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 サービス概要 
あんしんマネージャーのサービス概要について説明します。 
 
1.1 あんしんマネージャーとは 
1.2 機能一覧 
1.3 提供条件 
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 あんしんマネージャーとは 
あんしんマネージャーは社員に貸与している各種デバイスのセキュリティ対策、資産管理をインターネットサービスとしてご提供します。ドコ
モが提供する機能と VMWare 社の Workspace ONE を連携することで、さまざま機能を実現しています。 
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 用語説明 
あんしんマネージャーで使われる基本用語は、下表のとおりです。 

用語 説明 

ABM ポータル 
Apple Business Manager および Apple School Manager の Web サイトを指しま
す。※本マニュアル内で「ABM ポータル」と記載がある項目は、ABM および ASM の両ポ
ータルを指します。 

ABM デバイス 
Apple Business Manager および Apple School Manager のデバイス管理を利用
したデバイスのこと。 

AirWatch Relay アプリ 
Bump/NFC 通信を利用してデバイスを Work Managed Device 化するために必要と
なるアプリ。※Android OS9 まで利用可能。 

Android エンタープライズ 
Google 社が OS レベルで提供している、ビジネス向けのデバイス管理用の MDM 機能。
OS レベルで提供される機能のため、これまで細かな制御ができなかった Android デバイス
に対しても詳細な制御が可能。 

Android デバイス Google 社が提供する Android OS が搭載されたスマートフォンおよびタブレットのこと。 

Android レガシー 
Android エンタープライズを利用しないデバイス管理用の MDM 機能。 
あんしんマネージャーでは Android OS8 まで利用可能。 

apk ファイル Android デバイス向けアプリケーションファイルのこと。 

Apple Business Manager 
（ABM） 

2018 年より日本でサービス開始となった、ADP に代わる Apple 社の企業向けプログラム
を指します。管理者がデバイス設定を構成し、アカウントを作成してそれぞれにアプリや書籍
を購入・配布することが可能になるウェブベースの IT 管理ツール。従来の DEP 相当が
ABM メニュー内の「デバイス」、VPP 相当が「コンテンツ」の中の「App とブック」に該当しま
す。※本マニュアル内で「ABM」または「ABM デバイス管理」と記載がある項目は、ABM お
よび ASM の両方を指します。 

Apple Configurator2 
Apple 社が提供する MacOS 向けのデバイス設定ツールの名称。Apple Configurator 
2 では、iPad、iPhone、iPod touch、および Apple TV デバイスを学校や企業向けに
簡単に展開できるツールです。 

Apple Deployment Programs 
（ADP） 

Apple 社が提供するプログラムのことを指します。Device Enrollment Program
（DEP）や Volume Purchase Program (VPP)を含むサービスの総称。 

Apple School Manager 
（ASM） 

2016 年より日本でサービス開始となった、ADP に代わる Apple 社の教育機関向けのプ
ログラムを指します。管理者がデバイス設定を構成し、アカウントを作成してそれぞれにアプリ
や書籍を購入・配布することが可能になるウェブベースの IT 管理ツール。従来の DEP 相
当が ASM メニュー内の「デバイス」、VPP 相当が「コンテンツ」の中の「App とブック」に該当
します。 
※本マニュアル内で「ABM」または「ABM デバイス管理」と記載がある項目は、ABM およ
び ASM の両方を指します。 

Bump/NFC 
Android デバイスの    マーク(モバイル非接触 IC 通信)を近づけ通信を行う機能のこ
と。 

DEP プロファイル 
WS1 のデバイス加入プログラムの構成時に設定するデバイス自動加入時に設定されるプ
ロファイルを指します。 



操作マニュアル_Android_4.0 版 

©2022 NTT DOCOMO, INC. All Rights Reserved. 
13 

Device Enrollment Program 
（DEP） 

Apple デバイス登録プログラム（DEP）のこと。デバイスの導入を効率よく行うために、
Apple デバイスをモバイルデバイス管理（MDM）ソリューションに自動的に登録します。 
現在は Apple Business Manager（ABM）または Apple School Manager へアッ
プグレードする必要があります。本マニュアルでは「ABM デバイス管理」と呼びます。 

d アカウント 
d アカウントおよびビジネス d アカウントのこと。あんマネでは管理者の d アカウントを利用し
管理画面にログインを行います。ドコモが提供するアプリケーションを Wi-Fi 接続で利用す
る際は、回線認証の代わりに d アカウントを利用します。 

Hub アプリ デバイスを制御するためのアプリケーションのこと。(旧名称 Agent アプリ) 

iOS デバイス Apple 社が提供する iOS が搭載された iPhone、iPad のこと。 

ipa ファイル iOS デバイス向けアプリケーションファイルのこと。 

i モードケータイ i モードに対応したドコモケータイのこと。 

SIM ドコモ UIM カードのこと。 

sp モードケータイ sp モードに対応したドコモケータイのこと。 

Volume Purchase Program 
（VPP） 

App やブックを一括購入して、複数のデバイス（iOS 9 以降または OS X 10.11 以
降）に App やブックを配布することができます。現在は ABM または ASM ポータルの
「App とブック」に統合されています。 

Windows デバイス Windows10 搭載通信モジュール内蔵のデバイスのこと。 

Windows プラン Windows デバイス向け専用プランのこと。 

Work Managed Device 
Android エンタープライズでデバイス全体を制御できるタイプ。あんしんマネージャーではこの
タイプをサポート。Work Managed Device にするためには Android デバイスを初期化
して設定が必要。 

Workspace ONE 
（WS1） 

VMWare 社提供の MDM サービス Workspace ONE（旧名称 AirWatch）のこと。 
本マニュアルでは WS1 と表記します。WS1 はあんマネのサービスに含まれます。 

Workspace ONE 管理画面 
iOS デバイス、Android デバイス、Windows デバイスを管理・制御する WS1 の Web
サイトのこと。 

アプリ iOS デバイス、Android デバイスのアプリケーションのこと。 

アプリグループ アプリケーションを許可/拒否/必須アプリとして登録し、制限を行うためのリストのこと。 

あんしんマネージャーアプリ 共有電話帳管理、メッセージ配信で利用するアプリケーションのこと。 

あんマネ 
ドコモが提供する MDM「あんしんマネージャー」のこと。本マニュアルではあんマネと表記しま
す。 

あんマネ管理画面 管理者があんマネの各機能を実行するために使用する管理用 Web サイトのこと。 

ケータイ i プラン i モードケータイ向け専用プランのこと。 

ケータイ sp プラン sp モードケータイ向け専用プランのこと。 

サーバトークン ABM デバイス管理(旧称 DEP)を利用するための MDM サーバトークンを指します。 

サービスアプリ 
WS1 が提供している Sony、Samsung 用のレガシー向けの Android デバイスを制御
するためのアプリ。 

スマートグループ WS1 でプロファイル、アプリ配布、順守ポリシーを適用するために指定するグループのこと。 

スマホプラン iOS デバイス、Android デバイス向け専用プランのこと。 
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ダイレクトブート 
Android デバイスで再起動直後からロック解除までの間、OS と一部のアプリしか動作しな
い状態のこと。 

デバイス 
iOS デバイス、Android デバイス、Windows デバイス、i モードケータイ、sp モードケータ
イの総称。 

パブリックアプリ 
Apple 社が提供する App Store に公開されているアプリケーション、Google 社が提供
する Google Play に公開されているアプリケーション、および Microsoft ストアに公開され
ているアプリケーションのこと。 

プロファイル WS1 でパスコードのルールや機能制限など、デバイスに割り当てするポリシーのこと。 

ペイロード プロファイルがインストールされる際にデバイスに適用される制限事項や設定のタイプのこと。 

ユーザ あんしんマネージャーで管理・制御しているデバイスの利用者のこと。 

レガシートークン VPP のアカウントに紐づくトークンを指します。 

ロケーショントークン ABM の場所(ロケーション)に紐づくトークンを指します。 

加入 WS1 で利用するデバイスのアクティベーション(初期設定)を行うこと。 

割り当てグループ WS1 でプロファイルなどを配布するために必ず指定するグループの総称。 

監視モード 

iOS デバイスをより強力な MDM 管理化に置くための設定がされたデバイスのこと。監視対
象、Supervised などの名称で呼ばれる。iOS デバイスを監視モードにするには Apple 社
が提供する ABM ポータルのデバイス管理を通してアクティベーション時にリモートで設定する
か、Apple Configurator2 を利用して設定を行います。 

管理者 
あんしんマネージャーを利用して、デバイスの運用管理や指示・制御を行う権限を与えられ
た者のこと。(代表管理者を含む) 

社内アプリ 企業が独自で開発したアプリケーションのこと。インハウスアプリとも呼びます。 

親機 
Android デバイスを Work Managed Device 化するために必要な AirWatch Relay
アプリがインストールされた Android デバイスのこと。※あんしんマネージャー契約は不要。 

組織グループ 
WS1 でプロファイル、アプリ配布、順守ポリシー、アプリグループ(許可/拒否リスト)を適用す
るために指定するグループのこと。 

代表管理者 あんしんマネージャー申込時に登録した、グループを代表して管理する者のこと。 
 
 

 記号説明 
本マニュアル内で使用する記号は、下表のとおりです。 
 

記号 説明 

 iOS デバイスを表すアイコンです。 

 Android デバイスを表すアイコンです。 

 Windows デバイスを表すアイコンです。 

 sp モードケータイを表すアイコンです。 

 i モードケータイを表すアイコンです。 

「 」 メニューや機能名称を示します。 

【 】 管理画面内のボタンを示します。 
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 手順説明の項番、および機能説明の場所を示します。 

 操作および運用上のヒントを示します。 

 操作および運用上の注意事項を示します。 

Point︕ 
※注意事項※ 
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 機能一覧 
あんしんマネージャーで提供している機能は、下表のとおりです。 
 

カテゴリ 機能 説明 
対応 
デバイス 

紛失時操作 
 
 
 

ロック デバイスのロック・ロック解除を行います。 

 
利用中断 回線の利用中断・再開を行います。 

初期化 デバイスに対して、初期化指示を行います。 

機能制
限・ 
情報配信 

情報配信 - 共有電話帳管理 共有で利用する電話帳の管理、配信、削除
指示を行います。  

メッセージ配信 デバイスにメッセージを一斉配信します。  
ネットワーク 
設定 

- ブラウザ利用制限 指定したサイト以外へのアクセスを禁止しま
す。  

ドコモサービ
ス設定 

メールサービス設定 ドコモのメールアドレス・パスワードの設定変
更、迷惑メール設定などを行います。  

Wi-Fi／位置情報 
設定 

ドコモのアプリを Wi-Fi 環境で利用するため
の認証設定やアプリに対する位置情報提供
の設定などを行います。  

機能制限・ 
デバイス設定 
変更 

- iOS、Android、
Windows 

iOS デバイス、Android デバイス、
Windows デバイスを管理・制御する
Workspace ONE のメニューを開きます。 

 

sp モード 
ケータイ 

あんしんマネージャー
アプリ定期通信設
定 

あんしんマネージャーアプリの定期通信設定を
行います。 

 
インストールアプリ 
チェック 

インストールされているアプリケーションの情報
を一括出力します。 

i モード 
ケータイ 

デバイス機能制限 
(i モード) 

i モードケータイの機能制限を行います。 

 
i モードアクセス履歴 i モードのアクセス履歴検索を行います。 

ユーザ管理 
 
 

ユーザ管理 ユーザ情報管理 管理対象となるユーザの登録・変更・削除、
利用開始通知の送信、ご利用デバイスの確
認などを行います。  

ユーザ情報入出力 ユーザ情報の一括登録、一括出力を行いま
す。  

デバイス管
理 

ドコモサービスアプリ
配信/解除 

Hub アプリ／あんしんマネージャーアプリ／あ
んしんスキャンアプリの配信設定を行います。  

管理者機能 プロフィール変更 ログインしている管理者の情報を変更します。 
- 

管理者設定 管理者の追加やグループの作成を行います。 
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 提供条件 
あんしんマネージャーのご利用にあたって、必要な条件を説明します。 
 

 ご利用条件 
あんしんマネージャーのご利用条件は、下表のとおりです。 
項目 条件 備考 

契約種別 5G／Xi／FOMA  

対応 ISP ※1 i モード／sp モード ※2／ 
ビジネス mopera インターネット／ 
mopera U(スタンダード、シンプル) 

※1 ISP 必須（あんしんマネージャー閉域オプション契約除
く） 
※2 ビジネスアクセスマネージャー契約も含みます 

管理対象のデバイス あんしんマネージャー対応機種 eSIM のみに対応しているデバイスを除き、eSIM ではご利
用はいただけません。 
詳細は弊社営業担当者にお問合せください。 

 

 動作環境 
管理用 PC の動作環境は、下表のとおりです。 
項目 条件 備考 

管理用 PC インターネットに接続できる環境があること 管理用 PC より下記へのアクセスが許容されていること。 
ドメイン︓ 
cfg.smt.docomo.ne.jp 
anm.smt.docomo.ne.jp 
console-aw.anm.smt.docomo.ne.jp 
dcmmdm-awapi.spmode.ne.jp 
ポート︓ 
80/443 

対象 OS Windows※ 
Mac OS 

※タッチ操作のできるデバイス(PC、タブレット)は推奨外 

推奨ブラウザ Chrome  
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 ブラウザ動作について 
あんしんマネージャーでは、管理画面上のデータを CSV で保存できる機能を提供しています。ファイルダウンロードの際、Chrome では
以下の動作となります。 

 

エクスポートします。 
各機能でエクスポートボタンをクリックすると【ダウンロード
を開始しました】ポップアップが表示されるので、【閉じ
る】を選択します。 

 

ダウンロードが完了します。 
ダウンロードが完了すると、ヘッダーに通知が表示されま
す 

 

Chromeの通知バーにダウンロードされたファイル
が表示されます。 
ダウンロードされたファイルを選択、もしくは【すべてのダウ
ンロードを表示】を選択し、保存します。 
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 注意事項 

注意事項 
 上記バージョン以前のブラウザをご利用のお客様は、下記影響が発生する場合があります。対応バージョンにアップグレード(無

償)することをおすすめします。 
・ 管理画面にログインできない場合があります。 
・ 画面内容が一部表示できない場合や、正確に表示されない場合があります。 
・ お客様の個人情報保護のための高度暗号化(128bit SSL)の対応が不十分となります。 
 ドコモ以外で購入されたデバイスにドコモの UIM カードを挿入してご利用される場合は、あんしんマネージャーの対応機種であ

っても動作保証の対象外となります。 
 デバイスの位置情報の検索にあたっては、あんしんマネージャー利用規約に基づいた利用者プライバシーに配慮した運用をお

願いします。異なる契約名義の回線を管理されている場合は、回線契約者ならびにデバイス利用者から管理者への位置検
索の申し出に応じて実施いただくようお願いします。 
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 Android デバイスについて 
Android デバイスについて説明します。 
 
2.1Android エンタープライズとは 
2.2Android レガシーとは 
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 Android エンタープライズとは 
Android エンタープライズとは Google 社が OS レベルで提供している、ビジネス向けのデバイス管理用の MDM 機能となります。OS
レベルで提供される機能のため、これまで細かな制御ができなかった Android デバイスに対しても詳細な制御が可能です。 
なお Android OS9 以降は Android エンタープライズのみサポートします。 
 
Android エンタープライズの概要については、下記を参照ください。 
https://www.android.com/intl/ja_jp/enterprise/ 
 

 加入方式 
Andorid エンタープライズで加入させる方式として、「新加入方式」と「新加入方式（QR コード二段階）」、「通常加入方式」、
「Zero-touch デバイス管理」があります。 
このマニュアルでは、「新加入方式」と「新加入方式（QR コード二段階）」、「通常加入方式」の加入を案内します。「Zero-touch デ
バイス管理」での加入を行う場合は、「操作マニュアル_Android エンタープライズ_Zero-touch デバイス管理」をご確認ください。 
新加入方式は、「Android 7 以上の Samsung 社製デバイスと Android８.0 以降のすべてのデバイスで、sp モード通信にて
Android エンタープライズの加入処理を実施する」かつ「制御したい Android デバイスが初期化済み・回線開通済み」の場合にご利
用いただけます。初期化済みのデバイスの Work Managed Device 化から加入処理が完了するまで、デバイスをご利用いただくこと
はできないため、セキュリティ上安全と言えます。 
 
各バージョンでの対応は以下の表の通りです。 

バージョン 新加入方式 
新加入方式 

（QR コード二段階） 
通常加入方式 

Android 12 〇 〇 ※3 × 

Android 11 〇    〇 ※2 ※3    〇 ※2 ※3 

Android 10    △ ※1    〇 ※2 ※3    〇 ※2 ※3 

Android 8 / 9 〇 〇 ※3 〇 ※3 

Android 7 △ ※3            × 〇 ※3 
※１ 一部の Android 10 デバイスにおいては、最新の Hub アプリで Work Managed Device 化を行うと、Hub アプリによる位置
情報の取得が Hub アプリ使用時のみに制限されることから、位置情報の取得が難しくなる OS の仕様が確認されています。 
この事象を回避するには、Work Mnaged Device 化を Hub アプリ 20.07 にて行う必要があります。 
Hub アプリ 20.07 で加入するための QR コードを利用する必要がありますので「新加入方式（QR コード 2 段階）」もしくは、「通常
加入方式」を利用してあんしんマネージャーに加入してください。 
※詳細については、利用者マニュアルをご確認ください。 
なお、この事象が発生したデバイスでソフトウェアアップデートを行うことで解消する場合がありますが、対応していないデバイスもあり、その
場合には、Hub アプリ 20.07 で再加入を行い、事象を解消する必要があります。なお、ソフトウェアアップデートにより Android 10 か
ら Android 11 にアップデートした場合でも、事象が継続する場合には同様の再加入が必要です。再加入をするためには、デバイスを
初期化する必要があります。 
 
※２ 最新バージョンの Hub アプリでは設定を進められないため、 Work Managed Device 化の際に旧バージョンの Hub アプリがイ
ンストールされます。初期設定完了後、Hub アプリが最新にバージョンアップされているかご確認ください。 
 
※3 Samsung 社製(SC)デバイスは、新加入方式以外はご利用いただけません。Android 7 においても新加入方式をご利用くださ
い。  



操作マニュアル_Android_4.0 版 

©2022 NTT DOCOMO, INC. All Rights Reserved. 
22 

 事前準備 
初めて Andorid エンタープライズをご利用いただく場合には、事前に「4.7 管理者用の Google アカウントの取得」「4.8Workspace 
ONE で Android を設定する」を必ず行ってください。また、必要に応じて「11.2 デバイス機能を制限する」等も行ってください。 
 
【新加入方式】 

新加入方式は、Android デバイスの Work Managed Device 化ならびに加入の処理を一連の流れにて実施します。 
加入は Wi-Fi 通信ではなく、sp モードによる LTE 通信にて実施する必要があります。moperaU・ビジネス mopera インターネットに
てご利用される場合は、sp モード通信にて加入処理を完了いただいた後、アクセスポイントを変更してください。 
 
SIM カードが未開通の場合は、弊社営業担当者による開通処理、もしくは利用者にて電話発信操作ができる別デバイスへ挿入のうえ
開通処理を実施し、手元にある初期状態の Android デバイスに SIM を挿入した状態にてデバイス再起動を実施する必要がありま
す。利用者で開通処理を行う場合、管理者は開通が完了したことを利用者に確認の上、ユーザ情報登録・QR コード発行を行ってくだ
さい。 
※利用者で行う開通処理については、利用者マニュアルをご確認ください。 
 
■電話発信操作による開通処理 
別デバイスにて管理者による開通処理を実施する場合は、以下の手順にて作業を進めてください。 
 
【事前に必要なもの】 
・電話発信ができる状態のデバイス（Android・iPhone 等問わず、SIM カードのサイズが合うドコモ販売端末） 
・ネットワーク暗証番号（数字 4 桁） 
※ネットワーク暗証番号が不明な場合は、弊社営業担当者にご相談ください。 
 
【開通処理手順】 
1.電話発信ができる状態のデバイスに未開通 SIM カードを挿入してください。 
2.電源を起動し、「1580」へ音声発信してください。 
3.音声ガイダンスに従い、「ネットワーク暗証番号（数字 4 桁）」を入力し、最後に「#」を押してください。 
4.音声ガイダンスに従い、「1」を入力後、「#」を押してください。 
5.音声ガイダンスに従い、開通処理が完了しましたら、デバイスの電源を切ってください。 
6.ご利用される初期状態のデバイスに SIM カードを挿入し、電源再起動をしてください。 
 
加入と同時に Android デバイスに機能の制限やアプリの配信を行いたい場合、必要に応じて事前に管理画面の設定も実施してくださ
い。ただし、適用した機能の制限に、「ブラウザ・SMS の制限（一部機能含む）」が含まれる場合、同意処理を行うことができなくなりま
す。「ブラウザ・SMS の制限（一部機能含む）」が含まれる場合は、「2.1.4 ブラウザ・SMS の制限をしている場合の同意処理」を参
考にしてください。 
また、デバイスの加入処理・同意処理の詳細については、利用者マニュアルをご確認ください。 
※デバイスが Work Managed Device 化済の場合、新加入方式（QR コード二段階）をご利用ください。 
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【新加入方式（QR コード二段階）】 
新加入方式（QR コード二段階）で Android エンタープライズを利用するには、Android デバイスを事前に「Work Managed 
Device」に設定する必要があります。 
Work Managed Device にするには、初期状態のデバイスに対して QR コードによる設定または、AirWatch Relay アプリをインスト
ールした親機と Bump による接続で実施します。設定の際にインターネットに接続しますので、インターネット接続できる Wi-Fi 環境が
必要となります。 
親機は Android5 以上 Android９以下の NFC に対応している Android デバイスである必要がありますが、あんしんマネージャー契
約の必要はありません。 
※QR コードによる設定を実施する場合は、親機の準備は必要ありません。 
※詳細については、利用者マニュアルをご確認ください。 
 
加入処理は Wi-Fi 通信ではなく、sp モードによる LTE 通信にて実施する必要があります。moperaU・ビジネス mopera インターネッ
トにてご利用される場合は、sp モード通信にて加入処理を完了いただいた後、アクセスポイントを変更してください。 
 
SIM カードが未開通の場合は、弊社営業担当者による開通処理、もしくは利用者にて電話発信操作ができる別デバイスへ挿入のうえ
開通処理を実施し、手元にある初期状態のデバイスに SIM を挿入した状態にてデバイス再起動を実施する必要があります。利用者で
開通処理を行う場合、管理者は開通が完了したことを利用者に確認の上、ユーザ情報登録・QR コード発行を行ってください。 
※電話発信作業による開通処理については、この章の【新加入方式】の項目をご確認ください。 
※利用者で行う開通処理については、利用者マニュアルをご確認ください。 
 
加入と同時に Android デバイスに機能の制限やアプリの配信を行いたい場合、必要に応じて事前に管理画面の設定も実施してくださ
い。ただし、適用した機能の制限に、「ブラウザ・SMS の制限（一部機能含む）」が含まれる場合、同意処理を行うことができなくなりま
す。「ブラウザ・SMS の制限（一部機能含む）」が含まれる場合は、「2.1.4 ブラウザ・SMS の制限をしている場合の同意処理」を参
考にしてください。 
また、Android デバイスの加入処理・同意処理については、利用者マニュアルをご確認ください。 
 
【通常加入方式】 

通常加入方式で Android エンタープライズを利用するには、Android デバイスを事前に「Work Managed Device」に設定する必
要があります。 
Work Managed Device にするには、初期状態のデバイスに対して QR コードによる設定または、AirWatch Relay アプリをインスト
ールした親機と Bump による接続で実施します。設定の際にインターネットに接続しますので、インターネット接続できる Wi-Fi 環境が
必要となります。 
親機は Android5 以上 Android９以下の NFC に対応している Android デバイスである必要がありますが、あんしんマネージャー契
約の必要はありません。 
※QR コードによる設定を実施する場合は、親機の準備は必要ありません。 
※詳細については、利用者マニュアルをご確認ください。 
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 利用の流れ 
Android エンタープライズを利用する手順は各加入方式で異なります。 
 
