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変更履歴 
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サービス概要 

FUJITSU Cloud PaaS RunMyProcess（以下 「RunMyProcessサービス」という)は、
クラウドやオンプレミスの様々なアプリ・サービスを組み合わせて、 システムを構築するための   
プラットフォームです。 
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用語の定義（1/2） 

3 

本サービス仕様における用語の定義は、以下のとおりとします。なお、富士通クラウドサービス利用規約（以下「利用規約」

という）において定めのある用語については、特段の定めなき限り、当該規約における用語の定義と同一とします。 

 

(1) 「開発者」は、Webブラウザを使ってRunMyProcessサービスにログインし、RunMyProcessサービスの機能を使うこと

により業務処理を定義する人を指します。 

(2) 「ユーザ」は、ブラウザを使ってRunMyProcessサービスまたは個別に開発してＷｅｂアプリケーションにログインし、定

義された業務処理で業務を行います。 

(3) 「外部API」とは、RunMyProcessサービスの外部にあるSaaSなどの外部サービスが提供するAPI(Application 

Program Interface)をいいます。 

(4) 「コネクター」は、外部APIを呼び出す、および、外部APIが返す情報をRunMyProcessサービスで簡単に取り扱えるよ

うにする定義情報を指します。コネクターはRunMyProcessサービスにより実行されます。コネクターは、雛形として外部

サービスのプロバイダがRunMyProcessサービスに掲載するものに加えて、開発者が接続する外部APIに応じて個別に

開発することができます。 

(5) 「Webインターフェース」は、RunMyProcessサービスで定義する画面と画面情報をいいます。 
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用語の定義（2/2） 
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(6) 「アカウント情報」は、RunMyProcessサービスにログインするためのIDやパスワード等をいいます。 

(7) 「アカウント」とは、RunMyProcessサービスにアクセスするための IDおよびパスワードを総称していいます。 

(8) 「管理者権限」とは、RunMyProcessサービスのアカウントを持ち全機能が利用できる権限をいいます。 

(9) 「プロセス」とは、RunMyProcessサービスのプロセス機能のプロセス設定画面で定義した、スタートからエンドまでの一

連の業務処理をいいます。 

(10) 「ファイルストレージ」 とは、RunMyProcess上にアップロードされたファイルを格納する領域のことをいいます。 

(11) 「データベースストレージ」 とは、RunMyProcessのコレクション機能により格納するデータベース領域のことをいいます。 
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サービス実施の前提条件 

 ID, パスワード 

• 管理者権限を有するIDおよびパスワードを設定し、担当者に通知します。担当者は、管理者権限をもつアカウントを
利用することにより、アカウントを追加することができます。 

• 追加するアカウントに設定できる権限は 管理者権限、ユーザ権限の2種類となります。 

 契約者情報 

• RunMyProcessサービスにログインするためのIDとパスワードはRunMyProcess社より発行されます。このため、注文
書にお客様が記載した以下の情報が、RunMyProcess社に送信されます。 

担当者の氏名 

担当者のMr/Msの選択 

担当者の電話番号 

担当者のE-Mailアドレス 

法人名 

従業員規模 

 

 

5 
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動作環境 
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RunMyProcessサービスの利用にあたっては、以下のクライアント環境での動作確認を行
なっております。 

OS ブラウザ 

Windows／Macintosh 
共通 

Chrome 4以上 
Firefox 3以上 
Safari 3以上 
Internet Explorer 7以上 
 
アドオン:  Flash Player 9.0.28以上 

※ Webブラウザーの性能測定に基づき、Chrome 22以上もしくはFirefox 18以上、 
    及びFlash Player 11の利用を推奨します。 

SECの利用にあたっては、オンプレミス環境にSEC agentをインストールのうえ起動する必要
があります。 以下のサーバ環境での動作確認を行なっております。 

OS その他条件 

Windows／Linux 
共通 

JRE 1.6 もしくは JDK 1.6 以上 
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プロセス、サブプロセス、外部API 

 プロセス機能で定義したスタートからエンドまでをプロセスといい、1回実行すると課金対象として1回カウントします。 

 プロセスから呼び出されたプロセスをサブプロセスといいます。サブプロセスは課金の対象とはなりません。 

 コネクターを1回利用すると外部APIの利用として1回カウントします。 

 プロセスの実行中に利用したデータは、ファイルストレージまたはデータベースストレージに登録されない場合、課金の対象とは
なりません。 

スタート エンド 

エンド 

エンド 

スタート 

プロセス 

プロセス 

サブプロセス 

サブプロセスの呼び出し 

a コネクタ 
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メニュー体系 
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分類 サービス商品 料金 単価 単位 明細 

