ボタンをクリックします。

基本設定ー基本プロジェクト設定の メール受信 を有効にします。

完了ボタンをクリックします。

以上でメール通報の設定ができました。

3-7. アラートメールを送信する

ご利用のメールクライアント(Outlook等)からAMCにメールを送信します。

メールの宛先にプロジェクト管理で設定されている 受信メールアドレス を指定し、件名と本文

を入力してメールを送信してください。



3-8. メール通報の受信を確認する

ご利用のメールクライアント(Outlook等)にAMCからメール通報が届くことを確認します。

メールが届かない場合やアンマッチのメールが届いた場合は、「5. 通報できない場合」をご確

認ください。



3-9. 通報件数/履歴を確認する

履歴管理画面から通報結果を確認できます。

履歴管理ー集計を表示すると通報件数が表示されます

件数をクリックすると、パターン別処理件数一覧またはエスカレーション履歴一覧を表示できま

す。
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4. 電話通報を確認する

4-1. 連絡先の修正

通報先として使用する電話番号を登録します。

メニューから要員をクリックします。

要員一覧または要員詳細から編集をクリックします。

電話番号情報を任意の件数追加します。

※電話番号はハイフンなしで指定します。

※間違い電話にならないよう、入力した番号をよく確認してください。

登録ボタンをクリックします。

http://localhost:8080/manual/


要員一覧で登録した要員が表示されることを確認します。

登録した連絡先は電話通報先を設定する時に、選択利用します

4-2. グループの登録

組織内の役割に応じたグループを作成し、要員を指定します。

メニューから通報グループをクリックします。

プロジェクトを選択します。

通報グループ追加をクリックします。

通報グループ情報を設定します。

勤務曜日を指定します。



勤務時間内シフト、勤務時間外シフトから要員のシフトを設定します。

シフトを追加します。

基本情報を入力し、要員情報を追加します。



追加したシフトを選択します。

電話優先順を設定します。



シフトが選択できたことを確認し、登録ボタンをクリックします。



通報グループ一覧で登録したグループが表示されることを確認します。

4-3. パターンの修正

アラートメールに対するアクション(パターンタイプ)とマッチ条件を設定します。電話通報を有効に

し、通報先の通報グループを指定します。

メニューからパターンをクリックします

パターン一覧またはパターン詳細から編集をクリックします。

通報設定ー電話通報を設定します。

電話通報を有効化し、電話通報先設定に通報グループを設定します。



完了ボタンをクリックします。

パターン一覧画面で電話通報が有効となっていることを確認します。

以上で電話通報の設定ができました。

4-4. 電話通報の音声案内と操作について

電話通報時の音声案内と操作は以下の流れとなります。



音声案内の情報は設定変更することができます。「6. もっと試したい」を確認してください。

4-5. アラートメールを送信して確認する

「3-7. アラートメールを送信する」と同じ方法で、再びメールクライアント(Outlook等)からAMCに

メールを送信します。

メール通報と電話通報が行われます。

メールが届かない場合、アンマッチのメールが届いた場合、電話がかかってこない場合は、「5.

通報できない場合」をご確認ください。

4-6. 通報件数/履歴を確認する

履歴管理画面から通報結果を確認できます。メール通報の確認と同様です。「3-9. 通報件数/履歴を

確認する」をご確認ください。
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5. 通報できない場合

5-1. メール通報が届かない

以下の設定を確認してください。

i. アラートメール受信が有効になっているかを確認してください。

「3-6. アラートメール受信の有効化」を確認してください。

ii. パターンの「適用期間」の範囲を確認してください。

「3-4. パターンの登録」の適用期間を確認してください。

iii. パターンの「通報設定」のメール通報の通報先を確認してください。

「3-4. パターンの登録」の通報設定を確認してください。

iv. アンマッチ時の通報設定が有効になっているかを確認してください。

「3-5. アンマッチ時の通報先設定」を確認してください。

v. 通報先のメールアドレスが正しいかを確認してください。

「3-2. 連絡先の登録」を確認してください。

vi. アラートメールを送信する際の宛先メールアドレス(AMCの受信メールアドレス)が正しいかを確

認してください。

「3-1. 受信メールアドレスの確認」と「3-7. アラートメールを送信する」を確認してくだ

さい。

5-2. アンマッチのメールが届く

以下の設定を確認してください。

i. パターンのキーワード条件とアラートメールの送信内容の両方を確認してください。

「3-4. パターンの登録」の条件設定と「3-7. アラートメールを送信する」を確認してくだ

さい。

http://localhost:8080/manual/


5-3. 電話がかかってこない

以下の設定を確認してください。

i. アラートメール受信が有効になっているかを確認してください。

「3-6. アラートメール受信の有効化」を確認してください。

ii. パターンのスケジュール「適用期間」の範囲を確認してください。

「3-4. パターンの登録」を確認してください。

iii. アンマッチ時の通報設定が有効になっているかを確認してください。

「3-5. アンマッチ時の通報先設定」を確認してください。

iv. 電話番号が正しいかを確認してください。

「4-1. 連絡先の修正」を確認してください。

v. パターンの「通報設定」の電話通報の通報先を確認してください。

「4-3. パターンの修正」の電話通報を確認してください。
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6. さらに試したい

6-1. パターンを複数設定する

2つめのパターンを登録し、パターンの優先順を設定します。

「3-4. パターンの登録」を行い、２つめのパターンを登録します。

メニューからパターンをクリックします

パターンが2つあることを確認します。

「優先順設定」ボタンをクリックします。 

優先順を変更したいパターンを選択して、上下ボタンで移動し、「完了」ボタンをクリックしま

す。 

パターンの優先度は、上から順にマッチング判定を行い、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ング判定は行われません。

6-2. 電話通報の音声案内を設定する

通報グループの設定で音声案内を登録します。

http://localhost:8080/manual/


メニューから通報グループをクリックします

設定する通報グループの編集ボタンをクリックします

音声案内選択ボタンをクリックします

音声案内追加ボタンをクリックします



基本情報を設定します

シナリオ詳細を設定して、画面下部の登録をクリックします 

音声案内選択画面で、登録した音声を選択し、完了をクリックします 



通報グループ編集画面で、完了ボタンをクリックします


