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1. ご利用にあたって 

本書は、企業管理者の方にユーザ管理あるいは各種運用管理を行っていただくための管理者画面操

作マニュアルです｡ 

 

日常運用操作に関連する本マニュアル内の項目番号は次のとおりです。 

 

 

 

  

  前画面に戻る際は、Web ブラウザの「戻る」ボタンではなく、各画面内にある「戻る」に相当するボタンを

クリックするようにしてください。 

パスワード忘れへの対処 

２－５ ユーザ情報編集 

ロック解除 

２－７ 登録状況・状態の変更 

 

端末変更 

２－５ ユーザ情報編集 

４ 端末管理 

 

端末登録 

４ 端末管理 

 

端末紛失などによる一時的な利用停止 

２－５ ユーザ情報編集 

 

利用状況確認 

７ 利用者アカウント利用状況一覧 

 

  各サービスの詳細は個別のマニュアルで確認してください。 

ユーザ登録 

２－３ ユーザ登録 

２－６ サービス設定 

２－９ ユーザ情報のアップロード 

２－１０ サービス情報のダウンロード 

２－１２ サービス情報のアップロード 

１１－７ サービス設定雛形 

 

ユーザ削除 

２－７ 登録状況・状態の変更 

２－９ ユーザ情報のアップロード 

 

サービス情報設定 

２－６ サービス設定 

２－１０ サービス設定一括ダウンロード 

１１－７ サービス設定雛形 
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2．ログイン 

PC ブラウザにて管理者用 Web ページにアクセスします。 

契約番号・管理者ユーザ ID・パスワードをそれぞれのフィールドに入力してログインボタンをク

リックして下さい。 

 

 

 

 

管理者用 Web ページの操作が可能な接続元 IP アドレスが指定されていた場合に、指定 IP アドレ

ス以外からアクセスを行うと下記のエラーページが表示されます。 

 

 

 

 

  

 《クラウドのみ》初回ログイン時にモバイルチョイス・アップゲートクラウドホスティングサービスの使用

許諾に同意していただく必要があります。 

 本設定を利用するには別途設定が必要となります。モバイルチョイス・アップゲート担当までお問い合わせ

ください。 
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3．メイン画面 

ログイン直後のメイン画面です。 

メニュー上部には、現在ログインしている契約番号が表示されます。 

画面左のサイドメニューをクリックすると、画面左に当該画面が表示されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 《クラウドのみ》下図のようにトップ画面左に、管理者へのお知らせが表示されます。 

サイドメニュー 

サイドメニューで選択した項目の

ページが表示されます 



 

14 

  
管理者向けマニュアル 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chapter 2 ユーザ管理 

 

 

 

 

 

 

 



 

15 

  
管理者向けマニュアル 

1．ユーザ管理 

 

 

ここでは、上部にユーザ数の情報（登録済ユーザ数と契約ユーザ数）・ユーザの新規登録ボタン・

ならびにユーザ情報検索が表示され、下部にはユーザ一覧が1ページあたり20ユーザで表示され、

ユーザ ID・名前・カナ・部署・登録状況・状態（停止・ロック）・電話番号をクリックするとその項目でソートさ

れます。 

 

一覧には、以下の情報が表示されます。 

ユーザ ID 付与ユーザ ID 

名前 利用者の氏名 

カナ 利用者の氏名のカナ 

部署 利用者の所属部署 

登録状況 仮登録（端末から未ログインの状態）、本登録（端末からログイン済の状態） 

状態（停止・ロック） 停止中（ログインが許可されていない状態）、ロック中（一定回数以上認証に失敗したこ

とによるアカウントロックの状態） 

電話番号 登録された端末の電話番号 

サービス利用状況 Exchange、ファイルサーバなどユーザが利用中のサービス 
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2．ユーザ検索 

ユーザの登録情報・部署・登録状況ならびに状態での検索を行うことができます。 

 

フリーワードで検索 

指定文字列がユーザ情報内に含まれるユーザを検索します。 

ただし部署コード、端末 ID、管理者使用欄1～2、ポリシーパターン ID、ポリシーパターン名は検索対象外

です。また、名前の項目に関する検索は、「名前（姓）＋ 名前（名）」を連結した文字列および「カナ（姓）＋

カナ（姓）」で連結した文字列に対して部分一致検索を実施します。 

 

 

 

対象部署で検索 

「対象部署」をクリックすると部署選択画面が表示されます。 

部署コードを指定して検索をクリックするか部署をクリックすると、ユーザ検索画面に検索対象の部署が表

示されます。検索対象は指定部署ならびにその配下です。 
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名前で検索 

姓名あるいはカナで検索します。 

 

 

電話番号で検索 

電話番号 1～3 で検索します。 

 

 

登録状況で検索 

ユーザの登録状況で検索します。 

 

 

状態で検索 

ユーザの状態で検索します。 

 

 

サービスで検索 

ユーザが利用中のサービスを指定して検索します。 

全てを選択した場合は利用中のサービスを指定せずに検索します。 
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検索結果ダウンロード 

ユーザ一覧の上部に表示されているダウンロードボタンをクリックすると、ユーザ検索結果の CSV

ファイルをダウンロードすることができます。ダウンロードされた CSV ファイルにはサービスの

利用の有無を含む、一覧に表示されている内容が出力されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 検索結果をダウンロード後は下図の再読み込みボタンをクリックしないと、画面下部に表示されるユーザ状

態の一括変更ボタンがクリックできません。 
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3．ユーザ登録＜仮登録＞ 

ユーザ一覧画面にて「新規作成」をクリックすると、新規ユーザ登録画面に遷移します。 
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必須項目は以下の３項目です。 

ユーザ ID ユーザ ID ポリシーに沿ったものを指定してください 

※パスワード パスワードポリシーに沿ったものを指定してください 

部署 「部署」をクリックすると次ページのように別ウインドウで部署選択画面が表示されます。 

ユーザが所属する部署を指定してください 

※パスワードの設定が必要な認証方式が設定されていた場合にのみ必須となります。 

 

 

その他のユーザ情報（姓名・カナ・役職・電話番号・住所など）の登録は任意です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ポリシーパターン設定が有効の場合にはユーザに紐づくポリシーパターンを選択することができます。 

 

 

 

 

 

 

  ユーザ個別認証が設定されている場合は認証方式を選択することができます。 

企業のデフォルト認証方式と同じを選択すると、企業のデフォルト認証方式が変更された際に、ユーザの認証方

式も変更されます。 
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ユーザ ID・パスワード・部署の必須項目ならびに任意指定のユーザ情報を入力して「登録」をク

リックすることによりユーザの新規登録が完了します。 

当該ユーザの登録状況は「仮登録」となり、端末からのログインができるようになります。 

 

 

 

 

  端末 ID の表示は、端末利用モードにより異なります。 

《専有端末のみ》 

 

 

 

 

《共有端末が利用可能》 

 

 

 

 

 

 

 

 

  サービスセットが登録されている場合、ユーザ登録時に自動で登録するサービスのセットを選択すること

ができます。 

指定なしを選択するとサービス設定画面でサービスの自動関連付け設定が「する」のサービスが自動で登録され

ます。 
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  ポリシーパターン設定が有効の場合にはユーザに紐づくポリシーパターン ID、ポリシーパターン名が表示

されます。 

 

 

 

 

 

 
  ユーザ個別認証が設定されている場合はユーザに設定されている認証方式が表示されます。 
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4．ユーザ登録＜本登録＞ 

仮登録のユーザが端末から初回ログインを行うと、ログインを行った端末の端末 ID がユーザ情報

に登録され、登録状況は「本登録」に遷移します。 
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5．ユーザ情報編集 

ユーザ一覧でユーザ ID をクリックすると、ユーザ情報参照画面に遷移します。 

画面上部の「ユーザ情報編集」をクリックするとユーザ情報編集画面に遷移し、パスワード変更・

端末 ID の解除ならびに選択・部署変更・状態変更・ユーザ情報変更を行うことができます。 
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パスワード変更 

「変更する」にチェックを入れることによりパスワード欄への入力が可能となりますので、ユーザ

のパスワードを設定することができます。 

ユーザ情報編集画面ではパスワード欄が空白で表示されますが、未設定ということではありません。 

 

端末 ID の設定と解除 

当該ユーザからの端末 ID 解除（ユーザと端末 IDの紐付けをリセット）あるいは端末 IDの設定（ユーザ

と端末 IDの紐付け設定）を行います。 

 

端末 ID 欄右の「選択」をクリックして利用端末選択画面に遷移します。 

  端末 ID の表示は、端末利用モードにより異なります。 

《専有端末のみ》 

 

 

 

 

《共有端末が利用可能》 
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端末一覧に表示される端末 IDは、端末利用モードにより異なります。 

専有端末のみ 当該ユーザに紐付いている端末 ID 

どのユーザにも紐付いていない端末 ID 

共有端末が利用可能 自動共有設定の端末 ID 

当該ユーザが登録されている手動共有設定の端末 ID 

 

ユーザに端末 ID を紐付けるには、端末一覧内のボックスにチェックを入れて「追加」をクリック

します。解除する場合は、右側の利用端末欄で端末 ID をクリックして「削除」をクリックします。 

上記操作後に「OK」をクリックすると、利用端末欄の内容がユーザ情報編集画面の端末 ID 欄に反

映されます。 

2個の端末 IDが登録されている状態で 1個の IDを解除してもユーザの登録状況は「本登録」のままです

が、2個共解除すると「仮登録」となります。 

端末利用モード（専有端末と共有端末）ならびに同時利用端末数は、契約あるいはシステム構成により異

なります。 
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端末 IDの解除は、ユーザ情報参照画面でも行うことができます。 

解除したい端末 ID にチェックを付けて画面下部の「端末 ID 初期化」をクリックすることにより、

指定端末 ID の解除を行うことができます。 

 

 

 

 

部署の変更 

「部署」をクリックすると部署選択画面が表示され、所属部署を変更することができます。 
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状態の変更 

ロックあるいは利用停止の解除、利用停止への変更ができます。 

 

利用可能 ロックあるいは利用停止の解除 

利用停止 利用停止設定 

 

ユーザ情報の変更 

姓名・カナ・役職・電話番号・E-MAIL・住所・メモなどのユーザ情報を変更することができます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  ポリシーパターン設定が有効の場合にはユーザに紐づくポリシーパターンを変更することができます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ユーザ個別認証が設定されている場合はユーザが使用する認証方式を変更することができます。 
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6．サービス編集 

ユーザ情報参照画面上部の「サービス編集」をクリックすることにより、ご利用の各サービスへの

アクセス情報をユーザ単位に設定することができます。 

 

 

「サービス設定雛形」をクリックすることにより、雛形（テンプレート）として設定された情報が

転記されます。「初期化」をクリックすると、当該ユーザが端末からログインした時のトップ画面

にそのサービスが表示されなくなります。 

 

サービスが有効か否か（トップ画面に表示されるかどうか）は、ユーザ情報詳細画面またはユーザ

一覧画面で確認することができます。 

 

本設定は、CSV によるサービス設定一括アップロードにより複数ユーザ分をまとめて処理するこ

とも、エンドユーザが端末にて設定することも可能です。ただし、サービス設定が適用されていな

いサービスは端末からの設定ができません。 
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各サービスにおける設定画面は個別のサービスマニュアルをご確認ください。 

サービス設定項目のうち「サービス名」は端末でログインした際のトップ画面に表示される名称（メ

ニュー名）となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  サービスグループが設定されている場合は、グループに登録されているサービスでユーザの利用が有効に

なっているものの共通の設定も更新されます。 

   サービスグループの利用・共通項目については、ご購入・ご契約先もしくはサポートセンターまでお問い

合わせください。 
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7．登録状況・状態の変更 

操作できる項目はユーザの登録状況により異なります。 

各種登録状況・状態における操作可能項目は次のとおりです。 

 

【登録状況：仮登録】 ⇒ 利用停止，削除 

《削除》 

ユーザ情報詳細画面、ユーザ情報編集画面の下部にある「アカウント削除」ボタンをクリックするとユーザの

削除を行うことができます。 

 

 

  

  OK をクリックすると復旧できませんのでご注意ください。 
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【登録状況：本登録 状態：利用可能】 ⇒ 仮登録，利用停止，削除 

《仮登録》 

ユーザに紐付いた端末 ID を全て解除することにより、登録状況が「仮登録」となります。 

仮登録は、次のいずれかの方法で行うことができます。 

・ ユーザ情報参照画面にて全端末 ID にチェックを付けて「端末 ID 初期化」をクリック 

・ ユーザ情報編集画面から利用端末選択画面に遷移して全端末 ID を削除 

・ ユーザ一覧にて対象ユーザにチェックを入れ、下部の「端末 ID 初期化」をクリック 
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《利用停止》 

ユーザの状態を利用停止とすることにより、ユーザ情報を保持したままでログインを不許可にする

ことができます。 

利用停止は、次のいずれかの方法で行うことができます。 

 

① ユーザ一覧・ユーザ情報参照・ユーザ情報編集画面にて「利用停止」をクリック 

 

 

② ユーザ情報編集画面にて状態を利用停止として「更新」をクリック 

 

 

    ログイン中のユーザを利用停止に変更した場合、当該ユーザのセッション情報は削除されます。 
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【登録状況：仮登録／本登録 状態：利用停止】 ⇒ 利用停止解除 

次のいずれかの方法により、利用停止を解除してログインを許可することができます。 

 

① ユーザ一覧・ユーザ情報参照・ユーザ情報編集画面にて「利用停止解除」をクリック 

 

 

② ユーザ情報編集画面にて状態を利用可能として「更新」をクリック 

 

 

 

【登録状況：仮登録／本登録 状態：ロック】 ⇒ ロック解除 

ログインエラーによるアカウントロックは次のいずれかの方法により、ロックを解除することができます。 

 

① ユーザ一覧・ユーザ情報参照・ユーザ情報編集画面にて「ロック解除」をクリック 

 

 

② ユーザ情報編集画面にて状態を利用可能として「更新」をクリック 
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8．ユーザ一括ダウンロード 

 

ダウンロードボタンをクリックすると、登録済の全ユーザ情報の CSV ファイルをダウンロードす

ることができます。 

 

 

 

ダウンロード実行後に、再度ダウンロードを行う場合にはキャンセルボタンをクリックしてください。 

 

 

 

  セキュリティの観点から、ダウンロードされる CSV ファイル内のパスワード項目は空白となりますので、

ご注意ください。 

  ダウンロードが終了する前に再度ダウンロードボタンをクリックした場合、さらに処理が遅くなる可能性

があります。また、現在ダウンロード中のファイルは破棄されますのでご注意ください。 
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9．ユーザ一括アップロード 

 

処理の種類を追加・更新・削除から選択し、参照ボタンをクリックして登録情報が入った CSV フ

ァイルを指定します。 

CSV の登録内容にエラーがない場合、「アップロード」をクリックすると次の画面に遷移しますの

で「登録」ボタンをクリックして一括処理を行います。 

 

CSV の登録内容にエラーが検出されると、次のようにエラー内容が表示され登録ボタンのクリッ

クができない状態になります。 

 

CSV を修正し、再度ユーザ一括アップロードをクリックしてファイル指定を行って下さい。 
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ユーザ情報アップロード用 CSV ファイルのフォーマットは次のとおりです。 

No. カラム名 
最大 

文字数 
利用可能文字 

入力必須（アップロード） 
備考 

追加 更新 削除 

1 ユーザ ID ＊ ＊ ○ ○ ○ ユーザポリシーに沿った ID 

2 企業 ID 20 半角英数記 ○ ○  契約番号 

3 

パスワード ＊ ＊ ※ ※  パスワードポリシーに沿ったもの。 

認証方式によっては入力が不要。 

更新時にパスワードを空にしていた

場合はパスワードの更新は行われな

い。 

4 部署 ID 100  ○ ○   

5 
閲覧設定 1 0,1,2（半角） ○ ○  0:公開、1:非公開、2:電話番号 1 の

み非公開 

6 

認証方式 100 半角英字    ユーザ個別認証が設定された場合に

指定可能。値が未入力の場合には「企

業のデフォルト認証方式と同じ」と

なる 

7 

ポリシーパター

ン ID 

20 半角英数記 ※ ※  ポリシーパターン設定が有効時には

必須。値が未入力だった場合には「指

定なし」となる 

8 

利用可能か？ 5 「true」または

「false」 

   ユーザの状態が利用可能（true）か

利用不可（false）かを指定する。デ

フォルトは利用可能（true） 

9 名前（姓） 30 制限なし     

10 カナ（姓） 30 制限なし     

11 名前（名） 30 制限なし     

12 カナ（名） 30 制限なし     

13 表示名 60 制限なし     

14 役職 40 制限なし     

15 電話番号１ 20 半角数字     

16 電話番号２ 20 半角数字     

17 電話番号３ 20 半角数字     

18 FAX 20 半角数字     

19 郵便番号 10 制限なし     

20 都道府県 10 制限なし     

21 市区町村 40 制限なし     

22 番地 100 制限なし     

23 E-Mail1 100 半角英数記     

24 E-Mail2 100 半角英数記     

25 E-Mail3 100 半角英数記     

26 URL 100 半角英数記     

27 メモ 100 制限なし     

28 管理者使用欄１ 100 制限なし     
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29 
管理者使用欄２ 100 制限なし     

30 

サービスセット

ID 

20 半角英数記    追加時のみ利用可能。指定したサー

ビスセット ID に紐づくサービスを

自動登録する。 

指定がない場合はサービスの自動関

連付け設定に基づきサービスが登録

される。 

 

  

《CSV ファイルの例》 

ユーザ ID,企業 ID,パスワード,部署 ID,閲覧設定,利用可能か？,名前（姓）,カナ（姓）,名前（名）,カナ（名）,

表 示 名 , 役 職 , 電 話 番 号 １ , 電 話 番 号 ２ , 電 話 番 号 ３ ,FAX, 郵 便 番 号 , 都 道 府 県 , 市 区 町 村 , 番

地,E-Mail1,E-Mail2,E-Mail3,URL,メモ,管理者使用欄１,管理者使用欄２<改行> 

user1234,GrW,Password1,sales,0,true, 姓 1, カ ナ 姓 1, 名 1, カ ナ 名 1,, 営 業 部 長 ,09011112222, 

0344445555, ,0344445 

556, 102-0094,東京都,千代田区,紀尾井町 3 番地 6,xxxx@Company.jp,,,,営業本部,月～水：外出,端末 2 台使用<改

行> 

172564,GrW,Password2,sales,0, false, 姓 2, カ ナ 姓 2, 名 2, カ ナ 名

3,,,09022226666,0377778888,,0344445556,102-00 

94,東京都,千代田区,紀尾井町 3 番地 6,XXXXXX@Company.jp,zzzz@Company.jp,,,営業本部,事務担当, <改行> 《注意事項》 

１行目はヘッダ行です。 

→電話番号・管理者使用欄の項目名の数字と利用可能か？の記号は全角、E-Mail の項目名の数字は半角です。 

→途中に改行は入りません。 

→ユーザ情報をダウンロードしてヘッダを取得することをおすすめします。 

・CSV ファイルの拡張子は「.csv」です。 

・CSV ファイルの文字コードは Shift-JIS です。 

・一回にアップロード可能なユーザ数は 1000 までです。 

・管理画面にアクセスする PCに Excel（バージョンは問いません）がインストールされている必要があります。 
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10．サービス設定一括ダウンロード 

《サービス設定一括登録手順》 

サービス設定情報の一括登録は次の手順で行います。 

① サービス設定情報のダウンロード 

② ダウンロードした CSV データを編集 

③ 編集した CSV データをアップロード 

 

サービス設定一括ダウンロードをクリックすると、次のサービス設定一括ダウンロード画面が表示

されますので、対象のサービスと対象ユーザを選択して「ダウンロード」をクリックします。 

 

 

 

 

対象ユーザは次から選択してください。 

サービス利用中 選択したサービスが設定されているユーザをダウンロードします。 

サービス未利用 選択したサービスが未設定のユーザをダウンロードします。 

全て 登録されている全てのユーザをダウンロードします。 

 

「ダウンロード」をクリックすると CSV ファイルのダウンロードが開始されます。 

対象サービスが未設定のユーザは、サービスの雛形が適用された状態でダウンロードされます。 

  セキュリティの観点から、ダウンロードされる CSV ファイル内のパスワード項目は空白となりますので、

ご注意ください。 
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ダウンロード実行後に、再度ダウンロードを行う場合には「キャンセル」をクリックしてください。 

 

 

  

  ダウンロードが終了する前に再度ダウンロードボタンをクリックした場合、さらに処理が遅くなる可能性

があります。また、現在ダウンロード中のファイルは破棄されますのでご注意ください。 
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11．ダウンロードした CSV データの編集 

ダウンロードした CSV ファイルを Excel あるいはエディタなどで編集します。 

サービス毎の CSV フォーマットは個別のサービスマニュアルを参照してください。 

 

12．サービス設定一括アップロード 

 

 

設定対象のサービスを選択し、参照ボタンをクリックしてアップロード用 CSV ファイルを指定し

て「アップロード」をクリックします。 

「サービス設定初期化」にチェックを付けると、CSV で指定したユーザのサービス情報をクリア

します。 

 

 

 

「アップロード」をクリックすると、ユーザ情報アップロードと同様にチェック画面に遷移します

ので、エラーが検出されなければ「登録」ボタンをクリックして一括処理を行います。 

 

 

 

  サービス情報が未設定の場合、端末アプリにおけるログイン後のトップ画面には当該サービスが表示され

ません。 

  CSV で指定したユーザのサービス設定情報が存在する場合には CSV で指定した内容で上書きされますが、

パスワードに関しては CSV のパスワード欄が空白であれば更新されません。 
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CSV の登録内容にエラーが検出されると、次のようにエラー内容が表示され登録ボタンのクリッ

クができない状態になりますので、CSV を修正して再度ファイル指定を行って下さい。 
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Chapter 3 電話帳管理 
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1. 共有電話帳 

共有電話帳は「各種設定／メニュー制限」で指定された範囲内のユーザが共通して端末アプリ及び

電話帳利用者WEBから参照する電話帳です。電話帳サービスが使用可能な場合のみ表示されます。 

 

 

共有電話帳一覧画面では、上部に共有電話帳の新規登録ボタンならびに共有電話帳情報検索が表示

され、下部には共有電話帳の一覧が 1 ページあたり 20 件で表示され、ID・名前・カナ・所属・共有部

署・電話番号をクリックするとその項目でソートされます。 

一覧には、以下の情報が表示されます。 

 

ID 電話帳 ID（共有電話帳作成時に発行） 

名前 共有電話帳に登録されている氏名 

カナ 共有電話帳に登録されている氏名のカナ 

所属 共有電話帳に登録されている会社と部署 

共有部署 共有電話帳が設定されている部署 

電話番号 共有電話帳に登録されている電話番号 1 
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2．共有電話帳検索 

共有電話帳の登録情報・部署での検索を行うことができます。 

 

フリーワードで検索 

指定文字列が共有電話帳情報内に含まれる共有電話帳を検索します。 

ただし共有部署、管理者使用欄 1～2は検索対象外です。 

 

 

対象部署で検索 

「対象部署」をクリックすると部署選択画面が表示されます。 

部署コードを指定して検索をクリックするか部署をクリックすると、共有電話帳検索画面に検索対象の部署

が表示されます。検索対象は指定部署ならびにその配下です。 

 

 

 

名前で検索 

姓名あるいはカナで検索します。 
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電話番号で検索 

電話番号 1～3 で検索します。 
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3．共有電話帳登録 

共有電話帳一覧画面にて「新規作成」をクリックすると、共有電話帳登録画面に遷移します。 

 

 

必須項目は以下の１項目です。 

共有部署 「部署」をクリックすると次ページのように別ウインドウで部署選択画面が表示されます。 

共有電話帳を登録する部署を指定してください 
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その他の電話帳情報（姓名・カナ・会社・電話番号・住所など）の登録は任意です。 

 

共有部署ならびに任意指定の電話帳情報を入力して「登録」をクリックすることにより共有電話帳

の新規登録が完了します。 
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4．共有電話帳編集 

共有電話帳一覧で ID をクリックすると、共有電話帳詳細画面に遷移します。 

画面上部の「アドレス帳編集」をクリックすると共有電話帳編集画面に遷移し、共有部署・電話帳

情報の変更を行うことができます。 

変更後に画面下部の「更新」をクリックすると、変更内容が反映されます。 
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共有部署の変更 

「共有部署」をクリックすると部署選択画面が表示され、共有電話帳の共有部署を変更することが

できます。 

 

電話帳情報の変更 

姓名・カナ・役職・電話番号・E-MAIL・住所・メモなどの電話帳情報を変更することができます。 

 

5．共有電話帳削除 

共有電話帳詳細画面、共有電話帳編集画面の下部にある「削除」をクリックすると共有電話帳の削

除を行うことができます。 

 

 

 

  

  OK をクリックすると復旧できませんのでご注意ください。 
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6．共有電話帳一括ダウンロード 

 

「ダウンロード」をクリックすると、登録済の全共有電話帳情報の CSV ファイルをダウンロード

することができます。 

ダウンロードした CSV ファイルは加工して登録することが可能です。 

 

 

7．共有電話帳一括アップロード 

 

処理の種類を追加・更新・削除から選択し、参照ボタンをクリックして登録情報が入った CSV フ

ァイルを指定します。 

CSV の登録内容にエラーがない場合、「アップロード」をクリックすると次の画面に遷移しますの

で「登録」をクリックして一括処理を行います。 

 

 

 

CSV の登録内容にエラーが検出されると、次のようにエラー内容が表示され「登録」のクリック

ができない状態になります。 
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CSV を修正し、再度ユーザ一括アップロードをクリックしてファイル指定を行って下さい。 

 

共有電話帳アップロード用 CSV ファイルのフォーマットは次のとおりです。 

No. カラム名 
最大 

文字数 
利用可能文字 

入力必須（アップロード） 
備考 

追加 更新 削除 

1 電話帳 ID 10 半角数字  ○ ○ 電話帳を一意に識別するための ID 

2 部署 ID 100 半角英数記 ○ ○  部署管理で登録済みの部署コード 

3 名前（姓） 30 制限なし     

4 カナ（姓） 30 制限なし     

5 名前（名） 30 制限なし     

6 カナ（名） 30 制限なし     

7 表示名 60 制限なし     

8 会社 60 制限なし     

9 カナ（会社） 60 制限なし     

10 部署 80 制限なし     

11 役職 40 制限なし     

12 電話番号１ 20 半角数字     

13 電話番号２ 20 半角数字     

14 電話番号３ 20 半角数字     

15 FAX 20 半角数字     

16 郵便番号 10 制限なし     

17 都道府県 10 制限なし     

18 市区町村 40 制限なし     

19 番地 100 制限なし     

20 E-Mail1 100 半角英数記     

21 E-Mail2 100 半角英数記     

22 E-Mail3 100 半角英数記     

23 URL 100 半角英数記     

24 メモ 100 制限なし     
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25 管理者使用欄１ 100 制限なし     

26 管理者使用欄２ 100 制限なし     

 

 

 

《CSV ファイルの例》 

電話帳 ID,部署 ID,名前（姓）,カナ（姓）,名前（名）,カナ（名）,表示名,会社,カナ（会社）,部署,役職,電話番

号１,電話番号２,電話番号３,FAX,郵便番号,都道府県,市区町村,番地,E-Mail1,E-Mail2,E-Mail3,URL,メモ,管理者

使用欄１,管理者使用欄２<改行> 

26235,sales,渡辺,ワタナベ,正浩,マサヒロ,,ABC 株式会社,ABC カブシキガイシャ,技術部,エキスパー

ト,09045671231,0398741236,,0398741235,1020094,東京都,千代田区,,watanabe@abc.co.jp,,,,,,<改行> 