基本 利用月額 
パックサービス 

月額 45,000円 式 ・必ず１つ契約が必要です。 
・毎月１日に費用が発生します。 
・月額パック一式につき、基本 利用従量サービス（プ
ロセス、外部API、ファイルストレージ、データベーススト
レージ）の利用料64,285円相当分を上限として利用
できます。 

利用従量サービス 
（プロセス） 

従量 30円 回 ・プロセスを１回実行ごとに費用が発生します。※ 

利用従量サービス 
（外部ＡＰＩ） 

従量  ３円 回 ・外部のＡＰＩを呼び出すコネクタで、外部への 
呼び出しの発生ごとに費用が発生します。※ 

利用従量サービス 
（ファイルストレージ） 

従量 24円 GB ・毎月末日時点でのファイルストレージの利用量 
（ＧＢ）により費用が発生します。※ 

利用従量サービス 
（データベースストレージ） 

従量  5円 MB ・毎月末日時点でのデータベースストレージの利用量 
（ＭＢ）により費用が発生します。※ 

ｵﾌﾟ
ｼｮﾝ 

利用月額 
追加パックサービス 

月額 15,000円 式 ・パックでの利用金額を追加する場合に契約となります。 
・毎月１日に費用が発生します。 
・追加パック１式につき、基本 利用従量サービスの利
用料21,428円相当分を上限として利用できます。 

サポートサービス 月額 30,000円 式 ・日本語でのQA対応、トラブル受付 
・毎月１日に費用が発生します。 

※月末時点での各利用従量サービス（プロセス、外部API、ファイルストレージ、データベースストレージ）の利用金額が、月額パックおよ
び追加パックで利用できる利用従量サービス相当分の合算を超過しない場合は、利用従量サービスについて請求いたしません。 
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課金のタイミングについて 

 プロセス実行回数は、プロセス機能のプロセス設定画面で定義したプロセスを実行した
回数を、1回としてカウントします。テストモードでのプロセス実行も課金対象としてカウント
されます。 

 外部APIは、プロセス機能のプロセス設定画面で定義したコネクターを実行した回数を、
1回として カウントします。 

 ファイルストレージは、月末23時59分59秒(GMT)時点でのストレージの使用量を1GB
単位（小数点未満切捨て）でカウントします。 

 データベースストレージは、月末23時59分59秒(GMT)時点でのストレージの使用量を
1MB単位（小数点未満切捨て）でカウントします。 

 RunMyProcessサービスのコネクターで接続した外部の有償SaaSサービスの課金は、
RnuMyProcessサービスの課金の対象外です。 

9 
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課金の確認について 
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課金額は、翌月初旬まで確定いたしません。  