【新加入方式】 

STEP 操作 作業内容 

事前準備 管理画面 
4.7 管理者用の Google アカウントの取得 ・ 4.8 Workspace ONE で Android を設定
する（初回のみ） 

STEP1 管理画面 6.1.1 ユーザ情報登録 ・ 6.1.6 QR コード一覧 

STEP2 デバイス Android エンタープライズで初期設定を始める（利用者マニュアル） 

STEP3 デバイス Android デバイスの同意処理（利用者マニュアル） 

 
【新加入方式（QR コード二段階）】 

STEP 操作 作業内容 

事前準備 管理画面 
4.7 管理者用の Google アカウントの取得 ・ 4.8 Workspace ONE で Android を設定
する（初回のみ） 

STEP1 デバイス Android デバイスを Work Managed Device 化する（利用者マニュアル） 

STEP2 管理画面 6.1.1 ユーザ情報登録 ・ 6.1.6 QR コード一覧 

STEP3 デバイス Android エンタープライズで初期設定を始める（利用者マニュアル） 

STEP4 デバイス Android デバイスの同意処理（利用者マニュアル） 

 
【通常加入方式】 

STEP 操作 作業内容 

事前準備 管理画面 
4.7 管理者用の Google アカウントの取得 ・ 4.8 Workspace ONE で Android を設定
する（初回のみ） 

STEP1 デバイス Android デバイスを Work Managed Device 化する（利用者マニュアル） 

STEP2 管理画面 6.1.1 ユーザ情報登録 

STEP3 デバイス Android デバイスの同意処理（利用者マニュアル） 

STEP4 デバイス Android エンタープライズで初期設定を始める（利用者マニュアル） 
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 ブラウザ・SMSの制限をしている場合の同意処理 
新加入方式、新加入方式（QR コード二段階）において、あんしんマネージャーへの加入と同時に Android デバイスに適用する機能
の制限に、「ブラウザ・SMS の制限（一部機能含む）」が含まれる場合には、同意処理を行うことができません。あんしんマネージャーか
ら管理下のデバイスに対して、各種制御や設定を行うためには、ユーザから利用許諾(同意事項への同意)を取得する必要があります。
ブラウザ・SMS 以外の制限の適用は影響ありません。 
 
【ブラウザの制限のみを適用】 

ブラウザのみ制限し、SMS は制限していない場合は、管理者にて一時的に制限を解除したうえで、利用者にて同意処理を行います。 
 

手順 作業者 作業内容 

1 管理者 
「3.4 ユーザから選ぶ」の「結果表示エリア」にて、該当 Android デバイスの登録状態が「仮登録」となって
いることをご確認ください。 

2 管理者 
Workspace ONE 管理画面のデバイスリストから該当 Android デバイスの詳細のプロファイルを確認し、
ブラウザの制限プロファイルを削除してください。 
※2 の作業完了後、利用者へ 3 の作業を実施いただくよう、ご連絡ください。 

3 利用者 
Android デバイスでブラウザが利用できることを確認し、受信した利用開始通知からブラウザにアクセスし、
同意処理を進めてください。詳細は利用者マニュアルをご確認ください。 
※３の作業完了を利用者に確認後、管理者にて４以降の作業を実施してください。 

4 管理者 
「3.4 ユーザから選ぶ」の「結果表示エリア」にて、該当 Android デバイスの登録状態が「登録済」となって
いることをご確認ください。 

5 管理者 
Workspace ONE 管理画面のデバイスリストから該当 Android デバイスの詳細のプロファイルを確認し、
ブラウザの制限プロファイルを適用してください。 

 
【SMSの制限のみを適用】 

SMS のみ制限し、ブラウザは制限していない場合は、管理者にて一時的に制限を解除することなく、利用者にて同意処理を行います。 
 

手順 作業者 作業内容 

1 管理者 

「3.4 ユーザから選ぶ」の「結果表示エリア」にて、該当 Android デバイスの登録状態が「仮登録」となって
いることをご確認ください。 
※1 の作業完了後、利用者へ 2 の作業を実施いただくよう、ご連絡ください。 
※「仮登録」ステータスとなる前（「未送信」ステータス）に、2 の作業を実施すると失敗しますので、ご注意
ください。 

2 利用者 
Android デバイスのブラウザから同意処理を進めてください。詳細は利用者マニュアルをご確認ください。 
※2 の作業完了を利用者に確認後、管理者にて 3 の作業を実施してください。 

3 管理者 
「3.4 ユーザから選ぶ」の「結果表示エリア」にて、該当 Android デバイスの登録状態が「登録済」となって
いることをご確認ください。 
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【ブラウザと SMSの制限を適用】 
ブラウザと SMS を制限している場合は、管理者にて一時的に制限を解除し、利用者にて同意処理を行います。 
 

手順 作業者 作業内容 

1 管理者 
「3.4 ユーザから選ぶ」の「結果表示エリア」にて、該当 Android デバイスの登録状態が「仮登録」となって
いることをご確認ください。 

2 管理者 
Workspace ONE 管理画面のデバイスリストから該当 Android デバイスの詳細のプロファイルを確認し、
ブラウザの制限プロファイルを削除してください。SMS の制限は削除する必要はありません。 
※2 の作業完了後、利用者へ 3 の作業を実施いただくよう、ご連絡ください 

3 利用者 
Android デバイス側でブラウザが利用できることを確認し、Android デバイスのブラウザから同意処理を進
めてください。詳細は利用者マニュアルをご確認ください。 
※3 の作業完了を利用者に確認後、管理者にて 4 の作業を実施してください。 

4 管理者 
「3.4 ユーザから選ぶ」の「結果表示エリア」にて、該当 Android デバイスの登録状態が「登録済」となって
いることをご確認ください。 

5 管理者 
Workspace ONE 管理画面のデバイスリストから該当 Android デバイスの詳細のプロファイルを確認し、
ブラウザの制限プロファイルを適用してください。 
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 Android レガシーとは 
Android レガシーは、2022 年 3 月 31 日でサポートを終了しました。 
Android レガシーとは Android エンタープライズを利用しないデバイス管理用の MDM 機能のことです。 
Android レガシーは Android 8 までのサポートとなりますので、継続利用する場合は、Android 9 以降に OS バージョンアップしない
ようにご注意ください。 
 

 利用の流れ 
Android レガシーを利用する上で必要な作業は以下の通りです。本マニュアルでは、管理画面における操作について説明します。 
 

STEP 操作 作業内容 

STEP1 管理画面 4.7 管理者用の Google アカウントの取得 

STEP2 管理画面 6.1.1 ユーザ情報登録 

STEP3 デバイス 初期設定を始める（利用者マニュアル） 
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 あんマネ管理画面 
あんしんマネージャーの管理画面について説明します。 
 
3.1 管理画面へのログイン 
3.2 あんしんマネージャー管理画面 
3.3 機能から選ぶ 
3.4 ユーザから選ぶ 
3.5 操作履歴の確認 
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 管理画面へのログイン 
あんしんマネージャーにログインするには、下記の手順で行います。 

 

ドコモビジネスオンラインサイトにアクセスします 
ドコモビジネスオンラインサイトの「あんしんマネージャー」
ページにアクセスします。 
【あんしんマネージャー管理画面にログイン】を選択して、
【ログイン】ボタンをクリックします。 
 

 

dアカウントを入力します 
管理者の「dアカウント」を入力して【次へ】をクリックしま
す。 

 

パスワードを入力します 
dアカウントのパスワードを入力して【ログイン】ボタンをクリ
ックします。 
 
※セキュリティコードによる2段階認証を利用している場
合は、SMSで配信されたセキュリティコードの入力も必
要です。 

https://www.ntt.com/business/services/anshin_manager.html
https://www.ntt.com/business/services/anshin_manager.html
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あんしんマネージャーのログインページが表示されま
す 
▼STEP１  
【ワンタイムキーを発行】をクリックします。 
ワンタイムキーはSMS、または登録したメールアドレス宛
に通知されます。 

 

 
 
▼STEP2 
届いたワンタイムキーを入力して【ログイン】を 
クリックします。 
※代表管理者のデバイスがSMSを受信できないデバイ
スの場合、SMS受信可能デバイスにSIMを差し替えて
初回のSMS受信を行ってください。 

 

 
 

 

 

ログイン完了 
あんしんマネージャーにログインできました。 
ログイン後は管理画面のトップページが表示されます。 
ここからあんしんマネージャーの各種設定を行います。 

 
 

 

 
  

Point︕ 
＜4＞「管理対象グループが複数ある場合」 

Point︕ 
＜3＞「代表管理者ではない管理者が初めてログイ
ンする場合」 

Point︕ 
＜2＞ワンタイムキーを電子メールで受信するには 

Point︕ 
＜1＞「代表管理者が初めてログインする場合」 

Point︕ 
＜6＞「クイックメニューの活用」 

Point︕ 
＜5＞「お知らせ機能について」 
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 ポイント・注意事項 

ポイント 
「代表管理者が初めてログインする場合」 

あんしんマネージャーご契約後は、代表管理者の d アカウントとパスワードを利用して My docomo にログインした後、あんしんマネー
ジャーの管理画面よりワンタイムキーを発行します。このワンタイムキーは、初回のみ代表管理者の電話番号へ SMS で通知されま
す。次回のログインより、ワンタイムキーの通知を SMS または登録済みのメールアドレスのいずれかを選択できるようになります。 
 

ワンタイムキーを電子メールで受信するには 
初回ログイン後、プロフィール画面にてメールアドレス登録を行うと、ワンタイムキーを登録したメールアドレスで受信可能となります。詳
細は「5.1 プロフィール変更」を参照ください。 
 

「代表管理者ではない管理者が初めてログインする場合」 
管理者の初回ログインには、初回認証パスワードの入力が必要です。初回認証パスワードとは、代表管理者が管理者を作成した際
に設定いただくパスワードとなります。詳細は「5.2 管理者設定」を参照ください。 
 

「管理対象グループが複数ある場合」 
管理者が操作可能なあんしんマネージャー契約グループが複数ある場合、どのグループでログインを行うか選択を行います。選択する
グループが 1 つしかない場合は、選択肢は表示されません。 
 

「お知らせ機能について」 
あんマネダッシュボード上部に、あんしんマネージャーに関するお知らせが表示されます。ここではメンテナンスや、各種マニュアルの改版
のお知らせなど、あんしんマネージャーを運用するお客様に有用な情報を表示します。 
⇒「3.2.5 お知らせ」を参照してください。 
 
■ダッシュボード 【お知らせ】 

  

 
「クイックメニューの活用」 

ダッシュボードでは、緊急時のロック・中断・初期化のメニューに素早くアクセスできるよう「クイックメニュー」を表示します。 
デバイス紛失時などにより緊急でロックを行いたい場合に、クイックメニューから素早く初動対応が可能です。 
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注意事項 
 ワンタイムキーの入力について 
・ ワンタイムキーの入力に失敗すると、下記メッセージが表示されます。【ログイン画面へ】をクリックして、ワンタイムキーの再発行を

行ってから、新しいワンタイムキーでログインを行ってください。 

 

■ ワンタイムキーが発行できない/届かない場合 
・ ログインに失敗する場合、以下についてご確認ください。 
 ワンタイムキーの発行に失敗する／携帯電話 SMS に発行した場合 
・ 管理者番号と紐付いていない d アカウントでログインしている 
・ キャリアフリーの d アカウントでログインしている 
 ワンタイムキーの発行に失敗する／PC メールに発行した場合 
・ 管理者番号と紐付いていない d アカウントでログインしている 
・ メールアドレスを設定していない 
 ワンタイムキーが届かない／携帯電話 SMS に発行した場合 
・ 認証した d アカウントとは違う電話番号のデバイスを持っている 
・ SMS 受信時にデバイスの電源が入っていない 
・ 電波環境が悪い 
 ワンタイムキーが届かない／PC メールに発行した場合 
・ メールアドレスが正しく設定されていない 
・ ワンタイムキーのメールが、迷惑メールなど受信ボックス以外にフィルタされている 

※下記アドレスを連絡先リストに登録するか、受信許可設定を行ってください。 
送信元アドレス︓anshin_info@anm.biz.mydocomo.com 

 管理するグループが選べない 
・ 管理するグループに登録されている管理者番号の d アカウントでログインしていない 
 ログインに失敗する 
・ ワンタイムキーの有効期限が過ぎている → 再度、ワンタイムキーを発行してください。 
・ ワンタイムキーの入力を誤った場合は、再度ワンタイムキーを発行してください 
・ インターネット環境に接続できているか確認してください 

  

mailto:anshin_info@anm.biz.mydocomo.com
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 あんしんマネージャー管理画面 
あんしんマネージャーにログインすると、管理画面が表示されます。Worksapce ONE 画面への切替方法は「3.2.1Workspace 
ONE 画面への切り替え手順」を参照ください。 
 
■画面構成 
「管理画面トップ」の画面構成は、下図のとおりです。 

 
 
■メニュー説明 
「管理画面トップ」の各メニューは、下表のとおりです。 
No 名称 説明 

① ヘッダーエリア すべてのページで表示されるエリアです。Workspace ONE、管理者機能へ移動する
ことができます。 

② コンテンツエリア すべてのページで表示されるエリアです。管理画面トップから画面を移動しても、コンテン
ツエリアは簡単に表示／非表示を切り替えることができます。どのページを表示していて
も、目的の操作に移動することができます。 

③ ダッシュボードエリア あんしんマネージャーの管理下にあるデバイスの管理状態などを表示します。 
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 Workspace ONE画面への切り替え手順 
Workspace ONE で登録状態の確認や機能を利用するには、あんしんマネージャーの TOP 画面から Workspace ONE への切り替
えを行います。 
iOS デバイス、Android デバイス、Windows デバイスについては Workspace ONE メニューから、デバイス機能の制限やアプリ配信
機能などが利用できます。 
 

 

Workspace ONEロゴをクリックします 
あんしんマネージャーのTOPページ上部にある
【Wokrspace ONE管理画面】のロゴをクリックして、
Workspace ONEの管理画面に切り替えます。 
 

 

新規ウィンドウでWorkspace ONEが開きます 
Workspace ONEダッシュボードページが表示されま
す。 
 
Workspace ONE画面の詳細は「4 Workspace 
ONE管理画面」を参照してください。 
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 ヘッダーエリア 
ヘッダーエリアはすべてのページで表示されます。ログインしている管理者名が表示され、Workspace ONE、管理者機能へ移動するこ
とができます。 
 
■画面構成 
「ヘッダーエリア」の画面構成は、下図のとおりです。 
 

 
 
 
■メニュー説明 
No 名称 説明 

① あんしんマネージャーロゴ あんしんマネージャーのロゴをクリックすると、ダッシュボード画面を表示します。 

② マニュアルアイコン あんしんマネージャーのマニュアル一覧を表示します。 

③ FAQ アイコン あんしんマネージャーの FAQ を表示します。 

④ 
Workspace ONE 
管理画面ロゴ 

Workspace ONE 画面を表示します。デバイス機能の制限など各種セキュリティポリシー
の設定や、デバイスの状態を確認することができます。 

⑤ 管理者名 ログインしている管理者の名前を表示します。プロフィール変更ができます。 

⑥ 管理者機能 管理者の情報登録・編集を行います。(参照: 5.2 管理者設定) 

⑦ ログアウト あんしんマネージャーからログアウトします。 
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 コンテンツエリア 
コンテンツエリアはすべてのページで表示されます。管理画面トップから画面を移動しても、コンテンツエリアは簡単に表示／非表示を切り
替えられます。そのため、どのページを表示していても簡単に目的の操作に移動することができます。 
 
■画面構成 
「コンテンツエリア」の画面構成は、下図のとおりです。 

 
 
■ ダッシュボードからページを移動した場合のコンテンツエリア表示イメージ 
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■メニュー説明 
No 名称 説明 

① ダッシュボード あんしんマネージャーの管理下にあるデバイスの管理状態や、セキュリティアラートなどを表
示します。 

② 機能から選ぶ 目的別に機能を表示します。ガイドに従って操作することで目的の操作にたどりつきます。 

③ ユーザから選ぶ ユーザ一覧を表示します。ユーザを指定してデバイスの設定状態の確認や、各機能メニュ
ーを利用することができます。 

④ 操作履歴の確認 管理者が実行した操作履歴を確認することができます。 

⑤ メニュー選択 全機能を一覧表示します。機能名から直接操作を始めることができます。 

⑥ 表示／非表示ボタン ダッシュボード以外のページでは、コンテンツエリアの表示／非表示の切り替えが可能で
す。 
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 ダッシュボード 
ダッシュボードでは、デバイス登録状態やセキュリティアラートなどの確認が行えます。 
 
■画面構成 
「ダッシュボード」の画面構成は、下図のとおりです。 

 
 
■メニュー説明 
「ダッシュボード」の各メニューは、下表のとおりです。 

No 名称 説明 

① コンテンツエリア 目的別に操作をはじめるには、このエリアからメニューを選択します。 

② お知らせ 
あんしんマネージャーに関するアップデートやメンテナンスなどのお知らせを表示しま
す。 

③ 総回線数 あんしんマネージャーで管理可能なデバイスの総回線数を表示します。 

④ プラン別表示エリア ケータイプラン(i・sp)、スマホプラン、Windows プランの内訳を表示します。 

⑤ クイックメニュー 
紛失時操作、共有電話帳管理、Workspace ONE 管理画面のショートカットを
表示します。 

⑥ デバイス登録状態 
i モードケータイ、iOS デバイス、Android デバイス、sp モードケータイ、Windows
デバイスの登録状態を表示します 

⑦ セキュリティアラート 運用上問題のあるデバイスを検知した場合にお知らせします 
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 お知らせ 
あんしんマネージャーに関する各種お知らせを通知エリアに表示します。ここでは、ドコモから管理者様へお知らせしたい、定期メンテナンス
のお知らせや機能改善のご案内、各種操作マニュアルの更新情報などをお知らせします。 
なお、お知らせの内容をメールで受信したい場合は、「5.1.1 プロフィール変更」にて受信設定を実施してください。 
 
■画面構成 
「お知らせ」の画面構成は、下図のとおりです。 
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■「お知らせ」を全て表示した場合 

 
 
■「お知らせ」の詳細を表示した場合 
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 クイックメニュー 
よく使うメニューをダッシュボードのクイックメニューに配置しています。緊急時操作である紛失時メニューや、定期的に配信することがある
電話帳メニューなど、今すぐ使いたいメニューは TOP 画面から直接アクセス可能です。 
 
■画面構成 
「クイックメニュー」の画面構成は、下図のとおりです。 

 
■メニュー構成 
「クイックメニュー」に配置されている項目は、下表のとおりです。 

  アイコン メニュー 

 

ロック 
ロック解除 ※i モードケータイおよび sp ケータイ向け機能 

 

利用中断 
再開 

 

初期化 
初期化指示キャンセル ※i モードケータイおよび sp ケータイ向け機能 

 
共有電話帳管理 

 
Workspace ONE 管理画面へ切り替え 
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 セキュリティアラート 
運用上問題があるデバイスを検知すると、ダッシュボードにて管理者へお知らせします。ダッシュボードでは検知した項目のみ表示します。
検知内容の詳細を確認するには、検知されたセキュリティアラートのメッセージリンクから確認します。 
 
■画面構成 
「セキュリティアラート」の画面構成は、下図のとおりです。 

 
 
■検知項目 
「セキュリティアラート」で検知する項目は、下表のとおりです。 

  検知タイトル 検知条件 検知対象 OS 

利用デバイス不一致ユーザ 
登録されているデバイスと異なるものを使用しているユーザを検出した
場合  

初期設定未完了ユーザ 初期設定が完了していないデバイスを検出した場合  

遠隔制御不能ユーザ 
Workspace ONE での遠隔制御が不能となったデバイスを検出し
た場合  

定期通信無効ユーザ 一定期間定期レポートが報告されないデバイスを検出した場合  

禁止アプリインストールユーザ 
禁止されているアプリケーションをインストールしたデバイスを検出した
場合  

デバイス管理権限無効ユーザ 
ユーザがあんしんマネージャーアプリのデバイス権限を OFF にした場
合  
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操作手順 

 

確認するセキュリティアラートを選択します 
セキュリティアラート表示エリアから、確認するアラートをク
リックして、2へ進みます。 
※ここでは「遠隔制御不能ユーザ」を例に説明 
します。 

 

アラートを検知したデバイスを確認します 
検知デバイスを表示します。内容を確認し、必要に応
じて対処を行います。 
 
アラートを削除する場合 
対処の必要がない場合は、アラートを削除します。 
 

 
 

 
  

Point︕ 
＜7＞「セキュリティアラートを検知したら」 
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 ポイント 

ポイント 
「セキュリティアラートを検知したら」 

セキュリティアラート検知後は、必要に応じて以下の対処を行います。 

アラート内容 対処方法 
アラート 
削除方法 

利用デバイス不一致ユーザが XX 件あります 

 

夜間バッチにてあんしんマネージャーに登録してい
るデバイスと異なるデバイスを利用していることを検
知しました。もしくは利用しているデバイスを確認
することができませんでした。 
※管理者から「利用デバイス確認」を行い不一致
であった場合も含む 

ユーザへヒアリングを行い、結果に応じて以下の
対処を行ってください。 
【加入時とデバイスが同じ場合】 
デバイスの再起動を実施してください。 
 
【加入時とデバイスが異なっている場合】 
元のデバイスへ SIM カードを戻してください。 
 
【新しいデバイスを利用する場合】 
ユーザ情報クリアとユーザ情報登録を行い、デ
バイスの初期設定を実施してください。 
※i モードケータイで新しいケータイを利用する
場合には、「デバイス確認通知送信」を送信し
て登録を行ってください。詳細は「ご利用デバイ
ス確認」の項目でご確認ください。 
 

自動削除 

初期設定未完了ユーザが XX 件あります 

 

利用許諾 ユーザが許諾をしていません。 

ユーザにて i モードメールで受信した利用開始
通知内の URL へアクセスし、利用許諾に同意
してください。 

手動削除 
または 
状態解消で 
自動削除 

 

ユーザにて受信した利用開始通知内の URL
へアクセスし、利用許諾に同意してください。 
 

 

ユーザにて受信した利用開始通知内の URL
へアクセスし、初期設定を行ってください。 

 

アクティベーシ
ョン 

ユーザがアクティベーションを行っ
ていません。 

ユーザにてテキスト SMS に記載の URL にアク
セスし、構成プロファイルのインストールを行ってく
ださい。 
 

ユーザにて Hub アプリを起動して、初期設定を
行ってください。 
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遠隔制御不能ユーザが XX 件あります 

 

 

ユーザクリア 
管理者より「ユーザクリア」を行っ
たことにより、制御不能となってい
ます。 

「ユーザ登録」および「利用開始通知」を送信
し、再登録を行ってください。 

手動削除 

 

Worksapce 
ONE 加入
解除 

管理者より「初期化」またはデバ
イスが加入解除となったことによ
り、制御不能となっています。 

「ユーザ情報クリア」を行い、その後「ユーザ登
録」および「利用開始通知」を送信し、再登録
を行ってください。 

定期通信無効ユーザが XX 件あります 

 
24 時間以上電源が OFF／パケット通信ができ
ない状態です。 

デバイスの状態を確認してください。 

手動削除 
または 
定期通信後に 
で自動削除 

禁止アプリインストールユーザが XX 件あります 

 
デバイスに禁止されたアプリがインストールされてい
ます。 

アンインストールを行ってください。 

手動削除 
または 
状態解消で自
動削除 

デバイス管理権限無効ユーザが XX 件あります 

 
ユーザがあんしんマネージャーアプリのデバイス権
限を OFF にした状態です。 

「利用開始通知」を送信して、再登録を行って
下さい。 

手動削除 
または 
状態解消で自
動削除 
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 機能から選ぶ 
「機能から選ぶ」では、目的別に機能を表示します。行いたいことから機能を探すのに便利です。対応するカードを選択すると、それに応
じた機能を自動的に表示します。機能名が分からなくても表示されるガイドに沿って選択することで目的の操作にたどりつきます。 
 
■画面構成 
「機能から選ぶ」の画面構成は、下図のとおりです。 
 

 
 
■メニュー説明 
「機能から選ぶ」の各メニューは、下表のとおりです。 
No 名称 説明 

① 紛失時操作 デバイスを紛失した場合など、緊急時に行うメニューです。 

② 機能制限・情報配信 
デバイスの機能やアプリのインストール、電話帳やメッセージの送信など、機能制限と情
報配信を行うメニューです。 

③ ユーザ管理 ユーザの管理、インストールアプリのチェックなど、ユーザ管理の操作を行うメニューです。 
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操作手順 

 

 
 

 

 
 

コンテンツメニューから【機能を選ぶ】を選択してカ
ードを表示します 
カード１からメニューを選択します。 
選択したメニューに応じて、カード2が表示されますので
次へ進みます。 
 
カード２から次の操作を選択します 

表示中のカードから対応するメニューを選択します。 
選択したメニューに応じて、カード3が表示されますので
次へ進みます。 
 
カード 3から次の操作を選択します 

表示中のカードから対応するメニューを選択します。 
カードは選択するメニューによって最大4つまで表示さ
れます。 

 
 
目的のメニューが表示されます 

最終カードを選択した後は、目的の機能を利用するた
めの画面に移動します。 
※ここでは[機能制限・情報配信]-[メッセージ送信]
を例に記載しています。 
 

  

Point︕ 
＜8＞「ひとつ前のカードに戻るには」 
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 全メニューを表示する 
コンテンツエリアの【メニュー選択】ボタンをクリックすると、全機能を一覧で表示します。機能名から直接アクセスする場合にはこちらを使い
ます。 
■画面構成 
「全メニュー一覧」の画面構成は、下図のとおりです。 

 

 ポイント 

ポイント 
「ひとつ前のカードに戻るには」 

 

各カードの右上「×」をクリックするか、
カード内のグレーエリアをクリックするこ
とで、一つ前のカードを選択しなおす
ことができます。 
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 ユーザから選ぶ 
「ユーザから選ぶ」では、契約中デバイスの一覧表示「ユーザ一覧」画面から、特定ユーザを指定して操作をおこないます。絞り込み検索
が可能なため、デバイスや電話番号などの詳細条件を指定してユーザを探すことができます。また、指定したユーザの状態を「ユーザ詳
細」画面で確認でき、そのユーザに対する操作履歴やロック、初期化などの状況も確認できます。 
 