《注意事項》 

１行目はヘッダ行です。 

→電話番号・管理者使用欄の項目名の数字は全角、E-Mailの項目名の数字は半角です。 

→途中に改行は入りません。 

→共有電話帳情報をダウンロードしてヘッダを取得することをおすすめします。 

・CSV ファイルの拡張子は「.csv」です。 

・CSV ファイルの文字コードは Shift-JIS です。 

・一回にアップロード可能な電話帳数は 1000 までです。 

・電話帳 ID は共有電話帳一括ダウンロードを行って値を確認することになります。 

・管理画面にアクセスする PCに Excel（バージョンは問いません）がインストールされている必要があります。 
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Chapter 4 端末管理 
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1．端末情報管理 

端末情報管理をクリックすることで端末管理一覧画面を表示します。 

端末情報管理一覧では登録されている端末情報の検索を行うことができる。また検索結果に対する

状態の変更も可能です。 

結果一覧の項目名をクリックするとその条件でソートします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  利用者はソートの対象外です。 

利用者をソートしたい場合には利用者なしの検索または後述の端末利用者管理をご利用ください。 

検索条件を指定 

検索結果の表示 
検索結果の表示 

共有端末が利用可能で

あれば表示 



 

56 

  
管理者向けマニュアル 

No. 項目 説明 

1.  [端末利用者管理]ボタン 端末利用者管理画面へ遷移する。 

2.  検索 [端末 ID]入力欄 端末 ID の検索条件(部分一致)を入力する。未入力の場合は全てが検索

対象となる。 

3.  [アプリ種別]選択欄 検索対象のアプリ種別を選択する。未選択の場合は全てが検索対象と

なる。 

下記の中から複数選択することができる。 

・Android 

・iOS 

・i アプリ 

・S!アプリ 

・EZ アプリ 

・BlackBerry 

・Windows10 Mobile 

・Windows10 

・不明 

・未設定 

4.  [キャリア]選択欄 検索対象のキャリアを選択する。未選択の場合は全てが検索対象とな

る。 

下記の中から複数選択することができる。 

・docomo 

・KDDI 

・SoftBank 

・イー・アクセス 

・その他 

・未設定 

5.  [メーカー]入力欄 メーカーの検索条件(部分一致)を入力する。未入力の場合は全てが対

象となる。 

6.  [機種名]入力欄 機種名の検索条件(部分一致)を入力する。未入力の場合は全てが対象

となる。 

7.  [メモ]入力欄 メモの検索条件(部分一致)を入力する。未入力の場合は全てが対象と

なる。 

8.  [利用形態]選択欄 検索対象の利用形態を選択する。未選択の場合は全てが検索対象とな

る。 

下記の中から複数選択することができる。 

・専有 

・共有(手動) 

・共有(自動) 

当該企業で共有端末の利用が許可されていない場合、本項目は表示さ

れない。 
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9.  [利用者]入力欄 利用者(ユーザ ID)の検索条件(部分一致)を入力する。 

10.  [状態]選択欄 検索対象の状態を選択する。未選択の場合は全てが検索対象となる。 

下記の中から複数選択することができる。 

・利用停止 

・利用可能 

11.  [検索]ボタン 端末情報の検索を開始する。 

12.  [リセット]ボタン 最後に検索を行った際の検索条件に戻す。 

13.  [クリア]ボタン 検索条件を全てクリアする。 

14.  [新規追加…]ボタン 新規追加用の端末情報編集画面へ遷移する。 

15.  端 末 情

報一覧 

ページ情報 ページ情報を表示する。書式は下記の通り。[当該ページ番号]／[総ペ

ージ数](総件数) 

ページ番号のリンクをクリックすることで選択したページ番号へ遷移

する。 

16.  端末選択チェックボック

ス 

操作対象の端末を選択する。ヘッダ欄のチェックボックスを操作する

ことで、全選択、全解除を行うことができる。 

17.  [端末 ID]カラム 検索でヒットした端末の端末 ID をリンク表示する。 

リンクをクリックすると当該端末の端末情報編集画面へ遷移する。 

18.  [アプリ種別]カラム 検索でヒットした端末のアプリ種別を表示する。 

19.  [OS バージョン]カラム 検索でヒットした端末の OS バージョンを表示する。 

20.  [アプリバージョン]カラ

ム 

検索でヒットした端末のアプリバージョンを表示する。 

21.  [キャリア]カラム 検索でヒットした端末のキャリアを表示する。 

22.  [メーカー]カラム 検索でヒットした端末のメーカーを表示する。 

23.  [機種名]カラム 検索でヒットした端末の機種名を表示する。 

24.  [メモ]カラム 検索でヒットした端末のメモを表示する。 

25.  [利用形態]カラム 検索でヒットした端末の利用形態を表示する。 

当該企業で共有端末の利用が許可されていない場合、本項目は表示さ

れない。 

26.  [利用者]カラム 検索でヒットした端末の利用者をリスト表示する。表示可能な利用者

は最大 5 件とし、6 件以上ある場合 6 件目に「…」を表示し表示しき

れない利用者がある旨を明示する。 

27.  [状態]カラム 検索でヒットした端末の状態を表示する。 

28.  [＜＜前ページ]リンク 前のページに戻る。1 ページ目では、本項目は表示されない。 

29.  [次ページ＞＞]リンク 次のページへ進む。最後のページでは、本項目は表示されない。 
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30.  [利用停止]ボタン 選択された端末を利用停止する。 

31.  [利用停止解除]ボタン 選択された端末の利用停止を解除する。 

32.  [削除]ボタン 選択された端末を削除する。 

 

 

  端末の利用者が 6 名以上存在した場合、一覧画面には利用者のうちの 5 名が表示されます。全利用者を表

示したい場合は端末情報編集画面でご確認ください。 
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2．新規登録 

「新規追加」をクリックすると、次の端末情報登録画面に遷移します。 

 

《専有端末のみ》 

 

 

《共有端末が利用可能》 
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端末 ID 

登録する端末の端末 ID を指定します 

アプリ種別 

登録する端末のアプリ種別を選択します 

 

キャリア 登録する端末のキャリアを選択します 

 

メーカー 登録する端末のメーカーを指定します 

機種名 登録する端末の機種名を指定します 

メモ 端末情報に関する補足情報を指定します 

利用形態 共有端末が利用可能な場合はこの項目が表示されま

す 
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専有    ：割り当てるユーザが一個 

共有（手動）：割り当てるユーザをあらかじめ指定 

共有（自動）：ユーザを限定せずにログイン可能 

 

利用者 登録する端末にユーザを割り当てる場合には「選択」

をクリックします 

ユーザ指定画面に遷移しますので、割り当てるユー

ザにチェックを付けて「OK」をクリックしてくださ

い。共有端末（手動）の場合は、ここで複数のユー

ザを指定することができます。 
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状態 登録する端末の利用可否を指定します 

 

 

端末 ID・利用形態・利用者・状態以外の情報は、実際の端末と異なっていてもアプリの動作に影

響はありません。 

 

3．端末情報編集 

端末管理一覧画面の端末 ID をクリックすると、次の端末情報編集画面に遷移します。 

アプリ種別、キャリア、メーカー、機種名、メモ、利用者、状態を変更できます。 

 

各項目の指定方法ならびに内容は、端末登録画面と同一です。 

共有端末が利用可能の場合は、これらに加え利用形態の変更も可能です。 

 

《専有端末のみ》 
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《共有端末が利用可能》 

 

 

4．端末利用停止 

端末管理一覧画面にて端末 ID をチェックすると、画面下部の利用停止ボタンがアクティブになり

ます。この状態で「利用停止」をクリックすると、チェックを付けた端末が利用停止の状態となり

ます。 
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5．端末利用停止解除 

端末管理一覧画面の端末 ID をチェックすると、画面下部の利用停止解除ボタンがアクティブにな

ります。この状態で「利用停止解除」をクリックすると、チェックを付けた端末が利用可能状態となります。 

 

 

 

6．端末情報削除 

端末管理一覧画面の端末 ID をチェックすると、画面下部の削除ボタンがアクティブになります。

この状態で「削除」をクリックすると、チェックを付けた端末が削除されます。 

当該端末にユーザが紐付いていた場合、端末の削除に伴って紐付いていたユーザの端末 ID も同時

に削除されます。 
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7．端末利用者管理 

端末管理一覧画面の「端末利用管理」ボタンをクリックすると、次の端末利用者管理画面に遷移し

ます。端末利用者管理画面では端末の利用ユーザをキーとしてユーザが使用している端末の情報を

一覧で確認することができます。 

 

 

 

 

端末利用者管理画面ではユーザの利用端末単位で端末情報が表示されます。そのため共有端末の場

合、同一端末であっても利用者が異なればそれぞれの利用者毎に結果に表示されます。 

端末利用者管理画面でも端末の登録方式及び共有端末の利用可否を変更、端末新規登録、端末情報

編集、端末ステータス更新、端末削除を行うことができます。ここで行う操作については削除以外

の操作については端末管理画面と同じことが行えます。また、利用開始日から検索することも可能

です。 

  端末利用者管理ではユーザに紐づいていない端末は表示されません。そのため端末利用者管理での検索は

利用者のいない端末は検索できません。 
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端末利用者管理の端末削除 

端末利用者管理画面の端末 ID をチェックすると、画面下部の削除ボタンがアクティブになります。

この状態で「削除」をクリックすると、チェックを付けた利用者と端末の紐づけを解除できます。 

 

 

 

 

 

8．端末承認 

ユーザが初めて利用する利用する端末でモバイルチョイス・アップゲートにログインした際、管理

者の「承認/却下」が必要な場合、端末利用者管理画面で端末の「承認/却下」を行うことで、指定

の端末からのログイン制御が可能となります。 

 

 

承認状況 未承認：ユーザの端末利用の承認／拒否を行っていない状態 

承認済み：ユーザの端末利用を承認した状態 

却下：ユーザの端末利用を却下した状態 

承認ボタン 選択したユーザの端末利用を承認する 

却下ボタン 選択したユーザの端末利用を却下する 

 

  端末利用者管理の削除は端末情報の削除はできません。端末情報の削除は端末情報管理一覧画面で行う必

要があります。 

  複数のユーザに紐づけされている共有端末の利用停止／利用停止解除を行った場合には、一人のユーザの

端末の状態を変更するだけで紐づく全ユーザの端末の状態が変更されます。 
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管理者の「承認/却下」の操作を行った時、「お知らせ機能:通知設定一覧」に設定されている「承認

/却下」が端末へ通知されます。 

 

9. 端末管理設定 

企業管理画面の端末管理設定をクリックすることで端末管理設定画面を表示します。 

ここではユーザが利用する端末に関する設定を行うことができます。 

本画面で設定可能な内容はシステム管理画面で設定を行います。システム管理画面で許可された設

定内容が企業管理画面の設定項目として表示されます。 

 

 

No. 項目 説明 

1.  専有端末最大登録数 ユーザが利用する専有端末の最大数を設定する。 

登録可能な最大数はシステムにより設定された台数である。（デフォル

ト 5 台） 

2.  端末登録方式 端末の登録に対する条件を設定する。 

下記から選択となる。 

自動または事前登録 管理画面で未登録の端末及び登録済みの端

末がアプリの利用を可能とする。 

事前登録のみ 管理画面で登録した端末のみがアプリの利

用を可能とする。 

3.  共有端末利用の可否 共有端末の利用を可能にするか選択する。  

共有端末については同 Chapter の 13.共有端末機能を参照。 

4.  端末初期登録状態 端末登録方式が[自動登録または事前登録]の場合で、管理画面で未登

録の端末をユーザが利用し端末情報を登録する場合の端末の利用形態

を指定する。 

下記から選択する。 

・専有 
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・共有（手動） 

・共有（自動） 

[共有端末利用の可否]が[利用不可]の場合は共有端末を選択できな

い。 

5.  [更新]ボタン 端末管理設定を更新する。 

 

ユーザに登録されている専有端末の台数以下を[専有端末最大登録数]に設定することができます。 

更新後もユーザは紐づけられている端末を利用することが可能です。 

端末管理画面やユーザ情報画面で更新を行う際に、上限を超えていればアラートダイアログが表示

されます。 

 

 

 

10．端末情報一括ダウンロード 

端末情報一括ダウンロードをクリックすると、次の画面が表示されます。 

 

 

「ダウンロード」をクリックすると、現在登録されている全ての端末情報が CSV 形式でダウンロ

ードできます。ダウンロードされる CSV ファイルは、端末情報アップロードで使用するフォーマ

ットとなります。 
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ダウンロード実行後に、再度ダウンロードを行う場合には「キャンセル」をクリックしてください。 

 

 

11．端末情報一括アップロード 

端末情報一括アップロードをクリックすると、次の画面が表示されます。 

 

処理の種類を追加・更新・削除から選択し、参照ボタンをクリックして登録情報が入った CSV フ

ァイルを指定します。同一の CSV ファイルで追加と更新を同時に処理できますが、削除の際は削

除端末以外の情報を含めることはできません。 

アップロードをクリックし、さらにダイアログの「OK」をクリックすると、一括アップロードが

開始されて結果画面が表示されます。 

 

  ダウンロードが終了する前に再度ダウンロードボタンをクリックした場合、さらに処理が遅くなる可能性

があります。また、現在ダウンロード中のファイルは破棄されますのでご注意ください。 
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CSV の登録情報にエラーが検出されると、次のようにエラー内容が表示されます。 

表示された内容を修正し、再度アップロードを行ってください。 

 

 

端末情報アップロード用 CSV ファイルのフォーマットは次ページのとおりです。 

No. カラム名 最大文字数 
利用可能文

字 

入力必須(インポート) 
備考 

追加・更新 削除 

1 端末 ID 255 半角英数記 ○ ○  

2 アプリ種別 2 0、1、2、 

3、4、5、 

-1、-2 

(半角) 

  0:Android 

1:iOS 

2:i アプリ 

3:S!アプリ 

4:EZ アプリ 

5:BlackBerry 

-1:不明 

-2:未定義 

3 OS バージョン 20 半角英数記   指定しても更新されません 

4 アプリバージョン 20 半角英数記   指定しても更新されません 

5 キャリア 2    0:docomo 

1:KDDI 

2:SoftBank 

3:イー・アクセス 

-1:その他 

-2:未定義 

6 メーカー 100 制限なし    

7 機種名 100 制限なし    

8 メモ 100 制限なし    

9 利用形態 1 0、1、2 

(半角) 

○  0:専有 

1:共有(手動) 

2:共有(自動) 

10 利用者 制限なし 半角英数記   複数ユーザを指定する場合

は半角セミコロン「;」で区

切って下さい。利用形態が専

有端末のの場合、指定可能な

利用者は 1 件のみです。 

11 状態 1 0、1 

(半角) 

○  0:利用停止 

1:利用可能 
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12. 共有端末機能 

アプリを利用できるユーザは 1 端末 1 ユーザである。共有端末を許可することで 1 端末を複数ユー

ザで利用することが可能になる。 

共有端末は専有端末と異なりユーザの利用可能な端末数に含まれないものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

《注意事項》 

・１行目はヘッダ行です。一括ダウンロードを行ってヘッダを取得することをおすすめします。 

・CSV ファイルの拡張子は「.csv」です。 

・CSV ファイルの文字コードは Shift-JIS です。 

・ダブルクォーテーション「“」または「,」を使用する場合、当該カラムの両端を「“」で括る必要があります。 

・ダブルクォーテーション「“」を使用する場合、ダブルクォーテーションを２つ続けて入力する必要があります。 

（例：abc,def → “abc,def”  abc”def → “abc“”“def” ） 

［共有端末利用の可否］を［利

用可能］にすることで共有端末

が利用できる 

 [共有端末利用の可否]を「利用可能」から「利用不可」に変更した場合、既に登録されている共有端末は、共有

が解除されます。ただし、既に複数ユーザに関連付けられている共有端末が存在する場合は、以下のメッセージダイ

アログが表示され共有端末の利用を解除することができません。 
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13. ポリシーパターンによる端末管理設定 

端末の設定はポリシーパターン毎に行うことが可能です。 

ポリシーパターン毎に設定を行うにはシステム管理画面でポリシーパターン毎の設定を有効にす

る必要があります。 

ポリシーパターン毎の設定が有効でかつ企業のポリシーパターン設定が有効であれば端末管理設

定でポリシーパターンの選択が可能になります。 

 

 

ポリシーパターン設定 なし あり 

複数利用端末のチェック 複数人で利用する端末が 1台でも存在

した場合に利用可能から利用不可に

変更できない。 

更新対象のポリシーパターンが設定されて

いるユーザに複数人で利用している端末が

存在した場合に利用可能から利用不可に変

更できない。 

共有端末の紐づけ解除 共有端末を複数人で利用していない

場合、共有端末とユーザの紐づけを

解除する。 

ポリシーパターンに属しているユーザが利

用している共有端末の紐づけを解除する。 

端末情報の更新 共有端末をすべて専有端末として再

登録する。 

共有端末はそのまま共有端末として残る。 

 

 

  

 共有端末では、端末アプリの下記の機能は無効となり利用することができません。 

・ユーザ ID／パスワードの保存機能(認証キーの保存は可能) 

・ログイン時に指定されたサービスを展開する機能 

 ポリシーパターン設定がなしの場合は契約における共有端末の利用可否を設定しているのに対し、ポリシーパタ

ーン設定がありの場合はユーザにおける共有端末の利用可否を設定しているため、【共有端末利用の可否】を利用可

能から利用不可へ変更した場合以下の差が生じます。 
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Chapter 5 お知らせ機能 
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1．ユーザ通知 

お知らせサービスが使用可能な場合のみ表示されます。お知らせサービスを利用中のユーザに対し

て通知テンプレートの内容をユーザへ送信することができます。 

ユーザは通知内容を Push 通知で受け取ることが可能です。 
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通知テンプレート選択 

ユーザへのお知らせを送信する通知サービスと通知を行うテンプレートを選択します。 

 

 

「プレビュー」をクリックすると選択中のテンプレートの本文を確認することができます。 

 

「テンプレート編集」をクリックすると選択中のテンプレートの編集画面へ遷移します。 

 

  

  プレビューは通知方式がお知らせに設定されているテンプレートのみです。 
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通知ユーザ選択 

通知テンプレートを送信するユーザの検索を行います。 

ユーザの検索にはユーザ情報とユーザが使用する端末情報を利用できます。 

 

 

「検索」をクリックすると検索条件に合致するユーザが画面下部に表示されます。 

 

 

  検索結果は選択中のお知らせサービスが登録されていて、端末情報が存在するユーザのみとなります。 
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検索結果のユーザ ID をクリックするとユーザの端末情報選択画面が表示されます。 

Push 通知を送信する端末を選択し「OK」をクリックすると対象ユーザ欄にユーザ ID と選択した。 

 

 

ユーザ欄横のチェックボックスにチェックを入れ「追加」をクリックするとユーザに登録されてい

る全ての端末情報を一括で選択できます。 

 

 

「通知送信」をクリックすると選択したユーザの端末に Push 通知を送信します。 
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2．通知テンプレート 

 

 

ここではユーザ通知で送信を行うお知らせの情報及びコンテンツサービスで表示するページ情報

を登録することができます。 

通知テンプレート一覧には登録されている通知テンプレートのテンプレート名、テンプレートの利

用するサービスの種類、通知方式、件名が表示されます。 

 

通知テンプレート新規作成 

通知テンプレート画面で「新規作成」をクリックすると通知テンプレート新規作成画面が表示され

ます。 

  Push通知の送信に失敗した端末があった場合でもアプリにログインすることでお知らせの内容を確認する

ことができます。 

  テンプレート名の先頭についている（）内の数字はシステムで管理している通知テンプレートの番号です。 
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サービスが利用する通知テンプレートの登録を行います。サービス・通知方式に応じた内容を入力

し「登録」をクリックしてください。 

 

 

通知テンプレート編集 

通知テンプレート画面に表示されている通知テンプレート名をクリックすると通知テンプレート

編集画面が表示されます。 

ここでは通知テンプレートの内容を変更することができます。 

各項目の内容は通知テンプレート新規作成と同一です。 

  サービス毎に登録できる通知テンプレートの内容は異なります。テンプレートに登録できる内容は各サービス

マニュアルを参照ください。 
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通知テンプレート削除 

通知テンプレート画面でテンプレートにチェックをすると、画面下部の削除ボタンがアクティブに

なります。 

この状態で「削除」をクリックすると、チェックを付けた通知テンプレートが削除されます。 

 

  お知らせサービスのユーザに通知済みのテンプレートを編集した場合、通知済みの内容は変更されません。 

  ユーザに通知を行った通知テンプレートを削除してもユーザに通知した内容は削除されません。 

  コンテンツサービスのテンプレートを編集した場合、変更は即時反映され次回コンテンツページを表示した際

に内容が更新されます。 
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3．通知履歴 

お知らせサービスが使用可能な場合のみ表示されます。通知履歴画面では選択したお知らせサービ

スで送信を行った通知内容とユーザへ Push 通知の送信を行った結果を確認することができます。 

 

 

送信者 ID にはユーザ通知画面で通知送信を行った管理者、件名には送信した通知テンプレートの

件名に登録されている内容がそれぞれ表示されます。 

 

通知履歴の「件名」をクリックすると通知送信を行ったテンプレートの内容が表示されます。 

 

 

通知履歴の「宛先」をクリックすると Push 通知の送信に成功したユーザと通知を送信した端末情

報が表示されます。 

  通知履歴は送信日時の降順で表示されます。 
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4．通知設定 

「お知らせサービス」「管理者通知サービス」にて使用する「通知テンプレート」を編集すること

ができます。 

 

端末利用承認通知 管理者が「端末承認」操作を行った際、端末へ Push 通知される通知

内容を設定します。 

端末利用拒否通知 管理者が「端末却下」操作を行った際、端末へ Push 通知される通知

内容を設定します。 

端末登録承認要求通知 ユーザが「未承認の端末」からログインした際、管理者へメール通知

される通知内容を設定します。 

端末ログインエラー通知 ユーザが「却下されている端末」からログインした際、管理者へメー

ル通知される通知内容を設定します。 

 

  Push 通知の送信に失敗した場合には表示されませんのでご注意ください。 
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「端末登録承認要求通知」「端末ログインエラー通知」では下記、テンプレート変数を記載するこ

とでユーザ/端末情報を通知内容に含めることができます。 

テンプレート変数 内容 

${TERMINAL_ID} ログインが行われた端末 ID 

${TERMINAL_USER_ID} 端末を利用したユーザ ID 

${TERMINAL_APPTYPE} 端末のアプリ種別 

${TERMINAL_CARRIER} 端末のキャリア情報 

${TERMINAL_MAKER} 端末のメーカー情報 

${TERMINAL_MODEL_NAME} 端末の機種名情報 
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Chapter 6 ビジネスチャットメニュー 
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1．会話ログ 

会話ログ画面では各ユーザの会話をテキストファイルでダウンロードし会話内容を確認すること

ができます。ビジネスチャットサービスが使用可能な場合のみ表示されます。 

 

一括ダウンロード 

対象期間を設定し、一括ダウンロードをクリックすることにより、会話ログ一覧をダウンロードこ

とができます。 

  本設定を利用するには別途設定が必要となります。ご購入・ご契約先もしくはサポートセンターまでお問

い合わせください。 
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ユーザ検索 

サービス、フリーワード、対象部署、名前、登録状況、状態、パスワード初期設定から条件を指定

し、ユーザを検索します。 

ユーザの検索条件の指定はユーザ管理のユーザ検索で指定する条件と同じです。 

 

検索結果の各ユーザの ID をクリックすることでそのユーザの会話ログ一覧画面へ遷移します。 

 

会話ログ一覧 

会話ログ一覧画面では選択したユーザの会話内容をダウンロードおよび削除することができます。 

 

 

会話 ID(#) 

会話 ID をクリックすると会話の内容を表示します。 

 

添付数  

添付数をクリックすると会話に添付されたファイルの一覧を表示します。 

 

会話ログダウンロード 

ダウンロードボタンをクリックすると会話ログをテキストファイルでダウンロードします。 
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会話ログ削除 

削除をクリックすると会話ログを削除することができます。 

下図の確認ダイアログが表示されますので、削除する場合は OK をクリックします。 

 

 

会話一覧 

会話一覧画面では選択した会話 ID の会話内容を表示することができます。 

  削除された会話はアプリからも見ることができなくなります。 



 

88 

  
管理者向けマニュアル 

 

添付ファイルダウンロード 

会話中にファイルが添付されていた場合、メッセージをクリックすることでダウンロードします。 

 

添付ファイル一覧 

添付ファイル一覧画面では選択した会話 ID に添付されたファイルの一覧を表示することができま

す。 
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添付ファイルダウンロード 

ファイル名をクリックすることでダウンロードします。 
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２．スタンプ一覧 

登録済スタンプの一覧が表示されます。スタンプを登録・削除することも可能です。 

 

 

スタンプ登録 

ファイルを指定して登録をクリックすることでスタンプが登録されます。 

登録する可能な画像ファイルは下記の通りです。 

画像形式 png、jpeg、jpg、gif のいずれか 

サイズ（ピクセル） 幅 150（推奨） 

高さ 150（推奨） 

 

スタンプ削除 

削除をクリックするとスタンプの削除を行います。 

下図の確認ダイアログが表示されますので、削除する場合は OK をクリックしてください。 

OK をクリックすると削除されます。 

 

  削除されたスタンプはアプリからも見ることができなくなります。 
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３．機能制限設定 

ビジネスチャットに関する機能制限設定を行います。 

  

 

画像の送信 

ローカルファイルから選択 画像送信時のローカルファイルから選択機能の表示/非表示を

設定します 

撮影して送信 画像送信時の撮影して送信機能の表示/非表示を設定します 

動画の送信 

ローカルファイルから選択 動画送信時のローカルファイルから選択機能の表示/非表示を

設定します 

撮影して送信 動画送信時の撮影して送信機能の表示/非表示を設定します 

ファイルの選択 ファイル送信機能の表示/非表示を設定します。 

現在地の送信 現在値の送信機能の表示/非表示を設定します 

音声の送信 音声メッセージの送信機能の表示/非表示を設定します 

通話 通話機能の表示/非表示を設定します 

ビデオ通話 ビデオ通話機能の表示/非表示を設定します 

常時通話可能 常時通話の許可/不許可を設定します 
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4. グループチャット管理 

グループチャットの作成、削除、メンバー追加、メンバー削除などの管理を行います。 

グループチャット管理メニューは権限が付与されている場合のみ表示されます。 

 

グループチャット一覧画面 

 

 

グループチャット作成 

グループ作成セクションに、グループ名を入力、グループチャット代表画像を選択して[登録]ボタ

ンを押下するとグループチャットが作成されます。 

※グループ名のみ必須。 

 

グループチャット検索 

グループチャット一覧セクションから、グループ名や所有者を入力し[検索]ボタンを押下すること

でグループチャットの検索が行えます。 

管理画面で作成したグループチャットだけでなく、アプリで作成したグループチャットも検索対象

となります。 
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検索結果画面 

 

 

検索結果のソート 

検索結果一覧の[グループ名][所有者]をクリックすることで、検索結果のソートが可能です。 

グループ名は文字列順、所有者は、所有者の数順でソートされます。 

 