確定した課金額は、毎月5日以降にRunMyProcessサービスポータルWeb上でご確認いただけます。 

基本利用従量サービス プロセス・外部APIの実行回数は毎日集計し、 RunMyProcessサービスポータルWeb上で 

ご確認いただけます。 

月途中表示例 月末後 表示例 
◆ご請求基本情報

契約アカウント

利用期間 2013/12/1～2013/12/31(GMT) （確定）

ご請求金額（消費税除く）

◆お申し込み内容
単位 数量 補足

・基本　利用月額パックサービス※１ 式 1        契約必須

・オプション 利用月額追加パックサービス※２ 式 -        必要に応じて追加

・オプション　サポートサービス 式 1        必要に応じて契約

※１：基本　利用月額パックサービス１式につき、利用従量サービス 64,285円分相当分を上限としてご利用いただけます。

※２：オプション　利用月額追加パックサービス１式につき、利用従量サービス 21,428円相当分を上限としてご利用いただけます。

◆ご利用状況

単価 単位 利用量 料金

・基本 利用従量サービス（プロセス） 30            回 2,120     63,600                           

・基本 利用従量サービス（外部API） 3              回 950        2,850                             

・基本 利用従量サービス（ファイルストレージ） 24            GB 50.35     1,208                             

・基本 利用従量サービス（データベースストレージ） 5              MB 100.11   500                               

（基本　利用月額パックサービスにより、利用従量サービスをご利用いただいた分）※１ -64,285                         

（オプション 利用月額追加パックサービスにより、利用従量サービスをご利用いただいた分）※２ -                                   

・利用従量サービス　利用料金（超過分）※３ 3,873                    

※３：月末時点での各利用従量サービスの利用料金が、月額パックおよび月額追加パックで利用できる利用従量サービス相当分の

　　　　上限を超過しない場合は、利用従量サービスについてご請求いたしません。

abcdefg

¥78,873

◆ご請求基本情報

契約アカウント

利用期間 2013/12/1～2013/12/31(GMT) （確定）

ご請求金額（消費税除く）

◆お申し込み内容
単位 数量 補足

・基本　利用月額パックサービス※１ 式 1        契約必須

・オプション 利用月額追加パックサービス※２ 式 -        必要に応じて追加

・オプション　サポートサービス 式 1        必要に応じて契約

※１：基本　利用月額パックサービス１式につき、利用従量サービス 64,285円分相当分を上限としてご利用いただけます。

※２：オプション　利用月額追加パックサービス１式につき、利用従量サービス 21,428円相当分を上限としてご利用いただけます。

◆ご利用状況

単価 単位 利用量 料金

・基本 利用従量サービス（プロセス） 30            回 2,120     63,600                           

・基本 利用従量サービス（外部API） 3              回 950        2,850                             

・基本 利用従量サービス（ファイルストレージ） 24            GB 50.35     1,208                             

・基本 利用従量サービス（データベースストレージ） 5              MB 100.11   500                               

（基本　利用月額パックサービスにより、利用従量サービスをご利用いただいた分）※１ -64,285                         

（オプション 利用月額追加パックサービスにより、利用従量サービスをご利用いただいた分）※２ -                                   

・利用従量サービス　利用料金（超過分）※３ 3,873                    

※３：月末時点での各利用従量サービスの利用料金が、月額パックおよび月額追加パックで利用できる利用従量サービス相当分の

　　　　上限を超過しない場合は、利用従量サービスについてご請求いたしません。

◆ご請求内訳

■利用明細 単価 単位 数量 料金

・基本　利用月額パックサービス 45,000     式 1           45,000                           

・オプション　利用月額追加パックサービス 15,000     式 -            -                                   

・オプション　サポートサービス 30,000     式 1           30,000                           

・利用従量サービス　利用料金（超過分） 3,873                             

・調整金 -                                

合　　　計 ¥78,873

abcdefg

¥78,873
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サービス仕様 

11 
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基本利用サービス 
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項目 内容 

管理者権限を有するIDおよ

びパスワードの設定および
通知 

管理者権限をもつアカウントのIDおよびパスワードを設定し、担当者に通知し
ます。 

担当者は、管理者権限をもつアカウントを利用することにより、アカウントを追
加することができます。  
追加するアカウントに設定できる権限は 管理者権限、ユーザ権限の2種類と

なります。 

RunMyProcessサービス
機能の維持・運用 

お客様開発担当者が、RunMyProcessサービスの提供機能によりWebア
プリケーション開発できる環境を維持・運用します。 
また、ユーザが、RunMyProcessサービスの提供機能によりWebアプリケー
ションを利用できる環境を維持・運用します。 
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RunMyProcessサービス機能 

13 

区分 機能 
利用可否 

管理者 ユーザー 

基本機能 ホーム ○ ○ 

個人用タスク ○ ○ 

ファイル ○ ○ 

個人用アプリケーション ○ ○ 

ツールボックス 組織 ○ ○ 

プロジェクト ○ ○ 

Webインターフェース ○ ○ 

プロセス ○ ○ 

カスタムリスト ○ ○ 

個人用コネクター ○ ○ 

レポート 個人用ダッシュボード ○ ○ 

プロセスレポート ○ ○ 

Webインターフェースレポート ○ ○ 

チャート ○ ○ 

ライブラリ サンプルプロセス ○ ○ 

コネクター ○ ○ 

監視 スケジュール済みプロセス ○ ○ 

アカウント ユーザー  (※1) ○ △ 

提供サービス ○ × 

構成情報 ○ × 

利用状況 ○ × 

管理者とユーザーが利用可能な機能は、アカウント機能を除いて同じです。 
 
(※1)管理者は、新たに管理者・ユーザアカウントの追加、 および他アカウントの設定情報の参照が可能です。 

【利用可否】 
○：利用可能 
△：一部機能利用不可 
×：利用不可 
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デスクトップ > ホーム 
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ホームページはRunMyProcessサービスを利用するためのポータル（玄関口）と
なります。 