■画面構成 
「ユーザ一覧」の画面構成は、下図のとおりです。 

 
 
メニュー説明 
「ユーザから選ぶ」の各メニューは、下表のとおりです。 

No 名称 説明 

① 検索ボックス ユーザ名、電話番号を条件にユーザ検索を行います。 

② 詳細検索ボタン 登録状態、OS、ISP、デバイス名、検索リストなど詳細条件を入力して検索を行います。 

③ 更新ボタン ユーザ情報を最新の状態への更新を行います。 

④ 結果表示エリア 検索結果を表示します。 
・登録済︓正常に処理が完了しています。 
・許諾済︓新加入方式をご利用の場合、この状態にはなりません。 
・仮登録︓利用開始通知が送信された状態となります。同意処理の作業中もしくはシステム側の
内部処理中となります。利用者に Android デバイスの状況をご確認ください。 
・未送信︓利用開始通知が送信される前の状態となります。デバイス側の加入処理の作業中もし
くはシステム側の内部処理中となります。利用者に Android デバイスの状況をご確認ください。 
・未登録︓ユーザ情報登録が実施されていません。 

⑤ 詳細表示ボタン 対象ユーザのデバイス登録状況や直近の操作履歴などを確認します。 
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「ユーザ詳細」の各メニューは、下表のとおりです。 

 
 
■メニュー説明 
「ユーザ詳細」の各メニューは、下表のとおりです。 

No 名称 説明 

⑥ ユーザ詳細 ⑤で選択したユーザの詳細情報を表示します。 
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操作手順 

 

ユーザを検索します 
検索画面よりユーザを選択します。選択後は【詳細】
ボタンをクリックして、ユーザ詳細画面を表示します。 
ユーザ詳細画面では、設定内容の確認や編集、操作
履歴などが確認できます。 

 

 

ユーザ情報エリア 
紛失時操作の各機能メニューへのショーットカットを表
示します。また、現在のデバイス状態も表示します。 
 
▼紛失時操作などを実行する場合 
利用する機能を選択します。選択後は、各機能 
メニューにジャンプします。 

 

Point︕ 
＜9＞「ユーザを検索するには」 

Point︕ 
＜10＞「ユーザ情報画面で操作できる機能につい
て」 
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ユーザ情報を編集する場合 
【編集メニュー】をクリックすると、「ユーザ情報管理」 
メニューへアクセスできます。利用する機能をクリック 
して、目的のメニューへ移動します。 

 

さらに情報を表示する場合 
【ユーザ詳細情報を見る】をクリックして、詳細情報を
開きます。 
ここで表示される情報は、デバイスの適用状態や設定
内容によって変わります。 
左図では、iモードケータイを例に説明します。 
設定内容によっては一部表示が異なる場合が 
あります。 
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(a)ドコモサービス設定 
設定状態を表示します。内容を編集するには【設定メ
ニュー】をクリックします。 
 
(b)ブラウザ利用制限 
適用状態と適用中のホワイトリスト名称を表示しま
す。 
 
(c)iモードカスタマイズ設定 
iモードケータイの場合のみ、デバイス制限指示の適用
状態と表示します。 
 
(d)共有電話帳管理 
共有電話帳管理メニューへアクセスします。 
 
(e)iモードケータイ 
iモードアクセス履歴のメニューへアクセスします。 
 
操作履歴を確認する場合 
本エリアから対象ユーザに対する直近の操作履歴の一
覧が確認できます。操作内容の詳細を閲覧するには
【詳細】ボタンをクリックして、確認します。 
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 ポイント 

ポイント 
「ユーザを検索するには」 

 

ユーザを検索します 
管理下のユーザが表示されます。 
検索ボックスに[ユーザ名][電話番号]を入力のう
え、【検索】をクリックして、結果を表示します。 
 

条件を指定して詳細検索します 
さらに詳細条件で検索結果を絞るには、【詳細検
索】をクリックして、3 へ進みます。 
 

 

詳細条件を設定します 
詳細検索画面を表示します。 
詳細条件を指定します。 
条件の指定が完了したら【検索】をクリックして、 
4 へ進みます。 

 

検索結果が表示されます 
条件に該当するユーザが表示されます。 
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「ユーザ情報画面で操作できる機能について」 

ユーザ情報画面から操作メニューにアクセスできる機能は、次の表のとおりです。 

機能名称 説明 

登録状態 ユーザ管理機能の利用開始通知の送信メニューにアクセスします。 

ロック ロック／ロック解除のメニューにアクセスします。 

利用中断 利用中断／再開のメニューにアクセスします。 

初期化 初期化メニューにアクセスします。 
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 操作履歴の確認 
あんしんマネージャーで指示を実行した操作の履歴を確認することができます。履歴は過去 6 か月間分を表示します。 
また、操作に対する処理結果もここで確認します。 
 
■画面構成 
「操作履歴の確認」の画面構成は、下図のとおりです。 
 

 
 
■メニュー説明 
「操作履歴の確認」の各メニューは、下表のとおりです。 
No 名称 説明 

① 操作履歴検索エリア 操作対象の番号、または操作管理者で検索します。 

② 検索結果表示エリア 条件検索に該当する操作履歴を表示します。 

③ ステータス別ソートフラグ 検索結果を処理ステータス別にソートします。 

④ 詳細検索 対象期間や機能別に操作履歴を検索します。 

⑤ 操作履歴エクスポート ②に表示している検索結果を CSV ファイルで出力します。 
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操作手順 

 

操作履歴の検索方法を選択します 
 
▼操作対象の電話番号で検索する場合 
電話番号を入力のうえ【検索】をクリックして、2へ進み
ます。 

 

操作した管理者で検索する場合 
操作管理者を選択のうえ【検索】をクリックして、 
次へ進みます。 

 

検索結果を表示します 
検索方法によって、以下のように表示します。 
 
▼操作対象の電話番号で検索した場合 
対象の電話番号に対しての操作履歴を表示します。
表示中の操作履歴から、以下の操作が可能です。 
 
(a)処理ステータス別にフィルタする 
処理結果のステータス別に操作履歴を並び替えるこ
とができます。 
 
(b)詳細検索する 
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対象期間や機能別に操作履歴をさらに絞り込んで検
索します。 
 
(c)操作履歴をエクスポートする 
表示している検索結果をCSVファイルで出力します。 

 

操作した管理者で検索した場合 
選択した管理者が行った操作履歴を表示します。 
表示中の操作履歴から、以下の操作が可能です。 
 
(d)詳細検索する 
対象期間や機能別に操作履歴をさらに絞り込んで検
索します。 
 
(e)操作履歴をエクスポートする 
 
表示している検索結果をCSVファイルで出力します。 
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 Workspace ONE管理画面 
Workspace ONE 管理画面の基本的な使い方について説明します。 
 
4.1 Workspace ONE の管理画面に切り替えるには 
4.2 初回ログイン時のセキュリティ設定 
4.3 コンテンツエリア 
4.4 ダッシュボード 
4.5 通知設定 
4.6 ポイント・注意事項 
4.7 管理者用の Google アカウントの取得 
4.8 Workspace ONE で Android を設定する 
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 Workspace ONEの管理画面に切り替えるには 
Workspace ONE で登録状態の確認や機能を利用するにはあんしんマネージャーの管理画面から Workspace ONE への切り替え
が必要です。 
 

 

Workspace ONEロゴをクリックします 
あんしんマネージャーのTOPページ上部、または 
クイックメニューの「Workspace ONE管理画面」ロゴを
クリックして、Workspace ONEに切り替えます。 

 

新規ウィンドウでWorkspace ONEが開きます 
Workspace ONEのダッシュボードページが開きます。 
 
Workspace ONEの各種機能制限の方法は「11 
Workspace ONE」を参照ください。 
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 初回ログイン時のセキュリティ設定 
Workspace ONE 画面に初めてログインを行った際は、利用規約の確認とセキュリティ設定が必要です。また、Workspace ONE 管
理画面のバージョンアップがあった場合や、あんしんマネージャーWorkspace ONE の利用規約に変更があった場合も、再度利用規約
の確認が必要になります。ここでは、初回ログイン後の操作について説明します。 
※本設定は管理者ごとに個別に行います。既に設定されている他の管理者の設定が上書きされることはございません。 
 

 

Workspace ONEへ初めてログインを行うと利用
規約画面が表示されます。 
＜あんしんマネージャー ご利用規約＞のリンクより、あ
んしんマネージャーWorkspace ONEのご利用規約を
確認します。 
確認後は【承諾】をクリックします。 

 

利用規約に承認しました。 
しばらくすると、3へ進みます。 

 

セキュリティ設定を行います。 
パスワード回復用の質問を設定します。 
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パスワード回復用の質問を設定します。 
パスワードの質問をプルダウンから選択し、パスワードの
答えを入力します。 
 
※パスワードの質問とパスワードの答えは、あんしんマネ
ージャーWorkspace ONEでは利用しませんが、必ず
入力が求められます。 

 

セキュリティ暗証番号を設定します。 
4桁のセキュリティ暗証番号を入力します。 
セキュリティ暗証番号の入力完了後は【保存】をクリック
します。 

 

 
 

ダッシュボードが表示されたら完了です。 
 

  

Point︕ 
＜11＞「セキュリティ暗証番号とは」 
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 コンテンツエリア 
Workspace ONE の管理画面 TOP ページにでは、様々なコンテンツを表示しています。利用したいメニューに簡単にアクセスできるた
め、目的の操作に素早く移動することができます。 
 
■画面構成 
Workspace ONE TOP ページの画面構成は、下図の通りです。 

 
 
 
■メニュー説明 
No 名称 説明 説明 

① メインメニュー 

 

MDM 情報を閲覧・管理します。デバイスのプラットフォームの内訳や、デバイス状態の
詳細、加入履歴(アクティベーション履歴)、順守状態など、特定の情報に素早くアクセ
スでき、レポート出力もできます。 

 

デバイスダッシュボードにアクセスし、順守状態、所有形態の内訳、最終検出日、プラッ
トフォームタイプの詳細を閲覧します。現在のすべてのプロファイル、加入状態、順守ポ
リシーなどのタブにアクセスすることができます。 

 

App Catalog にアクセスし、管理します。アプリケーションの分析データやログ、アプリの
カテゴリ、割り当てグループ、アプリグループ、特集アプリ、ジオフェンス、アプリに関連して
いるプロファイル等のアプリケーション設定を閲覧することもできます。 

 
割り当てグループ、アプリグループを管理します。 

② サブメニュー ― メインメニューで選択したコンテンツに適応したサブメニューを表示します。 

③ 表示エリア ― サブメニューで選択したメニューに適応した情報を表示します。 

④ ヘッダーメニュー 
 

プロファイル、順守ポリシー、社内アプリケーション、またはパブリックアプリケーションを素
早く追加します。 
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デバイス検索や、情報検索を行います。 

 

お知らせの有無をベルアイコンのバッチでお知らせします。お知らせを削除するには 1 件
ずつ「×」で削除、あるいは「すべて却下」で一括削除することができます。 

 

ブックマークされたページ一覧を表示します。ブックマークは各ページ右上にある星印を
使用して保存します。 
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 ダッシュボード 
加入したデバイスを Workspace ONE デバイスダッシュボードから閲覧･管理します。デバイスダッシュボードでは、デバイスのセキュリティ
設定状態や、順守状況、プラットフォーム内訳といった管理デバイスの統計情報をグラフで表示します。 
 
■画面構成 
「Workspace ONE ダッシュボード」の画面構成は下図の通りです。 

 
 
■メニュー説明 
No 名称 説明 

① 総展開数 現在加入済み(アクティベーション済み)のデバイス数を表示します。 

② セキュリティ 

侵害状態 
Workspace ONE に加入しているジェイルブレイク状態または
ルート状態のデバイスの台数とパーセンテージを表示します。 

パスコード無し 
パスコードの設定がされていないデバイスの台数とパーセンテー
ジを表示します。 

暗号化されていない 
暗号化されていないデバイスの台数とパーセンテージを表示し
ます。 

③ 所有形態 企業専用デバイスの合計台数を表示します。 

④ 最後に確認された概要 
Workspace ONE MDM サーバと最近通信を行ったデバイスの台数とパーセンテージ
を表示します。 

⑤ プラットフォーム それぞれのデバイスプラットフォームカテゴリでデバイスの合計台数を表示します。 

⑥ 加入 加入済み(アクティベーション済み)デバイスの合計台数を表示します。 

⑦ OS 詳細 OS のバージョンを表示します。 
※ダッシュボードに表示される任意のデータを選択すると、そのデータに含まれるデバイスがリスト表示されます。 
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 通知設定 

 

 

Workspace ONEロゴをクリックします 
あんしんマネージャーのTOPページ上部、または 
クイックメニューの「Workspace ONE」ロゴをクリックし
て、Workspace ONEに切り替えます。 

 

 

Workspace ONEグループ名を選択します 
Workspace ONE管理画面右上の「00」から始まる
数列をクリックします。 

 
 

アカウント設定画面に遷移します 
【アカウント設定を管理】をクリックします。 
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ログイン中の管理者の設定をします 
「E メール」に管理者の E メールアドレスを入力します。E
メール通知機能における「リスト表示のエクスポート」を
利用するためには本項目の「E メール」の入力が必要で
す。 
 

 

証明書失効日通知の設定をします 
証明書失効日の通知をするためには、「APNs失効日」
の設定をします。 
※「APNs失効日」「VPPアプリ自動更新」「プロビジョニ
ングプロファイル失効」のEメール通知については、iOSの
み対象となります。 

 

 
 
 

 

設定が完了しました 
「正常に保存されました」と表示されたら設定は完了で
す。 

 
  

Point︕ 
＜163＞「E メールアドレスの複数設定について」 

Point︕ 
＜162＞「通知機能の通知方法について」 
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 ポイント・注意事項 
ポイント 

「セキュリティ暗証番号とは」 
Workspace ONE への初回ログイン時に、設定した 4 桁のセキュリティ暗証番号です。セキュリティ暗証番号は、誤って MDM
の重要な構成部分を削除してしまったりすることがないよう、セーフガードとしての機能を果たします。 
セキュリティ暗証番号の初回設定後は、Workspace ONE 管理画面右上から【アカウント】アイコンを選択し、「アカウント設定を
管理」-「セキュリティ設定」から暗証番号を再設定することができます。また、セキュリティ暗証番号はアプリの削除の際に必要で
す。 

 
注意事項 
■Workspace ONE 画面のログアウトについて 
Workspace ONE の画面を終了する場合は、Workspace ONE 管理画面右上の「00」から始まる数列をクリックし、「ログアウ
ト」をクリックしてください。Workspace ONE 画面が切り替わりましたら、ウィンドウを閉じてください。 
 

 
 

ログアウトをクリックします。 

 
 

表示しているウィンドウを閉じます。 
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 管理者用の Google アカウントの取得 
Android エンタープライズで制御を行うには Workspace ONE 管理画面から Android エンタープライズ用の設定を行います。あらか
じめ、Android エンタープライズで使用するための Google アカウントを取得してください。 
また、Android レガシーにおいては Google アカウント不要で制御することができますが、Android エンタープライズ同様、設定すること
を推奨いたします。 
 
Google アカウントの作成は Google 社の下記サイトから行います。 
https://accounts.google.com/signup 
※管理者用の Google アカウントに G Suite アカウントをご利用いただくことはできません。G Suite アカウントをご利用される場合は、
デバイス毎に手動にて設定を行ってください。 
 

 Workspace ONEで Android を設定する 
Workspace ONE で Android の設定を行います。本設定を行うことで Android エンタープライズとしてデバイスの制御を行う事がで
きるようになります。 
 

本手順 4.8.1 および 4.8.2 は、初めて Google アカウントを設定される方向けの手順となります。 
既に組織グループに Google アカウントを設定しているお客様におかれましては、本手順 4.9.3 を参照のうえ Google アカウントの
設定を行ってください 

 
 

 管理者用 Google アカウントの登録および加入方式の設定(Workspace ONE) 
 

 
 

メインメニュー上部にあるグループが最上位になっ
ていることを確認します。 
 
 

https://accounts.google.com/signup
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メインメニューから「デバイス」 ＞ 「デバイス設定」
をクリックします。  

 
 

「デバイスとユーザー」 ＞ 「Android」 ＞
「Android EMM 登録」を選択します。 
【GOOGLEに登録する】をクリックします。 
※G Suite アカウントをご利用いただくことはできませ
ん。  

 
 

【ログイン】をクリックします。 
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Googleアカウントを入力して【次へ】をクリックしま
す。 
事前に準備した管理者用のGoogleアカウントを入力し
ます。 

 
 

パスワードを入力して【次へ】します。 

 
 

ログイン完了後【スタートガイド】ボタンをクリックしま
す。 
Google Playに正しくログインできると【ログイン】ボタン
が【スタートガイド】ボタンに変わりますので、【スタートガイ
ド】をクリックし設定を続行します。 
 
※【スタートガイド】ボタンが表示されずに、「この企業の
登録は既に完了しています。」という表示になる場合に
は、Googleアカウントの再利用を行ってください。 

 

Point︕ 
＜12＞ 「管理者用 Google アカウントの再利用」 
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「企業/組織名」に任意の名前を入力し、【次へ】ボ
タンをクリックします。 
 

 
 

連絡先情報として任意で「データ保護責任者」、
「EU担当者」の情報を入力し「managed Google 
Play」契約の項目にチェックを入れ【確認】ボタンをク
リックします。 

 
 

設定完了画面が表示されますので【登録を完了】
ボタンをクリックします。 
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Workspace ONE管理画面に戻りますので
Android EMM登録ステータスが「正常」となってい
ることを確認し、【接続のテスト】ボタンをクリックしま
す。 

 
 

画面下部に「Service Account Setup 
Successful」と表示されることを確認し、【保存】ボタ
ンをクリックします。 

 
 

保存が実行され、Workspace ONEでの設定
が変更されます。 
全組織グループをAndroidエンタープライズでご利用さ
れる場合、以上で設定は完了です。 
全組織グループをAndroidレガシーでご利用される場
合は、続けて14以降の手順に沿って設定を行ってくださ
い。 
 
※2021年6月17日以降にあんしんマネージャーを契
約した方は、これで設定は完了です。 
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「加入制限」のタブをクリックします。 

 
 

Androidの制御方法を指定します。 
現在の設定を「オーバーライド」に変更し、「この組織グ
ループの加入方法を定義する」から制御方法で「常に
Android(Legacy)を使用」を選択します。 
選択後「保存」ボタンをクリックします。 

 
 

保存が実行され、Workspace ONEでの設定
が変更されます。 
全組織グループをAndroidレガシーでご利用される場
合、以上で設定は完了です。 
 

組織グループ毎に加入方式を変更する場合は、4.8.2 に沿って設定を行ってください。 
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 組織グループ毎に加入方式を変更する 
Workspace ONE で管理者用の Google アカウントを最上位のグループに設定することで、各組織グループ単位で Android デバイ
スを Android レガシーと Android エンタープライズのどちらで制御を行うかを指定できるようになります。 
組織グループの作成方法については、【5.2.2 グループ作成】を参照ください。 
 

 

メインメニュー上部のグループ名をクリックし変
更したい組織グループをクリックします 

 

組織グループの変更後「デバイス」 ＞ 「デバイ
ス設定」をクリックします 

 

「デバイスとユーザー」 ＞ 「Android」 ＞
「Android EMM 登録」を選択します 
「加入制限」のタブをクリックします。 
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Androidの制御方法を指定します 
現在の設定を「オーバーライド」に変更し、「この組織
グループの加入方法を定義する」から制御方法を選
択します。 
選択後「保存」ボタンをクリックします。 
・ 常に Android を使用→Android エンタープライ
ズ  
・ 常に Android(Legacy)を使用→Android レ
ガシー 

 

保存が実行され設定完了です 
他の組織グループも同様に変更したい場合は同手
順を繰り返します。 
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 管理者用 Google アカウントを移動させる方法 
Workspace ONE で組織グループに Google アカウントを設定しているお客様は、本設定で Goolge アカウントを最上位グループに
移動させることができるようになります。組織グループに Google アカウントが登録されていることを確認したうえで Google アカウントの移
動を実施してください。 
 
確認方法 

組織グループに Google アカウントが設定されていることを確認します。 

 

メインメニュー上部のグループ名をクリックし変更
したい組織グループをクリックします 

 

組織グループの変更後「デバイス」 ＞ 「デバイ
ス設定」をクリックします 

 

Android EMM登録が組織グループに設定さ
れていることを確認します 
 

 

 
  

Point︕ 
＜13＞「Android EMM 登録が行われていない場
合」 
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操作手順 
Google アカウントを組織グループから最上位のグループへ移動させます。 

 

確認手順３の Android EMM登録【設定
を消去する】をクリックします 

 

Android EMM登録の設定が消去されたこ
とを確認します 

 

メインメニュー上部のグループ名をクリックし、 
最上位のグループへ変更します 
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最上部のグループへ変更されたことを確認し
ます 

 

最上位のグループで【GOOGLEに登録す
る】をクリックします 

 

【ログイン】をクリックします 
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組織グループで利用していたGoogleアカ
ウントを入力して【次へ】をクリックします 

 

再登録画面が表示されるので【再登録】を
クリックします 

 

最上位のグループにAndroid EMM登
録が設定されていることを確認します 
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各組織グループに切り替え、Android 
EMM登録の「加入制限」タブをクリックします 

 

各組織グループで Androidの制御方法
を指定します  
変更する場合は、「オーバーライド」に変更し、「こ
の組織グループの加入方法を定義する」から制御
方法を選択します。 
・ 常に Android を使用→Android エンタープ
ライズ 
・ 常にAndroid(Legacy)を使用→Androidレ
ガシー 
 

 

選択後、【保存】をクリックします 
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保存が実行され、Workspace ONEで
の設定が変更されます。 
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 ポイント 

ポイント 
「管理者用Googleアカウントの再利用」 

利用していた Android エンタープライズの設定を解除し、再度同じ管理者用 Google アカウントを利用して別のあんしんマネー
ジャーのグループの Android エンタープライズの設定を行いたい場合は、managed Google Play から設定されている管理者
情報の削除が必要となる場合があります。 
※制御しているデバイスがいる状態で本設定を行うとデバイスの初期設定のやり直しとなりますのでご注意ください。 

 

managed Google Play ストアにログイン
し、【管理者設定】をクリックします。 
※「管理者設定」が表示されない場合は、既に管
理者情報が削除されている為移行手順は不要で
す。 

 

設定の「組織の情報」の右側にあるオプションをク
リックし、表示された【組織を削除】をクリックしま
す。 

 

組織を削除の確認画面が表示されるので【削除】
をクリックします。 

 

削除が完了すると自動的にmanaged 
Google Play ストアのトップページに戻り、左メ
ニューに「管理者設定」の項目が表示されなくなり
ます。 
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「Android EMM登録が行われていない場合」 
以下の画面が表示される場合には、Android EMM 登録が完了していません。「4.8.1 管理者用 Google アカウントの登録
および加入方式の設定(Workspace ONE)」 をご参照のうえ、設定いただけますようお願いいたします。 
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 管理者用の Google サブアカウントの登録 
Android エンタープライズ管理者用 Google アカウントが Google のセキュリティポリシーを順守していないと判断された場合、Google
によりアカウントが無効化され、managed Google Play 経由の新規アプリインストール、インストール済みアプリ更新等の機能が利用
できなくなる事象が発生します。Google アカウントが無効化された場合でも、他の Google アカウントで managed Google Play が
引き続き利用できるようにサブアカウントの登録をお願いします。 
 

 
 

Google Play for Workに管理者用Google
アカウントでログインをして、「管理者設定」を選択して
ください。 
Google Play for Work は下記サイトです。 
https://play.google.com/work 
 

 
 

「管理者」の「＋」アイコンを選択します。  

 
 

サブアカウントとなるメールアドレスを追加し、「招
待」を選択します。 
※G Suite アカウントはご利用いただけません。 
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入力したメールアドレスに招待メールが届いたら、
「GET STARTED」を選択します。 

 
 

「ログイン」を選択し、サブアカウントのメールアドレス
でログインできることを確認します。ログインできること
を確認したら、ログアウトします。 

 
 

再度、管理者用Googleアカウントでログイン＞
「管理者設定」を選択し、「管理者」からサブアカウント
の編集ボタンを選択します。 

 
 

追加したサブアカウントの権限を「所有者」に変更
し、「更新する」を選択します。 
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 管理者機能 
あんしんマネージャーの管理者機能について説明します。 
 
5.1 プロフィール変更 
5.2 管理者設定 
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 プロフィール変更 
あんしんマネージャーにログインする管理者のプロフィール情報を変更します。管理者の基本情報の変更や、検索リストの編集が行えま
す。 
 
■画面構成 
「プロフィール変更」の画面構成は、下図のとおりです。 
 

 
 
