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1. ユーザーの入門

Quality Trainerへようこそ
Quality Trainer は、オンラインサブスクリプションベースの学習コースで、簡単に学習できるインタラクティブな
レッスン、クイズ、演習を提供し、統計で最もよく使用されるツールを理解するのに役立ちます。次の手順に従っ
て初めてサインインします。

1. 「Quality Trainerのサブスクリプション」という件名のMinitabカスタマーサポートからのメールを開き、リン
クをクリックして開始します。

2. Minitabアカウントをお持ちの場合は、メールアドレスを入力してサインインします。アカウントをお持ちでな
い場合は、姓名を入力してパスワードを作成します。

3. 使用許諾契約書の条項をスクロールし、チェック ボックスをクリックして条項に同意することを示し、[同意]
をクリックします。
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4. Quality Trainerに慣れ親しむ。

1：コース
コースコンテンツにアクセスします。コースの全概要を確認するには、Quality Trainer コースの概要。

2：自分の進捗 (ユーザー向け)/管理 (管理者向け)
ユーザーとして[自分の進捗状況]タブをクリックすると、サブスクリプションの詳細、全体的な進捗状況、
完了したアクティビティの数、およびクイズの平均スコアが表示されます。管理者として[管理]タブをク
リックして、サブスクリプションにユーザーを追加し、グループを管理します。

3：アカウント設定
Minitabアカウントにアクセスして、個人情報の編集、サポートリクエストの送信、サブスクリプションへ
のアクセス、アップデートのダウンロードを行うことができます。

4：内容
コースの内容を、[章]、[アクティビティ]、および [節] 別に表示します。アクティビティには、魅力的な
レッスン、インタラクティブなクイズ、Minitabでの分析の完了方法を示すステップバイステップツール、
ダウンロード可能なデータセットを使用した演習などがあります。アクティビティを開始するには、チャプ
タ、セクション、アクティビティの順にクリックします。

5：指標
コース全体で使用される用語と概念のアルファベット順のリストを表示します。
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6：言語選択
言語を選択します。英語版以外のQualityTrainerの場合、キャプションとその他のすべてのコンテンツは翻
訳されますが、オーディオは英語のままです。

MinitabアカウントからQuality Trainerを開く
Quality Trainerを閉じた後に再度アクセスするには、Minitabのウェブサイトにアクセスして、Minitabアカウント
にログインします。

ヒント : また、いつでもQuality Trainerに戻るためにブラウザで qualitytrainer.minitab.com をブックマークすることができます。

1. www.minitab.comにアクセスしてください。

2. ウェブサイトの右上隅にある [マイアカウント]をクリックします。[マイアカウント] が表示されない場合は、
[メニュー] > [マイ アカウント] 。

3. Minitabアカウント情報でログインします。

4. [マイプロダクト]の [Quality Trainer] をクリックし、[Web アプリを開く] をクリックします。
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2. ライセンス管理者とグループ管理者の入門

サブスクリプションへのアクセス
ライセンス管理者は、Minitabライセンスポータルを使用して、Quality Trainerサブスクリプションにアクセスし
てユーザーを追加します。この役割は、通常、ITヘルプデスクコーディネーター、テクニカル オペレーションマ
ネージャー、または同様の職位によって担われます。

ライセンス管理者は、MinitabのウェブサイトからQuality Trainerのサブスクリプションにアクセスできます。

1. www.minitab.com に移動し、MinitabアカウントからQuality Trainerを開きます。詳細については、Minitabア
カウントからQuality Trainerを開く（5ページ）を参照してください。

2. 管理するQuality Trainer のサブスクリプションの [管理] をクリックします。

ユーザーとロールの管理
[ユーザーの管理] では、サブスクリプションに関連付けられている現在のユーザーをすべて表示したり、キーワー
ドや語句でユーザーを検索したりできます。ユーザーは個別に、または複数のユーザーを同時に管理できます。

個々のユーザーの横にある [オプション] をクリックして、アカウントの詳細を表示するか、サブスクリプション
から削除します。[オプション]の下の[ロールの更新]をクリックして、ロールを追加または削除します。

リストから複数のユーザーを選択し、[オプション]をクリックしてメールを送信したり、ウェルカム メールを再送
信したり、選択したユーザーをサブスクリプションから削除したりします。
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[すべてのユーザー] をクリックして、ロールまたはステータスでユーザーをフィルター処理します。たとえば、ラ
イセンス管理者であるユーザーのみ、または保留中のステータスを持つユーザーのみを表示できます。

ユーザーの追加
[ユーザーの管理] で、ユーザーをサブスクリプションに追加したり、ロールを割り当てることができます。

注: 新しいユーザーを追加すると、新しいユーザーは、アカウントを検証し、パスワードを作成できるように、ウェルカムメールを受
信します。ただし、ウェルカム メールをオフにすることはできます。[製品使用権の概要]で、[サブスクリプションの基本設定] > [サブ
スクリプションメールを無効にする]を選択します。

1. [ ユーザーの追加] をクリックします。
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2. 手動でカンマで区切ってメールアドレスを入力するか、.csvファイルまたは.txtファイルからユーザーのメール
のリストをインポートします。

