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1. はじめに 

対象読者 

このマニュアルは次の方を対象に作成されています。 

 ｘｘｘプロジェクトに参画する方 

マニュアルの構成 

このマニュアルは以下のように構成されています。 

2章：課題管理システム概要 

この章では課題管理システムの仕組みとユーザー登録申請方法について説明します。 

3章：課題管理システムメニュー詳細 

この章では課題管理システムのメニュー詳細について説明します。メニューの説明および

操作方法の説明が記述されています。 



課題管理システムユーザーズ・マニュアル 

Copyright © 2005. 101 Co., Ltd. All Rights Reserved. 

4 

2. 課題管理システム概要 

システム概要 

本システムはｘｘｘｘ様システム開発プロジェクトに参画する技術者を対象とした課題管理シ

ステム（Webアプリケーション）です。 

課題の解決をスムーズに行うためにいつでもどこからでも担当者の課題を提起していただく

ことが可能です。システムをご利用する方、1人ずつ個別にユーザーIDを発行させていただ

きます。 

登録された課題情報は、グループ単位で参照/更新/削除することが可能です。グループは

会社単位または部門単位をユーザー登録時に選択していただきます。 

A社

課題管理
データベース

課題管理
サーバー

HTTP/HTTPS
インターネット

B社 XX部門

A社

課題管理
データベース
課題管理
データベース

課題管理
サーバー

HTTP/HTTPS
インターネット
HTTP/HTTPS
インターネット

B社 XX部門

 

図 2-1 システム概要 

 

 

ユーザー登録と利用 

この節では課題管理システムのユーザー登録から実際の利用について説明します。メニュ

ーの詳細については3章：課題管理システムメニュー詳細を参照してください。 

ユーザー登録までの流れ 

課題管理システムへの登録までの手順は以下のようになります。 

1. 専用の「ユーザー登録申請用紙」に必要事項を記入の上、プロジェクト管理者に提出

していただきます。 

2. 申請用紙に記入していただいたユーザーのメールアドレス宛に登録された「ユーザー

IDおよびパスワード」が送信されます。この時点で課題管理システムへログインするこ

とが可能です。 

3. 「ユーザー情報」の「登録情報変更」よりパスワードを変更していただきご利用くださ

い。 

パスワードは6文字以上で作成してください。 
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実際のご利用 

課題管理システムを利用するにはMicrosoft Internet Explorer（IE）を使用してください。他の

ブラウザを使用して課題管理システムを利用することも可能ですが動作確認を完全にして

いるものはIEですのでIEのご使用をお奨めします。ご利用の手順を簡単にご説明します。 

1. 以下のURLへアクセスして課題管理システムの初期画面を表示します。 

http://xxxxxx.co.jp/helpdesk/issues 

 

2. ユーザーのメールアドレスに送信された「ユーザーIDおよびパスワード」を入力し

「LOGIN」ボタンをクリックします。 

 

図 2-2 ログイン画面 

以降、以下のサポートメニューをご利用いただけます。 

 課題登録/検索 

 課題リスト 

 課題検索 

 新規課題登録 

 ＦＡＱ 

 ＦＡＱリスト 

 ＦＡＱ検索 

 ユーザー情報 

 登録情報変更 

 その他 

 チーム情報確認 

 技術資料一覧 

 マニュアル表示 
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図 2-3 ログイン後初期画面 

各メニューの詳細については、3章：課題管理システムメニュー詳細を参照してください。 
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3. 課題管理システムメニュー詳細 

課題登録/検索：課題リスト 

 