No 名称 説明 

① 管理者名 ログインしている管理者の名前を表示します。プロフィール変更ができます。 

② サイドメニュー 選択中のメニューの各機能を表示します。機能名を押下し、各機能の操作を行います。 

③ 編集・設定エリア 選択しているメニューの設定項目を表示します。編集エリアで必要項目を入力します。 
 
 
■メニュー説明 
「プロフィール変更」の各メニューは、下表のとおりです。 
メニュー 説明 

プロフィール変更 あんしんマネージャーにログインする管理者の登録情報を編集します 

検索リスト管理 
検索リストを作成・編集します。指定した複数のユーザを「検索リスト」に登録しておくことで、各機能
指示メニューでユーザ検索の際に検索リストから指定したユーザを呼び出すことができます。 
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 プロフィール変更 
ログイン管理者のプロフィールを変更します。 
 

 
 

管理者名をクリックします 
管理者プロフィールを変更するには、画面上部の「管理
者名」をクリックします。 

 

基本情報を入力します 
管理者名のお名前や、メールアドレスなど変更がある場
合は入力します。 
変更がない場合は次に進みます。 

 

 

お知らせメール通知設定を決定します 
あんしんマネージャーからのお知らせ（メンテナンス情報
や故障情報、各種更新情報など）の受信設定を決
定します。 
メールアドレス未入力の場合、お知らせを受信できませ
んので、「基本情報」にてメールアドレスが入力済みであ
ることをご確認ください。 

 

Point︕ 
＜14＞「基本情報の入力項目について」 

Point︕ 
＜15＞「お知らせメール通知設定について」 



操作マニュアル_Android_4.0 版 

©2022 NTT DOCOMO, INC. All Rights Reserved. 
90 

 

セキュリティアラートメール通知設定を決定します 
各レポートの受信設定を決定します。完了後、【決定】
をクリックします。 

 

 

実行します 
内容を確認して【実行】をクリックします。 

 
  

Point︕ 
＜16＞「セキュリティアラートメール通知設定につい
て」 
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 検索リスト管理 
検索リストを作成します。現在登録している検索リストの編集もここから行います。 
 

 

検索リストの追加・編集・削除を行います 
サイドメニューから【検索リスト管理】をクリックすると 
作成済みの検索リストが表示されます。 
 
▼新しい検索リストを作成する場合 
【新規追加】を選択して、2へ進みます。 
 
▼作成済みの検索リストを編集する場合 
編集するリストを選択後に【編集】を選択して、2へ進み
ます。 
 
▼作成済みの検索リストを削除する場合 
削除するリストを選択のうえ【削除】をクリックして、3へ
進みます。 
 
設定内容を入力します 

検索リストに登録する電話番号を入力エリアに直接入
力します。作成済みの検索リストを編集する場合は、
更新方法を選択します。 
入力完了後は【決定】をクリックして、3へ進みます。

 

 
 
実行します 

内容を確認して【実行】をクリックします。 
 
  

Point︕ 
＜18＞「検索リストの更新方法について」 

Point︕ 
＜17＞「検索リストの入力項目について」 
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 ポイント・注意事項 

ポイント 
「基本情報の入力項目について」 

項目 入力規則 

基本情報 管理者氏名 必須 全角半角 25 文字以内 

メールアドレス 任意 
半角 50 文字以内 
※メールアドレス形式で入力 
※ワンタイムキー、お知らせメールの受信アドレスとして利用します。 

備考 任意 全角 25 文字半角 50 文字以内 

 
「お知らせメール通知設定について」 

お知らせメールの受信を希望する管理者のメールアドレス宛に、各種お知らせをメールで通知します。 
初期値は「受信しない」となっています。お知らせメールをご希望の管理者様は「受信する」設定へ変更を実施してください。 
複数のあんマネ管理画面にて管理者登録がされている場合、お知らせメールの送信は 1 通のみとなり、重複して送信されることは
ありません。本設定はお知らせの内容に関わらず、「受信する」と設定されると基本情報で登録したメールアドレス宛にお知らせメール
が一律送信されます。 
 
お知らせメールの送信元アドレスは「info@anm.biz.mydocomo.com」です。 
ご利用のメールサービスの迷惑メール設定、またはセキュリティソフトの設定により、自動的に迷惑メール防止機能が設定され、意図
しないメールフォルダに振り分けられる可能性があります。お知らせメールが届かない場合は、「メールアドレスに誤りはないか」「迷惑メ
ールフォルダに振り分けられていないか」等をご確認ください。 
 
お知らせメールとして送信する情報は下記が含まれます。※本内容は変更となる場合があります。 

カテゴリ 内容 

メンテナンス情報 あんしんマネージャーのメンテナンス情報をお知らせします。 

障害/復旧情報 
あんしんマネージャーの障害情報や復旧情報など、ご利用に影響を及ぼす可能性がある
場合にお知らせします。 

ドキュメント情報 各種マニュアルやドキュメント等、更新があった場合にお知らせします。 

サポート OS 情報 
iOS デバイスや Android デバイスにおいて、新しい OS バージョンがリリースされた場合に、
あんしんマネージャーでのサポート状況をお知らせします。 

アプリバージョンアップ情報 

あんしんマネージャーで提供しているアプリのバージョンアップに際し、事前にご案内事項があ
る場合にお知らせします。 
・あんしんマネージャーアプリ ※iPhone、Android デバイス向け 
・Intelligent Hub アプリ ※iOS デバイス、Android デバイス、Windows デバイス向け 
・Launcher アプリ ※Android デバイス向け 
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「セキュリティアラートメール通知設定について」 

項目 入力規則 

セキュリティアラートメール通知設定 利用デバイス不一致ユーザ 受信する／受信しない 

許諾解除ユーザ 受信する／受信しない 

初期設定未完了ユーザ 受信する／受信しない 

遠隔制御不能ユーザ 受信する／受信しない 

デバイス管理権限無効ユーザ 受信する／受信しない 

 
「検索リストの入力項目について」 

項目 必須／任意 入力規則 説明 

検索リスト名 必須 全角 25 文字半角 50 文字以内 検索リストの名前を入力します 

説明 任意 全角 30 文字半角 60 文字以内 リスト内容など補足を入力します 

対象デバイス 
(番号) 

任意 半角数字 11 文字 
検索リストに登録する電話番号を入
力します。複数入力する場合は、改
行して入力してください。 

 
「検索リストの更新方法について」 

検索リストの更新方法は以下のどちらかで選択します。 

更新方法 説明 

現在設定されているデバイスを削除して再登録する 現在の設定を削除して、上書き登録する 

現在設定されているデバイスを保持したまま、追加登録する 現在の設定に追加登録する 

 
 

 
注意事項 
 代表管理者番号を変更すると、プロフィール変更で登録した内容が削除されます。 
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 管理者設定 
あんしんマネージャーにログインすることができる管理者を作成・編集・削除することができます。初期状態では代表管理者のみが本メニュ
ーにアクセスできます。代表管理者が管理者を追加し、各管理者が操作できるグループの設定や、閲覧権限などを設定します。 
 
■画面構成 
「管理者設定」の画面構成は、下図のとおりです。 

 
 
No 名称 説明 

① サイドメニュー 選択中のメニューの各機能を表示します。機能名を押下し、各機能の操作をおこないます。 

② 編集・設定エリア 選択しているメニューの設定項目を表示します。編集エリアで必要項目を入力します。 

③ 管理者機能アイコン 
本メニューにアクセスするためのアイコンです。本アイコンが表示されるのは「代表管理者」と特
権管理権限を有している管理者です。 

 
■メニュー説明 
「管理者設定」の各メニューは、下表のとおりです。 
メニュー 説明 

管理者設定 
あんしんマネージャーにログインすることができる管理者を管理します。操作グループや閲覧権限など
もここで設定します。 

グループ管理 
あんしんマネージャーで管理しているデバイスを、部署毎などに分けてグループ作成することができま
す。ここで作成したグループは各機能でデバイスを検索する際の絞り込み条件として利用できるほ
か、管理者が操作できるグループとしても指定できます。 

代表グループ名変更 ログイン中のあんしんマネージャー契約グループの名称を変更します。 

ビジネスサポートパック デバイス紛失時の操作代行サービスに関する設定を行います。 
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 管理者設定 
あんしんマネージャーにログインすることができる管理者を管理します。管理者は 99 名まで(代表管理者を含めて 100 名まで)登録す
ることができます。操作グループや閲覧権限などもここで設定します。 

 

 

管理者の作成・編集・削除を行います 
▼新しい管理者を作成する場合 
【新規追加】を選択して、2へ進みます。 
 
▼作成済み管理者を編集する場合 
編集する管理者を選択後に【編集】をクリックして、2へ
進みます。2では選択した管理者情報が表示されます。 
 
▼作成済みの管理者を削除する場合 
削除する管理者を選択のうえ【削除】をクリックして5へ進
みます。 
 

基本情報を入力します 
必要項目を入力します。 
入力完了後は【決定】をクリックし、3へ進みます。 

 
 

権限を設定します 
管理者が操作可能となる権限を設定します。 
設定完了後は【決定】をクリックして、4へ進みます。 
▼特権管理権限を選択した場合 
【決定】をクリックして、5へ進みます。 

 
 

管理対象グループを選択します 
管理するグループを選択します。 
選択完了後は【決定】をクリックして、5へ進みます。 

 

 
実行します 

内容を確認して【実行】をクリックします。 

Point︕ 
＜19＞「管理者設定で入力する項目について」 

Point︕ 
＜20＞「権限とは」 

Point︕ 
＜22＞「管理者の権限設定は Workspace ONE
にも連携されます」 

Point︕ 
＜21＞「管理対象グループとは」 
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 グループ作成 
あんしんマネージャーで管理しているデバイスを、部署毎などに分けてグループ作成することができます。ここで作成したグループは各機能
でデバイスを検索する際に絞り込み条件として利用できるほか、Workspace ONE に連携され Workspace ONE では組織グループ
として登録されます。グループは 100 個まで作成することができます。また、Workspace ONE で管理するグループは、本章で説明する
組織グループの他にスマートグループがあります。2 つのグループの違いについては、「11.1.1 組織グループとスマートグループの違い」をご
覧ください。 
 
操作手順 

 

 

グループの新規作成を行います 
【新規追加】ボタンをクリックします。 
 

 

 

グループ名を入力します 
グループ名を入力し、【決定】ボタンをクリックします。 
 

 

Point︕ 
＜23＞「グループ管理の入力項目について」 
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実行ボタンをクリックします 
入力した内容に問題がないことを確認し、【実行】ボタ
ンをクリックします。 

 

 

登録を実施します 
ポップアップで実行確認が表示されるので、【実行】ボタ
ンをクリックします。 
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登録を完了します 
指示が実行されると完了画面が表示されますので、操
作履歴を確認してください。 
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 グループ編集 
グループの名称変更や、グループにデバイスを追加、または削除することができます。 
組織グループにのみ EMM 登録をした状態で、Android エンタープライズをご利用の方（カバンアイコンの組織グループで利用していた
方）が、Android エンタープライズのデバイスを他のグループで引き続きご利用になる場合、事前に【4.8.3 管理者用 Google アカウ
ントを移動させる方法】で Google アカウントの設定変更を行ってください。 
 
操作手順 

 

編集するグループを選択します 
編集したいグループを選択し、【編集】ボタンをクリックし
ます。 
 
 

 

編集内容を入力します 
グループ名を変更したい場合は「グループ名」を修正し、
グループに登録する回線を変更したい場合は、「管理
対象デバイス」の内容を更新し【決定】ボタンをクリックし
ます。 
 

 

 

Point︕ 
＜25＞「デフォルトグループへの移動方法について」 

Point︕ 
＜24＞「更新方法について」 
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実行ボタンをクリックします 
入力した内容に問題がないことを確認し、【実行】ボタン
をクリックします。 

 

登録を実施します 
ポップアップで実行確認が表示されるので、【実行】ボタ
ンをクリックします。 

 

登録を完了します 
指示が実行されると完了画面が表示されますので、操
作履歴を確認してください。 
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 グループ削除 
作成したグループを削除することができます。デバイスがそのグループに登録されていない場合のみ、削除することができます。 
 
操作手順 

 

 

グループの削除を行います 
削除するグループを選択して、【削除】ボタンをクリックし
ます。 
 

 

 

 

 

【実行】ボタンをクリックします 
 
 

Point︕ 
＜26＞「グループ削除のエラーについて」 
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【実行】ボタンをクリックします 
「確認しました」にチェックをして【実行】ボタンをクリックし
ます。 

 

 

削除が完了しました 
指示が実行されると完了画面が表示されますので、操
作履歴を確認してください。 
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 代表グループ名変更 
あんしんマネージャー契約グループの名称を変更します。ログイン可能なあんしんマネージャー契約グループが複数ある場合は、現在ログ
インしているあんしんマネージャー契約グループの名称を変更します。 
 

 

グループ名を入力します 
グループの名称を入力します。入力完了後は【決定】
をクリックして、2へ進みます。 

 
 
実行します 
内容を確認して、【実行】をクリックします。 

 

 ビジネスサポートパック 
デバイスを紛失した際に、専用のサービスデスクがあんしんマネージャーの紛失時操作をお客様に代わって実施いたします。 
このサービスのご利用には、お申込みが別途必要です。ご契約中は「契約 ID」「契約企業名」が画面に表示されます。 
これらの項目は、本サービスのご利用時に、本人認証の確認項目としてサービスデスクにお伝えいただく必要がございます。 
 

 

サービス未契約時の画面表示 
紛失時操作代行サービスを未契約の場合、またはお
申込み後のサービス開通待ちの場合は、左の画面が
表示されます。こちらの画面表示中は、紛失時操作代
行サービスをご利用いただくことができません。 
 
サービスお申し込みの際には、営業担当者へご相談を
お願いいたします。サービスお申込み済みの場合は、契
約確認項目が画面に表示されるまで、今しばらくお待
ちください。 

Point︕ 
＜27＞「代表グループ名変更の入力項目について」 
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サービス契約時 運用責任者情報の登録 
紛失時操作代行サービスご契約中は、本人認証に用
いる確認項目「契約ID」「契約企業名」が表示されま
す。 

 
この確認項目に、運用責任者に関する情報を追加し
て、認証基準をさらに強化することができます。運用責
任者情報の追加は任意です。 

 
対象の確認項目を選択し、【編集】をクリックします。 
 
登録内容 

「運用責任者氏名」「運用責任者電話番号」を入力
し、【決定】をクリックします。 
 
実行します 

内容を確認して【実行】をクリックします。 
 

  

Point︕ 
＜29＞契約確認項目の内容について 

Point︕ 
＜28＞「契約確認項目が表示されたら」 
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 ポイント・注意事項 

ポイント 
「管理者設定で入力する項目について」 

項目 必須／任意 入力規則 説明 

管理者氏名 必須 全角半角 25 文字以内 管理者の名前を入力します。 

d アカウント 必須 
半角 6 文字～257 文字 
以内 

管理者に紐付く d アカウントを入力します。 

メールアドレス 任意 
半角 50 文字以内 
※メールアドレス形式で入力 

あんしんマネージャーにログインする際に、ワン
タイムキーをメールで受信したい場合に入力
します。 

初回ログインキー 必須 半角 20 文字以内 
あんしんマネージャーに初めてログインする際
に、必要となるログインキーを入力します。 

備考 任意 
全角 25 文字半角 50 文字以
内 

説明などを入力します。 

 
「権限とは」 

操作可能なメニューを設定できる管理者毎に指定するアクセス権です。 

権限名称 説明 

特権管理権限 
管理者機能を含む全ての機能を操作できる権限です。 
代表管理者と同じ権限です。 

ロック権限 「ロック」メニューを操作できる権限です。 

利用中断権限 「利用中断」メニューを操作できる権限です。 

初期化権限 「初期化」メニューを操作できる権限です。 

共有電話帳管理権限 「共有電話帳管理」メニューを操作できる権限です。 

メッセージ配信権限 「メッセージ配信」メニューを操作できる権限です。 

ブラウザ利用制限権限 「ブラウザ利用制限」メニューを操作できる権限です。 

デバイス機能・アプリ制限権限 
「デバイス機能・アプリ制限※」メニューを操作できる権限です。 
※Workspace ONE の操作権限 

ドコモサービス設定権限 「ドコモサービス設定」メニューを操作できる権限です。 

ユーザ管理権限 「ユーザ管理」メニューを操作できる権限です。 

i モードアクセス履歴閲覧権限 「i モードアクセス履歴閲覧」メニューを操作できる権限です。 

 
「管理対象グループとは」 

管理対象のグループとは、「グループ管理」メニューで作成する、デバイスを部署毎などに分けてグルーピングができる機能です。ここ
で作成したグループを、管理者が操作可能なグループとして指定します。「特権管理権限」を持たない管理者を作成する場合
は、必ずグループの指定が必要です。グループの指定をしない場合、あんしんマネージャーの各機能をご利用の際にデバイスを指
定することができません。 
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「管理者の権限設定はWorkspace ONEにも連携されます」 

管理者の権限設定を行うと Workspace ONE でも権限は維持されます。例えば、「特権管理権限」を持つ管理者の場合、
Workspace ONE 管理画面のすべての操作を行うことが可能です。 
「デバイス機能・アプリ制限権限」(Workspace ONE の操作権限)を持つ管理者の場合、管理対象として指定されたグループ
のみの操作が可能となります。特権管理権限を持つ管理者が作成したプロファイルやアプリリストなどの閲覧は可能ですが、編集・
削除することはできません。 

 
「グループ管理の入力項目について」 

項目 必須／任意 入力規則 説明 

グループ名 必須 
全角 50 文字 
半角 100 文字以内 

グループの名前を入力します。 
※｛｝はご利用いただけません。 

説明 任意 
全角 30 文字 
半角 60 文字以内 

リスト内容など補足を入力します 

管理対象デバイス 
(番号) 

任意 半角数字 11 文字 

グループに登録する電話番号を入力しま
す。1 グループにつき 50,000 個まで登録
できます。なお、複数入力する場合は、改
行して入力してください。 
※登録できるグループは、1 つのデバイス
(番号)につき 1 グループです。 

 
「更新方法について」 

グループ管理のグループ更新方法は以下のどちらかで選択します。 

更新方法 説明 

上書き 現在の設定を削除して、上書き登録します。 

追加 現在の設定に追加登録します。 

※デバイスは複数のグループに登録することはできません。すでに別のグループに所属しているデバイスを異なるグループに登 
録すると元登録されていたグループから削除されます。 
また、デバイスを【グループから】削除する場合には、「上書き」を選択してください。 

 
「デフォルトグループへの移動方法について」 

グループ作成で作られたグループに登録されていないデバイスは「デフォルトグループ」に所属します。 
そのため、他のグループの「管理対象デバイス（番号）」に登録されているデバイスを削除すると、「デフォルトグループ」へデバイス
が移動します。 
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「グループ削除のエラーについて」 
削除するグループにデバイスが登録されていると、グループの削除はできません。エラー内容に従って対処してください。 

エラー 対処方法 

回線が登録されているため、選択したグループの削除はでき
ません。 

グループに登録されているデバイスを他のグループへ移動する
か、そのグループから削除してください。 

ドコモがデバイス設定中（事前キッティング中）のため、選
択したグループの削除はできません。ドコモにお問合せくださ
い。 

ドコモ担当者へ、キッティングデバイスの削除を依頼してくださ
い。 

 
「代表グループ名変更の入力項目について」 

項目 必須／任意 入力規則 説明 

代表グループ名 必須 全角 50 文字以内 
代表グループの名前を入力します。 
※｛｝はご利用いただけません。 

 
「契約確認項目が表示されたら」 

契約確認項目は、紛失時に必要になる項目としてあらかじめ各ユーザに配布ください。 
ページに表示されるリンクから、サービスのご利用方法を確認したり、配布用カードの作成ツールをご利用いただけます。 

 
 

契約確認項目の内容について 
サービスを契約いただくと、「契約 ID」「契約企業名」が画面に自動表示されます。この２項目は、サービスご利用時に必ず必要
な項目です。お客様による内容の変更はできません。本人認証時には、サービスデスクにこの 2 項目をお伝えいただきます。 
一方、「運用責任者氏名」「運用責任者電話番号」の２項目は、初期値は（登録なし）で、登録は任意となります。 
登録されている場合、本人認証時に「契約 ID」「契約企業名」に加えて、サービスデスクにお伝えいただく必要があります。 
 

項目 説明 本人確認 編集 

契約 ID 契約毎に異なる専用の ID 必須 不可 

契約企業名 あんマネグループ代表回線の契約名義 必須 不可 

運用責任者氏名 運用責任者の氏名 
（部署名でも可） 

任意 (画面登録時には必須) 可 

運用責任者電話番号 運用責任者の電話番号 
（部署電話番号でも可） 

任意 (画面登録時には必須) 可 
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注意事項 
 d アカウントについて 
・ 管理者として設定済みの d アカウントは重複登録できません。 
・ d アカウントの Web サイトの管理メニューやご利用のデバイスから d アカウントの ID を変更した場合、あんしんマネージャーで

登録されている管理者の d アカウントも自動で変更されます。修正の必要はありません。 
  

http://id.smt.docomo.ne.jp/
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 ユーザ管理 
あんしんマネージャーのユーザ管理機能について説明します。 
 
6.1 ユーザ管理 
6.2 ユーザ一覧からユーザ登録 
6.3 利用開始通知送信一括実行 
6.4 ユーザ情報管理（Workspace ONE） 
6.5 ユーザ情報入出力 
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 ユーザ管理（あんしんマネージャー） 
各ユーザのデバイスに対して制御・設定を行うために、事前にユーザ情報の登録およびユーザからの利用許諾取得を行う必要がありま
す。また、あんしんマネージャーをご利用いただくためには、登録されているデバイス情報と現在ご利用中のデバイスが一致している必要が
あります。本項ではユーザ情報を管理するための各操作について説明します。 
 
■画面構成 
「ユーザ情報管理」の画面構成は、下図のとおりです。 

 
 
No 名称 説明 

① あんしんマネージャーアイコン 現在表示している画面から TOP ページに戻り、ダッシュボードを表示します。 

② サイドメニュー 選択中の機能の各メニューを表示します。 
メニュー名を押下し、機能の各メニューにて操作をおこないます。 

③ 編集・設定エリア 選択しているメニューの設定項目を表示します。編集エリアで必要項目を入力します。 
  



操作マニュアル_Android_4.0 版 

©2022 NTT DOCOMO, INC. All Rights Reserved. 
111 

■メニュー説明 
「ユーザ情報管理」の各メニューは、下表のとおりです。 
 
メニュー 説明 

ユーザ情報登録 デバイスのユーザ詳細情報を登録します。あわせて利用許諾を求める通知(利用開始通知)を送信
することができます。 

ユーザ情報変更 登録したユーザ詳細情報を変更します。 

ユーザ情報クリア 選択したデバイスのユーザ詳細情報および設定内容をクリアします。 

利用開始通知送信 ユーザ詳細情報を登録したデバイスを利用しているユーザに対して、利用開始通知を送信します。 

ご利用デバイス確認 あんしんマネージャーに登録されているデバイス情報と現在ご利用中のデバイスが一致しているか確
認します。 

QR コード一覧 利用条件を満たしたAndroidエンタープライズ新加入方式にて利用いたします。詳細は
「WorkspaceONE操作マニュアルAndroidエンタープライズ新加入方式」をご参照ください。 

トークン再払い出し 現在利用いたしません。 
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 ユーザ情報登録 
デバイスのユーザ詳細情報を登録して、利用許諾を求める通知(利用開始通知)を送信します。 
本操作を行い、ユーザが同意事項に同意しない限り、あんしんマネージャーから各種制御や設定を実施することができません。このメニュ
ーより一度の操作で設定できるのは 1 ユーザです。一括登録するには「ユーザ情報一括登録」をご利用ください。 
Android 9 以降をご利用のお客様は、Android エンタープライズでデバイスを制御する必要があるため、ユーザ情報登録より先に、
「4.7 管理者用の Google アカウントの取得」、「4.8Workspace ONE で Android を設定する」の操作が必要です。 
どちらも初回のみ登録が必要なため、すでに登録済であれば実施する必要はありません。 
 
新加入方式、新加入方式（QR コード二段階）では、各 Android デバイスにおいて、ご利用される開通済みの SIM カードを事前に
挿入している必要があります。 
※新加入方式、新加入方式（QR コード二段階）では、デバイスの再起動を SIM カード挿入後、本作業前に必ず実施してくださ
い。未実施の場合、正常に処理が進まない場合があります。 
※新加入方式では本作業を実施後、Android デバイスの初期設定を 24 時間以内に完了いただくことを推奨しています。24 時間
以上経過した場合、加入に時間を要する場合があります。 
※デバイスで加入処理を行った際、「加入がブロックされています」という画面になる場合があります。この画面になった場合は、「企業情
報ワイプ」を選択し、デバイスが初期状態となってから、再度デバイスでの加入処理を行ってください。 
「Zero-touch デバイス管理」で加入を行う場合には、「操作マニュアル_Android エンタープライズ_Zero-touch デバイス管理」をご
確認ください。 
 
通常加入方式にて加入する場合には、ユーザ情報登録前に Work Managed Device 化が必要です。詳細は Android 利用者マ
ニュアルをご確認ください。 
 

 

ユーザ情報管理画面を表示します 
画面上部にあるコンテンツエリアにて、【メニュー選択】 に
カーソルを合わせ、 【ユーザ管理】 > 【ユーザ管理】 
> 【ユーザ情報管理】 をクリックします。 
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デバイス検索をします 
【デバイスを検索】ボタンをクリックします。 