グループチャット削除 

検索結果一覧の左側のチェックボックスから複数選択し左下の[削除]ボタンを押下、または右側の

[削除]ボタンを押下することでグループチャットを削除します。 

 

検索結果一覧のグループ名をクリックすると、グループチャット管理詳細画面へ遷移します。 
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グループチャット管理[詳細]画面 

 

 

グループ情報の変更 

グループ情報セクションのグループ名や代表画像を入力し、[更新]ボタンを押下するとグループ情

報が変更されます。 

 

グループメンバーの検索 

グループメンバーセクションから、フリーワード(ID、名前、所属部署)、名前、所属部署を入力し

[検索]ボタンを押下することでグループ内のメンバー検索を行います。 

 

グループメンバーの追加 

[メンバー追加]ボタンを押下すると、メンバー追加画面が表示されます。 
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メンバー追加画面 

 

 

部署コードを検索もしくは部署ツリーから部署を選択することで、表示するメンバーの部署を指定

できます。 

 

追加したいメンバーを対象ユーザに追加した状態で、左下の[登録]ボタンを押下すると、グループ
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チャットにメンバーが追加されます。[キャンセル]をクリックするとグループチャット管理詳細画

面に戻ります。 

グループチャットメンバー一覧 

 

 

グループチャットメンバー操作 

グループチャットメンバー一覧で、チェックをつけたアカウントに対し以下の操作ができます。 

・メンバーをグループチャットの所有者にする 

・グループチャットの所有者をメンバーにする 

・メンバーをグループチャットから削除する 
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Chapter 7 利用状況確認 
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1．利用者アカウント利用状況一覧 

指定年月利用状況確認 

指定したフリーワード、ユーザ ID、名前、年月におけるユーザの利用状況（端末からのログイン・

ログアウト、指定年月最終利用日時）を参照することができます。 

 

フリーワード、ユーザ ID、名前を指定せずに「検索」をクリックすると全ユーザが表示対象とな

ります。 

 

  フリーワード検索はユーザ検索のフリーワード検索と同じです。 
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「ダウンロード」をクリックすることにより、現在指定している検索条件に合致する全ユーザの利

用状況詳細を CSV 形式でダウンロードすることができます。 

 

 

 

ダウンロード実行後に、再度ダウンロードを行う場合には「キャンセル」をクリックしてください。 

 

 

  ダウンロードが終了する前に再度ダウンロードボタンをクリックした場合、さらに処理が遅くなる可能性

があります。また、現在ダウンロード中のファイルは破棄されますのでご注意ください。 

「キャンセル」をクリックせずに検索結果のページ移動や検索結果のソートを行おうとすると、下図のダイアロ

グが表示されます。 

  検索を実行しなくてもダウンロードを行うことができます。 

検索結果には現在登録されているユーザしか表示されませんが、ダウンロードした CSV ファイルには削除済みユ

ーザの利用状況も含まれています。 

  削除済みユーザにも名前とフリーワード検索が適用されます。ただし削除済みユーザの名前とフリーワー

ドを指定した検索結果は 2.0.5 バージョンアップ後にログインした利用状況になります。 
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一覧表示にて「詳細」をクリックすると、指定ユーザの利用状況を参照することができます。 

 

 

この画面で「詳細」をクリックすると、さらに詳細な利用状況を参照することができます。 
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最終利用日時確認 

指定年月利用状況確認画面で、「最終利用日時確認」をクリックすると利用者アカウント最終利用

状況一覧に遷移します。 

 

 

指定したフリーワード、ユーザ ID、名前、利用状況、期間におけるユーザの最終ログイン日時を

確認することができます。フリーワード、ユーザ ID、名前の検索は指定年月利用状況確認の検索

と同じです。 
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《ユーザ利用状況の指定》 

 

検索対象とするユーザの利用状況を指定します。 

指定なし 登録されている全ユーザを対象とします。 

利用済みユーザ 登録されているユーザで、対象期間内でログインを行ったユーザを対象とします。 

未利用ユーザ 登録されているユーザで、対象期間内にログインをしていないユーザを対象とします。 

 

《対象期間の検索》 

 

最終利用日時を確認したい期間を指定します。 

指定なしを設定した場合には、登録されてから検索を実行した時点までの最終ログイン日時を表示

します。 

 

「ダウンロード」をクリックすることにより、現在指定している検索条件に合致するユーザの最終

利用状況を CSV 形式でダウンロードすることができます。 

 

 

 

  検索を実行しなくてもダウンロードを行うことができます。 
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ダウンロード実行後に、再度ダウンロードを行う場合には「キャンセル」をクリックしてください。 

 

 

 

 

 

  

  ダウンロードが終了する前に再度ダウンロードボタンをクリックした場合、さらに処理が遅くなる可能性

があります。また、現在ダウンロード中のファイルは破棄されますのでご注意ください。 

「キャンセル」をクリックせずに検索結果のページ移動や検索結果のソートを行おうとすると、下図のダイアロ

グが表示されます。 
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2．画面キャプチャ操作履歴 

機能抑制設定にて画面キャプチャ抑制を有効に設定している場合、iOS 端末においてキャプチャ操

作を検知した履歴参照することができます。Android 端末の場合はキャプチャの実施ができないた

め、この履歴には情報が残りません。 

 

ID スクリーンキャプチャ操作を行ったユーザ ID 

操作日時 スクリーンキャプチャ操作を行った日時 

キャプチャ区分 レコーディング 動画記録操作(※) 

スクリーンショット 画像記録操作 

ミラーリング 外部装置への出力操作 

画像 「表示」リンクをクリックすることで記録した画像が表示されます。 

※ iOS11未満 iOS10ではレコーディングの検知が動作しない可能がございます。 
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3．ログファイルダウンロード 

アダプタログ・アクセスログ・管理者 Web の操作ログの取得を行うことができます。 

 

 

対象期間を指定し、「ダウンロード」をクリックすることで指定したログファイルをダウンロード

することができます。 

 

 

 

  アダプタログで取得可能なサービスは POP、IMAP、Exchange、Domino、ファイルサーバ、Web、カレンダー

となります。取得するには Ver2.0.0.x 以上のアダプタモジュールを導入する必要があります。 

  アダプタログをダウンロードする場合はサービスを選択し、対象期間取得をクリックする必要があります。 

対象期間が取得できなかった場合は下図のダイアログが表示されます。 
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ダウンロード実行後に、再度ダウンロードを行う場合には「キャンセル」をクリックしてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ダウンロードが終了する前に再度「ダウンロード」をクリックした場合、さらに処理が遅くなる可能性が

あります。また、現在ダウンロード中のファイルは破棄されますのでご注意ください。 
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  対象期間を指定しない場合または対象期間の指定に誤りがある場合、下図のようなダイアログが表示され

ます。 

  指定した期間にログファイルが存在しない場合、下図のダイアログが表示されます。 
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Chapter 8 部署管理 
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1．部署階層管理 

部署を選択して「検索」をクリックすると、指定部署以下の部署情報が表示されます。 

「すべて」を選択した場合は全部署が表示されます。 

結果一覧の項目名をクリックすることで、その項目名でソートすることができます。 

 

「ダウンロード」をクリックすると、現在画面で表示されている部署情報を CSV ファイルでダウ

ンロードすることができます。 

 

 

部署階層新規登録 

部署階層一覧画面の「新規作成」をクリックすると、次の部署階層新規登録画面に遷移しますので、

部署コード・親部署・部署名を指定して「登録」をクリックします。 
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部署コード 1～100 文字の半角英数記号で指定してください。 

親部署 作成する部署の上位階層を指定します。階層は第 11 階層までですので、第 11 階層目の部署は部署

選択には表示されません。「指定しない」をクリックすると第 1 階層目の部署作成となります。 

部署名 1～100 文字で指定してください。 

部署名カナ 1～100 文字で指定してください。 

メモ 部署の補足情報を入力できます。 

 

 

部署階層編集 

部署階層一覧画面の「編集」をクリックすると、次の部署階層編集画面に遷移します。 

ここでは、親部署・部署名・部署名カナ・メモの変更を行うことができます。 

 

《親部署の変更》 

部署階層情報を変更することができます。 
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更新部署の配下に部署が存在する場合は、配下部署の部署階層も変更されます。 

指定できる親部署は更新後の部署階層が第 11 階層になる部署までです。 

 

《部署名の変更》 

部署名を変更することができます。部署名は必須ですので必ず入力してください。 

 

《部署名カナの変更》 

部署名カナを変更することができます。 

 

《メモの変更》 

メモを変更することができます。 

 

 

部署階層削除 

部署階層編集画面の「削除」をクリックすると、部署階層を削除することができます。 

 

対象部署の下層に部署が存在する場合、または対象部署に所属するユーザが存在する場合は、次の

エラーとなり削除を行うことができません。 
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2．部署階層一括ダウンロード 

部署階層一括ダウンロードをクリックすると、次の部署階層一括ダウンロード画面に遷移します。 

ダウンロードをクリックすると、現在登録されている全ての部署階層情報を CSV 形式でダウンロ

ードできます。ダウンロードされる CSV ファイルは、部署階層一括アップロードで使用するフォ

ーマットとなります。 

 

 

 

3．部署階層一括アップロード 

部署階層一括アップロードをクリックすると、次の部署階層一括アップロード画面に遷移します。 

 

 

処理の種類を追加・更新・削除から選択し、参照ボタンをクリックして登録情報が入った CSV フ

ァイルを指定します。 

 

CSV の登録内容にエラーがない場合、「アップロード」をクリックすると次の画面に遷移しますの

で「登録」ボタンをクリックして一括処理を行います。 
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CSV の登録内容にエラーが検出されると、次のようにエラー内容が表示され登録ボタンのクリッ

クができない状態になります。CSV を修正し、再度部署階層一括アップロードをクリックしてフ

ァイル指定を行って下さい。 

 

 

部署階層アップロード用 CSV ファイルのフォーマットは次のとおりです。 

No. カラム名 
最大 

文字数 
利用可能文字 

入力必須（アップロード） 
備考 

追加 更新 削除 

1 部署 ID 100 半角英数記 ○ ○ ○ 部署コード 

2 部署名 100 制限なし ○ ○  部署名 

3 親部署 ID 100 制限なし    親部署 ID を指定しない場合は第一階層部署 

4 メモ 100 制限なし     

 

 

 

  

《CSV ファイルの例》 

部署 ID,部署名,親部署 ID,メモ 

tokyo,東京本社,, 

dev,開発部,tokyo, 

《注意事項》 

・１行目はヘッダ行となりますので、上記のとおり記載してください。 

・CSV ファイルの拡張子は「.csv」です。 

・CSV ファイルの文字コードは Shift-JIS です。 
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Chapter 9 ポリシーパターン管理 
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1. ポリシーパターン管理 

ポリシーパターン設定の有効・無効状態と、登録されているポリシーパターン ID、ポリシーパタ

ーン名、メモの一覧を参照することができます。また、設定確認で画面を指定し「確認」をクリッ

クすることで、選択したポリシーパターンの各種設定画面へ遷移します。 

結果一覧の項目名をクリックすることで、その項目名でソートすることができます。 

 

 

 

2. ポリシーパターン設定の更新 

画面上部の「更新」をクリックすることで、ポリシーパターン設定の有効・無効を変更します。 

ポリシーパターン設定が有効の場合、ユーザの各種設定の値は紐づいているポリシーパターンで設

定された値が適用されます。無効の場合はポリシーパターンの指定がない場合の各種設定の値が全

ユーザに適用されます。 

有効の場合でも、ユーザの使用するポリシーパターンが特定できない場合には、無効と同じく指定

がない場合の設定になります。 

ポリシーパターン設定は即時反映されますが、アプリにおける各種設定の適用は機能毎の適用タイ

ミングと同じになります。 
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3. ポリシーパターン検索 

ポリシーパターンの登録情報を指定してポリシーパターンの検索を行うことができます。 

フリーワードでは指定文字列がポリシーパターン ID・ポリシーパターン名・メモのいずれかに含

まれるポリシーパターンの検索を行います。ポリシーパターンに紐づくユーザ情報は検索対象外と

なります。 

 

 

 

4. ポリシーパターン新規作成 

ポリシーパターン管理画面の「新規作成」をクリックすると、次のポリシーパターン新規作成画面

に遷移します。 

ポリシーパターン ID・ポリシーパターン名・ユーザ・メモを指定して「登録」をクリックするこ

とでポリシーパターンの登録を行うことができます。登録されたポリシーパターンの各種設定の値

は、登録時点でのポリシーパターン指定なしの値と同じになります。 

 



 

118 

  
管理者向けマニュアル 

 

 

ポリシーパターン ID 1～20 文字の半角英数記号で指定してください。 

「zzzzzzzzzzzzzzzzzzzz」はポリシーパターン指定なしとして、システムで登録さ

れているので使用できません。 

ポリシーパターン名 1～100 文字で指定してください。 

ユーザ 作成するポリシーパターンに紐づくユーザを指定します。ユーザは「部署内ユーザ

一括選択」または「ユーザ選択」をクリックし選択します。 

メモ 1～100 文字で指定してください。 

 

部署内ユーザ一括選択 

「部署内ユーザ一括選択」をクリックすると、次のポリシーパターン部署選択画面へ遷移します。 

 

 

 

部署内ユーザ一括選択では選択した部署に所属するユーザに対してポリシーパターンの紐付けを



 

119 

  
管理者向けマニュアル 

行うことができます。 

部署名またはチェックボックスをクリックすることで紐付け対象部署を選択することができ、「追

加」をクリックすることで設定部署に選択部署が表示されます。ここで指定した部署の配下部署に

所属するユーザは選択されません。誤って選択した場合には、設定部署欄に表示されている部署コ

ードを選択し「削除」をクリックします。 

設定部署に対象の部署コードが表示された状態で「OK」をクリックすることで、前画面のユーザ

欄に指定した部署に所属するユーザ ID が表示されます。 

ポリシーパターンとユーザの紐付けを確定するには前画面の「登録」をクリックする必要がありま

す。 

 

ユーザ選択 

「ユーザ選択」をクリックすると、次のポリシーパターンユーザ選択画面へ遷移します。 

 

 

 

ユーザ選択では選択したユーザに対してポリシーパターンの紐付けを行うことができます。 

ポリシーパターンに紐付けるユーザを選択し「追加」をクリックすることで設定ユーザ欄に選択し

たユーザ ID が表示されます。誤って選択した場合には、設定ユーザ欄に表示されているユーザ ID

を選択し「削除」をクリックします。 

ユーザ選択での検索条件の指定はユーザ管理のユーザ検索で指定する条件と同じです。 

「OK」をクリックすることで、前画面のユーザ欄に設定ユーザ欄に表示されているユーザ ID が表

示されます。 

ポリシーパターンとユーザの紐付けを確定するには前画面の「登録」をクリックする必要がありま

す。 
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5. ポリシーパターン編集 

ポリシーパターン管理画面のポリシーパターン ID をクリックすると、次のポリシーパターン編集

画面に遷移します。 

ここでは、ポリシーパターン名・ユーザ・メモの変更を行うことができます。また、「確認」をク

リックすることで、ポリシーパターンに登録されている各種設定を確認できます。 

各項目の指定方法ならびに内容はポリシーパターン新規作成画面と同一です。 

 

 

 

《ポリシーパターン名の変更》 

ポリシーパターン名を変更することができます。ポリシーパターン名は必須ですので必ず入力して

ください。 

 

《ユーザの変更》 

ポリシーパターンに紐づくユーザを変更することができます。紐づきを解除されたユーザはポリシ

ーパターン指定なしに変更されます。 

 

《メモの変更》 

メモを変更することができます。 
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6. ポリシーパターン設定確認 

ポリシーパターン管理画面の設定確認の「確認」またはポリシーパターン編集画面の設定確認の「確

認」をクリックすると、ポリシーパターン毎の各種設定画面へ遷移します。 

ここでは、ポリシーパターンに設定されている各種設定の参照・更新を行うことができます。ポリ

シーパターン毎に設定値を持つことができるのは以下の各種設定画面です。 

・携帯アプリ各種設定  Chapter11 設定   

・ブランディング/メッセージ Chapter10 ブランディング  

・ブランディング/サービスアイコン Chapter10 ブランディング  

・メール制御設定 Chapter12 個別設定  

・機能抑制設定 Chapter12 個別設定  

・ファイル変換設定  Chapter12 個別設定  

・VPN クライアント設定＜オンプレミス版のみ＞ Chapter12 個別設定 9.AnyConnect 連携機能 

・信頼済み SSID 設定＜オンプレミス版のみ＞ Chapter12 個別設定 9.AnyConnect 連携機能 

・誤送信防止設定 Chapter12 個別設定  

・アプリ抑止（ブラックリスト） Chapter12 個別設定  

・アプリ抑止（ホワイトリスト） Chapter12 個別設定  

・ファイルコンテンツ制御 Chapter12 個別設定  

・ブラウザ制御設定 Chapter12 個別設定  

・ビジネスチャット／機能抑制設定 Chapter6  ビジネスチャットメニュー  

・利用可能時間設定 Chapter12 個別設定  

 

設定内容については、各種設定画面と同一です。 

次の画面は携帯アプリ各種設定を指定し「確認」をクリックした場合の、ポリシーパターン設定確

認画面です。 
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ポリシーパターン設定が有効の場合には各種設定画面でポリシーパターンの選択を行い、ポリシー

パターンごとに設定を参照・更新することが可能です。 

次の画面はポリシーパターン設定が有効の場合に、携帯アプリ各種設定を表示したものです。 

 

 

7. ポリシーパターン削除 

ポリシーパターン管理画面でポリシーパターン ID をチェックすると、画面下部の削除ボタンがア

クティブになります。 

この状態で「削除」をクリックすると、チェックをつけたポリシーパターンが削除されます。 

当該ポリシーパターンにユーザが紐づいていた場合には、紐づくユーザのポリシーパターンを指定

なしに更新します。 
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8．ポリシーパターン一括ダウンロード 

ポリシーパターン一括ダウンロードをクリックすると、次のポリシーパターン一括ダウンロード画

面に遷移します。 

ダウンロードをクリックすると、現在登録されている全てのポリシーパターン情報を CSV 形式で

ダウンロードできます。ダウンロードされる CSV ファイルは、ポリシーパターン一括アップロー

ドで使用するフォーマットとなります。 

 

 

9．ポリシーパターン一括アップロード 

ポリシーパターン一括アップロードをクリックすると、次のポリシーパターン一括アップロード画

面に遷移します。 

 

 

処理の種類を追加・更新・削除から選択し、適用ユーザ指定方式をユーザ ID 指定・部署コード指

定から選択します。 

参照ボタンをクリックして CSV ファイルを指定します。適用ユーザ方式にユーザ ID 指定を選択し

た場合は適用ユーザ欄にユーザ ID を指定した CSV ファイルを、部署コード指定を選択した場合は

適用ユーザ欄に部署コードを指定した CSV ファイルを指定して下さい。 

 

CSV の登録内容にエラーがない場合、「アップロード」をクリックすると次の画面に遷移しますの

で「登録」ボタンをクリックして一括処理を行います。 
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CSV の登録内容にエラーが検出されると、次のようにエラー内容が表示され登録ボタンのクリッ

クができない状態になります。CSV を修正し、再度ポリシーパターン一括アップロードをクリッ

クしてファイル指定を行って下さい。 

 

 

ポリシーパターン一括アップロード用 CSV ファイルのフォーマットは次のとおりです。 

No. カラム名 
最大 

文字数 
利用可能文字 

入力必須（アップロード） 
備考 

追加 更新 削除 

1 
ポリシーパターン

ID 
20 半角英数記 ○ ○ ○  

2 
ポリシーパターン

名 
100 制限なし ○ ○   

3 メモ 100 制限なし     

4 

適用ユーザ  半角英数記    適用ユーザ方式に「ユーザ ID指定」

を選択した場合はユーザ ID を、「部

署コード指定」を選択した場合は部

署コードを指定します。ユーザ ID と

部署コードの混在指定は不可です。 

複数のユーザ ID または部署コード

を指定する場合は半角セミコロン

「;」で区切ってください。 

ヘッダに適用ユーザが存在しない場

合、または「部署コード指定」を選

択し適用ユーザを空欄にした場合

は、ユーザとポリシーパターンの紐

付けは更新されません。 
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《CSV ファイルの例》 

ポリシーパターン ID,ポリシーパターン名,メモ,適用ユーザ 

admin,管理者ポリシー,管理者用ポリシー設定,user01;user02 

dev,営業用ポリシー,, 

《注意事項》 

・１行目はヘッダ行です。 

→ポリシーパターン一括ダウンロードを行い、ヘッダを取得することをおすすめします。 

・適用ユーザ方式に「ユーザ ID 指定」を選択した場合、対象のポリシーパターンに紐付けられるユーザ ID を全

て記述する必要があります。 

→ポリシーパターン一括ダウンロードからポリシーパターン情報を取得することをおすすめします。 

→ポリシーパターンとユーザの紐付けはユーザ情報編集またはユーザ情報一括アップロードからも行うことがで

きます。 

・CSV ファイルの拡張子は「.csv」です。 

・CSV ファイルの文字コードは Shift-JIS です。 
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Chapter 10 ブランディング 
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1．メッセージ 

端末アプリに表示されるエラーメッセージを変更することができます。 

 

 

 

「編集」をクリックすることにより、指定要因の指定言語のメッセージを変更することができます。 

メッセージを入力して「更新」をクリックすると一覧表示に戻ります。変更は即時反映されます。 

 

 

ブランディングで変更可能なエラーメッセージは次の通りです。 

 

《ログインのエラー》 

ユーザがログインした際に本システム内で発生したエラーについてのメッセージを変更できます。 

ユーザ ID の不一致 ログインに使用したユーザ IDが登録されていない 

パスワードの不一致 ログインに使用したパスワードに誤りがある 

利用停止中 ユーザの状態が利用停止中である 

ロック中 ユーザの状態がロック中である 
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端末の利用停止中 ログインに使用した端末の状態が利用停止中である 

ユーザの利用端末数超過 ログインに使用した端末をユーザに専有端末として紐づける際に、利

用可能な端末数を超える場合 

端末利用者の不一致 他のユーザに紐づけられている専有端末でログインを行う 

ユーザに登録されていない共有端末 共有端末（手動）の端末でログインするユーザが紐づけされていない 

未登録の端末 端末登録方式が「事前登録のみ」の場合でログインに使用した端末が

未登録である 

 

《端末操作のエラー》 

ユーザの端末操作で発生したエラーについてのメッセージを変更できます。 

利用時間外 端末を操作した時間が利用可能時間外である 

 

《認証連携のエラー》 

認証方式が標準認証以外の認証で発生したエラーについてのメッセージを変更できます。 

 

 

ユーザの有効期限切れ ①  認証サーバでユーザの有効期限が切れている 

利用停止 ②  認証サーバでユーザの状態が利用停止中である 

ロック中 ③  認証サーバでユーザの状態が利用ロック中である 

ログオンを許可されていない ④  認証サーバでユーザがログオンを許可されていない 

パスワードの有効期限切れ ⑤  認証サーバで管理しているパスワードが有効期限切れ 

パスワードの変更が必要 ⑥  認証サーバで管理しているパスワードの変更が必要である 

利用時間外 ⑦  認証サーバで利用時間外に設定されている 

ユーザ ID の不一致 ⑧  認証時の ID が認証サーバに登録されていない 

パスワードの不一致 ⑨  認証時のパスワードが認証サーバに登録されているパスワードと

一致しない 

ユーザ ID またはパスワードの不一致 ⑩  認証時の ID またはパスワードのいずれかが認証サーバに登録さ

れている情報と一致しない 

パスワードまたは資格情報が不正 ⑪  認証時のパスワードが認証サーバに登録されているパスワードと

一致しない、または資格情報が不正 

  ver.2.0.6 時点で認証連携のエラーに対応している認証方式は AD 認証のみとなります。 

[AD 認証 － LDAP 認証] 下記 ①～⑧、⑪、⑫ に対応しています。 

[AD 認証 － Kerberos 認証] 下記 ⑤、⑧、⑨、⑫ に対応しています。 
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認証失敗 ⑫  認証サーバでの認証に失敗した 

 

 

2．サービスアイコン 

サービスアイコンでは、サービスに割り当てられているアイコンを確認することができます。 

 

 

サービスをクリックすると、アイコンの割り当て及び解除を行うことができます。 

割り当て可能アイコンはシステム標準アイコンと、アイコンリソース管理画面で登録されたアイコ

ンとなります。 
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3．アイコンリソース管理 

サービスアイコン画面で指定を行うことができる、任意のアイコンを登録することができます。 

  「なし」を選択するとアイコンの割り当てが解除され、当該サービスのアイコンは端末アプリが管理して

いる既定のアイコンとなります。 
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登録するアイコンは下記の要件を満たす必要があります。 

画像形式 PNG 

サイズ（ピクセル） 幅 200 

高さ 200 

 

 

 

 

  アイコンは、端末種別（iOS、Android 等）毎に用意する必要はありません。 

端末の解像度や用途によって拡大／縮小して利用しますので、サイズも 1 種類のみをご登録ください。 
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Chapter 11 設定 
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1. ユーザ ID ポリシー設定 

ユーザ ID 作成に関するポリシー設定を行うことができます。 

ユーザ ID 長 ユーザ ID の長さ（1～32）を指定してください。 

文字種別 ユーザ ID として利用可能な文字種（すべて半角）を設定してください。 

文字種別数 前項の文字種を何種類以上指定しなければいけないかを設定してください。 

先頭文字英数チェック ユーザ ID の先頭文字に記号が使用できるかを選択してください。 

 

 

2．携帯アプリ各種設定 

端末アプリの動作に関する次の設定を行うことができます。 

・端末に保存するログイン情報の設定・変更 

・端末にて一定時間無操作だった場合の自動終了設定・変更 

・APN 切り替えの設定・変更 

・端末ロックアウト回数の設定・変更 

・端末のセッションタイムアウト時間の設定・変更 

・メール署名利用の設定・変更 

・端末に設定されているタイムゾーン利用の設定・変更 

・端末に表示する UI の設定・変更 

・端末ログイン時の Pincodeの設定・変更 

・端末アクセスの利用可能時間の設定・変更 

・端末設定メニューの表示の設定・変更 

・サービスの自動表示設定・変更 

・サービスのキャッシュ設定・変更 

・サービスの API キーの設定 

・サービスの UI 設定 
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・セキュアブラウザの UI 設定 

ログイン情報の保存 

 

端末に保存を許可するログイン情報を指定します。 

デフォルトは認証キーのみ保存となっており、ここでユーザ ID あるいはパスワードの保存を許可

した場合は、エンドユーザがこれらの情報を保存するかどうかを端末アプリにて設定することがで

きるようになります。 

 

自動終了設定 

 

端末アプリを一定時間操作しなかった場合に、自動終了させるかどうかを指定します。 

ON の場合には自動終了までの無操作時間も併せて指定します。デフォルト値は 5 分です。 

 

APN 切り替え 

 

本設定はドコモの Android 端末でのみ有効なものです。 

チェックを付けると、端末アプリの設定画面に APN 切り替え利用の項目が表示されます。 

 

ロックアウト回数 

 

端末アプリログイン時のパスワードロック回数を指定します。デフォルト値は 5 回です。 

 

セッションタイムアウト時間 

 

端末アプリのセッションタイムアウト時間を指定します。デフォルト値は 30 分です。 

 

メール署名 

 

メール署名の利用を行うかを設定します。利用しない場合は端末アプリでメール署名機能を利用す

ることができません。デフォルト値はメール署名を利用可能にする。です。 
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タイムゾーン設定 