アプリケーション メニュー 

各アプリケーションにアクセスします。 

プロジェクト情報 

アクセス可能なプロジェクト、プロセスなどを 

表示します。 リンクをクリックすることで 

各設定画面を開きます。 

ユーザ情報 

個人向け設定、ログアウトなど 

個人操作向けのメニューを開きます。 

ヘルプ 

RunMyProcessの使い方を 

説明する画面を開きます。 

新規作成 

プロジェクトなど 新規の設定を行います。 

タブ 

開いている画面をタブに表示します。 
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デスクトップ > 個人用タスク 
利用者のIDまたは所属するロールに紐付けられているタスクを表示します。 

タスク情報  

タイトルをクリックすると、タスクが
設定されているプロセスが起動さ
れます。 

 

タスク情報編集画面に遷移しま
す。 

 

プロセスの稼働状態 (正常・異
常・ペンディング) を表示します。 

 

タスク一覧画面 

タスク情報編集画面 

タスクの名称、説明、担当者、
優先度、締切日の編集が可能
です。 

モードによる表示切り替えが可能です。 
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デスクトップ > 個人用アプリケーション 
使用可能なアプリケーションを表示します。 

アプリケーション情報  

タイトルをクリックすると、アプリケーション(プロセス)が起動されます。 
 

アクセス権の状態を表示します。 

             公開 (public) 

             非公開 (private) 
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デスクトップ > ファイル 
ファイルの一覧を表示します。 

 表示されるファイルは、ファイル追加機能でアップロードされたもの、コネクター、 
     一部アプリケーションによって作成されたものとなります。 
 このファイルはプロジェクトで作成されるアプリケーションにて使用可能です。 
 1ファイルのサイズは12MBまでです。 
 ファイルはファイルストレージに格納されます。 
 ファイルストレージの使用量の制限はありません。 

ファイル名をクリックすると 

詳細情報が表示されます。 
ローカル環境より 

ファイルをアップロードできます。 
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ツールボックス > 組織 
組織は RunMyProcessサービス上に構築するプロジェクトを運営する会社または 
支社の構造を表します。 

Entity追加 

指定組織の配下に Entityを追加します。 

Entity名、 説明、 Entityに属する  

ユーザまたはロールを指定します。 

組織は階層的な構造をしています。 

この階層構造をエンティティと呼びます。 

また各組織には独自の役割があり、これをロールと呼びます。 

ユーザはエンティティ、ロールに関連づけられています。 

ロール追加 

指定ロール配下に ロールを追加します。 

ロール名、 説明、 ロールに属する  

ユーザまたはロールを指定します。 

定義情報表示 

リンクをクリックするとそれぞれの 

定義情報を表示します。 

新規組織 

組織の作成を行います。 

名前と説明を追加することで 

この画面に作成した組織名が 

表示されます。 

ユーザ・ロール選択 

ユーザ・ロールをEntity/ロールに追加する際には、 

左側の一覧から該当ユーザ・ロールをドラッグし 

承認済みユーザーの領域にドロップします。 

プロジェクトやプロセスに Entityやロールを紐づけることで、 

プロジェクトやプロセスにアクセスするアカウントを制限することが可能です。 
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ツールボックス > プロジェクト 1/3 
契約者ごとのプロジェクト一覧を表示します。 

この画面からは 各プロジェクトの詳細情報画面の呼び出し、 
プロジェクトの新規作成、削除を行うことができます。 

プロジェクト新規作成 

プロジェクト作成画面が表示されます。 

プロジェクト削除 

該当プロジェクトを削除します。 

プロジェクト 

設定画面へ遷移 

プロジェクトに紐づく情報、 

アプリケーションを設定する 

画面に遷移します。 

プロジェクト作成画面 

プロジェクト名、  

プロジェクトにアクセスできる 

ロールを指定します。 

作成ボタンを押下すると 

プロジェクト設定画面に 

遷移します。 
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ツールボックス > プロジェクト 2/3 
プロジェクト設定画面では、アプリケーションを構築するうえで必要な 
各リソースグループ(Webｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ, ﾌﾟﾛｾｽなど)の設定が可能です。 