 

ユーザを選択します 
登録を行うユーザを選択して【選択】ボタンをクリックしま
す。 

 

登録を行うユーザを決定します 
選択したユーザに間違いがないことを確認し【決定】ボタ
ンをクリックし次に進みます。 

Point︕ 
＜36＞「デバイスを検索するには」 



操作マニュアル_Android_4.0 版 

©2022 NTT DOCOMO, INC. All Rights Reserved. 
114 

 

必要項目を入力します 
「ユーザ情報」の各項目を入力します。 
入力が完了したら【決定】ボタンをクリックし次に進みま
す。 

 

 

オプションを選択します 
選択したデバイスに対して、下記のオプションを選択し、 
【決定】を押下してください。 
 
・メールアドレス︓任意 
・加入方式︓「通常」 もしくは「新加入方式」 
※Androidレガシーでは「通常」を選択してください。 
※SCデバイスをAndroidエンタープライズで制御する場
合は、新加入方式のみ対応していますので「新加入方
式」を選択してください。 
・利用開始通知︓送信する（通常加入方式のみ） 
※新加入方式、新加入方式（QRコード二段階）で
は、利用開始通知が24時間再送可能です。初期設
定が24時間以内に終了しない場合、デバイスに利用
開始通知が届かないため、別途利用開始通知を送信
する必要があります。 
・あんマネアプリ配信︓任意 
※Intelligent HubアプリはAndroidでは影響しない
選択肢です。どちらを選んでも反映されません。 
 

Point︕ 
＜30＞「ユーザ情報の入力項目について」 
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実行します 
内容を確認して【実行】をクリックします。 

 

登録を実行します 
実行確認のポップアップが表示されるので【実行】をクリッ
クします。 
 

Point︕ 
＜39＞「Intelligent Hub アプリオプションについ
て」 

Point︕ 
＜34＞「あんマネアプリ配信オプションについて」 

Point︕ 
＜33＞「利用開始通知オプションについて」 

Point︕ 
＜32＞「メールアドレスについて」 

Point︕ 
＜31＞「利用開始通知」 
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実行完了です。 
指示が実行され操作は完了です。 
実行結果は【操作履歴へ】をクリックし、操作履歴画面
から確認してください。 
 
引き続き管理するAndroidデバイス側の初期設定が
必要です。 
Androidエンタープライズでの利用手順は「2.1.3 利
用の流れ」をご確認ください。 

 

  

Point︕ 
＜35＞「ユーザの登録状態を確認するには」 
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 ユーザ情報変更 
「ユーザ情報登録」または「ユーザ情報一括登録」より登録したユーザ詳細情報を変更します。このメニューより一度の操作で設定できる
のは 1 ユーザです。一括で変更する場合は「ユーザ情報一括登録」をご利用ください。 
 

 

ユーザ情報管理画面を表示します 
画面上部にあるコンテンツエリアにて、【メニュー選択】 に
カーソルを合わせ、 【ユーザ管理】 > 【ユーザ管理】 
> 【ユーザ情報管理】 をクリックします。 

 

デバイスを検索します 
【ユーザ情報変更】 > 【デバイスを検索】ボタンをクリッ
クします。 
 

 

Point︕ 
＜36＞「デバイスを検索するには」 
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ユーザを選択します 
変更を行うユーザを選択して【選択】ボタンをクリックしま
す。 

 

変更を行うユーザを決定します 
選択したユーザに間違いがないことを確認し【決定】ボタ
ンをクリックし次に進みます。 
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必要項目を入力します 
「ユーザ情報」の各項目を入力します。 
入力が完了したら【決定】ボタンをクリックし次に進みま
す。 
 

 

 

オプションを選択します 
オプションを決定のうえ、【決定】ボタンをクリックし次に進
みます。 
 

 

 

 
 

Point︕ 
＜37＞「ユーザ情報変更の入力項目について」 

Point︕ 
＜39＞「Intelligent Hub アプリオプションについ

 

Point︕ 
＜34＞「あんマネアプリ配信オプションについて」 

Point︕ 
＜32＞「メールアドレスについて」 
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実行します 
内容を確認して【実行ボタン】をクリックします。 

 

登録を実行します 
実行確認のポップアップが表示されるので【実行】をクリッ
クします。 
 
 

 

実行完了です 
指示が実行され操作は完了です。 
実行結果は【操作履歴へ】をクリックし、操作履歴画面
から確認してください。 
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 ユーザ情報クリア 
あんしんマネージャーの管理下から外す場合、選択したデバイスのユーザ詳細情報及び設定内容をクリアします。このメニューは一度の
操作で複数のユーザに設定できます。 
iOS デバイス、Android デバイス、Windows デバイスの機種変更や故障による端末取替を行う場合は、【ユーザ情報クリア】を行って
から、再度初期設定を行います。 
Android エンタープライズご利用中のデバイスに対してユーザ情報クリアを行うと、デバイスが自動的に初期化されます。 
 
以下条件を満たしているデバイスへのユーザ情報クリアについて、ダイレクトブートに対応していますが、ダイレクトブート中にユーザ情報クリ
アによりデバイスを初期化するためには、デバイスの再起動が必要です。 
【対応条件】 
・ Andorid エンタープライズで加入しているデバイス 
・ Hub アプリのバージョン 21.03 以降がインストールされている 
 

 

 

デバイスを検索します 
【デバイスを検索して設定】ボタンをクリックします。 

 
 

 

ユーザを選択します 
ユーザクリアを行うユーザを選択して【選択】ボタンを
クリックします。 

Point︕ 
＜36＞「デバイスを検索するには」 
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クリアするユーザを決定します 
選択したユーザに間違いがないことを確認し【決
定】ボタンをクリックします。 

 

実行します 
内容を確認して【実行ボタン】をクリックします。 

 

クリア件数を確認し実行します 
クリア件数を確認のうえ、「確認しました」にチェック
を入れて、【実行】をクリックします。 
 
クリアしたユーザ情報は、元に戻すことができませ
ん。 
本オーダにより、Androidエンタープライズでは
端末初期化が実行されます。 
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実行完了です 
指示が実行され操作は完了です。 
実行結果は【操作履歴へ】をクリックし、操作履歴
画面から確認してください。 
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 利用開始通知送信 
通常加入方式で使用します。「ユーザ情報登録」(1 ユーザ毎)または「ユーザ情報一括登録」(複数ユーザ)よりユーザ詳細情報を登録
したデバイスに対して、利用開始通知を送信します。あんしんマネージャーから管理下のデバイスに対して、各種制御や設定を行うために
は、ユーザから利用許諾(同意事項への同意)を取得する必要があります。 
新加入方式、新加入方式（QR コード二段階）にてデバイスをあんしんマネージャーに加入し、24 時間を経過しても利用者から利用
開始通知が受信できない連絡があった場合、デバイスが「仮登録」なら利用開始通知送信を実施してください。「未送信」であればユー
ザ情報クリア後、再度ユーザ情報登録を実施してください。 
※SMS の制限を行っている場合は、利用開始通知が届かないため、「2.1.4 ブラウザ・SMS の制限をしている場合の同意処理」をご
確認ください。 
 

 

対象のデバイスを選択します 
検索画面よりデバイスを選択します。 
選択後は【決定】をクリックして、2へ進みます。 

 

 
 
実行します 

内容を確認して、【実行】をクリックします。 

 
 

 
  

Point︕ 
＜37＞「ユーザ情報変更の入力項目について」 

Point︕ 
＜36＞「デバイスを検索するには」 

Point︕ 
＜31＞「利用開始通知」 
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 ご利用デバイス確認 
あんしんマネージャーによる制御・設定を行うためには、あんしんマネージャーに登録されているデバイス情報とユーザが現在利用中のデバ
イスが一致している必要があります。このメニューでは、登録状態が「登録済」であり、「ユーザ情報詳細」に「端末製造番号」が登録され
ているユーザにおいて、デバイス情報の一致／不一致を確認することができます。一度の操作で確認できるのは 1 ユーザです。 
 

 

対象のデバイスを検索します 
検索画面よりデバイスを選択します。 
選択後は【決定】をクリックして、2へ進みます。 

 
 
実行します 

内容を確認して、【実行】をクリックします。 

 
 

 

 QR コード一覧 
新加入方式、新加入方式（QR コード二段階）でユーザ情報登録した、Android デバイスにて利用する QR コードを発行（一覧表
示）します。1 デバイス分または複数デバイス分表示させることができます。 
QR コードはデバイス毎に固有となるため、対象デバイスではないデバイスで QR コードを読み込むとエラーとなり、加入に失敗します。 
 

 

QR コードを表示するデバイスを選択します。 
「メニュー選択」から「全メニュー一覧」を表示し、「QR コ
ード一覧」にて、【デバイスを検索して指定】→[対象回
線を選択]→【決定】をクリックし、QR コード表示する
Android デバイスを選択します。 
 
 

Point︕ 
＜38＞「ご利用デバイス確認結果」 

Point︕ 
＜36＞「デバイスを検索するには」 
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「Work Managed Device化を含む」のチェック
を確認します。 
 
新加入方式︓チェックあり 
新加入方式（QRコード二段階）︓チェックなし 

 

 

選択した回線のQR コードを表示します 
対象デバイスリストに表示された回線の【表示】をクリック
すると選択した Android デバイス毎専用の QR コード
が表示されます。 
 
利用者によるデバイス操作で加入処理・同意処理を行
うため、項番 4・5 にしたがって、各 QR コードを利用者
に配布する必要があります。 
 
デバイスでの QR コードを読み込みは、ユーザ情報登録
完了後、24 時間以内に行うことを推奨します。 
 
「ゴミ箱」アイコンは、対象デバイスリストに表示された回
線選択を解除します。ユーザ情報クリアとは異なります。 
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複数のQR コードを表示したい場合 
複数回線の QR コードを一度に表示する場合は、【印
刷画面を表示】をクリックします。別タブに選択した回線
分の QR コードが表示されます。 
 
対象が 1 回線のみの表示であっても、【印刷画面を表
示】をクリックいただくことで、1 回線分の QR コードの印
刷が可能となります。 

 
 

印刷・PDF保存したい場合 
別タブ表示した QR コードを印刷もしくは PDF ファイルと
してダウンロードすることができます。 
 
パソコンの画面に表示した QR コードが、Android デバ
イスにて読み取れない場合は、QR コードを印刷してくだ
さい。 
 
管理者にて印刷物やメール添付等を実施し、各 QR コ
ードを利用者に配布してください。 

 

 トークン再払い出し 
現在ご利用いただくことができません。 
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 ポイント・注意事項 

ポイント 
「ユーザ情報の入力項目について」 

項目 必須／任意 入力規則 説明 

ユーザ名 必須 
全角 18 文字半角 36 文字以内 
※全角スペースのみの入力はできません。 

ユーザの名前を入力します 

備考 1 任意 全角 24 文字半角 48 文字以内 

フリー入力欄 
備考 2 任意 全角 18 文字半角 36 文字以内 

備考 3 任意 全角 24 文字半角 48 文字以内 

備考 4(英数) 任意 半角英数 12 文字以内 

メールアドレス※ 必須／任意 半角 50 文字以内 Windows デバイスの場合必須です 

※メールアドレスを登録した場合、登録したメールアドレス宛てに利用開始通知が送信されます。 
 

「利用開始通知」 
あんしんマネージャーでは、管理者がデバイスの設定を変更したり、デバイス情報を取得したりすることに対して、事前にデバイスの
ユーザから同意事項への同意を得る必要があります。ユーザから同意を取得するために、ユーザのデバイスに対して利用開始通知
を送信します。利用開始通知は SMS で送信されますが、利用開始通知送信のオプション画面でメールアドレスを登録している
場合は、登録しているメールアドレス宛てに送信されます。 
なお、ユーザが同意事項に同意いただけない場合、管理者はユーザのデバイスに対し、設定および制御を行うことはできません。
デバイスの初期設定方法は、別途「あんしんマネージャーWorkspace ONE 利用者マニュアル」を参照ください。 
 
新加入方式、新加入方式（QR コード二段階）では、利用開始通知が 24 時間再送可能です。 
初期設定が 24 時間以内に終了しない場合、デバイスに利用開始通知が届かない為、仮登録状態の場合は別途利用開始を
送信する必要があります。未送信状態の場合はユーザ情報クリア後、再度ユーザ情報登録から実施してください。 
なお、新加入方式、新加入方式（QR コード二段階）であんしんマネージャーの加入と同時に SMS の制限が適用される場合
には、SMS による利用開始通知は送信されません。同意処理を行うためには「2.1.4 ブラウザ・SMS の制限をしている場合の同
意処理」をご確認ください。 

 
「メールアドレスについて」 

「メールアドレスを入力する」にチェックを入れメールアドレスを入力すると、入力したメールアドレス宛てに利用開始通知を送信する
ことができます。 
 

「利用開始通知オプションについて」 
利用開始通知オプションでは初期設定を行うための通知を、利用者のデバイスに送信します。 

項目 説明 

送信する 
選択したユーザに対し、利用開始通知を送信します。 
対象が Android デバイスの場合、Hub アプリの自動インストールも含みます。 

送信しない 
利用開始通知は送信せず、ユーザ情報登録のみ行います。 
※別途「利用開始通知送信」メニューより、利用開始通知の送信を行ってください。 
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「あんマネアプリ配信オプションについて」 

本設定は Android デバイスに対する設定値となります。 
・ 「配信する」に設定した場合、「利用開始通知送信」を実行すると「あんしんマネージャーアプリ」を自動インストールする設定と

なります。電話帳配信やメッセージ配信機能をご利用の場合は、「あんしんマネージャーアプリ」が必要です。 
・ 「配信しない」に設定した場合、「あんしんマネージャーアプリ」を利用しないデバイスとして設定が行われます。そのため、「利用

開始通知送信」を実行しても、あんしんマネージャーアプリはインストールされません。 
 

あんしんマネージャーでは、ご利用いただく機能により２種類のアプリが必要です。 

項目 説明 

Hub アプリ Workspace ONE の機能を利用するために必要な場合があります(下表参照) 

あんしんマネージャーアプリ 共有電話帳、メッセージ配信の機能に必要です。 

 
 Hub アプリとあんしんマネージャーアプリの要否 

デバイス 説明 

Hub アプリ あんしんマネージャーアプリ 

Android サービスの利用に必須です。 
共有電話帳、メッセージ配信の利用に必要です。アプリ配信オプション
にて「送信する」を選択すると自動インストールされます。 

 
 Hub アプリのインストール 

Hub はデバイス毎にインストール方法が異なります。 
[Android デバイス] 

実行する指示 

ユーザ情報登録 ユーザ情報変更 利用開始通知送信 

Hub アプリをデバイスに自動インストー
ルします。 

配信されません。 Hub アプリをデバイスに自動インスト
ールします。 

 
 あんしんマネージャーアプリのインストール 

あんしんマネージャーアプリはデバイス毎にインストール方法が異なります。 
 [Android デバイス] 

項目 実行する指示 

ユーザ情報登録 ユーザ情報変更 利用開始通知送信 

配信する 
あんしんマネージャーアプリをデバ
イスに自動インストールします。 

あんしんマネージャーアプリの配信
対象として設定されます。 
（アプリは配信されません。配信
するためには利用開通知送信が
必要です） 

「配信する」に設定されている場
合は、あんしんマネージャーアプ
リをデバイスに自動インストール
します。 

配信しない 配信されません。 
あんしんマネージャーアプリの配信
対象外として設定されます。 
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※あんしんマネージャーアプリの自動インストール後、ユーザにてあんしんマネージャーアプリ起動が必要です。あんしんマネージャーア
プリが一度も起動されていない場合、共有電話帳配信およびメッセージ配信機能がご利用いただけません。 
 

「ユーザの登録状態を確認するには」 
管理画面トップ ＞ 「ユーザから選ぶ」 ＞ 「ユーザ一覧」 より、各ユーザの登録状態を確認できます。 

登録状態 説明 

 
未登録 

電話番号に紐付くユーザの登録情報が無い状態(初期状態)です。 
対象のデバイスはあんしんマネージャーの管理下におかれていません。 

 
未送信 

ユーザ情報は登録されているが、利用開始通知を送信していない状態です。 
対象のデバイスはあんしんマネージャーの管理下におかれていません。 

 
仮登録 

利用開始通知をユーザ宛てに送信したが、通知が不達あるいはユーザが登録を
完了していない状態です。 
対象のデバイスはあんしんマネージャーの管理下におかれていません。 

 
許諾済 

ユーザが同意事項に同意し、許諾を完了した状態です。 
i モードケータイ、sp モードケータイの設定および制御が可能です。 

  
登録済 

ユーザが、あんしんマネージャーの設定を完了した状態です。 
iOS デバイス、Android デバイス、Windows デバイスの設定および制御が可
能です。 

 
「デバイスを検索するには」 

デバイスを検索するには以下の方法で行います。 

 

検索ボタンをクリックします 
【デバイスを検索して設定】または【デバイスを検索】
をクリックして、次へ進みます。 
 

 

デバイスを検索します 
管理下にあるデバイスが表示されます。 
検索ボックスに[ユーザ名][電話番号]を入力のう
え、【検索】をクリックして、結果を表示します。 
 

条件を指定して詳細検索します 
さらに詳細条件で検索結果を絞るには、【詳細検
索】をクリックして、次へ進みます。 
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詳細条件を設定します 
詳細検索画面を表示します。詳細条件を指定しま
す。条件の指定が完了したら【検索】をクリックして、
次へ進みます。 

 

検索結果が表示されます 
条件に該当するデバイスが表示されます。デバイス
を選択して、【選択】ボタンで決定します。 

 
「ユーザ情報変更の入力項目について」 

項目 必須／任意 入力規則 説明 

デバイス 任意 半角英数 16 文字以内 

デバイス名を入力します。登録済デバ
イスの場合は、利用中デバイス名を
自動表示します。任意の名称に変更
可能です。 

ユーザ名 必須 
全角 18 文字半角 36 文字以内 
※全角スペースのみの入力はできません。 

ユーザの名前を入力します。 

備考 1 任意 全角 24 文字半角 48 文字以内 

フリー入力欄 
備考 2 任意 全角 18 文字半角 36 文字以内 

備考 3 任意 全角 24 文字半角 48 文字以内 

備考 4(英数) 任意 半角英数 12 文字以内 
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「ご利用デバイス確認結果」 

■ あんしんマネージャーに登録されているデバイス情報とユーザが現在利用中のデバイスが“一致”している場合 

 

左記画面が表示されます。 
該当のデバイスに対して、管理者から指示および制御を行
うことが可能な状態です。 

■ あんしんマネージャーに登録されているデバイス情報とユーザが現在利用中のデバイスが“不一致”の場合 

 

左記画面が表示されます。 
該当のデバイスに対して、管理者から設定および制御を一
部行うことができません。あんしんマネージャーに登録されて
いるデバイスに UIM カードを戻してご利用いただくか、登録
されているデバイス情報を更新する必要があります。 
 
【デバイス確認通知送信】をクリックすると、該当のデバイスに
対して、通知を送信します。該当のデバイスが i モードケータ
イの場合、通知メールに記載されているリンクにアクセスし、
端末製造番号を送信することで、端末製造番号の更新を
行うことができます。 

 
「Intelligent Hubアプリオプションについて」 

本設定は iOS デバイスに対する設定値となります。 
Hub アプリオプションは iOS デバイスのみ有効な機能で、MDM の加入(アクティベーション)を、Hub アプリを利用して実施するか
を設定します。また、Android デバイスの場合は、本オプションはユーザ情報変更画面で登録状態が「未送信」または「仮登録」
の場合に表示されます。 

項目 説明 

加入時に利用する Hub アプリを利用して MDM の加入を行います。 

加入時に利用しない Hub アプリを利用せずに MDM の加入を行います。 

 
 

 
注意事項 
 ユーザ情報登録／ユーザ情報変更 
・ 利用開始通知に関する注意事項 

ユーザが SMS をタップ後、あんしんマネージャー用の構成プロファイルのインストールが完了するまではあんしんマネージャーから制
御できません。また、構成プロファイルのインストールに時間を要する場合があります。 
利用者が構成プロファイルのインストールを中断した場合、ユーザクリア後に再度ユーザ登録と利用開始通知を行ってください。 
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■ ユーザ情報クリア 
ユーザ情報クリアを実施すると、対象のデバイスがあんしんマネージャーの管理下から外れ、管理者による設定および制御が行え
ない状態となりますが、あんしんマネージャーの契約は維持されます。あんしんマネージャーを解約される場合は、別途営業担当者
へご連絡ください。 

■ 利用開始通知送信 
・ デバイスの電源が OFF になっている場合、長期間デバイスの電源が切られている場合、デバイスの電池残量が少ない場合、

圏外など電波環境が悪い場所では、利用開始通知が届かない場合があります。 
対象デバイスの電源が ON になっていること、デバイスの電池残量が十分にあること、圏内にあることを確認し、利用開始通知
の送信を行ってください。 
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 ユーザ一覧からユーザ登録 
「ユーザ一覧」からユーザの登録・利用開始通知を 1 デバイス毎に実施することができます。 
 
■画面構成 
「ユーザ一覧」の画面構成は、下図のとおりです。 
 

 
 
No 名称 説明 

① 登録状態 各デバイスの登録状態をクリックすることで、登録状態に応じた画面に遷移します。 
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 ユーザ未登録状態 
「未登録」状態のユーザの登録をします。 
 

 
 

対象のデバイスの登録状態を選択します 
ユーザ登録を行いたいデバイスの登録状態【未登録】
をクリックします。 
 

 
 

 

デバイスを確認します 
表示された内容が正しければ、【決定】をクリックし、通
常の登録手順に従って操作をしてください。 
 

 

 ポイント 

ポイント 
「登録状態に変化があった場合」 

ユーザ一覧に表示されている登録状態と最新の登録状態が異なる場合、確認画面が表示される場合があります。画面に表示
された内容に応じて操作を行ってください。 

  

Point︕ 
＜40＞「登録状態に変化があった場合」 
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 利用開始通知送信一括実行 
通常加入方式にて、「利用開始通知送信」メニューにて、実行したいデバイスの番号をテキストにて一括入力できます。 
※新加入方式、新加入方式（QR コード二段階）では使用しません。 
 
■画面構成 
「利用開始通知送信」の画面構成は、下図のとおりです。 

 
 
No 名称 説明 

① あんしんマネージャーアイコン 現在表示している画面から TOP ページに戻り、ダッシュボードを表示します。 

② 番号入力指定による利用
開始通知送信 

実行したいデバイスの番号をテキストにて一括入力できるメニューを別画面にて開きます。 

 
番号入力による利用開始通知送信（別画面） 
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No 名称 説明 

①  実行方法選択 入力したデバイスに不備があった場合の対応方法を選択できます。 
・「実行可能なデバイスにのみ実行する」︓番号の重複や入力間違いが含まれている場
合、不備を除いて実行します。 
・「実行しない」︓番号の重複や入力間違いが含まれている場合、実行しません。 

②  テキスト入力エリア 実行したいデバイスの番号を入力します。 
電話番号（改行） にて入力してください。※ハイフン不要 

 
 

 利用開始通知送信一括実行 
通常加入方式にてユーザ詳細情報を登録したデバイスのユーザに対して、利用開始通知を送信します。対象デバイスを一括で指定で
きます。 
新加入方式、新加入方式（QR コード二段階）にてデバイスをあんしんマネージャーに加入し、24 時間を経過しても利用者から利用
開始通知が受信できない連絡があった場合は、ユーザ情報クリア後、再度ユーザ登録から実施してください。 
※SMS の制限を行っている場合は、利用開始通知が届かないため、「2.1.4 ブラウザ・SMS の制限をしている場合の同意処理」をご
確認ください。 
 

 

 

実行方法を選択します 
指定したデバイスに不備があった場合の実行方法を選
択します。 

 
 
番号を入力します 

実行したいデバイスの番号をテキストにて入力します。 
電話番号（改行）にて入力してください。 
 
入力内容をチェックし、実行します 

【実行】をクリックすると、デバイスのチェックを行います。 

 
 
  

Point︕ 
＜42＞「不備があった場合の表示」 

Point︕ 
＜41＞「不備があった場合の対応方法」 
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 ポイント 

ポイント 
「不備があった場合の対応方法」 

・ 「実行可能なデバイスにのみ実行する」 
番号の重複や入力間違いが含まれている場合、不備を除いて実行します。別途不備のあったデバイスについて、登録状況の
確認等を実施してください。 

・ 「実行しない」 
番号の重複や入力間違いが含まれている場合、実行しません。不備のあったデバイスを除いたリストを入力し、再度【実行】を
クリックしてください。また、不備のあったデバイスについて、登録状況の確認等を実施してください。 

 
「不備があった場合の表示」 

【実行】をクリックするとデバイスのチェックが行われ、不備があった場合は、以下のように表示します。 

 