 

端末設定のタイムゾーンの利用を可能とするか指定します。設定した場合、ユーザごとに利用の有

無を設定できます。設定なしの場合には、日本時間にて時刻の表示を行います。 

 

UI 設定 

 

端末アプリのトップ画面の表示をツリー形式かアイコン形式にするかを選択します。また、選択し

た表示形式をユーザごとに変更可能かを設定します。（スマートフォンのみの設定です。） 

 

 

Pincode 設定 

  

 

Pincode 設定の可否 アプリでの PIN コード利用の可否を指定します。有効にした場合、以下の項目の設定が有

効となります。 

アプリロックの可否 端末からアプリロックの利用可否を設定するか選択します。「アプリロック利用を設定可

能にする」を選択した場合、ユーザごとに利用の有無を設定できます。 

ログイン認証簡略化

の可否 

ログイン認証の簡略化を許可するかを設定します。 

「ログイン認証の簡略化を設定する」を選択した場合、強制的に認証簡略化を行います。

「ログイン認証の簡略化を設定可能にする」を選択した場合、ユーザごとに利用の有無を

設定できます。 
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生体認証の可否 生体認証の利用を許可するかを設定します。 

「生体認証を必須にする」を選択した場合、生体認証利用可能端末では生体認証以外の認

証ができなくなります。「生体認証を設定する」を選択した場合、生体認証可能端末では

生体認証の利用を強制されますが、一定回数失敗すると ID/パスワードを用いた認証を行

うことができます。「生体認証を設定可能にする」を選択した場合、ユーザごとに利用の

有無を設定できます。 

生体認証オプション ログイン認証の簡略化と生体認証が有効な場合に、生体認証が利用できない端末で PINコ

ードによる認証が可能かを設定します。チェックをした場合、PIN コードでの認証は利用

できません。 

Pincode の桁数設定 Pincode の入力桁数（4～8）を指定してください。 

Pincode 不一致による

ログアウト設定 

Pincode 不一致の場合にログアウトするまでの回数（3～10）を指定してください。 

Access Token の利用

可否 

Pincode 利用時に Access Token を利用可能にするか設定します。 

本設定を利用可能にするとすべての認証方式で簡易ログインが利用できます。 

Access Token の有効

時間 

Access Token の有効時間を 0～9999（時間）で設定する 

生体認証の利用には、端末にて事前の設定が必要です。 

iOS の場合には次の設定方法を使用します。（OS バージョンにより異なる可能性があります。） 

1.[設定]-[Touch ID とパスコード]-[パスコードをオンにする]をタップし、パスコードを設定する。 

2.[設定]-[Touch ID とパスコード]-[指紋]にて指紋を追加する。 

 

 

 

 

 

 

 

電話表示 

ユニファイド・コミュニケーション(iOS プル型電話着信)サービスが使用可能な時だけ表示されま

す。電話番号の名前表示機能をオフにするタイミングを指定します。 

 

  Access Token の利用を可能にした場合に端末管理で Access Token の削除を行うことができます。 

AccessToken を削除した端末では再ログインしないと簡易ログインできません。 
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ログアウト時にオフ

にする 

端末アプリのログアウト操作を行った時に同サービスによる発信者名の表示をオフにし

ます。 

バックグラウンド移

行後 分後にオフにす

る 

端末アプリがバックグラウンドに移行した後、指定時間が経過した後に発信者名の表示を

オフにします。 

利用可能時間の終了

時間でオフにする 

利用可能時間設定に設定されている終了時間になったときに発信者名の表示をオフにし

ます。 

 

アドレス帳 

 

電話帳サービスが使用可能なときだけ表示されます。本機能はアドレス帳サービス（フォルダーツ

リー表示側の電話帳）でしか動作しません。 

 

インポート アプリでスマホ上の電話帳データを電話帳サービスにインポートする機能を提供する。 

エクスポート アプリで電話帳サービスからスマホ上の電話帳データへエクスポートする機能を提供す

る。 

 

表示設定 

 

 

設定：サービス設定 端末アプリの設定メニューにサービス設定を表示するかを指定します。 

設定：パスワード変更 端末アプリの設定メニューにパスワード変更を表示するかを指定します。 

設定：アプリ動作設定 端末アプリの設定メニューにアプリ動作設定を表示するかを指定します。 
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サービスの自動表示設定 

 

端末アプリでログイン直後に自動で表示するサービスを設定します。 

利用しない 端末アプリで設定したアプリ動作設定の自動表示設定を無効にします。 

利用する 端末アプリで設定したアプリ動作設定の自動表示設定を有効にします。 

強制する 自動表示サービスで選択したサービスを強制的に表示させます。 

選択したサービスを利用していない場合には、自動表示設定は無効となります。 

 

サービスのキャッシュ設定 

 

 

サービスを閉じた際のキャッシュをクリアするか、保持するかを設定します。 

キャッシュ設定 状態を保持する 別のサービス起動後に再度対象サービスを起動した際に、続きから操作

ができます。 

 状態を保持しない 別のサービス起動後に再度対象サービスを起動するとそのサービスの初

期状態から操作する必要があります。 

ログアウト後のキャ

ッシュ保持 

許可しない 「状態を保持する」の場合のみ有効。 

ON なら、モバイルチョイス・アップゲートログアウト時にキャッシュ・

Cookie を削除する。 

 一定時間許可する ON なら、モバイルチョイス・アップゲートログアウト時にキャッシュ・

Cookie を一定時間内は削除しない。 

 許可する（無期限） ON なら、モバイルチョイス・アップゲートログアウト時にキャッシュ・

Cookie を削除しない。 

キャッシュ保存期間 [   ]時間 「一定時間許可する」の場合のみ有効。 

最初に Cookie が保持されてから、保持し続ける事が可能な時間。 

最大 9999 時間。 
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各データの作成・更新・削除タイミングは以下になります。 

タイミング 対象データ 区分 補足 

 認証トー

クン保持

設定 

Cookie、キ

ャッシュ 

Cookie、キャッシ

ュ 

更新 削除  

モバイルチョ

イス・アップゲ

ートログイン 

〇 - 〇 〇 - ログインの度ごと

に、最初の通信時

のみ実施 

- 〇 - - 〇 保持期限が超過し

た場合、実施 

セキュアブラ

ウザで各 web

サイト認証 

- 〇 〇 〇 - Cookie の作成・更

新は、各 web サイ

トの設定による

（モバイルチョイ

ス・アップゲート

では関与できな

い） 

接続先変更 〇 〇 - - 〇 その後のログイン

通信で、設定値を

取得、保存 

ログインユー

ザ ID企業 ID変

更 

〇 〇 - - 〇 その後のログイン

通信で、設定値を

取得、保存 

設定画面から

削除 

〇 〇 - - 〇 現在保持してる設

定、cookie/キャッ

シュをユーザが任

意に削除可能 

モバイルチョ

イス・アップゲ

ートログアウ

ト 

〇 〇 - - 〇 保持期間が超過し

た 
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API キー 

 

サービスの API で使用するキーを設定します。 

Google Geocoding API キー 

Android Android で使用する Google Geocoding API キーを指定します 

iOS iOS で使用する Google Geocoding API キーを指定します 

Windows Windows で使用する Google Geocoding API キーを指定します 

 

《Google Geocoding API》 

カレンダー／アドレス帳のモダン UI で地図を表示するために利用する API（Google が提供する従

量課金制の API）です。本 API を利用するためには「Google Cloud Platform」で API キーを発行

していただく必要があります。API キーが設定されていない場合、地図は表示されません。 

＜参考 URL＞ 

■ Google Developers － Geocoding API － Get API Key 

https://developers.google.com/maps/documentation/geocoding/get-api-key 

■ Google Cloud － Google Maps Platform － 料金 

https://cloud.google.com/maps-platform/pricing/sheet/?hl=ja 

 

サービス UI 設定 

 

各サービスを使用する際の UI に関する設定をします。 

  本設定に対する挙動は端末アプリのバージョンに依存します。端末アプリ 2.3.0.0 の対象サービスは

WebAdapter のサービスのみです。状態を保持する設定の場合、ログイン中はクッキー情報を保持します。 

https://developers.google.com/maps/documentation/geocoding/get-api-key
https://cloud.google.com/maps-platform/pricing/sheet/?hl=ja
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カレンダーUI 

デフォルト カレンダーサービスのデフォルトの UI をモダン UI

かクラシック UI か選択します 

UI の選択 カレンダーサービスの UI 選択をユーザが選択可能

か、選択不可かを設定します。 

アドレス帳 UI 

デフォルト アドレス帳サービスのデフォルトの UI をモダン UI

かクラシック UI か選択します 

UI の選択 アドレス帳サービスの UI 選択をユーザが選択可能

か、選択不可かを設定します。 

メール UI 

デフォルト メールサービスのデフォルトの UI をモダン UI かク

ラシック UI か選択します 

UI の選択 メールサービスの UI 選択をユーザが選択可能か、選

択不可かを設定します。 

 

 
  ユーザのパスワードの設定は認証設定の認証詳細設定で変更できます。 
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セキュアブラウザ設定 

 

iOS の WKWebView 対応により、UIWebView との切替えを行うことができます。 

デフォルト WKWebView  

UIWebView 

初回ログインにて指定の UI を端末へ設定します。 

UI の選択 選択可能 

選択不可 

端末にて UI の切替え可能/不可を指定できます。 

設定不可の場合、デフォルトが設定されます。 

 

アプリバージョン設定 

 

アプリのバージョンがストア最新バージョンではない場合に、ログインを不可にすることができま

す。 

最新アプリ以外のログイン チェックする 最新アプリ以外の利用を抑止する 

 チェックしない － 
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3．認証設定 

 

アプリのログイン認証に関する次の設定を行うことができます。 

・端末へのログイン時に指定する認証キーの設定・変更 

・認証方式の選択の指定 

・デフォルトで使用するログイン認証方式の選択 

・認証方式毎の詳細設定 

 

認証キー 

デフォルト値は契約番号です。認証キーは 1 文字以上の任意の文字列が設定可能で、変更ボタンク

リック直後のログインより反映されます。 

 

認証方式の指定 

ユーザへの認証方式の指定方法を選択します。「ユーザ個別指定」を選択した場合、ユーザ毎に認

証方式を選択することができます。 

  本設定を行う場合、ユーザに割り当てる認証方式に関して認証詳細設定を行っている必要があります。 
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デフォルトの認証方式 

認証方式の指定で「企業共通」を選択した場合、または「ユーザ個別指定」でユーザの認証方式が

企業のデフォルト認証方式と同じが設定されている場合に使用する認証方式を選択します。 

ユーザ名・パスワードを入力する標準認証に加え、ワンタイムパスワード、さらにはお客様内の

AD での認証などを選択することができます。クラウド環境では標準認証ならびに AD 認証、LDAP

認証、SAML2 認証、SAML Web 認証、OAuth 認証、Radius 認証のご利用可能です。 

 

標準認証 本システム内でユーザ名・パスワードを管理し認証を行います。 

AD 認証 指定された AD(Active Directory)に認証を委譲します。 

SECUREMATRIX 認証 

（非標準） 

指定された SECUREMATRIX に認証を委譲します。 

PassLogic(Standard 版)認証 

（非標準） 

指定された PassLogic に認証を委譲します。 

PassLogic(Enterprise 版)認証 

（非標準） 

指定された PassLogic に認証を委譲します。 

LDAP 認証 指定されたディレクトリサービス(AD含む)に対してLDAPプロトコルを使い認証を委

譲します。 

Radius 認証 指定された Radius サーバに認証を委譲します。 

SAML2 認証 SAML2 プロトコルを用いて、指定された Identity Server(IdP)に認証を委譲します。

本システムは、Service Provider(SP)として動作します。 

OAuth 認証 指定され OAuth 認証 の Web 認証に認証を委譲します。 

ログイン画面は Web 画面を利用します。 

SAML Web 認証 SAML2 プロトコルを用いて、指定された Identity Server(IdP)に認証を委譲します。

本システムは、Service Provider(SP)として動作します。 

ログイン画面は Web 画面を利用します。 
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画面下部にはデフォルトの認証方式に指定した認証方式の設定が表示されます。 

 

 

認証詳細設定 

認証方式により設定項目を設定する必要があります。認証設定項目は認証詳細設定から行います。

設定を行う認証方式を選択し、設定変更後は更新ボタンをクリックしてください。各認証方式の設

定項目は次の通りです。 

 

《標準認証の場合》 

ユーザがログインする際に使用するパスワードのポリシーを設定します。 
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最小パスワード長 パスワードの最小の長さを指定してください。 

最大パスワード長と合わせて（1～32）以内である必要があります。 

最大パスワード長 パスワードの最大の長さを指定してください。 

最小パスワード長と合わせて（1～32）以内である必要があります。 

パスワード文字種別英字大文字 パスワードとして英字大文字（半角）が利用可能かを選択します。 

パスワード文字種別英字小文字 パスワードとして英字小文字（半角）が利用可能かを選択します。 

パスワード文字種別数字 パスワードとして数字（半角）が利用可能かを選択します。 

パスワード文字種別記号 パスワードとして記号（半角）が利用可能かを選択します。 

文字種別数 前項のパスワード文字種を何種類以上利用する必要があるかを設定してください。 

パスワード有効期間（日） パスワードの有効期間（0～999）を指定してください。前回のパスワード変更日より指

定日数以上パスワードを変更しなかった場合は、端末アプリからのログイン時にパスワ

ード変更が求められます。0を指定した場合は無制限となります。 

パスワードの再利用制限（日） 同一のパスワードが利用できない世代数（0～99）を指定してください。 

0 を指定した場合は前回と同一のパスワードも許可されます。 

パスワード変更禁止期間（日） パスワード変更後に次のパスワード変更ができない期間（0～99）を指定してください。 

0 を指定した場合はいつでも変更が可能となります。 

管理者によるパスワード設定後の

ログイン時にパスワードの変更が

「はい」にチェックを付けると、それ以後に管理者により手動あるいは一括登録でのパ

スワード設定をおこなったユーザはログイン時にパスワード変更を求められます。 
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必要 

ユーザ自身によるパスワードリセ

ット 

ユーザ自身によるパスワードリセット機能の有効/無効設定ができます。「有効」にチェ

ックを付けると、端末アプリからのパスワードリセットが可能となります。 

ロック中のユーザのパスワードリ

セット 

「有効」にチェックを付けると、ユーザがロック状態でも、パスワードリセット機能を

許可します。 

パスワードリセット時の認証コー

ド有効期間(分) 

パスワードリセット時にユーザに通知される認証コードの有効期間（0～999）を分単位

で指定が可能となります。 

認証コードの桁数 パスワードリセット時にユーザに通知される認証コードのコードの桁数（3～16）を指

定可能です。 

 

  ポリシーパターン設定が有効である場合、標準認証の認証詳細設定ではポリシーパターンを指定して設定

を行うことができます。 
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《AD 認証の場合》 

認証方式（LDAP あるいは Kerberos）ならびにデフォルトドメインを指定します。 

デフォルトドメインの指定は任意です。 

 

最新の AD 認証をご利用の場合で認証方式に LDAP 認証を選択した場合には、ディレクトリサー

ビスへの接続設定を指定します。（本設定をご利用する場合には、別途管理者による設定が必要な

場合があります。） 

  

LDAP サーバホスト ディレクトリサービスサーバのホスト名または IP アドレスを入力します。 

LDAP サーバポート ディレクトリサービスサーバのポート番号を入力します。 

LDAP SSL/TLS ディレクトリサービスサーバへの接続に SSL を使用するか選択します。 

Base DN 検索開始 DN を指定します。通常はドメイン下を指定することになります。 

Bind 認証方式 LDAP アクセス時の認証方式を「Simple」、「GSSAPI」選択してください。 

KDC ドメインコントローラホスト名を入力します 

REALM ドメイン名を大文字で入力します 
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《SECUREMATRIX 認証の場合》 

GSB サーバのアドレスを指定します。 

 

 

《PassLogic(Standard 版)認証の場合》 

指定する項目はありません。 

 

《PassLogic(Enterprise 版)認証の場合》 

PassLogic サーバへの接続設定を指定します。 

 

PassLogic サーバ PassLogic サーバのホスト名または IP アドレスを入力します。 

PassLogic API 接続ポート PassLogic サーバに API で接続する際のポート番号を入力します。 

（デフォルトは 7080） 

PassLogic API 接続プロトコル PassLogic サーバに API で接続する際のプロトコルを選択します。 

（デフォルトは http） 
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PassLogic ドメイン PassLogic のドメインを入力します。 

PassLogic サーバにアクセスする際に、ここで指定されたドメインをユーザ ID に付

加して認証 ID として利用します。ただし、既にユーザ ID にドメインが含まれてい

る場合は、ドメインは付加しません。 

また、ドメインが指定されていない（空が設定されている）場合は「local」を付加

します。 

例1) ユーザ ID にドメインが含まれていない、且つドメインが指定されている場合 

ユーザ ID ： userXX 

ドメイン ： foo.bar 

 認証 ID ： userXX@foo.bar 

例2) ユーザ ID にドメインが含まれていない、且つドメインが指定されていない場合 

 ユーザ ID ： userYY 

 ドメイン ： (空) 

 認証 ID ： userYY@local 

例3) ユーザ ID にドメインが含まれている場合 

 ユーザ ID ： userZZ@foo.bar 

 ドメイン ： local 

 認証 ID ： userZZ@foo.bar 

スタティックパスワード スタティックパスワードを利用する場合、数字のみ使用するか、数字以外の文字も

使用するかを選択します。 

「数字のみ使用する」を選択した場合、端末アプリの PassLogic パスワードを入力

する画面では、「数字以外入力できなくなる」または「数字を入力可能なキーボード

が初期表示される」のどちらかの状態になります。どちらの状態になるかは端末に

依存します。 

「数字以外の文字も使用する」を選択した場合、端末アプリの PassLogic パスワー

ドを入力する画面では、アルファベットや記号がパスワードとして入力できるよう

になります。 
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《LDAP 認証の場合》 

ディレクトリサービスへの接続設定ならびにデフォルトドメインを指定します。 

デフォルトドメインの指定は任意です。 

  

LDAP サーバホスト ディレクトリサービスサーバのホスト名または IP アドレスを入力します。 

LDAP サーバポート ディレクトリサービスサーバのポート番号を入力します。 

LDAP SSL/TLS ディレクトリサービスサーバへの接続に SSL を使用するか選択します。 

デフォルトドメイン ドメイン名を表す文字を入力します。 

Bind DN ディレクトリサービスサーバ接続時のアカウントを選択します。 

指定する DN Bind DN で「DN を指定する」を選択していた場合に使用する識別名を指定します。 

Bind password 「指定する DN」で指定した識別名のパスワードを指定します。 

Base DN 検索開始 DN を指定します。通常はドメイン下を指定することになります。 

User name 属性 ユーザオブジェクトを検索する一意の属性を指定します。 

LDAP 追加 Filter ユーザ DN 検索時の検索フィルターを指定します。 

User name ID 属性 ユーザを識別するための属性（ユーザオブジェクト ID、UserName 属性と同じ値も可）を

指定します。 

Bind 認証方式 LDAP アクセス時の認証方式を「Simple」、「GSSAPI」選択してください。 

KDC ドメインコントローラホスト名を入力します 

REALM ドメイン名を大文字で入力します 
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《Radius 認証の場合》 

Radius サーバへアクセスする際にユーザ ID に付与する共通のドメインを設定します。 

デフォルトドメインが指定されている場合「ユーザ ID@デフォルトドメイン」で Radius 認証サー

バへアクセスします。 

 

 

  本認証を利用するには別途設定が必要となります。ご購入・ご契約先もしくはサポートセンターまでお問

い合わせください。 
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《SAML2 認証の場合》 

Identity Server(IdP)の情報を設定します。必要な情報は IdP の SAML メタデータファイルと、ロ

グイン画面の情報になります。IdP メタデータファイルの取得方法はご利用の IdP 毎に違います。

取得方法が不明の場合やログイン画面の情報が不明な場合は、お問い合わせください。 

本設定とは別に、IdP 側に Service Provider(SP)のメタデータの設定が必要になります。 

 

 

サービスプロバイダ(SP)のメタ

データ 

本システムの Service Provider(SP)のメタデータファイルをダウンロードします。

このファイルを IdP 側に設定する必要があります。 

IdP entityID IdP メタデータ内に記述されている entityID が表示されます。直接変更はできませ

ん。 

IdP メタデータ 利用する IdP の SAML メタデータ XML ファイルを指定します。 

デフォルトドメイン ドメイン名を表す文字を入力します。 

ログイン画面 以下の項目では、IdP へブラウザでアクセスしたときのログイン画面の情報を入力し

ます。プルダウンメニューを選択することにより既定の IdP 値が設定されます。（現

状 ADFS2、OpenAM の値を自動で設定することが可能です。） 
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ユーザ ID 要素の指定方法 IdP ログイン画面(HTML)のユーザ ID 要素の指定方法を選択します。 

ユーザ ID 要素の値 上記指定方法における値（キー）を指定します。 

パスワード要素の指定方法 IdP ログイン画面(HTML)のパスワード要素の指定方法を選択します。 

パスワード要素の値 上記指定方法における値（キー）を指定します。 

ログインボタン要素の指定方法 IdP ログイン画面(HTML)のログインボタン要素の指定方法を選択します。 

ログイン画面ユーザ ID 要素の値 上記指定方法における値（キー）を指定します。 

 

《OAuth 認証の場合》 

AzureAD の OAuth2.0 認証の設定を行います。O365 Graph API 利用を行っているモバイルチョ

イス・アップゲートサービス（Share Point サービス、OneDrive サービス、Mincrosoft Teams サ

ービス）と SSO することができます。 

 

SSO サービス SSO を実施したいサービスの providerNo を指定します。 

指定すると SSO先のサービス起動での Web画面による OAuth認証が不要になります。 

エンドポイント OAuth 認証のエンドポイントを選択します 

AzureAD Exchange 時の EWS アクセスの認証 

AzureADv2 Microsoft Graph API 等の認証 

Google Account G-Suite の認証 

クライアント ID 対応するクライアント ID を入力します 

クライアントシークレット 対応するクライアントシークレットを入力します 

リダイレクト URI 対応するリダイレクト URI を入力します。 

URL はグローバルにアクセス可能なアプリの接続先情報の URL に/oauth/token パス

を付与したものを設定します。 

デフォルトドメイン ドメイン名を表す文字を入力します。 
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利用する Web サービス Web 画面表示時に利用する Web サービスの providerNo を指定します。指定がない場

合は、スマホ標準ブラウザが利用されます 

 

 

《SAML Web 認証の場合》 

SAML2 認証と同じく Identity Server(IdP)の情報を設定します。 

SAML2 認証との違いはアプリで Web 画面の表示を行い認証することなります。 

 

SP base URL SP として動作するためのアクセス先 URL を設定します。 

IdP entityID IdP メタデータ内に記述されている entityID が表示されます。直接変更はできません。 

IdP メタデータ 利用する IdP の SAML メタデータ XML ファイルを指定します。 

デフォルトドメイン ドメイン名を表す文字を入力します。 

SP x509cert SAML 署名時に利用する公開鍵を設定します 

SP PrivateKey SAML 署名時に利用する private key を設定します 

利用する Web サービス Web 画面表示時に利用する Web サービスの providerNo を指定します。指定がない場合

は、スマホ標準ブラウザが利用されます 

 

  SSO サービスに設定可能なサービスは１サービスのみです。SSO 先のサービスは同一のエンドポイントであ

る必要があります。 

  エンドポイントの Google Account は ver.2.0.6 では未対応です。ご希望の場合は、サポートセンターまで

お問い合わせください。 
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認証用 ID 

AD 認証・LDAP 認証・SAML2 認証、SAML Web 認証、OAuth 認証、Radius 認証を指定または

選択可能の場合には、ユーザ情報に次のように「認証用 ID」項目が追加され、一括ダウンロード

ならびにアップロードの CSV データにも「認証用 ID」というカラムが追加されます 

 

ユーザ ID・認証用 ID・デフォルトドメインの関係は次のとおりです。 

認証用 ID が指定されている 指定された認証用 ID で認証（デフォルトドメインは参照しません） 

認証用 ID が指定されていない ユーザ ID に＠が含まれている ユーザ ID で認証 

ユーザ ID に＠が含まれていない デフォルトドメインが指定されている場合

は「ユーザ ID＠デフォルトドメイン」で、

デフォルトドメインが未指定の場合は「ユ

ーザ ID」で認証 
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4．LDAP 連携設定 

LDAP プロトコルを用いディレクトリサービスで管理しているユーザ情報を本システムで利用す

るための設定を行うことができます。ディレクトリサービスのユーザ情報を連携することにより管

理者用 Web ページでのユーザ情報の管理を省略することができます。 

  

 

LDAP 連携の利用 本システムのユーザ情報登録に LDAP 連携を利用する／利用しないを選択します。 

LDAP 認証と同じ値を使う

／個別に設定する 

認証方式に LDAP 認証が選択されていた場合に表示されます。 

LDAP 連携の設定値に LDAP 認証設定値を使用するかを選択。 

LDAP サーバホスト ディレクトリサービスサーバのホスト名または IP アドレスを入力します。 

「LDAP 認証と同じ値を使う」の場合は LDAP 認証の値を使用します。 

  本設定を利用するには別途設定が必要となります。ご購入・ご契約先もしくはサポートセンターまでお問

い合わせください。 

また、Ver2.0.0.0 以降である必要があります。 
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LDAP サーバポート ディレクトリサービスサーバのポート番号を入力します。 

「LDAP 認証と同じ値を使う」の場合は LDAP 認証の値を使用します。 

LDAP SSL/TLS ディレクトリサービスサーバへの接続に SSL を使用するか選択します。 

「LDAP 認証と同じ値を使う」の場合は LDAP 認証の値を使用します。 

デフォルトドメイン ドメイン名を表す文字を入力します。 

「LDAP 認証と同じ値を使う」の場合は LDAP 認証の値を使用します。 

Bind DN ディレクトリサービスサーバ接続時のアカウントを選択します。 

指定する DN Bind DN で「DN を指定する」を選択していた場合に使用する識別名を指定します。 

Bind password 「指定する DN」で指定した識別名のパスワードを指定します。 

Bind 認証方式 LDAP アクセス時の認証方式を「Simple」、「GSSAPI」選択してください。 

KDC ドメインコントローラホスト名を入力します 

REALM ドメイン名を大文字で入力します 

Base DN 検索開始 DN を指定します。通常はドメイン下を指定することになります。 

「LDAP 認証と同じ値を使う」の場合は LDAP 認証の値を使用します。 

User name 属性 ユーザオブジェクトを検索する一意の属性を指定します。 

「LDAP 認証と同じ値を使う」の場合は LDAP 認証の値を使用します。 

LDAP 追加 Filter ユーザ DN 検索時の検索フィルターを指定します。 

「LDAP 認証と同じ値を使う」の場合は LDAP 認証の値を使用します。 

User name ID 属性 ユーザを識別するための属性（ユーザオブジェクト ID、UserName 属性と同じ値も可）を

指定します。 

「LDAP 認証と同じ値を使う」の場合は LDAP 認証の値を使用します。 

連携ユーザリストの DN LDAP 連携で連携するユーザを検索するためのユーザリストの DN を指定します。 

連携ユーザリストの DN属

性 

連携ユーザリストの DN 属性を指定します。 

 