            図 3-1 課題リスト 

課題リストはログインユーザーと同一グループ（会社・部署）ユーザーが登録した課題を一

覧表示します。新しく登録された課題が上に表示されます。 

課題が1件も存在しない場合は右側のフレームに空白のページが表示されます。 

「課題ID」リンクをクリックすることで詳細内容が表示されます。 

項目 説明 

「新規」ボタン 「新規」ボタンをクリックすると「新規課題登録」画面になります。 

「課題ID」リンク 「課題ID」リンクをクリックすると該当の課題IDの内容が表示され

ます。 

<-前へ 課題リストが複数ページに及ぶ場合に前ページに改ページしま

す。 

次へ-> 課題リストが複数ページに及ぶ場合に次ページに改ページしま

す。 

「ホーム」リンク 「ホーム」リンクをクリックすると初期画面が表示されます。 

課題ID 課題登録時に自動的に採番されたIDが表示されます。 

発生日 課題を登録した日付が表示されます。 

提起者 課題をしたユーザー名が表示されます。 

担当者 課題を担当した担当者名が表示されます。 

チーム名 課題を提起したチーム名-課題を担当するチーム名が表示され

ます。 

※2行目 課題の件名が表示されます。 
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図 3-2 課題内容の表示 

課題リストの「課題ID」リンクをクリックすると該当の課題IDの内容が表示されます。この課

題内容の表示画面からは以下のことが実行できます。 

 課題登録時の内容変更または削除（すべての項目の変更が可能） 

課題を登録した直後で課題履歴（課題に対する回答やその後のやり取り）が追加

されていない状態の時には初めに登録した課題内容の変更をすべての項目に対

して行うことができます。 

画面最上部の「更新」ボタンをクリックすることで課題内容の更新画面が表示され

ます。課題履歴が追加された場合は「更新」リンクは表示されません。 

課題内容及びその他の項目に対して変更を行いたい時はこちらで行ってくださ

い。また課題自体の削除を行いたい場合もこちらで行ってください。 

 課題内容（最終履歴）の変更 

課題内容の最終履歴データの変更は課題内容の左上に表示されている「更新」

リンクをクリックすることで実行できます。課題内容だけの変更を行いたい場合は

こちらで行ってください。 

 課題内容の追加（課題履歴の追加） 

課題内容の履歴追加は画面最下部の「追加」ボタンをクリックすることで実行でき

ます。課題内容の最終履歴データの変更ではなくて新たに追加情報を課題内容

として追加したい場合はこちらで行ってください。 

 

項目 説明 

課題ID 課題IDが表示されます。 

「更新」ボタン 課題を登録した直後で課題履歴が追加されていない状態の時に「更

新」ボタンをクリックすることで課題内容の更新及び削除を行うことが

できます。 

「課題」リンク 「課題」リンクをクリックすることで課題内容の履歴追加を行うことが

できます。 

発生日 課題を登録した日付が表示されます。 

終了日 課題のやり取りが完了した日付が表示されます。 

最終更新日 該当の課題に対して更新された日付が表示されます。 
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提起者 課題を登録した人の名前が表示されます。 

担当者 課題を受け付ける担当者名が表示されます。 

最終更新者 課題データの最終更新者名が表示されます。 

会社名 会社名が表示されます。 

部署名 部署名またはグループ名などが表示されます。 

御客様名 ユーザー名（課題管理システムのユーザー名）が表示されます。 

メールアドレス ユーザーの登録メールアドレスが表示されます。 

電話番号１ ユーザーの登録電話番号が表示されます。 

電話番号２ ユーザーの登録電話番号が表示されます。 

FAX ユーザーの登録FAX番号が表示されます。 

チーム名 課題を提起したチーム名-提起されたチーム名が表示されます。 

業務名 業務名が表示されます。 

新課題分類名 新課題分類名が表示されます。 

機能名 機能名が表示されます。 

解決希望日付 課題の解決を希望する日付が表示されます。 

解決予定日付 課題を解決する予定日付が表示されます。 

件名 課題の件名が表示されます。 

課題理由 課題をあげた理由が表示されます。 

内容本文（履歴）  

「更新」リンク 「更新」リンクをクリックすることで課題内容の最終履歴データを変更

することができます。 

内容本文 登録した課題の内容が表示されます。 
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図 3-3 課題内容の更新 

 

課題登録/検索：課題検索 

 