プロジェクト定義 

リソースの一覧を表示します。 

をクリックすると定義済み 

リソースが表示されます。 

コレクション 

RunMyProcessのローカルDBに 

登録するテーブルを定義します。 

バージョン 

バージョン管理を行います。 

本番・テストモードの切り替え 

新バージョン作成、作成時のリソース 

組込みを行うことができます。 

アクセス権 

プロジェクトに対し、どのロール/エンティティが 

どのような権限をもつのかを定義します。 

説明 

プロジェクトについての説明文を記述します。 

指定したリソースを削除します。 
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ツールボックス > プロジェクト 3/3 
リソースの新規作成のほか、定義済みのプロジェクトの統合、リソースの
インポートが可能です。 

新規 

リソースの新規作成を行います。 

作成可能なリソースを 

ポップアップから選択します。 

プロジェクトのインクルード 

別々に作られたプロジェクトを 

統合することができます。 

同じ契約配下に作られた 

プロジェクトの一覧から選択します。 

インポート 

リソースを一覧より選択し、 

プロジェクトにインポートします。 
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ツールボックス > Webインターフェース 1/2 
プロセスの起動 および プロセス実行中利用者からの入力・表示のための 
画面を作成します。 

Webインタフェース作成 

作成するWebインタフェースが 

どのプロジェクトに属するものかを 

プロジェクト一覧から選択します。 

Webｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ名をクリックすると 

Webｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ画面を 

別タブで表示します。 

プロジェクト名をクリックすると 

プロジェクト設定画面を 

別タブに表示します。 

Webインターフェース一覧 

アクセス権限のあるWebｲﾝﾀｰﾌｪｰｽが 

一覧で表示されます。 
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ツールボックス > Webインターフェース 2/2 
Webインターフェース設定画面では、ウィジェットを使ってWeb画面の定義を 
行います。 

設計タブ 

画面デザインを ①ウィジェットを選択し、 

②デザイン用スペースに配置することにより簡単に 

定義することができます。 

各ウィジェットの詳細設定は ③の操作画面 

にて行います。 Webインターフェースと 

プロセスの紐付はここで行います。 

Webインタフェース設定タブ 

作成するWebページに対しての定義を行います。 

画面デザインの設定(設計)、 スタイルシート、 

JavaScriptの組込みなど、タブを切り替え  

操作することができます。 

インターフェースを複数のWebページで構成 

する場合に、ページの追加を行ったり 

デザインスペースに表示するWebページを 

切り替える操作を行います。 

① 

② 
③ 
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ツールボックス > プロセス 1/2 
プロジェクト内のプロセスを設定します。 

プロセス作成 

作成するプロセスが 

どのプロジェクトに属するものかを 

プロジェクト一覧から選択します。 

選択後 プロセス設定画面を開きます。 

プロセス名をクリックすると 

プロセス設定画面を 

別タブで表示します。 

プロジェクト名をクリックすると 

プロジェクト設定画面を 

別タブに表示します。 

プロジェクト・プロセス一覧 

プロジェクトと プロジェクト配下に設定 

されたプロセスを階層化して 

一覧表示します。 



Copyright 2014 FUJITSU LIMITED 25 

ツールボックス > プロセス 2/2 
プロセス設定画面では、GUIツールを使って業務フローを組み立てます。 
また、フロー中の各アクティビティで何を行うか定義します。 

プロセスフローを  

①タスクアイコンを 

ドラッグし、②デザイン画面にドロップ 

し設定します。 

① 

② 

アクティビティ単位にどのような挙動をするかを定義します。 

動作タブの種別プルダンよりコネクターを 

選択すると、プロジェクトにインポートしたコネクターを 

呼び出すことができます。 

選択した種別により ③タブに表示される設定項目は異なります。 

③ 
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ツールボックス > 個人用コネクター 
プロジェクトにおいて利用可能なコネクターを表示します。 
また、自分で新たにコネクターを作成することも可能です。 