ユーザ連携方式に「LDAP 連携」を選択し更新をクリックするとディレクトリサービスのユーザ情

報との連携が開始されます。 
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   LDAP 連携を開始するには「LDAP マッピング」にてデフォルト部署の設定を行う必要があります。 

また、設定内容に誤りがあった場合、下図のようなエラーが表示されます。 
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ユーザ情報の連携 

「LDAP 連携」が設定されると本システムを利用するユーザはディレクトリサービス上で管理され

ます。 

そのため、ディレクトリサービスで「連携ユーザリストの DN」に設定されたユーザは、本システ

ムに登録されていない場合でも本システムを利用することができます。 

ユーザが端末アプリにログインしたタイミングでログインしたユーザの情報をディレクトリサー

ビスから取得し、その結果を本システムのユーザ情報として反映します。ユーザが登録されていな

い場合はユーザ情報の登録、登録済みの場合はユーザ情報の更新が行われます。 

取得するユーザ情報の設定は「LDAP マッピング」を参照してください。 

 

《ユーザ管理》 

ユーザ管理のユーザ検索では下図のようにディレクトリサービスのユーザを含むユーザが表示さ

れます。 

 

 

検索条件に検索範囲を指定できます。 

全て 検索範囲を制限しません。 

DB 登録済みユーザのみ 本システムに登録されているユーザから検索します。 

DB 未登録ユーザのみ ディレクトリサービスに存在し、本システムに登録されていないユーザを検索します。 
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検索結果は DB への登録状況により表示色が異なります。 

標準 ディレクトリサービスに存在し、DB にも登録されているユーザ 

緑色 ディレクトリサービスに存在するが、DB には登録されていないユーザ 

灰色 ディレクトリサービスに存在しないが、DB に登録されているユーザ 

 

検索結果のユーザ ID をクリックすることで、端末アプリログイン時と同様にディレクトリサービ

スのユーザ情報を反映できます。灰色になっているユーザ ID をクリックした場合にはディレクト

リサービスにユーザが存在しないので、次のエラーが表示されユーザが削除されます。 

 

 

  

  フリーワード等、検索範囲以外の検索条件は DB 登録済みユーザの検索条件として使用され、DB 未登録ユ

ーザの検索条件には使用できません。 
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《端末管理》 

端末管理の新規追加・編集で利用者選択画面を表示すると下図のようにディレクトリサービスのユ

ーザを含むユーザが表示されます。 

検索範囲及び検索結果の表示の内容はユーザ管理と同一です。 

DB 未登録のユーザが端末利用者として選択した場合には、端末情報の登録・更新時にディレクト

リサービスのユーザ情報を本システムへ反映します。 

 

 

《ポリシーパターン管理》 

ポリシーパターン管理の新規作成・編集でポリシーユーザ選択画面を表示すると下図のようにディ

レクトリサービスのユーザを含むユーザが表示されます。 

検索範囲及び検索結果の表示の内容はユーザ管理と同一です。 

DB 未登録のユーザをポリシーパターンに紐付けた場合には、ポリシーパターンの登録・更新時に

ディレクトリサービスのユーザ情報を本システムへ反映します。 
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ユーザの一括削除 

契約ユーザ数に達した状態で、本システムに登録されていないでユーザが端末アプリからログイン

を行った際に、契約数を超過するためユーザの登録を行えずログインできません。 

この時、本システムに登録されているユーザとディレクトリサービスで利用ユーザとして登録され

ているユーザの比較を行い、ディレクトリサービスに存在しないユーザの一括削除が行われます。 

 

LDAP 連携による利用制限 

LDAP 連携によりユーザの管理がディレクトリサービスで行われることで、管理者 Web による下

記の機能が利用できません。 

・ユーザ登録（ユーザ一括アップロードの追加処理を含む） 

・ユーザ削除（ユーザ一括アップロードの削除処理を含む） 

 

「LDAP マッピング」の設定によってはさらに下記の機能の利用に制限がつきます。詳細について

は「LDAP マッピング」を参照してください。 

・ユーザ情報編集（ユーザ一括アップロードの更新処理を含む） 

・ユーザのサービス情報の編集（サービス設定一括アップロードを含む） 

・部署階層新規登録（部署階層一括アップロードの追加処理を含む） 

・部署階層編集（部署階層一括アップロードの更新処理を含む） 

・ポリシーパターン管理でのポリシーパターンとユーザの紐付け 
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5．LDAP マッピング 

LDAP マッピングをクリックすると次の LDAP マッピング画面に遷移します。 

ここでは LDAP 連携でディレクトリサービスの情報を本システムへ反映するための、ディレクト

リサービスの属性とユーザの管理項目とのマッピングを設定できます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  本設定を利用するには別途設定が必要となります。ご購入・ご契約先もしくはサポートセンターまでお問

い合わせください。 

また、Ver2.0.0.0 以降である必要があります。 

  LDAP マッピングはユーザ個別認証には対応していません。 



 

165 

  
管理者向けマニュアル 

 

LDAP マッピングでは以下のマッピング設定とマッピング設定のテンプレートの編集を行うこと

ができます。 

・ユーザ情報マッピング 

・サービス一覧マッピング 

・サービス情報マッピング 

・ユーザ情報マッピングテンプレート 

・サービス情報マッピングテンプレート 

 

ユーザ情報マッピング 

ユーザ情報マッピングタブ内の編集をクリックするとユーザ情報マッピング編集画面に遷移しま

す。 

ここではユーザ情報とディレクトリサービスの属性とのマッピングを設定します。ユーザ情報の設

定項目に対応するディレクトリサービスの属性を指定してください。 
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ディレクトリサービスで管理しない項目については同期方法に「なし」を選択することでディレク

トリサービスの値を反映しなくなります。また、指定した属性を取得した結果、入力チェックでエ

ラーとなったものはユーザ情報に反映されません。 

入力チェックの内容はバリデーション欄に表示されています。 

 

ユーザ登録時に必須設定項目となっている部署・閲覧設定・ポリシーパターン ID はデフォルト値

を設定する必要があります。ユーザが未登録の場合で部署情報・閲覧設定・ポリシーパターン ID

の同期方法が「なし」の場合、または入力チェックの結果エラーであった場合には、ここで設定し

たデフォルト値がユーザ情報に反映されます。 

デフォルト部署の指定を行わずに保存をクリックした場合には下図のエラーが表示されます。 
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  LDAP 連携でユーザ連携方式に「LDAP 連携」が設定されている間は、ここで選択した部署及びポリシーパタ

ーン ID を削除することができません。 

ポリシーパターン ID はポリシーパターン設定が「無効」の場合であればデフォルトに指定したポリシーパターン

を削除できます。削除した場合、LDAP マッピングでのポリシーパターン ID は指定なしとなります。 

  ユーザ情報マッピングで同期方法に「属性」が選択された項目については、ユーザ情報編集・ユーザ情報

一括アップロードの更新処理で変更を行うことはできません。 

更新できるのは同期方法が「なし」となっている項目のみとなります。 

  部署コード・部署名の同期方法に「属性」が選択された場合、部署情報はディレクトリサービスで管理さ

れます。このとき部署階層管理では部署の新規登録ならびに部署名の変更を行うことができません。 

部署階層の新規登録・部署名の更新はディレクトリサービスのユーザ情報を反映するタイミングで行われます。 

 

  ポリシーパターン ID の同期方法に「属性」が指定されている場合には、ポリシーパターン管理でポリシー

パターンとユーザの紐付けを行うことができません。ただしポリシーパターン設定が「無効」の場合にはポリシ

ーパターンとユーザの紐付けを行うことができます。 
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サービス一覧マッピング 

サービス一覧マッピングタブ内の編集をクリックするとサービス一覧マッピング編集画面に遷移

します。 

ここではユーザが利用するサービスリストをもつディレクトリサービスの属性とのマッピングを

設定します。 

マッピングリスト追加をクリックすることで複数の属性と紐付けることが可能です。 

 

 

《同期方法に属性を指定》 

ユーザのサービスはディレクトリサービスで管理されます。 

そのため、ディレクトリサービスから取得して得られた結果の利用サービスの更新のみが可能で、

ユーザのサービスの初期化・サービスの登録は管理者 Web から行うことができません。 

またサービス設定でのサービスの自動関連付け設定が無効となります。 

 

・ユーザの利用サービスとして登録されている場合 

 

 

・ユーザの利用サービスとして登録されていない場合 

 

 

《同期方法になしを指定》 

ユーザの利用サービスの初期化・登録を管理者 Web で行うことができます。 

このとき、ユーザが新規登録される場合の初期サービスはサービス設定のサービスの自動関連付け

設定が有効となります。 
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サービス情報マッピング 

サービスを選択し、サービス情報マッピングタブ内の編集をクリックするとサービス情報マッピン

グ編集画面に遷移します。 

ここでは選択したサービスの設定項目が表示されます。設定項目に対応するディレクトリサービス

の属性を指定してください。 

 

 

ディレクトリサービスで管理しない項目については同期方法に「なし」を選択することでディレク

トリサービスの値を反映しなくなります。また、指定した属性を取得した結果、入力チェックでエ

ラーとなったものはユーザのサービス情報に反映されません。 

入力チェックの内容はバリデーション欄に表示されています。 

 

ユーザにサービスが新規に登録される場合で同期方法が「なし」の項目はサービス設定のサービス

設定雛形で指定した値が登録されます。また、サービス設定画面上でラジオボタンによる選択を行

う項目が入力チェックエラーとなった場合は、サービス設定のサービス設定雛形で指定した値が登

録されます。 

 

サービス情報マッピングで同期方法に「属性」が選択された項目については、サービス情報編集・

サービス設定一括アップロードの更新処理で変更を行うことはできません。更新できるのは同期方

法が「なし」となっている項目のみとなります。 

 

 

  サービス一覧マッピングが存在しない場合はサービス情報マッピングの設定は無効になります。 



 

170 

  
管理者向けマニュアル 

サービス一覧マッピングがなしの場合であってもサービスの自動紐付け設定の利用で「利用する」

を選択していた場合には、サービス情報マッピングでユーザのサービスの利用を設定することがで

きます。 

 

 

ユーザ情報マッピングテンプレート 

ユーザ情報マッピングテンプレートタブ内の編集をクリックするとユーザ情報マッピングテンプ

レート編集画面に遷移します。 

ここではユーザ情報マッピング及びサービス一覧マッピングでテンプレートの適用をクリックし

たときに反映される値の変更を行うことができます。 

  新たに自動紐付けサービスが追加された場合、ユーザの利用サービスへの反映はディレクトリサービスか

らユーザ情報の更新を反映するタイミングとなります。 

  本設定を利用するには別途設定が必要となります。ご購入・ご契約先もしくはサポートセンターまでお問

い合わせください。 

また、Ver2.0.4.0 以降である必要があります。。 

  サービスの自動紐付け設定の利用で「利用する」にした場合、サービス一覧マッピングは自動的になしに

更新されます。 
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サービス情報マッピングテンプレート 

サービスを選択し、サービス情報マッピングテンプレートタブ内の編集をクリックするとサービス

情報マッピングテンプレート編集画面に遷移します。 

ここではサービス情報マッピングの適用をクリックしたときに反映される値の変更を行うことが

できます。 

 

 

接続テスト 

ユーザ情報マッピング編集、サービス一覧マッピング編集、サービス情報マッピング編集画面で

LDAP ユーザ ID を入力し接続テストをクリックすると、画面で設定中のマッピング情報をディレ

クトリサービスから取得した結果を表示することができます。 
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下図はユーザ情報マッピング編集で接続テストを行った場合です。 

 

 

 

接続結果には指定した属性をディレクトリサービスから取得した結果が表示されます。 

チェック結果は接続結果に対して入力チェックを行った結果が表示されます。 

 

ディレクトリサービスから値を取得した結果は、ユーザ管理のユーザ情報詳細・サービス編集でも

LDAP 接続結果確認をクリックすることで確認することができます。 
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6．各種設定／メニュー制限 

電話帳サービスが登録されている場合に電話帳サービスの参照・編集に関する次の設定を行うこと

ができます。 

・社内電話帳の閲覧範囲の設定・変更 

・共有電話帳の閲覧範囲の設定・変更 

・閲覧可能な共有電話帳に対する編集許可の設定・変更 

・閲覧可能な共有電話帳に対する CSV ダウンロードの許可の設定・変更 

 

 

 

社内電話帳 

社内電話帳（利用者アカウント）の閲覧範囲の設定を行います。 

閲覧範囲は次の 3 種類より選択します 

・なし 

・全社 

・部署内 
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共有電話帳 

共有電話帳の閲覧範囲に関する設定と閲覧可能な共有電話帳の編集許可を設定します。 

閲覧範囲は次の 4 種類より選択します。 

・なし 

・全社 

・部署内 

・部署内（上位部署も含む） 

 

編集許可は許可かするか禁止するかを選択します。 

 

 

CSV ダウンロード 

電話帳利用者 WEB で閲覧可能な共有電話帳の CSV ダウンロードを許可するか禁止するかを選択

します。 
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7．復号化機能設定 

復号化に関する設定変更を行います。 

 

 

 

 

共通ユーザ ID 

復号化時に使用するユーザ ID 

(復号化に使用する ID/PWD として[共通設定の値]を設定した時に使用されます) 

 

共通パスワード 

復号化時に使用する PWD 

(復号化に使用する ID/PWD として[共通設定の値]を設定した時に使用されます) 

 

  本設定を利用するには別途設定、モジュールの配置等が必要となります。また 使用する復号化ライブラリ

によっては別途ライブラリの購入などが必要となります。ご購入・ご契約先もしくはサポートセンターまでお問

い合わせください。 

Ver2.0.4.1 以降である必要があります。 
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中継タイムアウト 

中継先アダプタとの通信を含めた 

復号処理全体でのタイムアウト時間(ms) 

 

コネクタ接続タイムアウト 

コネクタに接続する時の接続タイムアウト時間(ms) 

 

実行タイムアウト 

復号化処理の実行タイムアウト時間(ms) 

 

InfoCage FileShell 復号化コネクタの設定項目 

 

<<ドメイン>> 

所属するドメイン名 

 

<<暗号化ファイル読込先フォルダパス>> 

復号処理のために暗号化ファイルを書き出す先となるフォルダのフルパス 

 

<<復号化ファイル出力先フォルダパス>> 

復号処理の結果で復号されたファイルが出力されるフォルダのフルパス 

  



 

177 

  
管理者向けマニュアル 

アダプタ設定 

各アダプタの設定に ID/PWD として何を使用するかの項目がありますので設定します。 

対応サービス：Exchange/Domino/IMAP/POP/ファイル管理 

 

 

 

 

 

 

設定値名称 値の役割 

復号化に使用する ID/PWD アカウント設定の値: 

各サービス(Exchange/Domino など)で使用している ID/PWDを使用する 

(POP/IMAP の場合はメール受信 ID/PWD) 

ログイン時の値: 

アプリログイン時に使用した ID/PWD を使用する(認証連携をサポート

している認証方式でログインした場合のみ) 

共通設定の値: 

 復号化機能設定画面で設定した、共通ユーザ ID,共通パスワードを使用

する 
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8．サービス設定 

POP/Exchange/Domino/IMAP などの各サービス設定において、全ユーザ共通の情報を雛形（テン

プレート）として登録することができます。 

ユーザのサービス設定を手動で行う際には、テンプレートの適用により共通設定項目の入力を省略

することができます。サービス情報のエクスポートでは、サービス情報未設定のユーザに雛形が適

用された状態で CSV のダウンロードが行われます。 

 

 

サービスの自動関連付け設定 

この設定を「する」に指定すると、新規ユーザ作成時に雛形がコピーされた状態で当該サービス適

用が行われますので、手動でのサービス適用が不要となります。 

 

各サービス用の雛形設定画面は個別のサービスマニュアルをご確認ください。  

  POP、IMAP 以外のアクセス先情報（Exchange サーバ、ファイルサーバなど）は、ユーザのサービス情報で

はなくアダプタ設定にて管理者が設定します。 

  新規ユーザ登録時にサービスセットが指定されていた場合には、サービスの自動関連付け設定の状態は無

視されます。 
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サービス情報設定 

サービス設定画面の「サービス情報設定」をクリックすると、次のサービス情報設定画面へ遷移し

ます。 

ここでは、端末アプリのトップ画面に表示される、サービスの表示順を変更及び、サービスの削除

を行うことができます。 

 

  

  サービス追加を行うことができない場合には削除は表示されません。 
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《サービス表示順の変更》 

変更したいサービスの表示順を指定し、「更新」をクリックすると更新後のログインより変更が反

映されます。 

 

 

 

 

  

  複数のサービスに同一の表示順を設定することはできません。同一の表示順を指定すると下図のダイアロ

グが表示されます。 
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《サービスの削除》 

管理者 Web で登録したサービスは、削除を行うことができます。 

削除したいサービスを選択し、「削除」をクリックしてください。 

 

 

 

 

  削除できるのはサービス追加にて追加されたサービスのみです。サービス追加で追加されていないサービ

スは選択することができません。 

  サービスを選択せずに「削除」をクリックした場合、下図のダイアログが表示されます。 
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サービス追加 

サービス設定画面の「サービス追加」をクリックすると、次のサービス追加設定画面へ遷移します。 

ここでは、現在利用しているサービスのアダプタ設定内容を引き継いだ、サービスの複製を作成す

ることができます。 

作成後のサービスはベースにしたサービスから独立したサービスになりますので、ブラウザサービ

スの URL の追加やファイルサーバのサービスでカレントパスを追加が可能となります。 

 

ベースサービス選択 追加するサービスのベースとなるサービスを選択します。 

サービス名 追加するサービスのサービス名を指定します。空文字はエラーです。 

表示順 表示順自動採番 サービス表示順を自動で採番します。 

表示順指定 登録されているサービスの表示順とは異なる表示順を指定します。 

ベースサービスの引き継ぎ設定 アダプタ設定以外でベースサービスから引き継ぐ設定を設定します。 

 サービスの自動関連付け設定 サービス設定の自動関連付け設定を引き継ぐか選択します。 

サービス設定雛形 サービス設定のサービス設定雛形を引き継ぐか選択します。 

サービスアイコン ブランディングのサービスアイコン設定を引き継ぐか選択します。 

Web アダプタ設定 Web アダプタ設定を引き継ぐか選択します。 

※WebAdapter のサービスを選択した場合のみ表示されます。 

LDAP マッピング サービス情報

マッピング 

LDAP マッピングサービス情報マッピングを引き継ぐか選択します。 

※LDAP マッピングが利用できる場合のみ表示されます。 

LDAP マッピング サービス情報

マッピングテンプレート 

LDAP マッピングサービス情報マッピングテンプレートを引き継ぐか選択します。 

※LDAP マッピングが利用できる場合のみ表示されます。 
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サービス雛形管理 

サービス設定画面の「サービス雛形管理」をクリックすると、次のサービス雛形管理画面へ遷移し

ます。 

ここでは『サービスセット管理』で使用するサービス雛形の登録・更新・削除ができます。 

 

 

 

《サービス雛形の登録》 

「サービス雛形追加」をクリックすると次のサービス雛形追加画面が表示されます。 

雛形を登録したいサービスを選択し、サービス雛形 ID とサービス雛形名を入力し「登録」をクリ

ックしてください。 

 

 

 
  サービス雛形管理で登録するサービス設定項目はサービス設定画面の雛形と同じです。 

サービス雛形 ID はサービス毎に一意である必要があります。 
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《サービス雛形の更新》 

サービス雛形管理でサービス雛形 ID をクリックすると、次のサービス雛形編集画面に遷移します。

サービス雛形名は必須ですので必ず入力し、「更新」をクリックしてください。 

 

 

《サービス雛形の削除》 

サービス雛形管理画面で雛形を指定し、「削除」をクリックすることでサービス雛形が削除されま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  サービス雛形を削除しても、当該雛形を適用していたユーザのサービス及び設定は削除されません。 

削除したサービス雛形を設定しているサービスセットが存在した場合、サービスセットから当該サービスが除外

されますのでご注意ください。 
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サービスセット管理 

サービス設定画面の「サービスセット管理」をクリックすると、次のサービスセット管理画面へ遷

移します。 

ここでは、サービスセット（サービス雛形のグループ）を登録・更新・削除することができます。

サービスセットを登録することで、ユーザの利用に合わせたサービスの組み合わせを、新規ユーザ

作成時に適用することができます。 

 

 

《サービスセットの登録》 

「サービスセット追加」をクリックすると次のサービスセット追加画面が表示されます。 

サービスセット ID・サービスセット名は必須ですので必ず入力してください。「登録」をクリック

後、ユーザ新規登録時にサービスセットを選択することができます。 

 

 

サービスセット登録サービスの「追加」をクリックするとサービスセットでグループ化するサービ

スの選択及びサービス雛形管理で登録したサービス雛形の選択を行うことができます。 

選択したサービス雛形の設定値が画面下部に表示されるので、内容を確認し「設定」をクリックし

てください。 
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《サービスセットの更新》 

サービスセット管理でサービスセット ID をクリックすると次のサービスセット編集画面が表示さ

れます。サービスセット名を必ず入力し「更新」をクリックしたください。 

「更新」をクリック後に適用したユーザからサービスセットの内容が有効になります。変更前のサ

ービスセットを適用したユーザのサービスは変更されません。 

 

 

  サービス設定画面のサービス雛形を指定する場合は、テンプレート選択の指定なしをクリックします。 

サービスセット登録サービスを空で登録しユーザに適用した場合は、ユーザの利用サービスはなしになります。 
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《サービスセットの削除》 

サービスセット管理画面でサービスセットを選択し「削除」をクリックするとサービスセットが削

除されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  サービスセットを削除しても、当該サービスセットを適用していたユーザのサービスは削除されません。 
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9．アダプタ設定 

POP/Exchange/Domino/IMAP などの各サービスに対する全ユーザ共通の設定を行います。 

また、「導通確認」をクリックすることにより設定内容のテスト接続をすることができます。 

 

 

「詳細」をクリックするとサービスの設定を行うことができます。 

 

 

サービス毎の設定画面ならびに設定項目は個別のサービスマニュアルでご確認ください。  
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導通確認 

アダプタ設定一覧画面の「導通確認」をクリックする、またはアダプタ設定画面の「更新時に導通

確認を行う」にチェックを入れ「更新」をクリックすると、次の導通確認画面へ遷移します。 

ここでは登録された設定を使用し、サービスへのテスト接続を行うことができます。 

 

 

サービスに接続するために必要な情報を入力し「テスト接続」をクリックすると、アダプタ設定画

面及び導通確認画面の設定値に基づき、サービスへの接続を行います。 

 

設定が正しく行われていると下図のダイアログが表示され、アダプタ設定一覧画面の接続確認欄に

「○」が表示されます。 

  導通確認画面にはサービス設定画面で登録している雛形の設定値がデフォルト値として表示されます。 
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設定に誤りがあった場合には、エラーメッセージの内容がダイアログに表示され、アダプタ設定一

覧画面の接続確認欄に「×」が表示されます。 

 

 

  アダプタ一覧画面で「導通確認」をクリック場合、元となるサービスが同一であれば、複数のサービスの

導通確認を行うことができます。異なるサービスを選択した指定すると下図のダイアログが表示されます。 
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10．Web アダプタ設定 

「WebAdapter」(Ver1.9.4.0 以降)を利用した Web サービスでは「リクエスト書き換えルール」「レ

スポンス書き換えルール」「charset マッピング」の設定の参照、編集を行うことができます。 

 

 

 

＜リクエスト書き換えルール＞ 

端末アプリから送られてくる HTTP リクエストを書き換えたい場合に、その書き換えルールを定

義します。Web サーバには書き換えられた後の HTTP リクエストが送信されます。 

 

＜レスポンス書き換えルール＞ 

Web サーバから返ってくる HTTP レスポンスを書き換えたい場合に、その書き換えルールを定義

します。端末アプリには書き換えられた後の HTTP レスポンスが返されます。 

 

＜charset マッピング＞ 

Web サーバから返ってくる HTTP レスポンスの Content-Type ヘッダに付加されている charset

パラメータは、本システム標準でサポートされていない場合があります。そのような場合、レスポ

ンスの書き換え処理でエラーが発生し、レスポンスを書き換えることができません。また、本シス

テム標準でサポートしている場合でも実際の文字コードとは異なるものが設定されている場合が

あり、その場合は文字化けが発生する可能性があります。その場合、charset のマッピングを定義

し、エラーや文字化けが極力発生しないようにすることができます。 

 

  

  Ver1.9.3.x まではサーバの設定ファイルにより機能していたものを管理者 Web で編集可能となりました。 
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リクエスト書き換えルール 

 

《参照》 

Web アダプタ設定画面のリクエスト書き換えルールタブでは、リクエスト書き換えルールの設定を

参照することができます。 

 

 

[編集...]ボタン リクエスト書き換えルール編集画面へ遷移します 

[世代管理...]ボタン リクエスト書き換えルール世代管理画面へ遷移します 

[エクスポート／インポート...]ボタン リクエスト書き換えルールエクスポート/インポート画面へ遷移します 
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《編集》 

リクエスト書き換えルールを編集することができます。 

 

 

 

 

 

  

① 

② 
③ 

 

 ⑤ 

⑥ 

⑦ 

④ 
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[保存]ボタン 
― 

リクエスト書き換えルールを保存して[Web ア

ダプタ設定]画面へ戻ります 

[戻る]ボタン 
― 

編集内容を破棄して[Webアダプタ設定]画面へ

戻ります 

サービスの既定の書き換えルール ① 当該サービスの既定値を設定します。②のルールの何れにもマッチしなか

った場合に、このルールが適用されます。また、②のルールの何れかにマ

ッチした場合でも、空に設定されている項目がある場合は、このルールが

適用されます。 

 文字コード 

― 

クエリ文字列を再構築する場合の文字コード

を指定します。クエリ文字列の再構築を行わな

い場合は設定は不要となります。 

クエリ文字列 再構築しない クエリ文字列を再構築するか否かを指定しま

す 再構築する 

Content-Type ヘッダの 

charset パラメータ 

取り除かない Content-Type ヘッダに charset パラメータが

付いている場合に取り除くか否かを指定しま

す 
取り除く 

URL 毎の書き換えルール ② 表示されている順番に（上から下へ）URL のマッチングが行われます。「マ

ッチした場合」の設定が「このルールを適用して次へ」に設定されている

場合、以降のルールについても継続してマッチングが行われます。 

 URL マッチングルール ③ 項目名をクリックすると④の書き換えルール部分が開閉します 

 マッチングルール 前方一致 URLの文字列のマッチングルールを指定します 

後方一致 

中間一致 

完全一致 

正規表現一致 

大文字と小文字の区別 区別する URL のマッチング時、大文字小文字を区別する

か否かを指定します 区別しない 

マッチした場合 このルールを適用して終

了 

当該ルールを適用後、以降のルールについても

マッチングを行うか否かを指定します 

このルールを適用して次

へ 

対象 URL ― 書き換え対象となる URL を指定します 

コメント ― コメントを指定します 

 書き換えルール 

追加アイコン 
― 

当該書き換えルールの直後に書き換えルール

を追加します 

 書き換えルール 

削除アイコン 
― 

当該書き換えルールを削除します 

 書き換えルール 

移動アイコン 
― 

当該書き換えルールを移動する。アイコンをド

ラッグすることで移動が可能となります。 

書き換えルール ④  

 文字コード 

― 

クエリ文字列を再構築する場合の文字コード

を指定します。クエリ文字列の再構築を行わな

い場合は設定は不要となります。 

クエリ文字列 再構築しない クエリ文字列を再構築するか否かを指定しま

す 再構築する 

Content-Type ヘッダの 

charset パラメータ 

取り除かない Content-Type ヘッダに charset パラメータが

付いている場合に取り除くか否かを指定しま

す 
取り除く 

ヘッダ追記（上書き）ルール ⑤ リクエストヘッダに追加するヘッダを定義します。既に同じ名前のヘッダ

が存在する場合は、1 個目のヘッダを上書きします。 

 ヘッダ名 ― ヘッダ名を指定します 

値 

― 

ヘッダの値を指定します。下記のマクロ変数が

利用可能です。 

${LOGIN_ID} ログインユーザ ID 

${SERVICE_ID} サービスのユーザ ID 
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${SERVICE_PWD} サービスのパスワード 