※●行︓（入力文字列）エラー文言 
 

エラー文言表示名 内容 対応方法 

デバイスを指定してください。 番号を入力していない 番号を入力してください。 

対象デバイスにご利用いただけない
文字が含まれています。 

番号が正しく入力できていない 
090XXXXXXXX の形式にて入力してくだ
さい。 

対象デバイスは半角数字 11 文字
で入力してください。 

番号が正しく入力できていない 
090XXXXXXXX の形式にて入力してくだ
さい。 

対象デバイスは重複しています。 番号が重複している 重複した番号を削除して入力してください。 

対象デバイスには実行できません。 デバイスが実行可能な状態ではない 
登録状況や契約状況を確認し、別途対
応してください。 
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 ユーザ情報管理（Workspace ONE） 
あんしんマネージャーの管理画面にて「ユーザ登録」を行い、登録状態が「登録済み」となった iOS デバイス、Android デバイス、および
Windows デバイスは Workspace ONE 管理画面に連携され、より詳細な状態確認ができます。 
 
■画面構成 
「Workspace ONE 管理画面」のデバイス情報画面構成は、下図のとおりです。 
 

 
 
 
■メニュー説明 
No 名称 説明 

① フィルタ スマートグループやプラットフォームなど、条件を指定してリスト表示します。 

② リスト表示エリア Workspace ONE に登録しているデバイスリストを一覧表示します。 

③  その他 

 

リスト表示のレイアウトを変更します。概要表示／カスタム表示に切り替
えできます。カスタム表示では表示する内容を選択できます。 

 
情報を更新します。 

 

表示中のリストのファイル出力を CSV/XLSX を指定して行います。エク
スポートが完了すると、「モニタ」-「レポート&分析」-「エクスポート」からエ
クスポート状態が確認できます。 

 
表示中のリスト内で検索を行います。文字列が一致する箇所をハイライ
トします。 
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 デバイスをリスト表示する 
Workspace ONE で管理しているデバイスをリスト表示します。最終検出時間やプラットフォーム毎の表示も可能です。 
 

 
 

メインメニューから「デバイス」-「リスト表示」を選択
します。 
画面左側のメインメニューから、「デバイス」-「リスト表
示」を選択します。 

 
 

登録済みのデバイスが全て表示されます。 
Workspace ONEに登録しているデバイスが一覧表
示されます。 

 

 
  

Point︕ 
＜43＞「フィルタを活用して特定ユーザを表示する」 
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 詳細情報を確認する 
リスト表示からデバイスを選択すると、より詳細なデバイス状態を確認できます。割り当て済みのプロファイルやインストールされているアプリ
の情報など、様々な状態を確認することができます。 
 

 

 

リスト表示からデバイスを選択する 
詳細を確認したいデバイスのリンクをクリックすると、該当
デバイスの情報を表示します。 
 

 
 

選択したデバイス情報を詳細表示します。 
デバイスを指定して詳細表示を行うと、左図の画面を
表示します。 
詳細表示画面ではタブ切り替えを行うことで様々な情
報を閲覧できます。 
 

 
 

【概要タブ】 
加入状態、順守、最終検出、プラットフォーム/モデル/ 
OS、組織グループ、シリアル番号、電源状態、ストレー
ジ容量、物理メモリと仮想メモリなどの全般的な情報を
表示します。 
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【順守】タブ 
状態、順守ポリシー名、前回の順守チェック日と次に予
定されている順守チェック日、デバイスに対し既に行われ
た処理を表示します。 
 

 
 

【プロファイル】タブ 
現在デバイスに割り当てられ、インストール済みのすべて
のMDMプロファイルを閲覧します。 
 

 

【アプリ】タブ 
現在デバイスに割り当てられているアプリ、およびインスト
ールされているアプリを表示します。 
 
※アプリコンプライアンスの項目はあんマネではサポート
対象外のため、ご利用いただけません。 
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【場所（ロケーション）】タブ 
過去に取得したデバイスの位置履歴を表示します。 
 
位置情報の取得タイミングなどは以下のページも合わせ
て参照してください。 
 
■Androidデバイス 
参照︓11.11 Intelligent Hubの設定 
参照︓11.13 位置情報を確認する 

 

 ポイント・注意事項 

ポイント 
「フィルタを活用して特定ユーザを表示する」 

【フィルタ】をクリックするとフィルタ条件が表示されます。フィルタを使用して特定のユーザに絞って表示することができます。 
絞り込みには条件となるフィルタを選択後、「適用」ボタンをクリックすることで絞り込み表示されます。 

 
 
 
あんしんマネージャーWorkspace ONE で使用可能なフィルタは以下の通りです。 

項目 説明 

スマートグループ スマートグループを指定して表示します。 

デバイスタイプ プラットフォーム(iOS、Android、Windows)／デバイスモデル／OS バージョンを指定して表示します。 

セキュリティ 侵害状態／暗号化／パスコードの状態を指定して表示します。 

状態 加入状態／最終検出／順守／加入履歴の状態を指定して表示します。 

高度な設定 MAC アドレス／IP 範囲／タグ／コンテンツ順守／紛失モードを指定し手表示します。 
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 ユーザ情報入出力 
ユーザ情報を CSV ファイルで一括登録します。また、ユーザ管理を行ううえで必要となる各種情報の一括出力を行います。 
 
■画面構成 
「ユーザ情報入出力」の画面構成は、下図のとおりです。 
 

 
 
No 名称 説明 

① あんしんマネージャーアイコン 現在表示している画面から TOP ページに戻り、ダッシュボードを表示します。 

② サイドメニュー 選択中の機能の各メニューを表示します。 
メニュー名を押下し、機能の各メニューにて操作をおこないます。 

③ 編集・設定エリア 選択しているメニューの設定項目を表示します。編集エリアで必要項目を入力します。 
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■メニュー説明 
「ユーザ情報入出力」の各メニューは、下表のとおりです。 
 
メニュー 説明 

ユーザ情報一括登録 デバイスのユーザ詳細情報を CSV ファイルで一括登録します。 
※本メニューでは各ユーザに対し、利用開始通知は送信されませんので、別途「利用開始通知送
信」から送信してください。 

ユーザ情報一括出力 あんしんマネージャーに登録されているユーザの詳細情報や各種設定情報を一括出力します。 
 

 ユーザ情報一括登録 
デバイスのユーザ詳細情報を CSV ファイルで一括登録します。1 ユーザずつ登録するには「ユーザ情報登録」をご利用ください。一度に
登録できる台数は、最大 1,000 台となります。1,001 台以上作業を行う場合は、分割して作業を実施してください。 
なお、通常加入方式において、本メニューでは各ユーザに対し利用開始通知は送信されません。別途「利用開始通知送信」から送信
してください。 
 
 

 

オプションを指定します 
利用するオプションで下記選択し、【決定】をクリックし
て次へ進みます。 
加入方式は、利用する方式に合わせて選択してくだ
さい。 
 
OS︓Android 
加入方式︓通常もしくは新加入方式 
あんマネアプリ配信有無︓任意 
 

 

Point︕ 
＜34＞「あんマネアプリ配信オプションについて」 
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CSV ファイルを指定します。 
CSVファイルを赤線枠内にドロップするか、【参照】ボ
タンより直接指定します。 
指定後は【決定】をクリックして次へ進みます。 
 

 

 

インポートするファイルの内容を確認します 
指定したファイルの内容が表示されます。 
【決定】をクリックして、次へ進みます。 

 

実行します 
内容を確認して【実行】ボタンをクリックします。 

Point︕ 
＜44＞「CSV ファイルの作成方法(ユーザ情報一
括登録)」 
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登録を実行します 
実行確認のポップアップが表示されるので【実行】をク
リックします。 

 

実行完了です 
指示が実行され操作は完了です。 
実行結果は【操作履歴へ】をクリックし、操作履歴画
面から確認してください。 
 
※新加入方式、新加入方式（QRコード二段階）
による加入では、デバイスに固有のQRコードを発行
するため、「6.1.6 QRコード一覧」へ進みます。 
 
※通常加入方式による加入では、利用開始通知を
送信する必要があります。 
「6.1.4 利用開始通知送信」もしくは 「6.3.1 利
用開始通知送信一括実行」へ進みます。 
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 ユーザ情報一括出力＜デバイス基本情報＞ 
あんしんマネージャーに登録されているユーザの詳細情報や各種設定情報を CSV ファイルで一括出力します。 
 

 

 

出力する対象を選択します 
「出力する情報を選択してください」にあるプルダウンか
ら「デバイス/ユーザ基本情報」または「スマートフォン詳
細情報」を選択し、【決定】ボタンをクリックします。 

 
 

 

 

デバイスを検索します 
【デバイスを検索して指定】ボタンをクリックします。 

 
 

Point︕ 
＜45＞「出力できる情報一覧」 

Point︕ 
＜46＞「デバイスを検索するには」 



操作マニュアル_Android_4.0 版 

©2022 NTT DOCOMO, INC. All Rights Reserved. 
149 

 
 

ユーザを選択します 
出力を行うユーザを選択して【選択】ボタンをクリックし
ます。 

 
 

出力を行うユーザを決定します 
選択したユーザに間違いがないことを確認し【決定】ボ
タンをクリックします。 
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ファイル出力します 
【エクスポート】ボタンをクリックします。 

 
 

ファイル出力完了です 
【閉じる】ボンタンをクリックします。 
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 ユーザ情報一括出力＜メールアドレス情報＞ 
あんしんマネージャーに登録されているユーザの i モードメール、ドコモメール／sp モードメールのアドレスを CSV ファイルで一括出力しま
す。 
CSV ファイルでの出力については、操作を行った翌日以降に行うことができます。 
 

 

 

メールアドレスエクスポートを選択します 
「出力する情報を選択してください」にあるプルダウンか
ら「メールアドレスエクスポート」を選択し、【決定】ボタン
をクリックします。 

 
 

 
 

実行します 
【実行ボタン】をクリックします。 

Point︕ 
＜45＞「出力できる情報一覧」 
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出力予約を実行します 
【実行】ボタンをクリックします。 

 

 

出力予約完了です 
【閉じる】ボタンをクリックします。 
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翌日以降にダッシュボードを表示します 
「ダウンロード可能なCSVファイルが出力されました」と
表示されていたら【CSVダウンロード】ボタンをクリックしま
す。 

 

CSV ファイルをダウンロードして完了です 
【ダウンロード】ボタンをクリックします。 
ダウンロード可能な期間は7日間です。 

 
 

 
 
 

  

Point︕ 
＜47＞「CSV ファイルダウンロードのステータス」 
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 ポイント・注意事項 

ポイント 
「CSV ファイルの作成方法(ユーザ情報一括登録)」 

⇒別途「あんしんマネージャーWorkspace ONE 操作マニュアル 付録」の「インポートフォーマットについて 「ユーザ情報一括登
録用」フォーマット」を参照ください。 
また、一度に登録できるデバイス数は 1,000 台分までです。 

 
「出力できる情報一覧」 

項目 説明 

デバイス基本情報 

 
デバイス／ユーザ基本情報 

ユーザ毎に、登録されているユーザ名や電話番号、端末製造番号など
のユーザ情報を確認できます。 

スマートフォン詳細情報(※) 
デバイスのビルド番号や Wi-Fi、Bluetooth、自動ロックの設定状態な
ど、デバイスの詳細情報を確認できます。 

メールアドレス情報 

 メールアドレスエクスポート 
ユーザ毎の i モードメール、ドコモメール／sp モードメールのアドレスを確
認できます。 

(※)対応デバイスは sp モードケータイのみです。 
 
各項目の出力内容については別途「あんしんマネージャーWorkspace ONE 操作マニュアル 付録」の「インポートフォーマットに
ついて 「ユーザ情報一括出力 出力内容」」を参照ください。 

 
「デバイスを検索するには」 

デバイスを検索するには以下の方法で行います。 

 

検索ボタンをクリックします 
【デバイスを検索して設定】または【デバイスを検索】
をクリックして、次へ進みます。 
 

 

デバイスを検索します 
管理下にあるデバイスが表示されます。 
検索ボックスに[ユーザ名][電話番号]を入力のう
え、【検索】をクリックして、結果を表示します。 
 

条件を指定して詳細検索します 
さらに詳細条件で検索結果を絞るには、【詳細検
索】をクリックして、次へ進みます。 
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詳細条件を設定します 
詳細検索画面を表示します。詳細条件を指定しま
す。条件の指定が完了したら【検索】をクリックして、
次へ進みます。 

 

検索結果が表示されます 
条件に該当するデバイスが表示されます。デバイス
を選択して、【選択】ボタンで決定します。 

 
「CSV ファイルダウンロードのステータス」 

「CSV ファイルダウンロード」画面にステータスを表示しています。 
ステータスには以下の 4 種類があり、このうちファイル保存が可能なのは「ダウンロード」の場合となります。 

ステータス 説明 

取得待ち 
ファイル出力処理を受け付けた状態です。 
夜間に処理が実施されるまで表示されますが、新たに出力操作を行うと、以前の出力操作は無効となり
ます。  

処理中 
ファイル出力処理を実施中の状態です。  
このステータスのときには新たな出力操作は行えません。  

ダウンロード 
出力が完了し、ファイル保存ができる状態です。 
ファイル保存が可能な期間は7日間です。 新たに出力操作を行うと、ステータスは「取得待ち」へ遷移し
ます。 過去に出力したファイルはダウンロードできなくなりますのでご注意ください。  

－(ハイフン)  
新たなファイル出力処理を受け付けていない状態です。 
ファイル保存が可能な期間を経過するとこの状態に遷移し、ファイル保存できなくなります。 
新たに出力操作を行うと、ステータスは「取得待ち」へ遷移します。  

 

 
注意事項 
 ユーザ情報一括登録 
・ フォーマットや入力規則に合致しない CSV ファイルを登録しようとした場合や申込時に登録された被管理回線以外の電話番

号が含まれる場合はエラーとなります。 
・ 複数 OS のユーザ情報一括登録の実施ができません。そのため、OS 毎に CSV ファイルを分けてユーザ情報一括登録をして

ください。 
・ 一括登録するユーザ情報が多い場合、反映に時間がかかります。 
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・ アプリ配信を「しない」で設定した場合、その後「利用開始通知送信」を行っても Android デバイスへの「あんしんマネージャー
アプリ」の配信は行われません。 

 
 ユーザ情報一括出力＜メールアドレス情報＞ 
・ 本機能により取得できるメールアドレスは、出力予約を実行した時点から CSV ファイルダウンロードするまでの登録状態が「登

録済」（i モードケータイ、sp モードケータイの場合は「許諾済」）の回線のみです。 
出力予約を実行した後にメールアドレスの変更を実施した場合、変更後のメールアドレスは取得できない場合があります。 
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 デバイス管理 
あんしんマネージャーのデバイス管理メニューについて説明します。 
 
7.1 ドコモサービスアプリ配信/解除 
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 ドコモサービスアプリ配信/解除 
ドコモが提供するサービスアプリの配信・解除の設定を行います。本メニューは Android デバイス向けの機能です。 
 
■画面構成 
「ドコモサービスアプリ配信/解除」の画面構成は、下図のとおりです。 
 

 
 
No 名称 説明 

① あんしんマネージャーアイコン 現在表示している画面から TOP ページに戻り、ダッシュボードを表示します。 

② サイドメニュー 
選択中の機能の各メニューを表示します。 
メニュー名を押下し、機能の各メニューにて操作をおこないます。 

③ 編集・設定エリア 選択しているメニューの設定項目を表示します。編集エリアで必要項目を入力します。 
 
 
メニュー説明 
「ユーザ情報入出力」の各メニューは、下表のとおりです。 
 
メニュー 説明 

ドコモサービスアプリ配信/解除 Android デバイス向けに、ドコモが提供する法人向けサービスアプリの配信設定を行います。 
 
  



操作マニュアル_Android_4.0 版 

©2022 NTT DOCOMO, INC. All Rights Reserved. 
159 

操作手順 

 

デバイスを検索します。 
【デバイスを検索】ボタンをクリックします。 

 
 

 

ユーザを選択します 
配信を行うユーザを選択して【選択】ボタンをクリックし
ます。 

 

配信を行うユーザを決定します 
選択したユーザに間違いがないことを確認し【決定】ボ
タンをクリックし次に進みます。 

Point︕ 
＜48＞「デバイスを検索するには」 
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アプリの配信設定を選択します 
アプリ毎に配信／解除の設定を選択します。選択後
は【決定】ボタンをクリックして次へ進みます。 

 

 

実行します 
内容を確認して【実行ボタン】をクリックします。 

 

登録を実行します 
実行確認のポップアップが表示されるので【実行】をク
リックします。 
 

Point︕ 
＜49＞「配信／解除の設定が可能なアプリと設定
値について」 
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実行完了です 
指示が実行され操作は完了です。 
実行結果は【操作履歴へ】をクリックし、操作履歴画
面から確認してください。 

 

 ポイント・注意事項 

ポイント 
「デバイスを検索するには」 

デバイスを検索するには以下の方法で行います。 

 

検索ボタンをクリックします 
【デバイスを検索して設定】または【デバイスを検索】
をクリックして、次へ進みます。 
 

 

デバイスを検索します 
管理下にあるデバイスが表示されます。 
検索ボックスに[ユーザ名][電話番号]を入力のう
え、【検索】をクリックして、結果を表示します。 
 

条件を指定して詳細検索します 
さらに詳細条件で検索結果を絞るには、【詳細検
索】をクリックして、次へ進みます。 

 

詳細条件を設定します 
詳細検索画面を表示します。詳細条件を指定しま
す。条件の指定が完了したら【検索】をクリックして、
次へ進みます。 
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検索結果が表示されます 
条件に該当するデバイスが表示されます。デバイス
を選択して、【選択】ボタンで決定します。 

 
「配信／解除の設定が可能なアプリと設定値について」 

ドコモサービスアプリ配信／解除のメニューで設定が可能なアプリは以下の通りです。 

アプリ名 設定値 説明 

Hub アプリ 

Workspace ONE で制御を行うために必要なアプリケーションです。 

配信のみ 
(解除不可) 

アプリを利用するデバイスとして設定し、未インストールのデバイスにアプリを
配信します。アプリのアップデートがある場合は、アップデート通知を受け取
ることができます。 
また、「配信」に設定して実行することで、管理者によるアップデート操作が
可能です。 
エージェントアプリは必須アプリであるため「解除」の設定はありません。 

あんマネアプリ 

共有電話帳およびメッセージ配信をご利用の場合に必要なアプリです。 
※初めて電話帳またはメッセージ配信をする際は、事前にデバイス上であんマネアプリの初
回起動を実施する必要があります。初回起動を行った後は、以降の配信前の起動は不
要です。 

配信 

アプリを利用するデバイスとして設定し、未インストールのデバイスにアプリを
配信します。アプリのアップデートがある場合は、アップデート通知を受け取
ることができます。 
また、「配信」に設定して実行することで、管理者によるアップデート操作が
可能です。 

解除 
アプリを利用しないデバイスとして設定を解除します。解除に設定した場合
でも、当該アプリはアンインストールされません。 
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 ネットワークサービス設定 
ドコモのメール・パスワードに関する設定、ブラウザ利用制限設定を行います。 
 
8.1 ドコモサービス設定 
8.2 ブラウザ利用制限 
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ブラウザ利用制限  
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 ドコモサービス設定  
ドコモのメールアドレスや迷惑メール対策、i モード／sp モードパスワードなどドコモサービスに関する各種設定を行います。 
※セキュリティアラートの「遠隔制御不能ユーザ」として検知したデバイスは利用することできません。 
 
■画面構成 
「ドコモサービス設定」の画面構成は、下図のとおりです。 

 
 
No 名称 説明 

① あんしんマネージャーアイコン 現在表示している画面から TOP ページに戻り、ダッシュボードを表示します。 

② サイドメニュー 選択中の機能の各メニューを表示します。 
メニュー名を押下し、機能の各メニューにて操作をおこないます。 

③ 編集・設定エリア 選択しているメニューの設定項目を表示します。編集エリアで必要項目を入力します。 
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■メニュー説明 
「ドコモサービス設定」の各メニューは、下表のとおりです。 
 
メニュー 説明 

メールサービス設定 

 メールアドレス変更 i モードメール、ドコモメール／sp モードメールのアドレスを変更します。 

メールアドレスリセット i モードメール、ドコモメール／sp モードメールのアドレスを電話番号メールアドレスにリセットします。 

パスワード変更 i モード／sp モードパスワードを変更します。 

メールオプション設定 
パターン管理 

「メールオプション設定パターン管理」で作成したパターンをデバイスに適用します。デバイス毎に個別
に設定内容を指定して適用することもできます。 

メールオプション設定 メール機能利用や迷惑メール対策設定(大量送信者からのメール拒否設定、特定 URL 付メール
拒否設定、指定受信／拒否設定、なりすましメール受信設定)など、メールに関するオプション設定
パターンを作成します。 

Wi-Fi／位置情報設定 

 ドコモアプリ Wi-Fi 
認証設定 

ドコモのアプリ(あんしんマネージャーアプリ、ドコモメール／sp モードメール、i チャネル、i コンシェル、電
話帳など)を Wi-Fi 経由で利用するための Wi-Fi オプションパスワードを設定します。 

位置情報提供設定 Android アプリで利用できる「基地局を利用した位置情報」の利用設定を行います。 
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 メールアドレス変更 
i モードメール、ドコモメール／sp モードメールのアドレスを変更します。1 ユーザ毎に指定して変更するか、CSV ファイルで一括変更する
こともできます 
 
個別変更 

1 ユーザ毎に指定して、個別にメールアドレスを変更します。 
 

 

変更方法を選択します 
1ユーザ毎に変更する場合は[デバイスを検索して個
別変更]を選択のうえ、【決定】をクリックしてます。 
 
⇒ 一括変更する場合は【CSV一括変更】へ 
 
対象のデバイスを選択します 

検索画面よりデバイスを選択します。 
選択後は【決定】をクリックします。

 
 
メールアドレスを入力します 

現在のメールアドレスがボックス内に表示されます。 
新しいメールアドレスを入力のうえ【決定】をクリックしま
す。

 

 
実行します 

内容を確認して、【実行】をクリックします。 

 
 

 
  

Point︕ 
＜52＞「メールアドレス変更の上限回数について」 

Point︕ 
＜51＞「メールアドレスとして使用可能な入力文
字・文字数制限数について」 

 

Point︕ 
＜50＞「デバイスを検索するには」 
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CSV一括変更 
あらかじめ準備した CSV ファイルにて、複数ユーザまとめてメールアドレスを変更します。 
 

 

変更方法を選択します 
複数ユーザまとめて変更する場合は[CSV一括変更]
を選択のうえ【決定】をクリックします。 
 
⇒ 1ユーザ毎に変更する場合は【個別変更】へ 
 

CSV ファイルを指定します 
CSVファイルを点線枠内にドロップするか、【参照】ボタ
ンより直接ファイルを指定します。 
指定後は【決定】をクリックします。

 
 
インポートするファイルの内容を確認します 

指定したCSVファイルの内容が表示されます。 
内容を確認して、【決定】をクリックします。 
 
実行します 

内容を確認して、【実行】をクリックします。 
 
  

Point︕ 
＜53＞「CSV ファイルの作成方法(メールアドレス一
括変更)」 
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 メールアドレスリセット 
設定されているメールアドレスを電話番号メールアドレスにリセットします。本メニューの操作は 1 ユーザ毎に行います。 
 

 

対象のデバイスを選択します 
検索画面よりデバイスを選択します。 
現在のメールアドレスがボックス内に表示されます。 
【決定】をクリックします。 
  
 
リセット後のアドレスを確認します 

リセット後のアドレスが表示されます。 
確認のうえ、【決定】をクリックします。 

 
 
実行します 

内容を確認して、【実行】をクリックします。 
 
 
  

Point︕ 
＜50＞「デバイスを検索するには」 
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 パスワード変更 
i モード／sp モードパスワードを変更します。1 ユーザ毎に指定して変更するか、CSV ファイルで一括変更することもできます。 
 
個別変更 

1 ユーザ毎に指定して、個別に i モード／sp モードパスワードを変更します。 

 

変更方法を選択します 
1ユーザ毎に変更する場合は[デバイスを検索して個
別変更]を選択のうえ、【決定】をクリックします。 
 
⇒ 一括変更する場合は【CSV一括変更】へ 
 
対象ユーザを選択します 

検索画面よりデバイスを選択します。 
選択後は【決定】をクリックします。 

 
 
新しいパスワードを入力します 

新たに設定するパスワードを4桁で入力します。 
確認用のエリアにも同じパスワードを入力のうえ【決定】
をクリックします。 

 
 
実行します 

内容を確認して、【実行】をクリックします。 
 
  

Point︕ 
＜54＞「パスワードとして登録できないもの」 

Point︕ 
＜50＞「デバイスを検索するには」 
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CSV一括変更 
あらかじめ準備した CSV ファイルにて、複数ユーザまとめて i モード／sp モードパスワードを変更します。 
 

 

変更方法を選択します 
複数ユーザまとめて変更する場合は[CSV一括変更]
を選択のうえ【決定】をクリックします。 
 
⇒1ユーザ毎に変更する場合は【個別変更】へ 
 

CSV ファイルを指定します 
CSVファイルを点線枠内にドロップするか、【参照】ボタ
ンより直接ファイルを指定します。 
指定後は【決定】をクリックします。 

 
 
インポートするファイルの内容を確認します 

指定したCSVファイルの内容が表示されます。 
内容を確認して、【決定】をクリックします。 
 
実行します 

内容を確認して、【決定】をクリックします。 
 
  