コネクター 

プロジェクトで利用している 

全てのコネクターを表示します。 

プロセス 

アクセス権限のあるプロジェクト 

配下の全プロセスを表示します。 

プロバイダー 

プロジェクトにインポートされている 

コネクターをプロバイダー単位に 

表示します。 

コネクター作成 

作成するコネクターが 

どのプロジェクトに属するものかを 

プロジェクト一覧から選択します。 

選択後 コネクター設定画面を開きます。 

コネクター設定画面 

コネクターのURL、パラメターなど 

を設定します。 

個人用コネクターと連携する外部APIが変更になった場合は、開発者にて個人用コネクターを修正してください。 注意事項 :  
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ツールボックス > カスタムリスト 
ドロップダウンリストで表示するリストをあらかじめ定義することができます。 

設定値定義画面 

カスタムリストのラベル/設定値を 

定義します。 

表示順を変更します。 

項目を削除します。 

リスト新規作成 

プロジェクト選択 

どのプロジェクトに紐づけるかを 

選択します。 

該当プロジェクトのプロジェクト情報を 

別のタブで表示します。 

リスト削除 

該当リストを削除します。 
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レポート > プロセスレポート 
プロセスの稼働状況を確認することができます。 

レポート一覧 

レポートの一覧を表示します。 

名前をクリックすると 

稼働状況一覧画面が表示されます。 

稼働状況一覧 

プロセス名、ステータス、実行時間を確認することができます。 

プロセス名をクリックすると 

デバッグ用のプロセス設定画面が表示されます。 

デバック用プロセス設定画面 

プロセス内のアクティビティ単位に終了ステータスを 

確認することができます。 

エラーが発生している場合、この画面よりデバッグを 

行うことが可能です。 

ステータス 

  3種類の状態があります 

       Active 

        Pending 

         停止 
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ライブラリ > サンプルプロセス 
RunMyProcessサービスでは、プロバイダーが提供しているコネクターを組み込
んだサンプルプロセスを用意しています。 

プロセス選択画面 

プロバイダー一覧よりプロセスを選択します。 

プロセス名をクリツクすると 

プロセス設定画面が表示されます。 

プロセス設定画面 

コネクターの使い方、プロセスへの 

組込み方を確認することができます。 

読み取り専用のプロセスです。 
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ライブラリ > コネクター 
プロバイダーが提供しているひな型のコネクターをご使用のプロジェクトに
インポートし個人用コネクターとしてプロジェクトで利用することが可能です。 

プロバイダー 

コネクターを提供しているプロバイダーの一覧が 

表示されます。 

タブを開くことで各プロバイダーが提供している 

コネクターが表示されます。 

コネクター詳細画面 

コネクターの構成情報、呼び出し方が表示されます。 

インポート画面 

選択したコネクターをプロジェクトで 

利用できるようインポートします。 

ひな型のライブラリは予告なく改修、改版されることがあります。 該当のライブラリを個人用コネクターとしてインポートされている
場合は、再度インポートしてください。 

注意事項 :  
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監視 > スケジュール済みプロセス 
時間指定で起動されたプロセスの稼働状況が確認できます。 

期間 

プロセスのスケジューリング期間です。 

プロセス名 

プロセス名のリンクをクリックすると 

プロセス設定画面が別タブに 

表示されます。 

繰り返し 

プロセスの繰り返し回数です。 

ステータス 

プロセスの終了状態を表示します。 

3種類の状態があります。 

         Active 

         Pending 

          停止 

起動時間を表示します。 
監視情報を削除します。 
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アカウント > ユーザー 
アカウントの登録・停止・削除を行うことができます。 

アカウント一覧画面 

登録されているアカウントを一覧表示します。 

名前をクリックするとアカウントの設定情報 

が表示され、変更が可能となります。 

プロファイル  

  アカウントの権限を表示します 

ステータス 

  3種類の状態があります 

       Active 

        Pending 

         停止 

パスワードリセット 

        を押下するとメールが 

         送信されます 

削除  

         アカウントを削除します 

利用者設定画面 

基本情報のほか、メタデータ、 

ユーザ (preferences) の設定、 

ロール・エンティティの割り当てが行えます。 

アカウントの権限設定はプロファイルタブ  

(ユーザ／管理者)で選択します。 
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アカウント > 利用状況 
プロセスの起動数を確認することができます。 