コメント ― コメントを指定します 

 ヘッダ追加ルール 

追加アイコン ― 
当該「ヘッダ追加ルール」の直後に「ヘッダ追

加ルール」を追加します 

 ヘッダ追加ルール 

削除アイコン ― 
当該「ヘッダ追加ルール」を削除します 

ヘッダ追記（上書き）ルール ⑤ リクエストヘッダを削除します 

 ヘッダ名 
― 

削除したいヘッダのヘッダ名を指定する。大文

字／小文字は区別しません。 

 コメント ― コメントを指定します 

  ヘッダ削除ルール追加

アイコン 
― 

当該「ヘッダ削除ルール」の直後に「ヘッダ削

除ルール」を追加します。 

  ヘッダ削除ルール削除

アイコン 
― 当該「ヘッダ削除ルール」を削除します。 

パラメータ追加ルール ⑦   

 対象 Body または Query リクエストの Content-Type が 

「application/x-www-form-urlencoded」 

の場合は Body に、それ以外の場合はクエリ文

字列にパラメータを追加します。 

Body リクエストの Content-Type が 

「application/x-www-form-urlencoded」 

の場合、Body にパラメータを追加します。 

Query クエリ文字列にパラメータを追加します 

モード 追加 同じ名前のパラメータが存在するか否かにか

かわらずパラメータを追加します。 

追加(同名パラメータが

存在しない場合) 

同じ名前のパラメータが存在しない場合にの

みパラメータを追加します。 

上書き 同じ名前のパラメータが存在する場合にのみ

パラメータを上書きします。 

追加または上書き 同じ名前のパラメータが存在する場合はパラ

メータを上書き、存在しない場合はパラメータ

を追加します。 

パラメータ名 ― パラメータ名を指定します 

値 

― 

パラメータの値を指定します。下記のマクロ変

数が利用可能です。 

${LOGIN_ID} ログインユーザ ID 

${SERVICE_ID} サービスのユーザ ID 

${SERVICE_PWD} サービスのパスワード 

コメント ― コメントを指定します 

 パラメータ追加ルール 

追加アイコン ― 
当該「パラメータ追加ルール」の直後に「パラ

メータ追加ルール」を追加します。 

 パラメータ追加ルール 

削除アイコン ― 
当該「パラメータ追加ルール」を削除します 
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《世代管理》 

リクエスト書き換えルールの世代管理を行うことができます。 

世代管理では、設定のバックアップ、リストアを行うことができます。また、バックアップデータ

を一時的に有効にすることも可能とし、バックアップデータの設定内容を参照することもできます。

ただし、バックアップデータを編集することはできません。 

 

 

[戻る]ボタン [Web アダプタ設定]画面へ戻ります 

バックアップ名 バックアップ名を指定する。「現在の設定」が選択されている場合にのみ有効となります 

[バックアップ]ボタン 「現在の設定」に名前を付けてバックアップします。「現在の設定」が選択されている場

合にのみ有効となります。（現在の設定＝編集画面で編集可能な設定） 

[リストア]ボタン 選択したバックアップデータを、「現在の設定」としてリストアします。リストアすると

「現在の設定」がバックアップデータで上書きされます。「現在の設定」以外が選択され

ている場合にのみ有効となります。 

[有効にする]ボタン 選択したバックアップデータを有効にします。実際に適用される書き換えルールは「現在

の設定」ではなく有効に設定した書き換えルールとなります。また、有効な書き換えルー

ルの名前の後ろには「（有効な設定）」が付加され、太字で表示されます。「有効な設定」

以外が選択されている場合にのみ有効となります。 

[削除]ボタン 選択したバックアップデータを削除します。ただし有効となっているバックアップ（有効

な設定）は削除できません。「現在の設定」「有効な設定」以外が選択されている場合にの

み有効となります。 

書き換えルールリスト 「現在の設定」及びバックアップデータがリスト表示されます。バックアップデータのリ

ストは名前順ではなく、バックアップした順番（新しいものが先頭）に表示されます。ま

た「現在の設定」以外のバックアップ名をクリックすると、書き換えルールの参照画面へ

遷移し、書き換えルールを参照することができます。 
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《エクスポート／インポート》 

リクエスト書き換えルールのエクスポート／インポートを行うことができます。 

エクスポート／インポートの対象は、現在の設定だけでなく世代管理機能を利用してバックアップ

したリクエスト書き換えルールも含まれます。 

XML で出力されますので、エクスポートしたルールを編集しインポートすることが可能です。 

 
[戻る]ボタン [Web アダプタ設定]画面へ戻ります 

[エクスポート]ボタン 選択したリクエスト書き換えルールをエクスポートします。 

※「インポート名」以外が選択されている場合にのみ有効です。 

[インポート]ボタン リクエスト書き換えルールをインポートします。 

インポート名を選択してインポートした場合は新規追加となり、既存の設定を選択してイ

ンポートした場合は、指定された設定の上書きとなります。 

[参照...]ボタン ファイルを選択する画面が表示されるので、インポートするリクエスト書き換えルールを

選択してください。 

※ボタンの名称やデザインは Web ブラウザ毎に異なります。 

インポート名 既存の設定に上書きせずに、新規の設定として任意の名前を付けてインポートする場合

に、インポート名を指定します。 

書き換えルールリスト 「現在の設定」及びバックアップデータがリスト表示されます。バックアップデータのリ

ストは名前順ではなく、バックアップした順番（新しいものが先頭）に表示されます。 

 

 

 

  

  [エクスポート]ボタンをクリックした後は下図の[再読み込み]ボタンをクリックしないと操作ができませんの

でご注意ください。 
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レスポンス書き換えルール 

 

《参照》 

Web アダプタ設定画面のレスポンス書き換えルールタブでは、レスポンス書き換えルールの設定を

参照することができます。 

 

[編集...]ボタン レスポンス書き換えルール編集画面へ遷移します 

[世代管理...]ボタン レスポンス書き換えルール世代管理画面へ遷移します 

[エクスポート／インポート...]ボタン リクエスト書き換えルールエクスポート/インポート画面へ遷移します 
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《編集》 

レスポンス書き換えルールを編集することができます。 

 

 

 

  

② 
③ 

④ 

⑤ 

① 

⑥ 
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[保存]ボタン 
― 

レスポンス書き換えルールを保存して

[Web アダプタ設定]画面へ戻ります 

[戻る]ボタン 
― 

編集内容を破棄して[Web アダプタ設

定]画面へ戻ります 

サービスの既定の書き換えルール ① 当該サービスの既定値を設定します。②のルールの何れにもマッチしな

かった場合に、このルールが適用されます。また、②のルールの何れか

にマッチした場合でも、空に設定されている項目がある場合は、このル

ールが適用されます。 

 文字コード 

― 

クエリ文字列を再構築する場合の文字

コードを指定します。クエリ文字列の

再構築を行わない場合は設定は不要と

なります。 

Location ヘッダのクエリ文字列 再構築しない Location ヘッダのクエリ文字列を再構

築するか否かを指定します 再構築する 

URL 毎の書き換えルール ② 表示されている順番に（上から下へ）URL のマッチングが行われます。

「マッチした場合」の設定が「このルールを適用して次へ」に設定され

ている場合、以降のルールについても継続してマッチングが行われま

す。 

 URL マッチングルール ③ 項目名をクリックすると④の書き換えルール部分が開閉します 

 マッチングルール 前方一致 URL の文字列のマッチングルールを指

定します 後方一致 

中間一致 

完全一致 

正規表現一致 

大文字と小文字の区別 区別する URL のマッチング時、大文字小文字を区

別するか否かを指定します 区別しない 

マッチした場合 このルールを適用して終了 当該ルールを適用後、以降のルールに

ついてもマッチングを行うか否かを指

定します 

このルールを適用して次へ 

対象 URL ― 書き換え対象となる URL を指定します 

コメント ― コメントを指定します 

 書き換えルール追加 

アイコン 
― 

当該書き換えルールの直後に書き換え

ルールを追加します 

 書き換えルール削除 

アイコン ― 
当該書き換えルールを削除します 

 書き換えルール移動 

アイコン ― 

当該書き換えルールを移動する。アイ

コンをドラッグすることで移動が可能

となります 

書き換えルール ④  

 文字コード 

― 

クエリ文字列を再構築する場合の文字

コードを指定します。クエリ文字列の

再構築を行わない場合は設定が不要と

なります 

Location ヘッダのクエリ文字列 再構築しない Location ヘッダのクエリ文字列を再構

築するか否かを指定します 再構築する 

ヘッダ書き換えルール ⑤ レスポンスヘッダのヘッダ値を書き換えます。同じ名前のヘッダが複数

ある場合、該当する全てのヘッダに書き換えルールが適用されます。ま

た、指定したヘッダ名に該当するヘッダが存在しない場合は、書き換え

（ヘッダ追加）は行われません 

 マッチングルール 前方一致 ヘッダ値のマッチングルールを指定し

ます 後方一致 

中間一致 

完全一致 

正規表現一致 

大文字と小文字の区別 区別する ヘッダ値のマッチング時、大文字小文
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区別しない 字を区別するか否かを指定します 

対象端末種別 全て 当該ルールの適用対象となる端末を指

定します Android 

iOS 

ヘッダ名 

― 

書き換えの対象となるヘッダのヘッダ

名を指定します。ヘッダ名の大文字小

文字は区別されません 

対象文字列 

― 

書き換えの対象となるヘッダ値の文字

列を指定します。ここで指定した文字

列にマッチする箇所が書き換えられま

す 

新しい文字列 

― 

書き換え後の新しい文字列を指定す

る。下記のマクロ変数や、正規表現の

前方参照も利用可能となります 

${LOGIN_ID} ログインユー

ザ ID 

${SERVICE_ID} サービスのユ

ーザ ID 

${SERVICE_PWD} サービスのパ

スワード 

コメント ― コメントを指定します 

 ヘッダ書き換えルール追加 

アイコン 
― 

当該「ヘッダ書き換えルール」の直後

に 

「ヘッダ書き換えルール」を追加しま

す 

 ヘッダ書き換えルール削除 

アイコン ― 
当該「ヘッダ書き換えルール」を削除

します 

本文書き換えルール ⑥ レスポンスの本文を書き換えます。本文内のマッチした箇所を全て書き

換えます。 

 マッチングルール 中間一致 本文のマッチングルールを指定します 

正規表現一致 

大文字と小文字の区別 区別する 本文のマッチング時、大文字小文字を

区別するか否かを指定します 区別しない 

対象端末種別 全て 当該ルールの適用対象となる端末を指

定します Android 

iOS 

対象文字列 

― 

書き換えの対象となる本文の文字列を

指定します。ここで指定した文字列に

マッチする箇所が書き換えられます。 

新しい文字列 

― 

書き換え後の新しい文字列を指定しま

す。下記のマクロ変数や、正規表現の

前方参照も利用可能となります。 

${LOGIN_ID} ログインユー

ザ ID 

${SERVICE_ID} サービスのユ

ーザ ID 

${SERVICE_PWD} サービスのパ

スワード 

コメント ― コメントを指定する 

 本文書き換えルール追加 

アイコン ― 
当該「本文書き換えルール」の直後に

「本文書き換えルール」を追加します 

 本文書き換えルール削除 

アイコン ― 
当該「本文書き換えルール」を削除し

ます 
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《世代管理》 

レスポンス書き換えルールの世代管理を行うことができます。 

世代管理では、設定のバックアップ、リストアを行うことができます。また、バックアップデータ

を一時的に有効にすることも可能とし、バックアップデータの設定内容を参照することもできます。

ただし、バックアップデータを編集することはできません。 

「レスポンス書き換えルール世代管理画面」は「リクエスト書き換えルール世代管理画面」と同じ

構成なので、画面についての記載は『レスポンス書き換えルール』の項を参照してください。 

 

《エクスポート／インポート》 

レスポンス書き換えルールのエクスポート／インポートを行うことができます。 

エクスポート／インポートの対象は、現在の設定だけでなく世代管理機能を利用してバックアップ

したレスポンス書き換えルールも含まれます。 

「レスポンス書き換えルールエクスポート／インポート画面」は「リクエスト書き換えルールエク

スポート／インポート画面」と同じ構成なので、画面についての記載は『レスポンス書き換えルー

ル』の項を参照してください。 
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charset マッピング 

 

《参照》 

Web アダプタ設定画面の charset マッピングタブでは、charset マッピングの設定を参照すること

ができます。 

 

 

[編集...]ボタン charset マッピング編集画面へ遷移します 

Java の charset Java がサポートしてる charset を表示します 

コンテンツの charset 
Webサーバから送られてきたレスポンスの Content-Typeヘッダに付い

ている charset パラメータの値を表示します 

端末アプリに送る charset 
端末アプリに返すレスポンスの Content-Typeヘッダに付ける charset

パラメータの値を表示します 
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《編集》 

charset マッピングを編集することができます 

 

 

Java の charset Java がサポートしてる charset を指定します 

コンテンツの charset Webサーバから送られてきたレスポンスの Content-Typeヘッダ

に付いている charset パラメータの値を指定します 

端末アプリに送る charset 端末アプリに返すレスポンスの Content-Type ヘッダに付ける

charset パラメータの値を指定します 

 
マッピング追加アイコン（左） 

当該マッピングの直後にマッピングを追加します 

 マッピング削除アイコン（左） 
当該マッピングを削除します 

 コンテンツの charset追加アイコン（右） 
当該「コンテンツの charset」の直後に「コンテンツの charset」

を追加します 

 コンテンツの charset削除アイコン（右） 

当該「コンテンツの charset」を削除します。「コンテンツの

charset」の 1 個目は削除することができなので、本アイコンも

表示されません。 
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11．ブラウザブックマーク/タブ設定 

セキュアブラウザでのブックマーク/タブの機能の利用可否を設定します。 

 

共有ブックマーク:企業毎に保存。企業管理者のみ編集可能、ユーザは編集不可 

個人ブックマーク:ユーザ毎に保存。ユーザのみ編集可能、企業管理者は編集不可 

となっています。 

 

ブックマーク/タブの機能は Web サービス毎に有効/無効に設定する事が可能です。 

全体設定で無効にすると、Web サービス毎の設定で有効に設定されていても無効となります。 
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タブ機能 

この設定を「有効」に設定するとタブ機能をアプリで使用できるようになります。 

（Web サービス毎の設定でタブ機能を「無効」に設定している場合はそのサービスのみタブ機能が

無効となります） 

デフォルト値は「有効」です。 

 

ブックマーク機能 

この設定を「有効」に設定するとブックマーク機能をアプリで使用できるようになります。 

（Web サービス毎の設定でブックマーク機能を「無効」に設定している場合はそのサービスのみブ

ックマーク機能が無効となります） 

デフォルト値は「無効」です。 

 

最大アイテム数(ブックマーク + フォルダ) 

ブックマーク とフォルダを合わせて、作成可能なアイテム数を設定します。 

(1-50の範囲で設定可能) 

デフォルト値は「50」です。 
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最大フォルダ階層数 

共有/個人フォルダ以下にブックマークを含め何階層作成可能かの値です。 

(1-5の範囲で設定可能) 

デフォルト値は「3」です。 

 

３が設定されている場合 

共有/個人ブックマーク以下に ２階層までフォルダを追加可能です。 

３階層目にはブックマークの追加のみ可能です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

・Web サービス指定なし:共有ブックマーク 

メール本文のリンクからセキュアブラウザ直接表示 等 Webサービスを利用せず 

セキュアブラウザで Webページを表示した時に共有ブックマークが有効となるかを設定します。 

 

・Web サービス指定なし:個人ブックマーク 

メール本文のリンクからセキュアブラウザ直接表示 等 Webサービスを利用せず 

セキュアブラウザで Webページを表示した時に個人ブックマークが有効となるかを設定します。 

 

・Web サービス指定なし:タブ設定（全体設定と同じ） 

全体設定：タブ機能が有効 である時有効、全体設定：タブ機能が無効 である時無効となります。 

 

Webサービス指定なし 以降は 登録されている Webサービス毎に共有ブックマーク、個人ブックマー

ク、タブ機能の有効無効を設定できる項目が表示されます。 

共有/個人ブックマークの欄が  【 - 】 で表示されている Web サービスではブックマークの利用が

できません。（接続方式によりブックマーク機能が利用できません） 

 

・共有ブックマーク編集 ボタン 

共有ブックマーク管理画面へ遷移します。 
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共有ブックマーク:フォルダの追加 

フォルダを追加したい 親のフォルダを選択します。 

 

 

 

 

 

 

 

タイトルを入力し、 フォルダ追加 ボタンをクリックします。 

 

 

 

 

 

 

 

フォルダが追加されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

入力制限 

名称 : 1024文字 

URL : http:// https:// で始まる 2028文字 

（※文字によっては最大文字数入力できない可能性があります。） 
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共有ブックマーク:ブックマークの追加 

 

ブックマークを追加したい 親のフォルダを選択します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

タイトル,URL を入力し、 ブックマーク追加 ボタンをクリックします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ブックマークが追加されます。 

 

 

 

 

 

 

 

入力制限 

名称 : 1024文字 

URL : http:// https:// で始まる 2028文字 

（※文字によっては最大文字数入力できない可能性があります。） 
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共有ブックマーク:フォルダ/ブックマークの更新 

更新したいアイテムを選択、項目を編集して 更新ボタンをクリックします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

共有ブックマーク:フォルダ/ブックマークの削除 

削除したいアイテムを選択、削除ボタンをクリックします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

共有ブックマーク:フォルダ/ブックマークの移動 

アイテムを ドラッグ＆ドロップ する事でアイテムの移動/順序変更を行います。 
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12．利用可能時間設定 

利用可能時間の利用可否 

 

「利用可能時間を設定する」を選択した場合、以下の設定が可能となります。 

利用可能時間外のアクセス 

 

「禁止する」 ：利用可能時間外のアクセスはできません。 

「警告を表示し利用を可能にする」 ：「利用可能時間外です。」のメッセージを表示し、利用する

ことができます。 

利用可能時間の設定方法 

 

「利用可能な曜日と共通の利用可能時間を設定する」を選択 

利用可能曜日で端末アプリを利用可能な曜日の選択し、利用可能時間で利用可能曜日における

端末アプリを利用可能な時間帯を指定してください。 
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「曜日ごとに利用時間を選択する」を選択 

曜日ごとの利用可能時間の設定を指定してください。 

利用可能時間外の設定 

 

「利用時間外の日を個別に追加する」選択 

アイコンクリックにて利用時間外日を追加できます。 

 

「祝日を利用時間外として追加する」選択 

日本の祝日を利用時間外として設定します。 

 

利用可能時間は利用開始時間を含み利用可能終了時間は含まない時刻を指定する必要があります。

本設定で指定された時間外に端末アプリからのアクセスは無効となり、利用中のアクセスしたユー

ザを端末アプリからログアウトさせます。 

本設定で指定する時間帯は日本時間です。端末のタイムゾーン設定には依存しませんのでご注意く

ださい。デフォルト値は「設定しない」です。 
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利用可能日の設定 
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「警告を表示し利用を可能にする」を設定した場合 

   

(Android)      (iOS) 
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Chapter 12 個別設定 
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1. メール制御設定 

メール本文内のリンク（電話番号／メールアドレス／Web／フォルダ・ファイル）に関する設定を

行います。 

「更新」ボタンをクリックすると設定が保存されます。 
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メール本文のリンク表示制御 

メール本文内の各種リンクに対する扱いを指定します。 

リンク表示を ON に設定すると、スマートフォン端末にて、メール本文内に当該種類情報と判断さ

れた文字列に対するタップ操作が行えるようになります。 

本設定は、更新後のログインより有効となります。 

 

《メール本文のリンク表示制御》 

 

 

 

 

《テキスト形式の本文のリンク表示》 

電話番号、メールアドレス、Web URL、フォルダ／ファイルと判断された文字列が設定に従いリ

ンク表示されます。 

 

《HTML 形式の本文のリンク表示》 

Android/iOS 共通 HTML 内の既存のリンクは、本設定に関係なくリンク表示されますが、リンク表示が OFF に設定

されている場合は、リンクをタップしても反応しません 

Android HTML 内の既存のリンクに加えて、電話番号と判断された文字列が設定に従いリンク表示されま

す 

iOS HTML 内の既存のリンクに加えて、電話番号、メールアドレス、Web URL と判断された文字列が

設定に従いリンク表示されます 

 

  

  本設定でリンク表示を ONにしても、フィーチャーフォンではリンク表示は行われません。 
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Web リンク制御 

スマートフォンで「メール本文」「予定のメモ」内の Web リンク、または「連絡先」「電話帳」「名

刺管理」の Web URL をタップした場合の動作を設定することができます。 

初期状態では、既定の動作に関わる設定項目のみ表示されますが、URL 毎の動作設定（「Web リン

ク制御ルール」と呼びます）を動的に追加することもできます。 

本設定は、更新後すぐに有効となります。 

 

《Web リンク制御 － 初期状態》 

 

 

初期状態から Web リンク制御ルールを追加する場合は、「ルール追加」ボタンをクリックします。 

 

《Web リンク制御 － 初期状態から Web リンク制御ルールを追加》 

 

 

Web リンク制御ルールが複数ある場合、上から順にマッチングを行い、最初にマッチしたルールが

適用されます。 
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既定の動作 

どの Web リンク制御ルールにもマッチしなかった場合の既定の動作を

選択します。 

 

[セキュアブラウザで直接表示] 

 
本システムのセキュアブラウザを利用しますが、本システムのサ

ーバを経由せずに Web サーバに直接アクセスします。 

[標準ブラウザで表示] 

 端末の標準ブラウザを利用して Web サーバにアクセスします。 

[アクセスを拒否] 

 

アクセスを拒否し、下記のメッセージを端末アプリに通知しま

す。 

「この URL へのアクセスは許可されていません。」 

ユーザに Web サービスが割り当てられていない

場合の動作 

マッチした Web リンク制御ルールの動作が「セキュアブラウザで Web

サービスを利用して表示」に設定されているが、指定した Web サービ

スがユーザに割り当てられていない場合の動作を選択します。 

 

[マッチング継続] 

 

他の Web リンク制御ルールとのマッチングを行います。最終的に

どのルールにもマッチングしなかった場合は、既定の動作が適用

されます。 

[既定の動作を適用] 

 既定の動作を適用します。 

Web リンク 

制御ルール 

マッチングタイプ 対象 URL の文字列のマッチングタイプを選択します。 

大文字と小文字の区別 URL のマッチング時、大文字と小文字を区別するかを選択します。 

対象 URL（必須） Web リンク制御の対象となる URL を指定します。 

動作 

指定した URL にマッチした場合の動作を選択します。 

 

[セキュアブラウザで Web サービスを利用して表示] 

 

本システムのセキュアブラウザを利用し、本システムのサーバを

経由して Web サーバへアクセスします。その際、指定された Web

サービスの設定が適用されます。 

[セキュアブラウザで直接表示] 

 
本システムのセキュアブラウザを利用しますが、本システムのサ

ーバを経由せずに Web サーバに直接アクセスします。 

[標準ブラウザで表示] 

 端末の標準ブラウザを利用して Web サーバにアクセスします。 

[アクセスを拒否] 

 

アクセスを拒否し、下記のメッセージを端末アプリに通知しま

す。 

「この URL へのアクセスは許可されていません。」 

Web サービス 

動作で「セキュアブラウザで Web サービスを利用して表示」を選択し

た場合に、利用する Web サービスを選択します。 

Web アダプタを利用するように設定されている Web サービスのみが選

択肢として表示されます。 

コメント 当該 Web リンク制御ルールのコメントを指定します。 

 

ルール追加アイコン 
当該 Web リンク制御ルールの直後に、新しい Web リンク制御ルールを

追加します。 

 

ルール削除アイコン 当該 Web リンク制御ルールを削除します。 

 
ルール移動アイコン 

アイコンをドラッグすると、当該 Web リンク制御ルールを移動するこ

とができ、ルールの順番を入れ替えられます。 
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フォルダ／ファイルリンク制御 

メール本文内のフォルダ／ファイルを示す文字列のリンクに関する制御を設定します。 

フォルダ／ファイルリンクのリンク先へのアクセスに利用するファイル管理サービスの指定と、そ

のマッチング方法を指定します。 

 

 

ユーザに割り当てられているサービス ユーザに割り当てられているファイル管理サービスを利用して、フ

ォルダまたはファイルの操作を行うか否かを選択します。 

 サーバ名とフォルダパスが一致している ファイル管理サービスの接続先として指定されているファイルサー

バの「サーバ名」「フォルダパス」が、リンクに指定されている「サ

ーバ名」「フォルダパス」の両方と一致するサービスのみを対象とし

ます。 

「リンクに指定されているフォルダパス」が「ファイル管理サービ

スの接続先に指定されているフォルダパス」と同階層か、下位の階

層であれば「フォルダパス」は一致しているものと判定されます。 

サーバ名が一致している ファイル管理サービスの接続先として指定されているファイルサー

バの「サーバ名」が、リンクに指定されている「サーバ名」と一致

するサービスのみを対象とします。 

すべて すべてのサービスを対象とします。 

ユーザに割り当てられていないサービス 

（ID と PASSWORD の認証情報連携が有効） 

ユーザに割り当てられていないファイル管理サービスを利用して、

フォルダまたはファイルの操作を行うか否かを選択します。ただし、

ファイルサーバに接続するためには、ユーザの認証情報が必要であ

るため「ID と PASSWORD の認証情報連携」が有効になっているサー

ビスのみを対象とします。 

 サーバ名とフォルダパスが一致している ファイル管理サービスの接続先として指定されているファイルサー

バの「サーバ名」「フォルダパス」が、リンクに指定されている「サ

ーバ名」「フォルダパス」の両方と一致するサービスのみを対象とし

ます。 

「リンクに指定されているフォルダパス」が「ファイル管理サービ

スの接続先に指定されているフォルダパス」と同階層か、下位の階

層であれば「フォルダパス」は一致しているものと判定されます。 

 サーバ名が一致している ファイル管理サービスの接続先として指定されているファイルサー

バの「サーバ名」が、リンクに指定されている「サーバ名」と一致

するサービスのみを対象とします。 

 すべて すべてのサービスを対象とします。 

 

また、ファイル管理サービスに定義されているファイルサーバ名とフォルダ／ファイルリンクに指

定されているファイルサーバ名が異なる場合でも、正常にマッチングできるようにファイルサーバ
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名の別名を定義することができます。 

 

 

 