            図 3-4 課題検索 

課題検索はログインユーザーと同一グループユーザーが登録した課題内容から検索した

い項目をキーに該当する課題を検索することができます。 

検索キーに該当した課題は、検索条件指定欄の下に課題リストとして表示されます。 

項目 説明 

課題IDで検索 課題IDを入力して「検索」ボタンをクリックすると該当の課題内容の

詳細が表示されます。 

項目を指定して

検索 

検索項目を入力し、「指定条件検索」ボタンをクリックすると入力した

条件にヒットした課題データが課題リストとして表示されます。検索

条件に複数の項目を選択した場合は、「AND」検索になります。 

検索する単語 任意の文字列を入力してください。 

「件名と内容」と 「検索する単語」を課題内容の件名と内容から検索する場合は「件
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「件名のみ」ラジ

オボタン 

名と内容」を選択し、件名のみから検索する場合は「件名のみ」を選

択してください。 

チーム名 チーム名にはドロップダウンリストにチーム名がリストされます。検索

したいチーム名を選択してください。 

業務名 業務名にはドロップダウンリストに業務名がリストされます。検索した

い業務名を選択してください。 

機能名 機能名にはドロップダウンリストに機能名がリストされます。検索した

い機能名を選択してください。 

新課題分類名 新課題分類名にはドロップダウンリストに新課題分類名がリストされ

ます。検索したい新課題分類名を選択してください。 

「検索」ボタン 「検索」ボタンをクリックすることで検索が実行され該当の課題がリス

トされます。 

「リセット」ボタン 「リセット」ボタンをクリックすると１つ前の検索条件値に戻します。 

 

課題登録/検索：新規課題登録 

 

            図 3-5 新規課題登録 

新規課題登録は、課題内容を登録するための画面です。課題は起案チームと課題担当チ

ームの組み合わせで行うことができます。 

課題で入力する項目については以下の表を参照してください。 

 

項目 説明 

顧客名 ログインユーザーの顧客名が表示されています。 
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担当者名 担当者名にはドロップダウンリストに担当者がリストされます。

お客様の担当者（担当技術者）を選択してください。 

チーム名 チーム名にはドロップダウンリストに起案チーム名-担当チーム

名がリストされます。該当のチーム名を選択してください。 

業務名 業務名にはドロップダウンリストに業務名がリストされます。該

当の業務名を選択してください。 

新課題分類名 新課題分類名にはドロップダウンリストに新課題分類名がリスト

されます。該当の新課題分類名を選択してください。 

機能名 機能名にはドロップダウンリストに機能名がリストされます。該

当の機能名を選択してください。 

解決希望日付 課題の解決を希望する日付を入力します。 

解決予定日付 課題を解決する予定日付を入力します。 

件名 課題の件名を512バイト以内で入力してください。 

課題理由 課題をあげる理由を4000バイト以内で入力してください。 

課題内容 課題の内容を4000バイト以内で入力してください。 

※4000バイトを超える内容を登録したい場合には、新規登録で

4000バイト以内の内容を登録し課題内容の履歴追加で課題内

容を追加してください。 

 

 

ＦＡＱ：ＦＡＱリスト 

 

図 3-6 ＦＡＱリスト 
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ＦＡＱリストはよくあるプロジェクト内でのご質問をリスト表示します。すべてのチームごとに

表示されます。 

 

項目 説明 

[<-前 へ] ＦＡＱリストが複数ページに及ぶ場合に前ページに改ページします。 

[次 へ->] ＦＡＱリストが複数ページに及ぶ場合に次ページに改ページします。 

FAQID FAQのID番号が表示されます。 

質問 質問内容が表示されます。質問内容に張ってあるリンクをクリック

すると回答内容が表示されます。 

 

 

図 3-7 FAQ の回答画面 

 

ＦＡＱ：ＦＡＱ検索 

 

図 3-8 FAQ の検索画面 
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ＦＡＱ検索はＦＡＱ全体から検索したい項目をキーに該当するＦＡＱを検索することができま