3. [ 製品のロール]で、割り当てるロールを選択します。 同時に複数のユーザーを追加すると、選択したロールは
すべてのユーザーに割り当てられます。

Quality Trainerユーザーのみ
Quality Trainerと自分の進捗データにアクセスできます。

ライセンス管理者のみ
ライセンス ポータル内でのみ、Quality Trainerのサブスクリプションおよびユーザー管理機能にアクセス
できます。

これらのロールには、Quality Trainerユーザーまたはライセンス管理者が含まれます
ライセンス ポータルおよびQuality Trainerのすべてのユーザー管理機能にアクセスできます。これは、サ
ブスクリプションに関連付けられている初期管理者に割り当てられたロールです。

4. [ユーザーの追加] をクリックします。新規ユーザーには、ウェルカム メールが送信されます。アカウントを持
たないユーザーは、アカウントを作成するまで保留中の状態になります。

ユーザーの削除
[ユーザーの管理]で、電子メール アドレスを入力するかリストをインポートすることで、複数のユーザーを同時に
削除できます。
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1. [ バルクオプション] > [ ユーザーの削除] します。

2. 手動でカンマで区切ってメールアドレスを入力するか、.csvファイルまたは.txtファイルからユーザーのメール
のリストをインポートします。

3. [ ユーザーの削除] をクリックします。

Quality Trainerでユーザーを管理する
グループ管理者は、他のユーザーを管理し、Quality Trainerでユーザーの進行状況を追跡します。グループ管理者
は、ライセンス管理者とQuality Trainerユーザーの両方で、Quality Trainerの追加の管理機能にアクセスできま
す。この役割は、通常、継続的な改善チーム リーダー、メンター、およびユーザーの進捗状況を追跡する他の人に
よって保持されます。

グループ管理者は、www.minitab.comでQuality Trainerサブスクリプションにアクセスできます。

1. www.minitab.com に移動し、MinitabアカウントからQuality Trainerを開きます。詳細については、Minitabア
カウントからQuality Trainerを開く（5ページ）を参照してください。

2. 管理するQuality Trainer のサブスクリプションで、[Web アプリを開く] をクリックします。
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3. Quality Trainerで、[管理] タブをクリックします。

4. [管理] ビューのユーザー グリッドには、サブスクリプションに関連付けられている現在のすべてのユーザーが
表示されます。プロジェクトが破損している場合、次の操作を実行します。

• アクセス許可の管理（10ページ）

• 進行状況の監視（11ページ）

• グループの管理（11ページ）

アクセス許可の管理
ユーザーグリッドから、アクセス許可を変更する個々のユーザーまたはユーザーのグループを選択します。現在の
アクセス許可には次のものがあります。

• ユーザーをライセンス管理者に昇格させる。ユーザーがライセンス管理者に昇格された後、ライセンス ポータ
ルでのみ降格でき、Quality Trainerでは降格できません。

• サブスクリプション内のすべてのユーザー、進行状況データ、およびグループに対するアクセス権をユーザーに
付与する。

ヒント : つのユーザー行にカーソルを合わせて省略記号をクリックしてアクセスすることもできます [進捗レポート] の横にある。
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進行状況の監視
ユーザーグリッドから、各ユーザがどの程度のコースを修了し、その進捗状況に基づいて平均クイズスコアを確認
できます。

個々のユーザーの進行状況を監視するには、ユーザーの行にある [進行状況レポート] をクリックします。

ユーザーのグループの進行状況を監視するには、進行状況レポートをダウンロードします。進捗レポートは、ユー
ザーのグループの章別に要約された進捗データを含む.csvファイルです。進行状況レポートをダウンロードするに
は、グリッドで複数のユーザーを選択するか、グリッドをグループでフィルターして、[進行状況のダウンロード]
をクリックします。

グループの管理
ユーザーグリッドから、ユーザーをグループに整理して、ユーザーの管理と進捗状況の追跡に役立てることができ
ます。

1. グループの一覧を表示するには、[グループの管理] をクリックします。
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2. グループを追加するには、[グループの追加 ] をクリックします。

3. グループにユーザーを追加します。ユーザーを割り当てることができるグループは 1 つだけです。既にグルー
プに属しているユーザーを新しいグループに追加すると、そのユーザーは現在のグループから削除され、新しい
グループに追加されます。

4. (オプション)グループに管理者を割り当て、[閉じる]をクリックします。グループ管理者としてユーザーを複数
のグループに割り当てることができます。セッションウィンドウの内容は、いつでも保存できます。

qualitytrainer.minitab.com 12

入門ガイド



Our mission is to help people discover valuable insights in their data.
Minitab helps companies and institutions to spot trends, solve problems and discover valuable insights in data by delivering a comprehensive and
best-in-class suite of data analysis and process improvement tools. Combined with unparalleled ease-of-use, Minitab makes it simpler than ever to get
deep insights from data. Plus, a team of highly trained data analytic experts ensure that users get the most out of their analysis, enabling them to make
better, faster and more accurate decisions.

For nearly 50 years, Minitab has helped organizations drive cost containment, enhance quality, boost customer satisfaction and increase effectiveness.
Thousands of businesses and institutions worldwide use Minitab Statistical Software, Minitab Connect, SPM, Quality Trainer, Minitab Engage, and
Minitab Workspace to uncover flaws in their processes and improve them. Unlock the value of your data with Minitab.

© 2021 Minitab, LLC. All rights reserved.

Minitab®, Minitab Workspace®, Minitab Connect®, Quality Trainer®, SPM® and the Minitab® logo are all registered trademarks of Minitab, LLC, in
the United States and other countries. Additional trademarks of Minitab, LLC can be found at www.minitab.com. All other marks referenced remain the
property of their respective owners.
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