ファイルサーバ ファイルサーバ名を表示、または入力します。 

ファイルサーバの別名 ファイルサーバの別名を入力します。 

複数指定する場合はカンマ「,」で区切ってください。 

対象サービス アダプタ設定 当該ファイルサーバが、アダプタ設定に定義されている場合、その

サービス名を表示します。 

ユーザ個別設定 当該ファイルサーバが、ユーザのサービス設定に定義されている場

合、そのサービス名を表示します。 

＜ファイルサーバの追加定義がない場合＞ 

 [ファイルサーバ追加]ボタン ファイルサーバの入力欄を追加します。 

どのファイル管理サービスにも紐づいていないファイルサーバ（追

加で定義したファイルサーバ）が 0 件の場合にのみ表示されます。 

＜ファイルサーバの追加定義がある場合＞ 

 ファイルサーバ追加アイコン 当該ファイルサーバの直後に、ファイルサーバの入力欄を追加しま

す。 

 ファイルサーバ削除アイコン 当該ファイルサーバを削除します。削除できるのは、どのファイル

管理サービスにも紐づいていないファイルサーバ（追加で定義した

ファイルサーバ）のみです。 

 

 

  

  フォルダ／ファイルのリンク表示を行うには Ver2.0.1 のアダプタモジュールを導入する必要があります。 
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2．機能抑制設定 

スマートフォンにおける機能抑制を設定します。 

変更は即時に反映され、更新後のログインより有効となります。 

 

コピー＆ペースト抑制 

アプリ内でのテキストコピーを抑制することができます。 

本機能は Android・iOS いずれの端末でも有効です。 

禁止する 全てのコピー＆ペーストが利用できません 

アプリ内のみ許可 

アプリ内部だけでのコピー＆ペーストが可能です 

※ただし外部からのアプリへのコピー＆ペースト設定によっては外部からのアプリへの

コピーが利用できます 

禁止しない アプリから外部へのコピーを含む全てのコピー＆ペーストが可能です 

 

外部からのアプリへのコピー＆ペースト 

コピー＆ペーストの設定で「アプリ内のみ許可」を設定した場合にのみ設定が有効となります。 

外部からのコピー＆ペーストを抑制できます。 

 

画面キャプチャ抑制 

「行う」に設定した場合、Android 端末では画面キャプチャ操作自体が抑制されますが、iOS 端末

では Apple 社の制約によりキャプチャ操作自体を抑制することができません。そのため、画面キャ

プチャ操作を事後に検知し、サーバに対してキャプチャ操作が行われたことを通知します。端末ア

プリでは、キャプチャを検知してサーバに通知する旨がダイアログで表示されます。 
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外部出力／ミラーリング 

Android端末のクロームキャスト、iOS端末のAirPlayによる外部出力を許可するかを設定します。 

(※Android 端末のミラキャストによる外部出力はこの設定では動作は変わらず、画面キャプチャ

抑制の設定で動作が変わります。 

画面キャプチャ抑制:ミラキャストによる外部出力禁止 画面キャプチャ抑止しない:ミラキャスト

による外部出力有効) 

 

画面キャプチャをおこなったユーザの利用停止 

画面キャプチャ抑制を有効にしている場合、キャプチャ操作検知を受信した際に対象ユーザを次回

ログインから利用停止とするかどうかを設定します。 

本指定は、前項の理由により iOS 端末に対してのみ有効です。 
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3．ファイル変換設定 

  

メールの添付ファイル・ファイル参照・セキュアブラウザのファイル参照は、次の 2 種類の方式で

行います。 

・ 端末アプリでの直接参照（スマートフォンのみ） 

・ サーバ側で PDF 形式に変換して参照（スマートフォンのみ） 
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画面上部では、主にスマートフォンでの参照方式ならびに ZIP 圧縮ファイルに関する項目と参照し

たファイルデータについての設定を行います。 

ファイル変換の禁止 ここにチェックを付けるとすべてのファイル参照ができなくなります 

添付ファイル一覧表示数 添付ファイル一覧は最大 10 個までですが、より少ない上限を設定できます 

JPEG/SVGT 変換の可否 JPEG・SVGT 変換を行う場合はチェックを付けます 

PDF 変換 iOS・Android 端末において、Office 文書を PDF に変換して参照する場合はチェック

を付け、Word,Excel,PowerPoint での最大変換ページ数を設定します 

ファイル直接表示 

＊スマートフォンのみ 

サーバでの JPEG・SVGT 変換をおこなわず、端末アプリで直接参照する場合はチェッ

クを付けます。iOS では PDF, txt, doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, bmp, jpg, png, 

gif、Android では PDF が直接表示可能です。 

このチェックを外すと、すべての端末で JPEG・SVGT 変換を行います 

ZIP ファイル参照の可否 

＊スマートフォンのみ 

ZIP ファイルに格納されたファイルを参照したい場合はチェックを付けます 

ZIP ファイル一覧表示数 

＊スマートフォンのみ 

ZIP ファイル内のファイル一覧表示数を指定します 

ZIP ファイルサイズの上限 

＊スマートフォンのみ 

指定したサイズ以上の ZIP ファイルは内容の参照を行いません 

キャッシュへの保存の可否 ここにチェックをつけると参照したファイルデータをサーバのキャッシュに保存し

なくなります。キャッシュに保存しない設定にした場合でも、一時的にキャッシュ

に保存することがありますので、保存期間を設定してください。 

一時的にキャッシュに保存したオ

リジナルデータ／PDF の保存期間 

一時的にキャッシュへ保存したオリジナルデータ／PDF のデータ保存期間を設定し

ます。キャッシュへの保存の可否でチェックをつけた場合に有効となります。＊1 

一時的にキャッシュに保存した

ZIP データの保存期間 

一時的にキャッシュへ保存した ZIP データの保存時間を設定します。キャッシュへ

の保存の可否でチェックをつけた場合に有効となります。＊1 

一時的にキャッシュに保存した

JPEG データの保存期間 

一時的にキャッシュへ保存した JPEG データの保存期間を設定します。キャッシュへ

の保存の可否でチェックをつけた場合に有効となります。＊1 

＊1 「-1」を指定した場合、キャッシュにファイルデータを保存しない設定になっていても、ログイン中はキャッシュ

が保持されます。 

 

当画面でファイル変換とファイル直接表示の設定値がデフォルトの場合、端末動作は次のようにな

ります。 

フィーチャーフォン JPEG・SVGT 変換をおこなう 

Android PDF ファイルの参照時 JPEG・SVGT 変換か直接表示を選択 
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その他ファイル参照時 JPEG・SVGT 変換か PDF 変換を選択 

iOS PDF ファイルの参照時 JPEG・SVGT 変換か直接表示を選択＊2 

その他ファイル参照時 JPEG・SVGT 変換か PDF 変換か直接表示を選択＊3 

＊2 iOSのバージョンにより PDF直接表示ができない場合があり、その際はフィーチャーフォンと同じ動作となります。 

＊3 iOS のバージョンにより Office 文書の直接表示ができない場合があり、その際は Android と同じ動作となります。 

 

画面下部では、JPEG/SVGT 変換についての指定を行います。 

ファイルは、ページ単位で JPEG または SVGT に変換されます。 

クラウドの場合は JPEG・SVGT の選択が可能ですが、オンプレミスの場合はシステム導入時に変

換方式が決定されます。SVGT の場合は変換パラメータ設定が表示されず JPEG の場合は変換方式

の選択ができません。 

変換方式 JPEG／SVGT を選択します 

SVGT を選択すると以降のパラメータは設定不可となります 

maxImageWidth 作成される JPEG の最大幅（単位：ドット数） 

maxImageHeight 作成される JPEG の最大高（単位：ドット数） 

maxImageSize JPEG の最大サイズ（単位：バイト数） 

＊ここで指定したサイズを超えたページの閲覧はできません 

＊i アプリでは 122880 を超えない値を設定してください 

level 作成される JPEG の品質（1～100 ＊100 が最高品質） 

 

maxImageWidth と maxImageHeight の値を大きくすると、作成される JPEG の画素数が大きく

なりますので、より細かい部分まで参照することができます。一方、levelの値を大きくすると JPEG

特有のモアレ等の画像劣化を抑えることができます。 

しかしながら、上記の値を大きくすると作成される JPEG 画像のサイズが大きくなり、添付ファイ

ルのページ参照時に時間を要するようになります。 

 

表示されるデフォルト値は、弊社にて最適と思われる値を設定したものです。 

特に問題がない限りデフォルト値をお使いいただくようおすすめします。 
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4．誤送信防止設定 

社外ドメインを宛先とするメールを端末アプリで送信する際のチェックを設定します。 

 

 

メールチェック メールチェックの実施 メール送信時に誤送信防止チェックを実施するかを指定します。 

社内ドメイン メールドメイン 社内ドメイン扱いとするドメインを指定します。指定した内容は、

メールの宛先文字列の「@」マーク以降と比較され一致した宛先を社

内向けの宛先、一致しない宛先を社外向けの宛先として扱います。

ドメインの指定には「*」によるワイルドカード指定が可能です。 

送信時注意喚起画

面 

説明文言 端末アプリに表示する注意喚起画面の見出しとして表示する文字列

を指定します。 

BCC 自動移行 

チェック 

チェックの実施 BCC 自動移行チェックを実施するかを指定します。 

送信時注意喚起文言 BCC 自動移行チェックの結果、ユーザによるチェックが必要な場合

に表示する文字列を指定します。 

チェック不要時文言 BCC 自動移行チェックの結果、ユーザによるチェックが不要な場合

に表示する文字列を指定します。 
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誤送信防止 

チェック 

チェックの実施 誤送信防止チェックを実施するか否かを指定します。 

送信時注意喚起文言 誤送信防止チェックの結果、ユーザによるチェックが必要な場合に

表示する文字列を指定します。 

添付ファイル 

パスワード 

チェック 

チェックの実施 添付ファイルのパスワードチェックを実施するかを指定します。 

パスワードありの場合の 

送信時注意喚起文言 

添付ファイルにパスワードが付与されている場合で、ユーザによる

チェックが必要な場合に表示する文字列を指定します。 

パスワード無しの場合の 

ファイルの送信可否 

添付ファイルパスワードチェック対象でパスワードが付与されてい

ないファイルが添付されているメールの送信可否を指定します。 

パスワード無しの場合の 

送信時注意喚起文言 

添付ファイルにパスワードが付与されていない場合で、送信可能を

設定した場合に表示する文字列を指定します。 

パスワード無しの場合の 

送信禁止時表示文言 

添付ファイルにパスワードが付与されていない場合で、送信不可を

設定した場合に表示する文字列を指定します。 

パスワード確認対象外 

ファイルの送信可否 

添付ファイルパスワードチェック対象外のファイルが添付されてい

るメールの送信可否を指定します。 

パスワード確認対象外ファイ

ルの送信時注意喚起文言 

添付ファイルにパスワードチェック対象外のファイルが存在した場

合で、送信可能を設定した場合に表示する文字列を指定します。 

パスワード確認対象外ファイ

ルの送信禁止時表示文言 

添付ファイルにパスワードチェック対象外のファイルが存在した場

合で、送信不可を設定した場合に表示する文字列を指定します。 

チェック不要時文言 添付ファイルパスワードチェックの結果、ユーザによるチェックが

不要な場合に表示する文字列を指定。 

 

BCC 自動移行チェック 

To、Cc に社外ドメインがするかのチェックについて設定します。 

 

誤送信防止チェック 

送信するメールの宛先（To、Cc、Bcc）に社外ドメインが含まれているかのチェックについて設定

します。添付ファイルが存在する場合、本チェックは行われません。 

 

添付ファイルチェック 

・送信するメールの宛先（To、Cc、Bcc）に社外ドメインが含まれているか 

・送信するメールに添付ファイルが存在するか 

・送信するメールに添付されたファイルの種類、パスワードが設定されているか 

についてのチェックを設定します。 
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  添付ファイルの種類は拡張子で判断します。次の拡張子以外のファイルはパスワード確認対象外ファイル

として扱います。 

・doc、docx、xls、xlsx、ppt、pptx、pdf、zip 

  送信禁止を設定した場合には、注意喚起画面上で操作を行ったとしても送信可能にはならないため、注意

喚起画面を表示せずにエラーとします。 
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5．アプリ抑止（ブラックリスト） 

端末アプリの利用を抑止するためのブラックリストを設定します。 

ここで指定したアプリのいずれかが端末にインストールされている場合に、端末アプリでログイン

操作が行えません。変更は即時に反映され、更新後のログインより有効となります。 

《Android の場合》 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《iOS の場合》 

 

アプリ抑止（ブラックリスト）の登録情報を指定し、検索を行うことができます。 

ポリシーパターン設定が有効な場合、ポリシーパターンも検索条件となります。 

 

 

 

  iOS12 以降は OS の仕様上動作ないため、iOS で利用する場合は iOS11 以下である必要があります。 
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新規登録 

アプリ抑止（ブラックリスト）画面の「新規登録」をクリックすると、次のアプリ抑止（ブラック

リスト）新規登録画面に遷移します。 

 

《Android の場合》 

 

 

《iOS の場合》 

 

 

アプリ名は Android、iOS ともに必須項目となります。iOS の場合、URL スキームか Bundle ID

のいずれかの指定も必要です。登録内容の制限については一括アップロードの項をご確認ください。 

「条件追加」をクリックすると登録するアプリの AND 条件として指定するアプリを設定できます。

AND 条件が設定された場合、指定したアプリ全てがインストールされているとログインできませ

ん。 

入力後に「登録」ボタンをクリックし、内容を登録します。 

  iOS の URL スキーム指定で制御を行う場合、事前にアプリにも情報を埋め込む必要があります。 

Android でパッケージ名を省略すると処理が遅くなる可能性があります。 

  「条件追加」で設定できるアプリは最大 4 つ（全部で 5つ）のアプリ情報です。 
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変更 

アプリ抑止（ブラックリスト）画面の検索結果から「変更」をクリックすると、次のアプリ抑止（ブ

ラックリスト）変更画面に遷移します。 

「条件追加」をクリックすると AND 条件として指定するアプリの追加、「削除」をクリックする

と AND 条件に指定しているアプリを削除することができます。 

内容を変更後、「更新」をクリックしてください。 

 

《Android の場合》 

 

 

《iOS の場合》 

 

 

  

  AND 条件が有効になるのはアプリのバージョンが Android は 2.4.2.0、iOS は 2.4.9 以上である必要があり

ます。 
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削除 

アプリ抑止（ブラックリスト）画面でアプリにチェックを入れ「削除」をクリックすると登録した

アプリ情報が削除されます。 

AND 条件が設定されたアプリを選択した場合には、条件を含むすべてのアプリ情報が削除されま

す。 

 

 

ダウンロード 

アプリ抑止（ブラックリスト）画面の「ダウンロード」をクリックすると表示されている検索結果

の CSV ファイルをダウンロードできます。 

ダウンロードした CSV ファイルはそのまま一括アップロードに使用することができます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ポリシーパターン設定が有効の場合、「BlackListExport-アプリ種別-ポリシーパターン ID-年月日.csv」

が出力されます。ファイル内にポリシーパターン ID は出力されませんのでご注意ください。 

  検索が実行されていない場合、下図のダイアログが表示されます。 

※検索結果が存在しない場合には、CSV ファイルのダウンロードは可能です。 
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アップロード 

アプリ抑止（ブラックリスト）画面の「一括アップロード」をクリックすると次のブラックリスト

一括アップロード画面に遷移します。 

 

 

処理の種類を追加・更新・削除から選択し、参照ボタンをクリックして登録情報が入った CSV フ

ァイルを指定します。 

CSV の登録内容にエラーがない場合、「アップロード」をクリックすると次の画面に遷移しますの

で「登録」ボタンをクリックして一括処理を行います。 

  検索結果をダウンロード後は下図の再読み込みボタンをクリックしないと、削除が実行できません。 
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CSV の登録内容にエラーが検出されると、次のようにエラー内容が表示され登録ボタンのクリッ

クができない状態になります。CSV を修正し、再度ブラックリスト一括アップロード画面からフ

ァイル指定を行って下さい。 

 

 

ブラックリスト情報アップロード用 CSV ファイルのフォーマットは次のとおりです。 

《Android の場合》 

No. カラム名 
最大 

文字数 
利用可能文字 

入力必須（アップロー

ド） 

備考 

追加 更新 削除 

1 id 10 半角数字  ○ ○ アプリを一意に識別するための ID 

2 

3 

アプリ名 151 制限なし ○ ○   

3 パッケージ名 256 半角英数記     

4 id_2 10 半角数字    アプリを一意に識別するための ID 

5 アプリ名_2 151 制限なし ※1 ※1   

6 パッケージ名 2 256 半角英数記     

7 id_3 10 半角数字    アプリを一意に識別するための ID 

8 アプリ名_3 151 制限なし ※1 ※1   

9 パッケージ名_3 256 半角英数記     

10 id_4 10 半角数字    アプリを一意に識別するための ID 

11 アプリ名 4 151 制限なし ※1 ※1   

12 パッケージ名 4 256 半角英数記     

13 id_5 

 

10 半角数字    アプリを一意に識別するための ID 

14 アプリ名 5 151 制限なし ※1 ※1   
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15 パッケージ名 5 256 半角英数記     

 

《iOS の場合》 

No. カラム名 
最大 

文字数 
利用可能文字 

入力必須（アップロー

ド） 

備考 

追加 更新 削除 

1 

 

id 10 半角数字  ○ ○ アプリを一意に識別するための ID 

2 

 

アプリ名 151 制限なし ○ ○   

3 

 

URL スキーム 1024 半角英数記 △ △  Bundle ID とどちらか必須 

4 

 

Bundle ID 256 半角英数記 △ △  URL スキームとどちらか必須 

5 

 

 

id_2 10 半角数字    アプリを一意に識別するための ID 

6 

 

アプリ名_2 151 制限なし ※1 ※1   

7 

 

URL スキーム_2 1024 半角英数記 ※2 ※2  Bundle ID とどちらか必須 

8 

 

 

 

Bundle ID_2 256 半角英数記 ※2 ※2  URL スキームとどちらか必須 

9 

 

 

id_3 10 半角数字    アプリを一意に識別するための ID 

10 

 

 

アプリ名_3 151 制限なし ※1 ※1   

11 

 

 

URL スキーム_3 1024 半角英数記 ※2 ※2  Bundle ID とどちらか必須 

12 Bundle ID_3 256 半角英数記 ※2 ※2  URL スキームとどちらか必須 

13 id_4 10 半角数字    アプリを一意に識別するための ID 

14 アプリ名_4 151 制限なし ※1 ※1   

15 URL スキーム_4 1024 半角英数記 ※2 ※2  Bundle ID とどちらか必須 

16 Bundle ID_4 256 半角英数記 ※2 ※2  URL スキームとどちらか必須 

17 id_5 10 半角数字    アプリを一意に識別するための ID 

18 アプリ名_5 151 制限なし ※1 ※1   

19 URL スキーム_5 1024 半角英数記 ※2 ※2  Bundle ID とどちらか必須 

20 Bundle ID_5 256 半角英数記 ※2 ※2  URL スキームとどちらか必須 

※1…AND 条件を登録する場合には必須となります。 

※2…AND 条件を登録する場合に URL スキームか Bundle ID のいずれかの入力が必須となります。 

 

 

 

 

  ポリシーパターン設定が有効の場合、アップロード時にポリシーパターンを選択する必要があります。 

  AND 条件のアプリ名が入力されていない場合は、AND 条件のアプリ情報は登録されません。 

  AND 条件のアプリ情報を更新する場合には id を指定する必要があります。id はシステムにより採番されま

す。 
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  AND条件に含まれるアプリ情報の idを別の行に指定した場合には重複チェックエラーとなりますのでご注

意ください。 
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6．アプリ抑止（ホワイトリスト） 

端末アプリの利用を抑止するためのホワイトリストを設定します。 

ここで指定したアプリ全てが端末にインストールされていない場合に、端末アプリでログイン操作

が行えません。変更は即時に反映され、更新後のログインより有効となります。 

 

《Android の場合》 

 

 

《iOS の場合》 

 

 

アプリ種別を指定し、検索を行うことができます。 

ポリシーパターン設定が有効な場合、ポリシーパターンも検索条件となります。 

 

  iOS12 以降は OS の仕様上動作ないため、iOS で利用する場合は iOS11 以下である必要があります。 
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新規登録 

アプリ抑止（ホワイトリスト）画面の「新規登録」をクリックすると、次のアプリ抑止（ホワイト

リスト）新規登録画面に遷移します。 

 

《Android の場合》 

 

 

《iOS の場合》 

 

 

アプリ名は Android、iOS ともに必須項目となります。iOS の場合、URL スキームか Bundle ID

のいずれかの指定も必要です。登録内容の制限についてはアプリ抑止（ブラックリスト）と同じ構

成ですので、アプリ抑止（ブラックリスト）の項をご確認ください。 

「条件追加」をクリックすると登録するアプリの OR 条件として登録するアプリ情報を指定できま

す。OR 条件を指定した場合、いずれかのアプリがインストールされていればログインが可能とな

ります。 

入力後に「登録」ボタンをクリックし、内容を登録します。 
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変更 

アプリ抑止（ホワイトリスト）画面の検索結果から「変更」をクリックすると、次のアプリ抑止（ホ

ワイトリスト）変更画面に遷移します。 

「条件追加」をクリックすると OR 条件として指定するアプリの追加、「削除」をクリックすると

OR 条件に指定しているアプリを削除することができます。 

内容を変更後、「更新」をクリックしてください。 

 

《Android の場合》 

 

 

  iOS の URL スキーム指定で制御を行う場合、事前にアプリにも情報を埋め込む必要があります。 

Android でパッケージ名を省略すると処理が遅くなる可能性があります。 

  Android の場合、起動確認の有無を指定できます。「あり」を選択した場合、アプリの起動をしていなけれ

ば端末アプリでログインを行うことができません。 

  「条件追加」で設定できるアプリは最大 4 つ（全部で 5つ）のアプリ情報です。 

  OR 条件が有効になるのはアプリのバージョンが Android は 2.4.2.0、iOS は 2.4.9 以上である必要があり

ます。 



 

242 

  
管理者向けマニュアル 

《iOS の場合》 

 

 

削除 

アプリ抑止（ホワイトリスト）画面でアプリにチェックを入れ「削除」をクリックすると登録した

アプリ情報が削除されます。 

OR 条件が設定されたアプリを選択した場合には、条件を含むすべてのアプリ情報が削除されます。 
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7．ファイルコンテンツ制御 

端末アプリでのファイルコンテンツに関する設定を行います。 

変更は即時に反映され、更新後のログインより有効となります。 

  

 

メール 

端末に保存されているファイルをメールに添付して送信するための設定を行います。 
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ファイル

添付 

ローカルファイルの

メール添付 

ローカルファイルのメール添付を許可するか設定します。 

ファイルサーバのフ

ァイル添付 

ファイルサーバサービスのファイルをメール添付することを許可するか設定し

ます。 

撮影して添付 カメラ撮影したファイルをメール添付することを許可するか設定します。 

ファイル数 添付可能なローカルファイル数を設定します。 

※転送時や下書きに保存されていたファイルに元から添付されていたファイル

の数は含まれません。 

ファイル合計サイズ 添付可能なファイルの合計サイズを設定します。 

※転送時や下書きに保存されていたファイルに元から添付されていたファイル

のサイズは含みません。 

 

 

 

 

アドレス帳 

端末に保存されているファイルをアドレス帳へアップロードするための設定を行います。 

 

  iOS は jpg /png 形式のファイルのみ添付できます。Android の場合には添付可能なファイル形式に制限は

ありません。jpg 形式 のファイルのみサイズ圧縮が可能です。 

  誤送信防止機能でメールの添付ファイルチェックが有効に設定されている場合、追加したローカルファイ

ルに対してもチェックが行われます。 
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ファイルのア

ップロード 

ローカルファイルの

アップロード 

ローカルファイルを電話帳へアップロードすることを許可するか設定しま

す。 

撮影して添付 カメラ撮影したファイルを電話帳へアップロードすることを許可するか設定

します。 

ファイルサイズ アップロード可能なファイルサイズを設定します。 

 

ファイルサーバ 

ファイル管理サービスにおけるファイルの取り扱いに関する設定を行います。 

 

 

ファイルのコピー ファイルのコピーを許可するかを設定します。 

ファイルの移動 ファイルの移動を許可するかを設定します。 

ファイルの削除 ファイルの削除を許可するかを設定します。 

ファイルの 

アップロード 

ローカルファイルの

アップロード 

ローカルファイルのアップロードを許可するか設定します。 

撮影してアップロー

ド 

カメラ撮影したファイルをファイルサーバへアップロードすることを許可

するか設定します。 

ファイルサイズ アップロード可能なファイルのサイズを設定します。 
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サービス間連携 

ファイルサービスと他のサービスとの連携に関する設定をします。 

 

 

ファイルサーバへの 

アップロード 

メール添付ファイルの 

アップロード 

メールに添付されていたファイルをファイルサーバへアップ

ロードすることを許可するか設定します。 

ファイル数 1 回の操作でアップロードできるファイル数の上限を設定しま

す。 

ファイル合計サイズ 1 回の操作でアップロードできるファイルの合計サイズを設定

します。 

 

8．ブラウザ制御設定 

Web サービスのアクセス制御設定を行います。 
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フォルダ／ファイルリンク制御 

セキュアブラウザで表示するページ内に、フォルダ／ファイルリンクが含まれる場合、ON ならタ

ップされたフォルダ／ファイルを、ファイル管理サービスを利用して閲覧する事が出来ます。OFF

ならそのままブラウザで表示します。 

ファイル管理サービスのマッチング対象、ファイルサーバの別名の設定はメール制御設定の「フォ

ルダ／ファイルリンク制御」と連動します。 

 

 

URL アクセス制御 

Web サービスを利用する際に、閲覧を許可しない URL のリストと閲覧を許可する URL のリストの

ルールの登録とサービスとの紐づけを行うことができます。 

 

ルールセットは許可・不許可のいずれかのみが選択でき、１つの Web サービスに対して１つのル

ールセットが適用できます。 

  ルールセットは複数の Webサービスに適用することができます。 
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《ルールセット追加》 

URL アクセス制御設定画面のルールセット追加ボタンをクリックすることで URL アクセス制御

ルールを作成できます。 

 

 

ルール追加ボタンをクリックすると URL アクセスルール設定項目が表示されます。 

URL アクセスルールは登録されている上のルールから順番に評価されます。 

 

 

[保存]ボタン URL アクセス制御ルールを保存して[URL アクセス制御設定]画面へ戻ります。 

[戻る]ボタン 編集内容を破棄して[URL アクセス制御設定]画面へ戻ります。 

ルールセット名 ルールセットの名前を指定します。 

制御タイプ ルールセットが拒否リストか許可リストかを選択します。 

拒否 設定するルールの URL が拒否であることを示します。 

許可 設定するルールの URL が許可であることを示します。 

適用対象 Web サービス リンクをクリックすると適用サービス編集画面に遷移します。 
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[ルールセットへ反映]ボタン 選択した Web サービスをルールセットに紐づけます 

[戻る]ボタン 
編集内容を破棄してルールセット登録画面へ戻りま

す。 

適用対象 Web サービス選択 
URL アクセスルールを適用する Web サービスを選択し

ます。 

コメント ルールセットに対するコメントを入力します。 

[ルール追加]ボタン URL アクセスルールを追加します。 

 マッチングタイプ 前方一致 URL の文字列のマッチングルールを指定します。 

後方一致 

中間一致 

完全一致 

正規表現一致 

大文字と小文字の区別 区別する URL のマッチング時、大文字小文字を区別するか否かを指定します。 

区別しない 

対象 URL（必須） アクセス制御を行う URL を指定します。 

コメント ルールに対するコメントを入力します。 

 

URL アクセスル

ール 

追加アイコン 

当該 URL アクセスルールの直後に、新規の URL アクセスルール入力欄を追加表示します。 

 