過去30日分の利用状況が参照できます。 
 

認証済み(RunMyProcessサービスのアカウントより起動したプロセス) ／ 公開(Public) × プロ
セス起動単位 が日次集計されています。 
 

グラフの種類は 6種類から選択できます。 



Copyright 2014 FUJITSU LIMITED 34 

アカウント > 構成情報 
アカウントの設定(会社名、国、ユーザーアカウントのメタデータ)を設定します。 

アカウント情報 

アカウント名を設定します。 

名前はログイン時に上部に表示されます。 

ユーザーメタデータ 

新しい属性を設定します。 Admin権限をもつ利用者のみ設定できます。 

ユーザー設定 

新しい属性を設定します。 利用者権限の利用者のみ設定できます。 
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Secure Enterprise Connector (SEC) について 

35 

Secure Enterprise Connector (SEC) とは 

RunMyProcessサービスとオンプレミス環境にあるアプリケーションを 

接続することを可能にする技術です。 

通信経路は暗号化されます。 

SECを使うには 

 オンプレミス環境に SEC agentをインストールし、 起動させる必要があります。 

    動作するための条件は、動作環境記載のとおりとします。 

 RunMyProcessと通信が可能になるよう、オンプレミス側Firewallの設定変更が必要
です。  

 RunMyProcessと連携するための個人用コネクターを開発する必要があります。 

 

注意事項 

 オンプレミス環境にて SEC agentとRunMyProcessが接続することは保証していませ
ん。 

 オプションサポートサービスをご契約いただければ、接続までのサポートをいたします。 
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サポート提供時間およびサポート 

36 
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サービス提供時間帯／計画メンテナンス 

37 

サービス提供時間帯 24時間365日 

サービス提供時間帯は、以下のとおりです。 

計画メンテナンスの通知は、以下のとおりです。 

計画メンテナンスの  
通知 

計画メンテナンスの7日前までに、管理権限アカウントに設定されているメールアドレスに 
E-mail(英語) にて通知、 ツイッター(英語)で公開。 
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基本サービスの提供範囲  (英語対応) 

データセンター 

受付窓口 

利用者様 

契約者 

管理者様 

サポートグループ 

富士通技術者 

サポート体制 

38 

◆トラブル調査／復旧 
◆その他オプション作業など 

◆障害修正 

◆エンハンス適用 

定期メンテナンス 

トラブル発生時        

RunMyProcess社技術者 

RunMyProcessサービスに精通した技術者がサポートを行います。 

E-mail 

（日本語） 

サポートフォーラム 

◆24時間 英語にてご質問を受
け付けます。 

RunMyProcess  Users Guide 

有償サポートの提供範囲 

◆問い合わせ対応 ◆問い合わせ対応 
◆障害修正 

無償サポートの提供範囲 

◆障害受付・対応 
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サポート／障害対応時間帯 
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お問い合わせ対応（オプション サポートサービス）は、以下のとおりです。 

問い合わせ 

受付方法 E-mail(日本語可) 

受付時間 24時間365日 

回答方法 E-mail(日本語可) 

回答時間 
月曜日から金曜日まで（祝日および当社の指定する休業日を除く）の9時から17時  
(JST) まで。 

障害対応は、以下のとおりです。 ※ 

障害対応 

受付方法 E-mail(日本語可) 

受付時間 24時間365日 

対応 
月曜日から金曜日まで（祝日および当社の指定する休業日を除く）の9時から17時 
(JST) まで。 
※RunMyProcessのTwitterアカウントにて障害発生状況を報告。(英語のみ) 

※障害:本クラウドサービスが利用不能の状態をいいます。 
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特則 

40 
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富士通クラウドサービス利用規約に関する特則 

 サービスの改廃 

• 当社は、RunMyProcessサービスの提供を廃止することがあります。その場合は、当社は、6ヶ月の予
告期間をおいて契約者にその旨を通知するものとします。 

• 当社は、RunMyProcessサービスの改善等の目的のため、当社の判断により、RunMyProcess
サービスの内容の追加、変更、改廃を行うことがあります。当該追加、変更、改廃等の内容は、サービ
ス仕様およびサービス公開ホームページに記載されます。当社は、RunMyProcessサービスの内容の
追加、変更、改廃等を行う場合は、8日以上の予告期間をもって、変更後のRunMyProcessサービ
スの内容を、サービス仕様およびサービス公開ホームページに掲載するものとします。 

 

 留意事項 

• 契約者がサービス利用契約を終了した場合、当社はRunMyProcessサービスの終了後から30日経
過後、契約者がRunMyProcessサービス上に保存したプログラム、データを全て削除できるものとしま
す。 

41 
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