す。 

検索キーに該当したＦＡＱは、検索条件指定欄の下に課題リストとして表示されます。 

 

項目 説明 

検索する単語 任意の文字列を入力してください。 

「件名と内容」と

「件名のみ」ラジ

オボタン 

「検索する単語」を課題内容の件名と内容から検索する場合は「件

名と内容」を選択し、件名のみから検索する場合は「件名のみ」を選

択してください。 

チーム名 チーム名にはドロップダウンリストにチーム名がリストされます。検索

したいチーム名を選択してください。 

「検索」ボタン 「検索」ボタンをクリックすることで検索が実行され該当のＦＡＱがリス

トされます。 

「リセット」ボタン 「リセット」ボタンをクリックすると1つ前の検索条件値に戻します。 

 

 

ユーザー管理：登録情報変更 

 

図 3-9 登録情報変更 

ユーザー登録情報変更は、登録した情報を変更する際に使用することができます。データ

を変更する際には現在登録済みのパスワード（古いパスワード）の入力が必要になります。 

 

項目 説明 

ユーザーＩＤ ログイン時のユーザーＩＤが表示されます。 
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古いパスワード 必要に応じて現在登録済みのパスワードを入力します。 

新しいパスワード パスワードを変更する場合に新しいパスワードを入力してください。 

新しいパスワード

の再入力 

パスワードを変更する場合は新しいパスワードに入力したパスワー

ドの再入力が必要になります。 

氏名 ユーザーＩＤを使用する方の氏名を入力ししてください。 

顧客名 所属の会社名および部署・グループ名などが表示されます。 

電話番号１ 連絡先の電話番号を入力してください。 

電話番号２ 任意で追加の連絡先電話番号を入力してください。 

ＦＡＸ ＦＡＸ番号を入力してください。 

Eメール Eメールのアドレスを入力してください。ここで登録されたアドレスに

対して課題の内容が送信されます。 

パスワード確認用

質問 

登録済みのパスワードを忘れてしまった時に管理者から質問させ

ていただく内容です。質問の回答と合せて入力してください。 

例）質問：ペットの名前は？ 回答：ぽち 

パスワード確認用

回答 

登録済みのパスワードを忘れてしまった時に管理者から質問させ

ていただいた内容に対してお答えしていただく内容です。質問と合

せて入力してください。 

例）質問：ペットの名前は？ 回答：ぽち 

「更新」ボタン 「更新」ボタンをクリックすることで登録内容を変更することができま

す。 

「キャンセル」ボタ

ン 

「キャンセル」ボタンをクリックすることで入力した内容を破棄するこ

とができます。 
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お問合せについて 

課題管理システムユーザーズ・マニュアルの内容、または操作についてのお問合せは下記

までご連絡ください。基本的にはメールによるお問合せをご利用ください。 

お問合せの際には、「貴社名」「ご登録部門名」「ご担当者名」「お電話番号」を明確にお伝

えくださいますようお願いいたします。 

お問合せ先： 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

免責事項： 

株式会社ワン･オー･ワンは、このマニュアルに記載されている内容（情報）については

十分に確認をし不正確な記述や誤植が含まれないように万全を期しておりますが完全

を保証するものではありません。これらの内容のご利用結果は、お客様の責任とさせ

ていただきます。このマニュアルの内容を利用したことによりいかなる損害が発生した

としても、当社は責任を負わないこととさせていただきます。  

 

これらの内容は予告なしに変更または更新されることがあります。 また、ワン・オー・

ワンはここで掲載されている製品やプログラムを何時でも予告なしに改良または変更

することができるものとします。 

 

このマニュアルに含まれる会社名、製品名は各社の商標または登録商標です。 

メールによるお問合せ： xxxxxx@xxxxxx 

 

緊急時の電話によるお問合せ： 03-0000-0000 

※電話によるお問合せのご利用可能時間： ９：３０－１８：００（土日祝を除く） 