URL アクセスル

ール 

削除アイコン 

当該 URL アクセスルールを削除します。 

 

URL アクセスル

ール 

移動アイコン 

選択されたルールを評価する順番をドラッグ＆ドロップで入れ替えます。 

評価は上から順に評価され、ルールに合致した時点で評価は終了し、以降の評価は行わ

れません。 

 

《ルールセット編集》 

URL アクセス制御設定画面でルールセット名をクリックすると、URL アクセス制御ルールの編集

を行うことができます。 

URL アクセス制御ルールセット編集画面は、URL アクセス制御ルールセット登録画面を同じ構成

なので、画面の項目については『ルールセット追加』の項を参照ください。 

 

 

《ルールセットコピー》 

URL アクセス制御設定画面でルールセットを一つだけ選択した状態になるとルールセットコピー

ボタンがアクティブになります。ルールセットコピーボタンをクリックすると選択したルールセッ

トの内容をベースとした新しいルールセットを作成することができます。 

  ルールセットコピーでは適用対象 Web サービスはコピーされないので Web サービスを選択する必要があり

ます。 
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《ルールセット削除》 

URL アクセス制御画面でルールセットを選択すると削除ボタンがアクティブになり URL アクセ

ス制御ルールセットが一括削除できます。また、URL アクセス制御ルールセット編集画面で編集

中の URL アクセス制御ルールセットの削除も行うことができます。 

 

 

 

 

《ルールセットエクスポート》 

URL アクセス制御画面でルールセットを選択するとエクスポートボタンがアクティブになり選択

した URL アクセス制御ルールセットを xml 形式でダウンロードすることができます。 

ダウンロードしたXMLはURLアクセス制御ルールセットインポートのフォーマットになります。 

 

《ルールセットインポート》 

URL アクセス制御画面でインポートボタンをクリックすると URL アクセス制御ルールセットイ

ンポート画面へ遷移します。 

ここではルールセットエクスポートで出力した XML ファイルをフォーマットとした URL アクセ

ス制御ルールのインポートができます。 
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[参照...]ボタン ファイルを選択する画面が表示されるので、インポートするファイルを選択してくださ

い。 

※ボタンの名称やデザインは Web ブラウザ毎に異なります。 

[[適用対象 Web サービス]

をインポートしない]チェ

ックボックス 

チェックを付けてインポートすると、インポートファイルに記述されている[適用対象 Web

サービス]の情報は無視され、ルールセットと Web サービスの紐づけは行われません。 

[インポート]ボタン ルールセットをインポートします。 

[インポート結果]欄 インポートの実行結果が表示されます。 

[戻る]ボタン [URL アクセス制御設定]画面へ戻ります。 

 

9．AnyConnect 連携機能＜オンプレミス版のみ＞ 

AnyConnect 連携が有効の場合は、クラウド版に対し「VPN クライアント設定」と「信頼済み SSID

設定」の２つのメニューが追加されます。 

本機能は、オンプレミス版製品かつ Android 端末でのみ利用可能です。 

 

VPN クライアント設定 

VPN 経由にてサーバと接続を行う際の設定を行います。 

 

VPN 接続機能 有効にすると、端末からのログイン時に端末情報（MAC Address・モデル名・

Android ID）を取得してサーバ内の DB に格納します 

WiFi 自動切替え ON に設定すると、ログイン後に登録済み SSID の WiFi と接続した際に、VPN を

切断して WiFi に切り替えるかどうかのポップアップを表示します 

Client 接続用プロファイル名 VPN 接続時に使用するプロファイル名 

VPN 認証サーバ設定 VPN 認証用 AD との連携処理で使用する設定 

 

信頼済み SSID 設定 

VPN 接続で WiFi 自動切替えを有効にしている場合の SSID を登録します。 

本設定はユーザ単位の設定ではなく全ユーザ共通設定となります。 
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Chapter 13 企業管理者管理 
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1．企業管理者一覧 

登録されている管理者についての確認を行うことができます。また、ログイン中の管理者がスーパ

ーアドミンであれば企業管理者の登録・更新・削除を行うことができます。 

 

 

 

 

 

企業管理者登録 

スーパーアドミンの管理者は企業管理者一覧画面で「企業管理者登録」をクリックすることで管理

者を登録することができます。ここで追加する管理者は機能の制限を設けられた制限管理者として

登録されます。 

企業管理者 ID・パスワードは必須ですので必ず入力してください。「登録」をクリック後に当該管

理者が管理者 Web ページの操作を行うことができます。 

 

《企業管理者情報》 

登録する企業管理者の情報を設定します。 

ここで登録する企業管理者 ID とパスワードは管理者 Web ページへのログインに使用します。 

 

 

  スーパーアドミンの追加・削除につきましては、ご購入・ご契約先もしくはサポートセンターまでお問い

合わせください。 
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企業管理者 ID 1～32 文字の半角英数記号で指定してください。 

パスワード 企業管理者パスワードポリシーに則ったパスワードである必要があります。 

氏名 企業管理者の氏名を 1～64 文字で入力してください。 

メールアドレス 管理者ユーザのメールアドレスを入力します。 

メモ 管理者ユーザの補足情報を入力します。 

状態 管理者ユーザの状態が有効か停止かを選択します。停止を指定した場合、管理者

Web ページにログインできません。 

 

《制限範囲》 

制限範囲項目で制限対象を選択することで、部署及びポリシーパターンを指定した操作権限を付与

することができます。 

 

制限対象 部署制限・ポリシーパターン制限を設ける場合にチェックをします。 

チェックをした場合には部署・ポリシーパターン情報を持つ機能に関して、指

定した部署・ポリシーパターンに属する対象しか操作することができなくなり

ます。 

※ポリシーパターン設定が無効な場合にはポリシーパターン管理を除いたポリ

シーパターン情報を持つ項目の抑制はされません。 

部署制限 「選択」をクリックし、企業内に登録されている部署から操作対象とする部署

を選択してください。 
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ポリシーパターン制限 「選択」をクリックし、企業内に登録されているポリシーパターンから操作対

象とするポリシーパターンを選択してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《機能制限》 

管理者が利用する機能を指定することができます。チェックを入れた項目が管理者用 Web ページ

の操作する機能となります。 

 

 

 

 

 

 

登録済みの管理者権限のテンプレートを適用することで、企業管理者設定［新規登録］画面での権

限の設定を省略することができます。テンプレート選択から管理者に設定したい権限テンプレート

を選択し「適用」をクリックしてください。 

 

 

 

 

 

 

  制限対象にチェックがあり、対象の制限を指定していない場合には、該当情報を持つ項目で操作範囲外と

して扱われますのでご注意ください。 

  制限対象にチェックがあり、対象の制限を指定していない場合には、該当情報を持つ項目で操作範囲外と

して扱われますのでご注意ください。 

  WEB ログインにチェックがない場合、管理者 Web ページにログインできないのでご注意ください。 

スーパーアドミンは本画面で登録できません。 

  追加・更新・削除は参照権限がないと操作できません。 

CSV ダウンロードの機能は参照権限があればご利用いただけます。 

  テンプレート名の横に表示されている（）内の番号はシステムで一意のテンプレート番号になります。 
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「登録」をクリックすると下図のメッセージが表示されます。現在登録する管理者の機能制限をテ

ンプレートとして保存したい場合には「OK」をクリックしてください。保存されるテンプレート

は「登録日時_create_企業管理者 ID」の名前になりますので、必要に応じて変更してください。 

 

テンプレート登録をキャンセルした場合には下図のメッセージが表示されます。管理者登録を行う

場合には「OK」をクリックしてください。 

 

企業管理者更新 

スーパーアドミンの管理者は企業管理者一覧画面で企業管理者 ID をクリックすることで管理者情

報の更新をすることができます。また、企業管理一覧画面で管理者を選択すると、複数の管理者の

状態を一括で変更することができます。 

パスワードは入力されない限り更新されません。更新画面で設定可能な企業管理者の情報は企業管

理者登録と同じ構成ですので、『企業管理者登録』の項を参照してください。 

 

企業管理者削除 

企業管理者一覧画面で企業管理者を選択し「削除」をクリックすると企業管理者の削除を行うこと

ができます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   削除できるのはスーパーアドミン以外の管理者となります。 
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2．企業管理者パスワードポリシー 

企業管理者のパスワードポリシーを設定することができます。 

「更新」をクリック後からのパスワード変更時に有効となります。 

 

パスワード長 パスワードの長さ（1～32）を指定してください。 

文字種別 パスワードとして利用可能な文字種（すべて半角）を設定してください。 

文字種別数 前項の文字種を何種類以上指定しなければいけないかを設定してください。 

有効期間 パスワードの有効期間（0～999）を指定してください。前回のパスワード変更日より

指定日数以上パスワードを変更しなかった場合は、端末アプリからのログイン時にパ

スワード変更が求められます。0 を指定した場合は無制限となります。 

再利用制限 同一のパスワードが利用できない世代数（0～99）を指定してください。 

0 を指定した場合は前回と同一のパスワードも許可されます。 

変更禁止期間 パスワード変更後に次のパスワード変更ができない期間（0～99）を指定してください。 

0 を指定した場合はいつでも変更が可能となります。 

管理者によるパスワード設定後の

ログイン時にパスワードの変更が

必要 

「はい」にチェックを付けると、それ以後に管理者一覧画面でパスワード設定をおこ

なった管理者のログイン時にパスワード変更を求められます。 

パスワードロック回数 管理者 Web ログインでパスワード認証失敗から認証ロックするまでの回数を設定しま

す。パスワードロック回数を超えて認証を失敗した場合、管理者がロック状態となり
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ます。 

0 を指定した場合は、認証ロックが行われません。 

 

 

3．企業管理者権限テンプレート 

管理者を登録する際に適用できる機能制限のテンプレートの確認及び登録・更新・削除を行うこと

ができます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

企業管理者権限テンプレート登録 

企業管理者権限テンプレート一覧画面で「新規登録」をクリックすると、管理者に適用する機能制

限のテンプレートを登録できます。 

テンプレート名は必須ですので必ず入力してください。 

「登録」をクリックすると、その後の企業管理者登録・更新時にテンプレートとして適用できます。 

 

  システムで登録している企業管理者権限テンプレートをご利用いただくこともできます。 

登録内容はテンプレート名をクリックしてご確認ください。 

  テンプレート No はシステムで一意な番号が表示されます。 
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企業管理者権限テンプレート更新 

企業管理者権限テンプレート一覧画面で、テンプレート名をクリックすることで企業管理者権限テ

ンプレートの更新を行うことができます。 

画面は新規登録時と同じ構成ですので、『企業管理者権限テンプレート登録』の項を参照してくだ

さい。 

 

 

 

 

企業管理者権限テンプレート削除 

企業管理者権限テンプレート一覧画面で、テンプレートを選択し削除をクリックすると企業管理者

権限テンプレートが削除されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  システムで登録している企業管理者権限テンプレートは参照のみで更新できません。 

  システムで登録している企業管理者権限テンプレートは削除できません。 

  企業管理者権限テンプレートを削除しても、適用済みの管理者の機能制限の設定は削除されません。 
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4．企業管理者パスワード変更 

現在ログインしている管理者ユーザのパスワードを変更することができます。 

 

 

 

 

5．企業管理者情報変更 

管理者ユーザのメールアドレス・メモを変更することができます。 

ここで設定したメモは、管理者一覧に表示されます。 

 

  新パスワードは企業管理者パスワードポリシーで設定した内容を満たしている必要があります。 
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付録 
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端末 ID 取得方法 

端末 ID の事前登録を行う場合は、管理画面にて利用端末の端末 ID を取得する必要が有ります。

端末 ID は次の方法で取得できます。 

 

スマートフォン 

アプリのログイン画面にて認証キーとして #3050721# を入力すると、次の画面に遷移し端末 ID を

確認することができます。 

 

本機能は端末アプリ 1.9.3 以降でのみご利用いただけます。 
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《端末 ID 登録》 

本画面では、端末 ID の参照だけではなく端末 ID の登録も可能です。 

PC ブラウザで管理画面へアクセスする場合と同じ契約番号・管理者 ID・管理者パスワードを入力

して実行をタップします。当該端末が未登録の場合は右の画面となります。 

 

         

 

画面下部の「端末情報取得」の右をタップすると、次の操作選択画面に遷移しますので、端末登録

を選択して「完了」をタップし、さらに「実行」をタップします。 
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この操作により、当該端末 ID が管理画面の端末管理で参照できるようになります。 
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Notes におけるアドレス帳同期方法 

本システムにて Notes の個人アドレス帳を参照するためには、サーバへの同期を行う必要がありま

す。同期の方法は Notes のバージョンにより異なります。 

 

6.X、7.X の場合 

Notes でメールを開いた状態で、上部メニューより アクション→アドレス帳の同期 を選択します。

同期は自動では行われませんので、アドレス帳を更新した場合には手動で同期を行う必要がありま

す。 

 

 

8.X の場合 

連絡先を開き、オプションからプリファレンスを選択します 
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“レプリケータで[連絡先の同期] を有効にする” にチェックを入れます。 

 

メニューよりファイル→複製→複製と進みます。 

 



 

270 

  
管理者向けマニュアル 

OK をクリックすると初回の複製(同期)が開始されます。 

 

スケジュール→複製/同期スケジュールの設定を選択します。 
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必要に応じて自動同期のタイミングを設定します。 
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9.X の場合 

上部メニューより ファイル→設定 を選択します。 
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“[複製と同期]タブで[連絡先の同期]を有効にする”にチェックを入れ、OK を選択します。 
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もとの画面に戻り、上部メニューより ツール→すべてを複製して同期 を選択します。 

 

 

 

複製の開始をクリックすると初回の複製(同期)が開始されます。 
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スケジュール→複製/同期スケジュールの設定…を選択します。 
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必要に応じて自動同期のタイミングを設定します。 
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Domino サーバの IMAP フォルダ同期設定 

本システムの Domino サービスで送信済みフォルダ、ごみ箱フォルダに IMAP で接続するために

は、Domino サーバで IMAP フォルダの同期設定を行う必要があります。IMAP フォルダの同期設

定は Domino 8.5.2 以降で提供されている機能です。Domino 8.5.2 未満では、送信済みフォルダ、

ごみ箱フォルダへの接続は DIIOP 固定となります。 

IMAP フォルダの同期設定の手順については、Domino サーバのサポート担当者様へご確認くださ

い。 
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Domino データサービスの有効化 

本システムの Domino サービスで HTML 形式のメールの送受信を行うためには、Domino サーバ

で「Domino データサービス」（Domino 8.5.3 + Upgrade Pack 1 以降で利用可能）を有効にする必

要があります。本システムの Domino Adapter は「Domino データサービス」に対して REST API

を利用して接続します。 

「Domino データサービス」を有効にするための手順の概要は下記の通りです。詳細な手順につい

ては、Domino サーバのサポート担当者様へご確認ください。 

 

1) Domino サーバの設定を変更し Domino データサービスを有効にします 

2) 各ユーザのメール DB の設定を変更し Domino データサービス経由でのアクセス（ビュー

と文書へのアクセス）を許可します 

3) 各ユーザの各メールフォルダ（ビュー）の設定を変更し Domino データサービス経由での

アクセスを許可します 

 

アダプタ設定で「Domino アクセスサービス(REST API) → フォルダの設定を強制的に変更する」

を「変更する」に設定した場合、初回のメール一覧取得時に当該フォルダの設定を変更し Domino

データサービス経由でのアクセスを許可しますので、上記 3)の設定は不要です。 
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メール取得時の Domino サーバへの接続方式 

「Domino サーバのバージョン、設定」「アダプタ設定」の各組み合わせにより、メール取得時の

Domino サーバへの接続方式が異なります。 

 

《メール取得時の Domino サーバへの接続方式》 

対象フォルダ Domino サーバへの接続方式 設定の組み合わせパターン 

受信ボックスフォルダ 

通常のメールフォルダ 

REST API #1、#2 

DIIOP #5、#6、#7、#8 

IMAP #27、#28、#29、#30 

接続できない ※2 #41、#42、#43、#44 

送信済みフォルダ REST API #1、#2 

DIIOP #9、#10、#11、#12、#13、#14、#15、#16、#17、

#18、#19 

IMAP ※1 #31、#32、#33、#34、#35、#36、#37、#38 

接続できない※2 #41、#42、#43、#44 

ドラフトフォルダ REST API #3、#4 

DIIOP #20、#21、#22、#23 

接続できない※2 #45、#46、#47、#48 

ごみ箱フォルダ DIIOP #24、#25、#26 

IMAP ※1 #39、#40 

※1 Domino サーバで IMAP フォルダの同期設定を行っていない場合、メールを取得できません 

※2 「Domino データサービスを利用できません。」のメッセージが表示されます 

 

  



 

280 

  
管理者向けマニュアル 

《設定の組み合わせパターン》 

 設定の組み合わせパターン 

#1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8 #9 #10 #11 #12 #13 

Dominoサーバ  

 バージョン 8.5.1 以前     

○ 

○ 

  ○     

8.5.2        

○ ○ 

○ ○ 
8.5.3        

8.5.3 + 

UpgradePack1 以降 
○ ○ ○ ○  ○ ○  

 
 

Dominoデータサービス 有効 ○ ○ ○ ○   ○ ○      

無効              

メール DB  

 Dominoデータサービス 

を許可 

なし       ○       

ビューのみ        
○ 

     

ビューと文書 ○ ○ ○ ○         

一時的削除を許可 有効              

無効              

フォルダ（ビュー）  

 Dominoデータサービス 

の操作を許可 

有効 ○  ○           

無効  ○  ○    ○      

アダプタ設定  

 Dominoアクセスサービス  

 利用モード 利用しない     ○    
○ 

○ ○   

優先的に利用する 
○ ○ ○ ○ 

 ○ ○ ○   ○ ○ 

利用する          

フォルダの設定を 

強制的に変更する 

変更しない        ○      

変更する  ○  ○          

メール  

 メール操作 DIIOP を利用する   ○ ○ ○ ○ ○ ○  ○  ○  

IMAP を利用する              

送信済みフォルダ 

のメール操作 

指定なし         

○ 

○  ○  

DIIOP を利用する          ○  ○ 

IMAP を利用する             

ごみ箱フォルダ 

のメール操作 

指定なし              

DIIOP を利用する              

IMAP を利用する              
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 設定の組み合わせパターン 

#14 #15 #16 #17 #18 #19 #20 #21 #22 #23 #24 #25 #26 

Dominoサーバ  

 バージョン 8.5.1 以前       

○ 

○ 

  ○   

8.5.2          

○ ○ 
8.5.3          

8.5.3 + 

UpgradePack1 以降 
○ ○ ○ ○ ○ ○  ○ ○  

Dominoデータサービス 有効 ○ ○ ○ ○ ○ ○   ○ ○    

無効              

メール DB  

 Dominoデータサービス 

を許可 

なし ○ ○       ○     

ビューのみ   ○ ○      
○ 

   

ビューと文書     ○ ○       

一時的削除を許可 有効           ○ ○ ○ 

無効              

フォルダ（ビュー）  

 Dominoデータサービス 

の操作を許可 

有効              

無効   ○ ○ ○ ○        

アダプタ設定  

 Dominoアクセスサービス  

 利用モード 利用しない       ○    
○ ○ ○ 

優先的に利用する ○ ○ ○ ○ ○ ○  ○ ○ ○ 

利用する              

フォルダの設定を 

強制的に変更する 

変更しない   ○ ○ ○ ○    ○    

変更する              

メール  

 メール操作 DIIOP を利用する ○  ○  ○  ○ ○ ○ ○  ○  

IMAP を利用する              

送信済みフォルダ 

のメール操作 

指定なし ○  ○  ○       ○  

DIIOP を利用する  ○  ○  ○       ○ 

IMAP を利用する              

ごみ箱フォルダ 

のメール操作 

指定なし              

DIIOP を利用する              

IMAP を利用する              

 

  



 

282 

  
管理者向けマニュアル 

 設定の組み合わせパターン 

#27 #28 #29 #30 #31 #32 #33 #34 #35 #36 #37 #38  

Dominoサーバ  

 バージョン 8.5.1 以前 

○ 

○ 

           

8.5.2   

○ ○ 

○ ○ 
     

8.5.3        

8.5.3 + 

UpgradePack1 以降 
 ○ ○   ○ ○ ○ ○  

Dominoデータサービス 有効   ○ ○     ○ ○ ○ ○  

無効              

メール DB  

 Dominoデータサービス 

を許可 

なし   ○      ○ ○    

ビューのみ    
○ 

      
○ ○ 

 

ビューと文書           

一時的削除を許可 有効              

無効              

フォルダ（ビュー）  

 Dominoデータサービス 

の操作を許可 

有効              

無効    ○       ○ ○  

アダプタ設定  

 Dominoアクセスサービス  

 利用モード 利用しない ○    ○ ○        

優先的に利用する  ○ ○ ○   ○ ○ ○ ○    

利用する              

フォルダの設定を 

強制的に変更する 

変更しない    ○       ○ ○  

変更する              

メール  

 メール操作 DIIOP を利用する      ○  ○  ○  ○  

IMAP を利用する ○ ○ ○ ○ ○  ○  ○  ○   

送信済みフォルダ 

のメール操作 

指定なし     ○  ○  ○  ○   

DIIOP を利用する              

IMAP を利用する      ○  ○  ○  ○  

ごみ箱フォルダ 

のメール操作 

指定なし              

DIIOP を利用する              

IMAP を利用する              
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 設定の組み合わせパターン 

#39 #40 #41 #42 #43 #44 #45 #46 #47 #48    

Dominoサーバ  

 バージョン 8.5.1 以前   

○ 

   

○ 

      

8.5.2 

○ ○ 

         

8.5.3          

8.5.3 + 

UpgradePack1 以降 
 ○ ○ ○  ○ ○ ○    

Dominoデータサービス 有効     ○ ○   ○ ○    

無効    ○    ○      

メール DB  

 Dominoデータサービス 

を許可 

なし     
○ 

   
○ 

    

ビューのみ            

ビューと文書      ○    ○    

一時的削除を許可 有効              

無効              

フォルダ（ビュー）  

 Dominoデータサービス 

の操作を許可 

有効              

無効      ○    ○    

アダプタ設定  

 Dominoアクセスサービス  

 利用モード 利用しない 
○ ○ 

           

優先的に利用する            

利用する   ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○    

フォルダの設定を 

強制的に変更する 

変更しない      ○    ○    

変更する              

メール  

 メール操作 DIIOP を利用する  ○     ○ ○ ○ ○    

IMAP を利用する ○             

送信済みフォルダ 

のメール操作 

指定なし              

DIIOP を利用する              

IMAP を利用する              

ごみ箱フォルダ 

のメール操作 

指定なし ○             

DIIOP を利用する              

IMAP を利用する  ○            
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Exchange/EWS におけるグループ予定設定方法（Outlook2010） 

連絡先フォルダに新規フォルダを作成します 

 

 

作成するフォルダの種類は「連絡先 アイテム」を指定します 

フォルダ名はアダプタ設定の「週間予定表グループ：フォルダ名」で指定したものを設定します 
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作成したフォルダを選択します。 

 

 

画面左上より「新しい連絡先グループ」をクリックします。 
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連絡先グループの名前を指定します。 

ここで指定する名前が、週間予定表で表示されるグループ名となります。 

 

 

「メンバーの追加」→「アドレス帳から」をクリックします。 
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メンバーを選択します。 

 

 

連絡先グループを保存します。 

 

  



 

288 

  
管理者向けマニュアル 

Exchange/EWS におけるグループ予定設定方法（Outlook2007） 

連絡先フォルダ配下にフォルダを作成します。 

 

 

作成するフォルダの種類として「連絡先 アイテム」を指定します。 

フォルダ名はアダプタ設定の「週間予定表グループ：フォルダ名」で指定したものを設定します。 
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作成したフォルダを選択して新規作成から「配布リスト」を選択します。 

 

 

配布リストの名前を指定します。 
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ここで指定する名前が、週間予定表で表示されるグループ名となります。 

 

 

「メンバの選択」をクリックします。 
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メンバを選択します。 

 

配布リストを保存します。 
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Exchange サービスのメール 

《HTML メールの送受信》 

Exchange サーバに WebDAV で接続する場合は、HTML 形式のメールの送受信機能をご利用いた

だけません。また EWS で接続する場合でも SMTP を利用してメールを送信する設定にしている場

合は、HTML 形式のメールを送信することはできません。 

 

《端末アプリの動作、操作方法》 

接続方式（EWS／WebDAV）により、端末アプリの動作や操作方法が異なります。 

 

全文取得 EWS テキスト形式 メール一覧を取得した時点で全文取得済みのため、全文取得は行われません 

HTML 形式 メール一覧からメールを選択して、メール概要画面へ遷移する際に、自動で

全文取得が行われます 

WebDAV 従来通り、メール概要画面で ActionSheet またはナビゲーションバーから明示的に「全文取得」

を選択した場合に、全文取得が行われます 

本文が 1024 文字以上ある場合、スクロールで最後尾に到達すると自動で全文取得が行われます 

既読更新 EWS メール概要画面に本文が表示された後、非同期通信で既読に更新されます 

WebDAV 従来通り、全文取得時に既読に更新されます 
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端末アプリ初期設定 URL/QR コードメール送信 

《URL/QR コード情報メール通知》 

お知らせ機能:ユーザ通知を利用し、端末アプリ設定を可能にします。 

下記、テンプレート変数を記載することで端末アプリ初期設定 URL/QR コード情報をメール通知

内容に含めることができます。 

テンプレート変数 内容 

リンク付きアプリ起動 URL ${APP_URL} 

アプリ起動 URL ${APP_URL_LUNCHER} 

リダイレクト URL（launch.htm の URL） ${APP_REDIRECT_URL} 

スキーム名 ${APP_SCHEME_NAME} 

接続先 URL ${APP_CONNECT_URL} 

接続先 URL の表示設定 ${APP_CONNECT_DISP} 

VPN アプリ起動設定 ${APP_VPN_SETTING} 

認証キー ${APP_AUTH_KEY} 

リンク付きアプリ起動 URL の QR コード ${APP_URL_QR} 

アプリ起動 URL の QR コード ${APP_URL_QR_LUNCHER} 

リンク付きアプリ起動 URL の QR コード添付ファイル ${APP_URL_QR_FILE} 

アプリ起動 URL の QR コード添付ファイル ${APP_URL_QR_LUNCHER_FILE} 

《受信メール》 
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上記、モバイルチョイス・アップゲートアプリ端末内にてメールのリンク付きアプリ起動 URL 、

アプリ起動 URL をタップするまたはモバイルチョイス・アップゲートアプリがインストールされ

た端末にてリンク付きアプリ起動の QR コードまたはアプリ起動 URL の QR コードをカメラスキ

ャンすることにより、モバイルチョイス・アップゲートアプリが起動され、ユーザ ID/企業コード(認

証キー）、接続先が設定されます。 
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制限事項 

 

1. ファイル表示の最大サイズについて 

各サービスでの閲覧できるファイルの最大サイズは 15MB(15728640byte)となります。このサイズ

は拡張することができません。 
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電話・メールでのお問い合わせ 

 

モバイルチョイス・アップゲートについてご不明な点やご相談につきましては、下記のお問い合わせ先をご利用下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以上 

 

モバイルチョイス・アップゲート テクニカルサポートセンタ－ 

電話： 050-5835-1936 

  MAIL： mcappgate_support@comm.rakuten.co.jp 

営業時間： 平日 9：00～17：30（土日祝日、年末年始を除く） 