Point︕ 
＜55＞「CSV ファイルの作成方法(パスワード一括
変更)」 
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 メールオプション設定パターン管理 
迷惑メール設定などの設定パターンを管理します。 
 

 

パターンを作成します 
▼新しいパターンを作成する場合 
【新規追加】を選択して、次へ進みます。 
 
▼作成済みのパターンを編集する場合 
編集するパターンをラジオボタンで選択のうえ【編集】を
クリックして、次へ進みます。 
 
▼作成済みのリストを削除する場合 
削除するパターンをラジオボタンで選択のうえ【削除】を
クリックして、次へ進みます。 
 
設定内容を入力します 

設定可能な項目から、設定値をボタンで設定します。 
設定が完了後は【決定】をクリックします。 

 
 
設定内容を確認します 

内容を確認して、【決定】をクリックします。 
 
実行します 

内容を確認して、【実行】をクリックします。 

 
  

Point︕ 
＜56＞「メールオプション設定で設定可能な項目に
ついて」 
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 メールオプション設定 
メールの受信設定や迷惑メールの設定を変更します。1 ユーザ毎に指定して変更するか、あらかじめ作成した設定パターンを一括で設
定することもできます。 
個別設定 

1 ユーザ毎に指定して、個別にメールオプション設定を変更します。 

 

対象のデバイスを選択します 
検索画面よりデバイスを選択します。 
選択後は【決定】をクリックします。 

 
 
⇒ 一括変更する場合は【一括設定】へ 
 
設定方法を選択します 

【個別に設定内容を指定して指示】を選択のうえ 
【決定】をクリックします。 
 
設定内容を選択します 

設定後は【決定】をクリックします。 

 
 
設定内容を確認します 

内容を確認のうえ【決定】をクリックします。 
 
実行します 

内容を確認して、【実行】をクリックします。 

  

Point︕ 
＜56＞「メールオプション設定で設定可能な項目に
ついて」 

Point︕ 
＜50＞「デバイスを検索するには」 
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一括設定 
「メールオプション設定パターン管理」で作成した設定パターンを複数ユーザに設定します。 
 

 

対象ユーザを選択します 
検索画面よりデバイスを選択します。 
選択後は【決定】をクリックします。 

 
 
⇒ 1ユーザ毎に変更する場合は【個別設定】へ 
 
設定パターンを選択します 

作成済みパターンが表示されます。 
設定するパターンを選択のうえ【決定】をクリックします。 
 
設定内容を確認します 

内容を確認のうえ【決定】をクリックします。 
 
実行します 

内容を確認して、【決定】をクリックします。 

 
  

Point︕ 
＜50＞「デバイスを検索するには」 
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 Wi-Fi／位置情報設定 
Android デバイスに対して、アプリケーションの位置情報利用設定などを行います。 
 
ドコモアプリWi-Fi認証設定 

ドコモアプリを Wi-Fi 経由で利用するための設定を行います。本機能の操作は 1 ユーザ毎に行います。 
本機能は d アカウントに対応した機種は非対応となります。 
 

 

対象のデバイスを選択します 
検索画面よりデバイスを選択します。 
選択後は【決定】をクリックします。 

 
  
設定内容を指定します 

ドコモアプリをWi-Fi経由で利用するかしないか指定し
ます。 
指定後は【決定】をクリックします。 
 
実行します 

内容を確認して、【実行】をクリックします。 

 
位置情報提供設定 

Android アプリケーションで利用することができる「基地局を利用した位置情報」の利用設定を行います。本機能の操作は 1 ユーザ毎
に行います。なお、本機能はデバイスの GPS 機能を遠隔から ON にする機能ではありません。 
 

 

対象のデバイスを選択します 
検索画面よりデバイスを選択します。 
選択後は【決定】をクリックします。 

 
 
設定内容を指定します 

位置情報提供機能を利用するかしないか指定しま
す。 
指定後は【決定】をクリックします。 
 
実行します 

内容を確認して、【実行】をクリックします。 

Point︕ 
＜50＞「デバイスを検索するには」 

Point︕ 
＜50＞「デバイスを検索するには」 
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 ポイント・注意事項 

ポイント 
「デバイスを検索するには」 

デバイスを検索するには以下の方法で行います。 

 

検索ボタンをクリックします 
【デバイスを検索して設定】または【デバイスを検索】
をクリックして、次へ進みます。 
 

 

デバイスを検索します 
管理下にあるデバイスが表示されます。 
検索ボックスに[ユーザ名][電話番号]を入力のう
え、【検索】をクリックして、結果を表示します。 
 

条件を指定して詳細検索します 
さらに詳細条件で検索結果を絞るには、【詳細検
索】をクリックして、次へ進みます。 

 

詳細条件を設定します 
詳細検索画面を表示します。詳細条件を指定しま
す。条件の指定が完了したら【検索】をクリックして、
次へ進みます。 

 

検索結果が表示されます 
条件に該当するデバイスが表示されます。デバイス
を選択して、【選択】ボタンで決定します。 
 

 
「メールアドレスとして使用可能な入力文字・文字数制限数について」 

半角英数字および「_」(アンダーバー)、「.」(ピリオド)、「-」(ハイフン)の記号にて、3 文字以上 30 文字まで設定することができま
す。ただし、「.」は「..」などのように連続で使用することや@マークの直前で使用することはできません。  
「スペース(空白)」は使用できません。  
英字を入力する場合、大文字小文字の区別はありません。すべて小文字で表示されます。  
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先頭文字は英字にしてください。 
 

「メールアドレス変更の上限回数について」 
メールアドレスの変更操作は 1 ユーザあたり 3 回／日です。1 か月の変更回数は 10 回までとなります。 
変更回数は、アドレスの取得完了数をカウントします。 
※エラー(パスワードエラー・メール停止中エラー等)、アドレスリセット、シークレットコード登録、デフォルトアドレスは対象外です。 
なお、使用済みエラーはカウントされます。 

 
「CSV ファイルの作成方法(メールアドレス一括変更)」 

⇒別途「あんしんマネージャーWorkspace ONE 操作マニュアル 付録」の「インポートフォーマットについて 「メールアドレス一括
変更」用フォーマット」を参照ください。 

 
「パスワードとして登録できないもの」 

sp モードパスワードに関しては、推測されやすいパスワードは設定できません(同じ数字のみ(「0000」、「9999」等)、連続した数
字(「1234」、「0987」など)。 

 
「CSV ファイルの作成方法(パスワード一括変更)」 

⇒別途「あんしんマネージャーWorkspace ONE 操作マニュアル 付録」の「インポートフォーマットについて 「パスワード一括変
更」用フォーマット」を参照ください。 

 
「メールオプション設定で設定可能な項目について」 

項目 必須／任意 入力規則 説明 

パターン名 必須 全角 20 文字以内 パターン名称を入力します 

 

設定項目 設定値 説明 

基本設定 

 

メール機能 停止する メール機能を停止します。 

メッセージ S 配信設定 受信する／受信しない メッセージ S を受信する／しないを設定します。 

メールサイズ制限 
(sp モード契約) 

1／2／3／4／5／ 
6／7／8／9／10MB 

受信するメールサイズを設定します。 

大量送信者からの 
メール拒否設定 

拒否する／拒否しない 
メールを大量送信する送信者からのメールを拒否す
るかどうか設定します。 

特定 URL 付メール 
拒否設定 

拒否する／拒否しない 
メール本文に特定の URL が含まれるメールを拒否
するかどうか設定します。 

詐欺／ウイルスメール拒否
設定 

拒否する／拒否しない 

特定の送信元からのメールやメールにウイルスが添付
されていた場合、フィッシング詐欺やマルウェアに感染
する危険サイトに繋がる URL がメール内に含まれる
場合に該当のメールを拒否します。 

迷惑メール設定 
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携帯・PHS／パソコンなどの
メール設定(sp モード契約) 

設定する／設定しない 
携帯・PHS メールやパソコンなどのメールアドレスから
のメール受信を設定します。 

特定受信許可設定 
(sp モード契約) 

設定する／設定しない 
メールアドレスまたはドメインを指定して特定のメール
受信許可を設定します。 

特定受信拒否設定 
(sp モード契約) 

設定する／設定しない 
ドメインまたはメールアドレスを指定して受信拒否を
設定します。 

携帯・PHS のメール受信設定 

 
例外設定 

特定受信拒否／特定受信許可を設定する場合に対象となるドメインなどを入力すし
ます。 

携帯・PHS のメール受信設
定 

メール送信元(事業者)別にメールを受信するかしないかを設定します。 

パソコンなどのメール受信設定 

 

上記以外のパソコン(インタ
ーネット)等からのメール 

受信する／受信しない 

なりすましメール(インターネットから携帯・PHS、PC のド
メインに書き換えられて送信されるメール、プロバイダなど
のメール転送サービスを経由した携帯・PHS からのメー
ル)を拒否するかどうかを設定します。 

携帯・PHS になりすましたメ
ール 

拒否する／拒否しない 

その他のなりすましたメール 
全て拒否する／存在しな
いドメインを拒否する／拒
否しない 

 

 
注意事項 
 閉域接続オプション、ビジネス mopera インターネット、mopera U 利用で sp モード契約なしの場合、本機能はご利用いただ

けません。 
 メールサービス設定 
・ メールアドレス変更、メールアドレスリセット 

メール機能停止中はできません。「メールオプション設定」よりメール機能を再開してください。 
 メールアドレス変更、パスワード変更 
・ デバイスのステータスが未登録・未送信・仮登録のユーザ(利用許諾を利用者から取得していない状態)はメールアドレスおよび

の変更ができません。 
・ CSV ファイルにて一括変更を行う場合は、ステータスが未登録／未送信／仮登録のユーザを除外してリスト作成を行ってくださ

い。本ステータスの電話番号がリストに含まれる場合、CSV ファイルのインポートがエラーとなります。 
・ sp モードパスワードのロックがかかっている場合、パスワード変更は行えません。パスワードのロックは翌日午前 0 時に自動で解

除されます。解除後にパスワード変更を実施ください。 
・ インポート件数が多い場合、処理完了まで時間がかかる場合があります。 
 メールオプション設定パターン管理、メールオプション設定 
・ なりすましメール拒否設定をした場合、メーリングリストやメール転送サービスを経由したメールがなりすましメールとみなされ拒否さ

れるため、受信したい場合は、宛先指定受信設定で個別に設定する必要があります。 
■Wi-Fi／位置情報設定 
・ sp モード契約が必要となります。 
 docomo Wi-Fi 設定 
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・ 事前に各ユーザに対して docomo Wi-Fi のお申込が必要となります。 
・ docomo Wi-Fi の契約がないユーザに対しては設定できません。 
 ドコモアプリ Wi-Fi 認証設定 
・ sp モード契約のあるデバイスに対しての設定となりますが、本設定値が有効となる機種(※)は限定されます。 

※Android デバイス F-04F 
 位置情報提供設定 
・ デバイスの GPS 機能を遠隔から ON にする機能ではありません。 
・ 利用するアプリによっては、位置情報を取得できないことにより何度も取得動作を繰り返す可能性があります。その場合、意図し

ないパケット通信が発生する可能性がありますのでご注意ください。特に海外での利用時には、位置情報を「利用しない」と設定
されることをおすすめします。 
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 ブラウザ利用制限 
ブラウザからアクセスできる Web サイトをホワイトリスト形式で制限します。 
※セキュリティアラートの「遠隔制御不能ユーザ」として検知したデバイスは利用することできません。 
 
■画面構成 
「ブラウザ利用制限」の画面構成は、下図のとおりです。 

 
 

No 名称 説明 

① あんしんマネージャーアイコン 現在表示している画面から TOP ページに戻り、ダッシュボードを表示します。 

② サイドメニュー 選択中の機能の各メニューを表示します。 
メニュー名を押下し、機能の各メニューにて操作をおこないます。 

③ 編集・設定エリア 選択しているメニューの設定項目を表示します。編集エリアで必要項目を入力します。 
 
 
 
 
 



操作マニュアル_Android_4.0 版 

©2022 NTT DOCOMO, INC. All Rights Reserved. 
181 

■メニュー説明 
「ブラウザ利用制限」の各メニューは、下表のとおりです。 

メニュー 説明 

ホワイトリスト作成 ブラウザからアクセスできる Web サイトの URL リストを作成します。作成したリストの編集、削除もこ
ちらから行います。 

ホワイトリスト適用 「ホワイトリスト作成」にて作成したリストをデバイスに適用します。 
 

 ホワイトリスト作成 
ブラウザからアクセス可能な Web サイトの URL をホワイトリストとして管理します。 
 
操作手順 

 

ホワイトリストの作成・編集・削除を行います 
▼新しいホワイトリストを作成する場合 
【新規追加】をクリックして、②へ進みます。 
 
▼作成済みリストを編集する場合 
編集するリストのラジオボタンを選択すると、選択したホ
ワイトリスト詳細が表示されます。間違いなければ【編
集】をクリックして、②へ進みます。 
 
▼作成済みのリストを削除する場合 
削除するリストのラジオボタンを選択のうえ、【削除】をク
リックして、③へ進みます。 
 
ホワイトリストを編集します 
必要項目を入力のうえ【決定】をクリックして、③へ進み
ます。 

 

 

 

 
 
実行します 
内容を確認して、【実行】をクリックします。 

  

Point︕ 
＜60＞「sp モードでドコモ電話帳を利用するには」 

Point︕ 
＜59＞「すべてのサイトアクセスを禁止する場合」 

Point︕ 
＜58＞「デバイス毎の動作の違いについて」 

Point︕ 
＜57＞「ホワイトリスト作成の入力項目について」 



操作マニュアル_Android_4.0 版 

©2022 NTT DOCOMO, INC. All Rights Reserved. 
182 

 ホワイトリスト適用 
作成したホワイトリストをデバイスに適用します。 
 
操作手順 

 

適用するホワイトリストを選択します 
表示されているリストから適用するリストを選択します。 
選択後は【決定】をクリックして、②へ進みます。 
 
対象のデバイスを選択します 
▼適用中のデバイスを解除する場合 
すでに適用中のユーザが表示されます。 
解除したい場合は対象デバイスの【解除】ボタンをクリッ
クし、適用対象から外します。 
 
▼適用するデバイスを追加する場合 
検索画面よりデバイスを選択します。 

 
 
選択後は【決定】をクリックして、③へ進みます。 
 
実行します 
内容を確認して、【実行】をクリックします。 

 
 

 ポイント・注意事項 

ポイント 
「ホワイトリスト作成の入力項目について」 

項目 必須／任意 入力規則 説明 

ホワイトリスト名 必須 全角 20 文字以内 ホワイトリスト名を入力します。 

説明 任意 全角 30 文字以内 ホワイトリストの説明を入力します。 

i モード／sp モード 必須 
i モード用／sp モード用から 
いずれか選択 

ホワイトリストの種別を選択します。 

ホワイトリスト URL 必須 

1URL あたり半角 256 文字以内 
※100URL まで登録可能 
※「ドコモ電話帳」を「利用する」とした
場合、最大 95URL 登録可能 

アクセスを許可する Web サイトの URL
を入力します。複数入力する場合は、改
行して入力してください。 

Point︕ 
＜58＞「デバイス毎の動作の違いについて」 

Point︕ 
＜61＞「デバイスを検索するには」 
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「デバイス毎の動作の違いについて」 

デバイス 
i モード／ 
sp モード 

反映 
タイミング 

一致方式 https 

iOS デバイス 
Android デバイス 
Windows デバイス 
sp モードケータイ 

sp モード 
30 分毎 
(※1) 

ドメイン後方一致 

 
・ ドメイン配下すべてのアクセスを許可したい場合

は親ドメインのみ入力してください。 
・ サブドメイン単位でアクセスを許可したい場合

は、親ドメインの入力はしないでください。 
※登録を行うと正しく動作しない場合があります。 

制限不可 
(※2) 

i モードケータイ i モード 2 時間毎 

ドメイン前方一致 

 
※ドメイン単位、サブディレクトリ単位、ページ単位 
で指定可 

制限可 
(※3) 

(※1) iOS デバイス、Android デバイスを対象回線として設定した場合は、約 30 分後にスマートフォンを再起動する必要があ
ります。 
(※2)https のサイトであっても、ドコモが提供している一部サービスには制限がかかりアクセスが制限される場合があります。 
(※3)URL が「https」から始まる Web サイトは、ドメイン単位のみ制限可能です。サブディレクトリ単位、ページ単位での指定は
できません。 

 
「すべてのサイトアクセスを禁止する場合」 

すべてのサイトアクセスを禁止したい場合は、ホワイトリストを空のまま登録します。空のホワイトリストを適用することで、ドコモサイ
ト以外のブラウザアクセスを禁止することができます。 
なお、空で登録したホワイトリストをデバイスに適用する際に、当該ホワイトリストを選択すると「URL が登録されていません」と表
示されますが、これはアクセスが許可された URL が無いために表示されるものであり、影響はありません。 

例)http://○○○.com/ と設定した場合 
＜アクセス可＞ 
http://www.○○○.com/ 
http://news.○○○.com/ 
＜アクセス不可＞ 
http://www.○○○.jp/ 
→右から 2 文字目が一致しないため 

例)http://www.○○○.com/  
と設定した場合 
＜アクセス可＞ 
http://www.○○○.com/mobi/ 
＜アクセス不可＞ 
http://news.○○○.com/ 
→左から 8 文字目が一致しないため 
https://www.○○○.com/ 
→左から 5 文字目が一致しない 



操作マニュアル_Android_4.0 版 

©2022 NTT DOCOMO, INC. All Rights Reserved. 
184 

 
「sp モードでドコモ電話帳を利用するには」 

sp モード契約で「ドコモ電話帳」を利用する場合は、「ドコモ電話帳を利用する」を選択します。 
「利用する」とした場合、登録可能 URL は最大 95 となります。 

 
 

「デバイスを検索するには」 
デバイスを検索するには以下の方法で行います。 

 

検索ボタンをクリックします 
【デバイスを検索して設定】または【デバイスを検索】
をクリックして、次へ進みます。 
 

 

デバイスを検索します 
管理下にあるデバイスが表示されます。 
検索ボックスに[ユーザ名][電話番号]を入力のう
え、【検索】をクリックして、結果を表示します。 
 

条件を指定して詳細検索します 
さらに詳細条件で検索結果を絞るには、【詳細検
索】をクリックして、次へ進みます。 
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詳細条件を設定します 
詳細検索画面を表示します。詳細条件を指定しま
す。条件の指定が完了したら【検索】をクリックして、
次へ進みます。 

 

検索結果が表示されます 
条件に該当するデバイスが表示されます。デバイス
を選択して、【選択】ボタンで決定します。 

 
 

 
注意事項 
 機能共通 
・ 閉域接続オプション、ビジネス mopera インターネット、mopera U 利用で sp モード契約なしの場合、本機能はご利用いた

だけません。 
・ アクセス制限サービスをご利用の場合、ブラウザ利用制限の設定より、アクセス制限サービスの設定が優先されます。 
・ ドコモが提供する Web サイト(i メニュー、d メニュー、ドコモ料金案内、ドコモオンラインショップなど)の一部は、ブラウザ利用制

限の制限対象外となります。 
 

 ホワイトリスト適用 
・ 1 ユーザにつき、適用できるホワイトリストは 1 つとなります。最後に適用したホワイトリストの設定が反映されます。 
・ マイメニュー登録している Web サイトにアクセスできなくなる可能性があります。マイメニューに登録している Web サイトをホワ

イトリストに含めるか、事前にユーザ操作により各デバイスからマイメニュー削除を行ってください。 
【Android デバイス】 

ブラウザ利用制限の適用により、一部のアプリが起動できなくなる可能性があります。 
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 紛失時操作 
ロックや利用中断、初期化の操作手順について説明します。 
 
9.1 ロック 
9.2 利用中断 
9.3 初期化 
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 ロック 
 
デバイスの画面・ボタン操作を遠隔からロックして、他人の不正利用を防ぎます。 
※セキュリティアラートの「遠隔制御不能ユーザ」として検知したデバイスは利用することできません。 
 
■画面構成 
「ロック」の画面構成は、下図のとおりです。 
 

 
 

No 名称 説明 

① あんしんマネージャーアイコン 現在表示している画面から TOP ページに戻り、ダッシュボードを表示します。 

② サイドメニュー 
選択中の機能の各メニューを表示します。 
メニュー名を押下し、機能の各メニューにて操作をおこないます。 

③ 編集・設定エリア 選択しているメニューの設定項目を表示します。編集エリアで必要項目を入力します。 
 
■メニュー説明 
「ロック」の各メニューは、下表のとおりです。 
 

メニュー 説明 

ロック(※1) 選択したデバイスに対して、ロックを実施します。 

ロック解除(※2) ロックされているデバイスに対して、ロックの解除を実施します。 
 
(※1) i モードケータイおよび sp モードケータイはドコモの「おまかせロック」機能にてロックを実施 
iOS／Android／Windows10 デバイスは Workspace ONE のロック機能にてロックを実施 
(※2) ロック解除メニューは i モードケータイおよび sp モードケータイに対応 
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 ロックする 
デバイスを紛失した場合などに遠隔からロックを行います。本機能の操作は 1 ユーザ毎に行います。 
 
操作手順 

デバイスを紛失した場合などに遠隔からロックを行います。本機能の操作は 1 ユーザ毎に行います。 

 

対象のデバイスを選択します 
検索画面よりデバイスを選択します。 
選択後は【決定】をクリックします。 

 
 
オプションを設定します 

選択中のデバイスに応じてロックの種類が異なります。 
ロックオプションを選択のうえ【決定】をクリックします。 

 
 
実行します 

内容を確認して、【実行】をクリックします。 

 
 

 
 
  

Point︕ 
＜64＞「処理結果について」 

Point︕ 
＜63＞「ロック方法について」 

Point︕ 
＜62＞「デバイスを検索するには」 
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 ポイント・注意事項  

ポイント 
「デバイスを検索するには」 

デバイスを検索するには以下の方法で行います。 

 

検索ボタンをクリックします 
【デバイスを検索して設定】または【デバイスを検索】
をクリックして、次へ進みます。 
 

 

デバイスを検索します 
管理下にあるデバイスが表示されます。 
検索ボックスに[ユーザ名][電話番号]を入力のう
え、【検索】をクリックして、結果を表示します。 
 

条件を指定して詳細検索します 
さらに詳細条件で検索結果を絞るには、【詳細検
索】をクリックして、次へ進みます。 

 

詳細条件を設定します 
詳細検索画面を表示します。詳細条件を指定しま
す。条件の指定が完了したら【検索】をクリックして、
次へ進みます。 

 

検索結果が表示されます 
条件に該当するデバイスが表示されます。デバイス
を選択して、【選択】ボタンで決定します。 

 
「ロック方法について」 

ユーザが設定しているパスワードで画面ロックします。 
 

「処理結果について」 
ロック処理結果は、Workspace ONE 管理画面の「イベントログ」より確認します。 
(例:iOS ※Android／Windows も手順は同様です) 
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メインメニューから「デバイス」-「リスト表示」
を選択し対象のデバイスを選択します。 

 
 

「その他」から「トラブルシューティング」を選
択します。 

 
 

イベントログにてロック状況を確認します。 
▼ロック指示をした場合 
デバイスロック要求 
 
▼ロックが成功した場合 
デバイスロック確認 
 
※ロック指示は無期限で再送されます。デバイ
スの通信が可能となったタイミング以降、ロック要
求がデバイスに実行されます。 
 

 

 
注意事項 
 デバイスの電波環境が悪い場所では、ロックできない場合があります。サーバと通信ができた時点でロックされます。 
 一度出したロック指示はキャンセルできません。 
 既にロック状態にあるデバイスに対し、ロックの指示を行った場合、デバイスのロック状態は変わりません。 
 ロック中であっても、各種サービス及びアプリが行う通信によりパケット通信料が発生する可能性があります。 
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 利用中断・再開 
デバイスが利用している回線の利用を中断します。デバイスの紛失や盗難にあってしまった場合に、デバイスをロックするだけではなく、回
線の利用を中断することで、UIM カードの差替えによる不正利用を未然に防ぎます。また、利用中断中の回線の再開も本メニューより
行います。 
 
■画面構成 
「利用中断」の画面構成は、下図のとおりです。 
 

 
 
 

No 名称 説明 

① あんしんマネージャーアイコン 現在表示している画面から TOP ページに戻り、ダッシュボードを表示します。 

② サイドメニュー 
選択中の機能の各メニューを表示します。 
メニュー名を押下し、機能の各メニューにて操作をおこないます。 

③ 編集・設定エリア 選択しているメニューの設定項目を表示します。編集エリアで必要項目を入力します。 
 
 
■メニュー説明 
「利用中断」の各メニューは、下表のとおりです。 

メニュー 説明 

利用中断 選択した回線を、一時的に利用できない(利用中断)状態にします。 

再開 利用中断状態の回線の利用を再開します。 
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 利用中断 
回線を遠隔から一時的に利用できない(利用中断)状態にします。本機能の操作は 1 ユーザ毎に行います。 
 
操作手順 

 

対象のデバイスを選択します 
検索画面よりデバイスを選択します。 
選択後は【決定】をクリックして、②へ進みます。 

 
 
実行します 
内容を確認して、【実行】をクリックします。 

 
 

 再開 
一時的に中断していた回線の利用を再開して、利用可能な状態に戻します。 
 
操作手順 

 

利用を再開するユーザを選択します 
検索画面よりデバイスを選択します。 
選択後は【決定】をクリックして、②へ進みます。 

 
 
実行します 
内容を確認して、【実行】をクリックします。 

  

Point︕ 
＜65＞「デバイスを検索するには」 

Point︕ 
＜65＞「デバイスを検索するには」 
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 ポイント・注意事項 

ポイント 
「デバイスを検索するには」 

デバイスを検索するには以下の方法で行います。 

 

検索ボタンをクリックします 
【デバイスを検索して設定】または【デバイスを検索】
をクリックして、次へ進みます。 
 

 

デバイスを検索します 
管理下にあるデバイスが表示されます。 
検索ボックスに[ユーザ名][電話番号]を入力のう
え、【検索】をクリックして、結果を表示します。 
 

条件を指定して詳細検索します 
さらに詳細条件で検索結果を絞るには、【詳細検
索】をクリックして、次へ進みます。 

 

詳細条件を設定します 
詳細検索画面を表示します。詳細条件を指定しま
す。条件の指定が完了したら【検索】をクリックして、
次へ進みます。 

 

検索結果が表示されます 
条件に該当するデバイスが表示されます。デバイス
を選択して、【選択】ボタンで決定します。 

 

 
注意事項 
 一部機種において、パケット通信を行うには利用再開後に電源再起動(電源 OFF／ON)を行う必要があります。 
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 初期化 
デバイスが見つからない場合などに、デバイスに残っているデータを遠隔から消去し、工場出荷時の状態に戻します。 
※セキュリティアラートの「遠隔制御不能ユーザ」として検知したデバイスは利用することできません。 
※Android エンタープライズで実施した場合には、デバイスの登録状態が「許諾済」となるので、あんしんマネージャーへの再加入を行う
まで、あんしんマネージャーからデバイスの操作はできません。 
 
■画面構成 
「初期化」の画面構成は、下図のとおりです。 
 

 
 

No 名称 説明 

① あんしんマネージャーアイコン 現在表示している画面から TOP ページに戻り、ダッシュボードを表示します。 

② サイドメニュー 
選択中の機能の各メニューを表示します。 
メニュー名を押下し、機能の各メニューにて操作をおこないます。 

③ 編集・設定エリア 選択しているメニューの設定項目を表示します。編集エリアで必要項目を入力します。 
 
■メニュー説明 
「初期化」の各メニューは、下表のとおりです。 
 

メニュー 説明 

初期化 デバイスを工場出荷時の状態に戻します。 

初期化指示キャンセル i モードケータイおよび sp モードケータイに対して行った初期化再送設定をキャンセルします。 
iOS、Android、Windows デバイスではご利用いただけません。 
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 初期化する 
デバイスに保存・設定されている全てのデータを遠隔から一括削除し、初期状態に戻します。本機能の操作は 1 ユーザ毎に行います。 
 
以下条件を満たしているデバイスへの初期化について、ダイレクトブートに対応していますが、ダイレクトブート中にデバイスを初期化するた
めには、デバイスの再起動が必要です。 
【対応条件】 
・ Andorid エンタープライズで加入しているデバイス 
・ Hub アプリのバージョン 21.03 以降がインストールされている 
 
操作手順 

 

対象のデバイスを選択します 
選択画面よりデバイスを選択します。 
【決定】をクリックして、③へ進みます。 
 

 
 
実行します 
内容を確認して、【実行】をクリックします。 
 

 

 

 
 
  

Point︕ 
＜68＞「Google アカウントについて」 

Point︕ 
＜67＞「初期化の処理結果について」 

Point︕ 
＜66＞「デバイスを検索するには」 
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 ポイント・注意事項 

ポイント 
「デバイスを検索するには」 

デバイスを検索するには以下の方法で行います。 

 

 

検索ボタンをクリックします 
【デバイスを検索して設定】または【デバイスを検索】
をクリックして、次へ進みます。 

 

デバイスを検索します 
管理下にあるデバイスが表示されます。 
検索ボックスに[ユーザ名][電話番号]を入力のう
え、【検索】をクリックして、結果を表示します。 
 

条件を指定して詳細検索します 
さらに詳細条件で検索結果を絞るには、【詳細検
索】をクリックして、次へ進みます。 

 

詳細条件を設定します 
詳細検索画面を表示します。詳細条件を指定しま
す。条件の指定が完了したら【検索】をクリックして、
次へ進みます。 

 

検索結果が表示されます 
条件に該当するデバイスが表示されます。デバイス
を選択して、【選択】ボタンで決定します。 

 
「初期化の処理結果について」 

あんしんマネージャー管理画面の「操作履歴の確認」より確認できます。 
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「Googleアカウントについて」 
デバイスに Google アカウントを設定している場合、初期化後デバイスに設定していた Google アカウントの入力を求められること
があります。 

 

 
注意事項 
 初期化が完了するまでに時間がかかる場合があります。 
 初期化の際、パケット通信料がかかります。 
 利用中断中のユーザに対して初期化の指示を行う際は、一旦「再開」を行っていただく必要があります。 

一部機種において、パケット通信を行うには利用再開後に電源再起動(電源 OFF／ON)を行う必要があります。 
 特定の保存先、特定のデータのみを指定して削除することはできません。 
 初期化で削除されたデータは元に戻すことはできません(ケータイデータお預かりサービスなど、クラウドサービスにバックアップを行

ったデータは復元可能です)。 
 初期化を行うと、工場出荷時の状態に戻ります。あんしんマネージャーで制御するには再度初期設定が必要となります。 

※初期化完了後の再起動時に「ドコモサービスの初期設定(アプリ一括インストール)」において「インストールする」を選択する
ことによって、あんしんマネージャーアプリが自動インストールされます。 

 圏外や電源断などの理由で初期化指示が再送中の場合、当該デバイスにユーザクリアを行うとあんしんマネージャーの制御下
から外れるため初期化指示は破棄され、ロックや利用中断を含むすべての操作が不可となります。 

 機種変更や故障修理などでデバイスを取り替える場合は、「ユーザクリア」を行い機種変更後のデバイスで再度設定が必要と
なります。設定していない場合は機種変更後のデバイスへの初期化指示はできません。 
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 情報配信 
共有電話帳やメッセージ配信を行う場合の操作手順について説明します。 
 
10.1 共有電話帳管理 
10.2 メッセージ配信 
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 共有電話帳管理 
部署の固定電話一覧や社員の電話番号・内線番号一覧など、社員が共用で利用する電話帳(共有電話帳)をあんしんマネージャー
サーバに登録し、管理下の各デバイスへ一斉に配信します。配信した電話帳の削除もこちらから行います。また、Android デバイス、 
sp モードケータイ、i モードケータイに対しては、自動更新の時間間隔設定を行います。 
 
■画面構成 
「共有電話帳管理」の画面構成は、下図のとおりです。 

 
 

No 名称 説明 

① あんしんマネージャーアイコン 現在表示している画面から TOP ページに戻り、ダッシュボードを表示します。 

② サイドメニュー 
選択中の機能の各メニューを表示します。 
メニュー名を押下し、機能の各メニューにて操作をおこないます。 

③ 編集・設定エリア 選択しているメニューの設定項目を表示します。編集エリアで必要項目を入力します。 
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■メニュー説明 
「共有電話帳管理」の各メニューは、下表のとおりです。 
 

メニュー 説明 

共有電話帳について 共有電話帳管理機能の概要(共有電話帳のインポート、配信)に関する説明を記載しています。 

共有電話帳作成 共有電話帳の作成や編集を行います。なお、電話帳データは CSV ファイルで登録します。 

共有電話帳配信 「共有電話帳作成」で作成した任意の共有電話帳を配信します。Android デバイス、sp モードケ
ータイ、i モードケータイに対する自動更新間隔設定もこちらから行います。 

共有電話帳反映(即時) 「共有電話帳作成」で作成した任意の共有電話帳をデバイスに即時反映します。 
※あらかじめ「共有電話帳配信」設定を行う必要があります。 
※本操作は iOS デバイスでは不要です。 

共有電話帳削除指示 「共有電話帳配信」または「共有電話帳反映(即時)」にて配信した共有電話帳をデバイスから削
除します。対象が i モードケータイの場合、ケータイデータお預かりセンターに電話帳のバックアップを残
すかどうか選択することもできます。 

 

 共有電話帳作成 
共有電話帳の作成や編集を行います。なお、電話帳データは CSV ファイルで登録します。 
 
操作手順 

 

共有電話帳の追加・編集を行います 
登録済みの共有電話帳が表示されます。 
 
▼新しい共有電話帳を作成する場合 
【新規追加】を選択して、②へ進みます。 
 
▼登録済みの共有電話帳を編集する場合 
【上書き編集】を選択して、②へ進みます。 
※一般管理者においては、他管理者の作成した共有
電話帳を編集することはできません。特権管理権限を
付与してください。 
 
必要項目を入力し、連絡先データを CSV ファイルで
インポートします 
▼新しい共有電話帳を作成する 
電話帳の名称および公開設定を決定し、CSVファイル
を点線枠内にドロップするか、【参照】ボタンより直接フ
ァイルを指定します。 
 
▼登録済みの共有電話帳を編集する 
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修正済みのCSVファイルを点線枠内にドロップするか、
【参照】ボタンより直接ファイルを指定します。 
設定が完了したら【決定】をクリックして、③へ進みま
す。 

 

 

 
 
インポートする内容を確認します 
内容を確認後は、【決定】をクリックして④へ進みます。 
 
実行します 
内容を確認して、【実行】をクリックします。 
 

 共有電話帳配信 
「共有電話帳作成」で作成した任意の共有電話帳を配信します。Android デバイス、sp モードケータイ、i モードケータイに対する自動
更新間隔設定もこちらから行います。 
※セキュリティアラートの「遠隔制御不能ユーザ」として検知したデバイスは利用することできません。 
 
操作手順 

 

対象のデバイスを選択します 
検索画面よりデバイスを選択します。 
選択後は【決定】をクリックして、②へ進みます。 

 
 
配信する共有電話帳を選択します 
表示されている電話帳の中から配信する共有電話帳
を選択して、【決定】をクリックします。 
 
▼①で選択したデバイスにAndroidデバイス、sp 
モードケータイまたはiモードケータイが含まれている場合 
【決定】をクリックして、③へ進みます。 
 
▼①で選択したデバイスがiPhoneのみの場合 
【決定】をクリックして、④へ進みます。 

Point︕ 
＜71＞「共有電話帳を削除するには」 

Point︕ 
＜70＞「共有電話帳の作成フォーマットについて」 
 

Point︕ 
＜69＞「共有電話帳作成の入力と設定項目につ
いて」 

Point︕ 
＜72＞「デバイスを検索するには」 
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共有電話帳の更新設定を行います 
共有電話帳の更新間隔を設定します。 
設定後は【決定】をクリックして、④へ進みます。 

 
 
実行します 
内容を確認して、【実行】をクリックします。 

 

 共有電話帳反映(即時) 
「共有電話帳作成」で作成した任意の共有電話帳をデバイスに即時反映します。なお、あらかじめ「共有電話帳配信」設定を行う必
要があります。iPhone ユーザへの本操作は不要です。 
 
操作手順 

 

 

対象のデバイスを検索します 
検索画面よりデバイスを選択します。 

 
 
即時反映させる共有電話帳を選択します 
共有電話帳を選択して、③へ進みます。 
 

 
 
実行します 
内容を確認して、【実行】をクリックします。 

 
  

Point︕ 
＜73＞「更新タイミングについて」 

Point︕ 
＜71＞「共有電話帳を削除するには」 

Point︕ 
＜74＞「選択デバイスに Android デバイス/sp モ
ードケータイと i モードケータイが混在する場合」 

Point︕ 
＜72＞「デバイスを検索するには」 
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 共有電話帳削除指示 
「共有電話帳配信」または「共有電話帳反映(即時)」にて配信した共有電話帳をデバイスから削除します。対象が i モードケータイの
場合、ケータイデータお預かりセンターに電話帳のバックアップを残すかどうか選択することもできます。 
※セキュリティアラートの「遠隔制御不能ユーザ」として検知したデバイスは利用することできません。 
 
操作手順 

 

 

対象のデバイスを選択します 
選択画面よりデバイスを選択します。 
選択後は【決定】をクリックします。 
 
▼iモードケータイが含まれる場合 
②へ進みます。 

 
 
▼iモードケータイが含まれない場合 
③へ進みます。 

 
 
オプションを選択します 
ケータイデータお預かりセンターに電話帳のバックアップを
するかしないか選択します。 
選択後は【決定】をクリックして、③へ進みます。 
  
実行します 
内容を確認して、【実行】をクリックします。 

 
  

Point︕ 
＜72＞「デバイスを検索するには」 

Point︕ 
＜75＞「i モードケータイはユーザ個人が登録したデ
ータも削除します」 
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 ポイント・注意事項 

ポイント 
「共有電話帳作成の入力と設定項目について」 

項目 必須／任意 入力規則 説明 

電話帳名 必須 全角 50 文字以内 電話帳の名称を入力します。 

公開設定 ― 公開する／公開しない 
電話帳を自分以外の管理者に公開するか
しないかを選択します。 

 
「共有電話帳の作成フォーマットについて」 

⇒別途「あんしんマネージャーWorkspace ONE 操作マニュアル 付録」の「インポートフォーマットについて 「共有電話帳作成」
用フォーマット」」を参照ください。 
共有電話帳は最大 100 ファイルまで作成できます。 

 
「共有電話帳を削除するには」 

複数の電話帳を配信した場合に個別に電話帳削除を行うには、「0 件」の CSV ファイルを作成し上書きします。 
「0 件」で上書きした電話帳を「共有電話帳配信」すると、デバイス上から電話帳が削除されます。 

 
「デバイスを検索するには」 

デバイスを検索するには以下の方法で行います。 

 

検索ボタンをクリックします 
【デバイスを検索して設定】または【デバイスを検索】
をクリックして、次へ進みます。 
 

 

デバイスを検索します 
管理下にあるデバイスが表示されます。 
検索ボックスに[ユーザ名][電話番号]を入力のう
え、【検索】をクリックして、結果を表示します。 
 

条件を指定して詳細検索します 
さらに詳細条件で検索結果を絞るには、【詳細検
索】をクリックして、次へ進みます。 
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詳細条件を設定します 
詳細検索画面を表示します。詳細条件を指定しま
す。条件の指定が完了したら【検索】をクリックして、
次へ進みます。 

 

検索結果が表示されます 
条件に該当するデバイスが表示されます。デバイス
を選択して、【選択】ボタンで決定します。 

 
「更新タイミングについて」 

項目 選択肢 説明 

自動更新 しない／する 定期的な更新を行うかどうか選択します。 

更新間隔 

毎日 毎日更新します。 

毎週 毎週特定の曜日に更新します。 

毎月 毎月特定の日付(3～28 日)に更新します。 

 
「選択デバイスにAndroidデバイス/sp モードケータイと i モードケータイが混在する場合」 

本操作は Android デバイス/sp モードケータイ向けの操作です。i モードケータイについては「ケータイデータお預かりセンター」に登録
されている電話帳データをデバイスに即時反映します。 
 

「i モードケータイはユーザ個人が登録したデータも削除します」 
削除指示の対象が i モードケータイの場合、ユーザが個人でデバイスに登録した電話帳データも削除します。管理者が配信した
電話帳を指定して削除することはできません。 

 
「圏外などの理由で削除ができない場合」 

【iPhone】 
・ 72 時間以内に通信が復帰すると、デバイスに SMS が届きます。SMS に記載されている URL をタップして共有電話帳の削

除の反映を行ってください。 
【Android デバイス／sp モードケータイ】 
・ 削除指示の反映処理に失敗した場合、72 時間以内に通信が復帰すれば、指示が実行されます。 
【i モードケータイ】 
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・ 削除指示を行うと、ケータイの通信状況に関わらず「ケータイデータお預かりセンター」のデータを削除します。i モードケータイと
「お預かりセンター」間の同期タイミングで削除が反映されます。 

【Windows デバイス】 
・ 共有電話帳配信には対応していません。 

 
注意事項 
■機能共通 
■共有電話帳作成 
・ 1 つの電話帳につきインポートできる CSV ファイルは 1 つです。 
・ インポートできる電話帳データの最大件数は 1 つの電話帳につき 1,000 件です。なお、デバイスにより保存容量が異なります

ので、デバイス側の保存容量をご考慮のうえご利用ください。 
・ 入力フォーマットの不備などでエラーがあった場合、CSV ファイルはインポートされません。 
・ CSV ファイルのインポートに時間がかかる場合があります。 
・ インポート済みの共有電話帳を削除することはできません。データを管理画面に残したくない場合、共有電話帳作成メニュー

より対象の電話帳を選択して、【上書き編集】でダミーのデータに上書きを行ってください。 
 
■共有電話帳配信、共有電話帳反映(即時) 
・ デバイスの電源が OFF になっている場合、デバイスの電池残量が少ない場合、電波環境が悪い場合、電話帳配信が完了で

きない場合があります。 
【Android デバイス、sp モードケータイ、i モードケータイ】 
・ 共有電話帳の自動更新間隔設定日が当日の場合は、次回の更新タイミングとなります。 
【Android デバイス】 
 反映処理に失敗した場合、24 時間以内に通信が復帰すれば、指示が実行されます。 
・ 共有電話帳のデータは、あんしんマネージャーアプリ上に上書きで配信・登録されます。 
 
■共有電話帳削除指示 
・ デバイスの電源が OFF になっている場合、デバイスの電池残量が少ない場合、電波環境が悪い場合、削除指示が完了でき

ない場合があります。 
 
■あんしんマネージャーアプリの注意事項 
【Android デバイス】 
・ あんしんマネージャーアプリから複数人を選択してメール作成することはできません。 
・ あんしんマネージャーアプリに登録されているメールアドレスでメールの受信/送信をした場合でも、連携先のメーラアプリでは、あ

んしんマネージャーアプリに登録された登録名称で表示はされません。 
・ あんしんマネージャーアプリに配信された電話帳は、その他の電話帳アプリにインポートすることはできません。 
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 メッセージ配信 
「メッセージ配信」メニューでは、あらかじめ作成したメッセージを複数の iPhone、Android デバイス、i モードケータイに対して一斉にメッ
セージを配信することができます。また、配信したメッセージの送達や開封状況、返信内容の確認も可能です。 
 
■画面構成 
「メッセージ配信」の画面構成は、下図のとおりです。 
 

 
 
No 名称 説明 

① あんしんマネージャーアイコン 現在表示している画面から TOP ページに戻り、ダッシュボードを表示します。 

② サイドメニュー 選択中の機能の各メニューを表示します。 
メニュー名を押下し、機能の各メニューにて操作をおこないます。 

③ 編集・設定エリア 選択しているメニューの設定項目を表示します。編集エリアで必要項目を入力します。 
 
  



操作マニュアル_Android_4.0 版 

©2022 NTT DOCOMO, INC. All Rights Reserved. 
208 

■メニュー説明 
「メッセージ配信」の各メニューは、下表のとおりです。 
 

メニュー 説明 

メッセージ作成 デバイスに配信するメッセージのテンプレートを作成、編集します。 

メッセージ送信 「メッセージ作成」で作成したメッセージを送信します。 

送達確認 配信したメッセージの送達状況や、返信コメントの確認ができます。未達状態のユーザには、本メニュ
ーから再送もできます。 

 
 

 メッセージ作成 
デバイスに配信するメッセージのテンプレートを作成、編集します。 
 
操作手順 

 

 

メッセージを編集します 
メッセージのテンプレートを作成・編集します。 
 
▼新しいテンプレートを作成する場合 
【新規追加】を選択して、②へ進みます。 
 
▼作成済みのテンプレートを編集する場合 
編集するテンプレートを選択後に、【編集】をクリックして
②へ進みます。②では選択したテンプレートの内容が
表示されます。 
 
▼作成済みのテンプレートを削除する場合 
削除するテンプレートを選択後に、【削除】をクリックすし
て③へ進みます。 
 

 
 
メッセージの内容を入力します 
必要項目を入力します。 
入力後は【決定】をクリックして、③へ進みます。 

 
 
実行します 
内容を確認して、【実行】をクリックします。 

Point︕ 
＜78＞「メッセージ作成時の入力規則」 

Point︕ 
＜77＞「テンプレートの作成数」 
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 メッセージ送信 
「メッセージ作成」で作成したメッセージを送信します。 
※セキュリティアラートの「遠隔制御不能ユーザ」として検知したデバイスは利用することできません。 
 
操作手順 

 

送信するメッセージを選択します 
メッセージ一覧から、該当のメッセージを選択します。 
選択したメッセージの内容が表示されます。 
内容確認後は【決定】をクリックし、②へ進みます。 
 
対象のデバイスを選択します 
検索画面よりデバイスを選択します。 
選択後は【決定】をクリックして、②へ進みます。 
 

 
  
実行します 
内容を確認して、【実行】をクリックします。 

 
  

Point︕ 
＜79＞「デバイスを検索するには」 



操作マニュアル_Android_4.0 版 

©2022 NTT DOCOMO, INC. All Rights Reserved. 
210 

 送達確認 
配信したメッセージの送達状況や、返信コメントの確認ができます。未達状態のユーザには、本メニューから再送もできます。 
 
操作手順 

 

送達状況の確認を行うメッセージを選択します 
メッセージ一覧から、該当のメッセージを選択します。 
選択したメッセージの内容が表示されます。 
内容確認後は【決定】をクリックし、②へ進みます。 
 
送達状況を確認します 
送達状況をデバイス毎に一覧表示します。 
ユーザからコメントが返ってきている場合は、コメント欄に
て確認することができます。 

 
 
(a)ステータス別に表示する場合 
送達ステータスのチェックボックスを選択することで、「未
達ユーザ」のみ、など表示を絞ることができます。 
 
(b)回答を一括エクスポートする場合 
【回答をエクスポート】ボタンより、ユーザの回答結果を
一覧でファイル出力することができます。 
 
メッセージを再送する 
メッセージを再送するには、再送するユーザを送達ステ
ータスのチェックボックスにて絞込みを行い、【決定】をクリ
ックして【一覧のユーザに再送する】を実行します。 
 

 
  

Point︕ 
＜80＞「送達状況のステータスと保持期限」 
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 ポイント・注意事項 

ポイント 
「テンプレートの作成数」 

メッセージは最大 100 パターンまで登録することができます。 
 

「メッセージ作成時の入力規則」 

項目 必須／任意 入力規則 説明 

タイトル 必須 全角 10 文字以内 メッセージのタイトルを入力します。 

本文 必須 
全角 1,000 文字 
半角カナ 2,000 文字以内 

メッセージの本文を入力します。 
本文中に URL を入力すると、リンクにするこ
とができます。 
※半角スペースは入力できません。 

選択肢 任意 あり／なし 選択肢のあり／なしを選択します。 

選択肢の内容 任意 全角 10 文字以内 選択肢の内容を入力します。 

 
「デバイスを検索するには」 

デバイスを検索するには以下の方法で行います。 

 

検索ボタンをクリックします 
【デバイスを検索して設定】または【デバイスを検索】
をクリックして、2 へ進みます。 
 

 

デバイスを検索します 
管理下にあるデバイスが表示されます。 
検索ボックスに[ユーザ名][電話番号]を入力のう
え、【検索】をクリックして、結果を表示します。 
 

条件を指定して詳細検索します 
さらに詳細条件で検索結果を絞るには、【詳細検
索】をクリックして、4へ進みます。 

 

詳細条件を設定します 
詳細検索画面を表示します。詳細条件を指定しま
す。条件の指定が完了したら【検索】をクリックして、
5 へ進みます。 
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検索結果が表示されます 
条件に該当するデバイスが表示されます。デバイス
を選択して、【選択】ボタンで決定します。 

 
「送達状況のステータスと保持期限」 

【ステータス】 

ステータス iOS デバイスのステータス Android デバイスのステータス i モードケータイのステータス 

未達 
テキスト SMS を受信した状
態です。 

管理者がメッセージの配信を実行した状態です。 

送達済 
テキスト SMS 記載のメッセー
ジ確認 URL にアクセスしてい
る状態です。 

ユーザがデバイスのあんしんマネージ
ャーアプリを起動して、メッセージの
受信を確認した状態です。 

メッセージをユーザのデバイスで
受信した状態です。 

開封済 メッセージが開封された状態です。 

回答済 選択肢やコメントをユーザが回答として登録している状態です。 

送信エラー メッセージが送信できませんでした。再度送信いただくか、対象デバイスの状態をご確認ください。 

 
【保持期限】 
送達確認のメッセージ一覧に表示されている各メッセージは最長 60 日、最大 50 件まで保持されます。 
 

 
注意事項 
 安否確認等緊急用途でのご利用は推奨していません。 
 
 メッセージ送信 
・ メッセージを送信する対象ユーザが多い場合、全ての対象ユーザに送信し終わるまでに時間を要する場合があります。 
 
 送達確認 
・ 送達確認は、メッセージを送信した管理者と代表管理者、特権管理者が確認できます。 
・ 送信済みメッセージの一覧表示上限をこえてしまい、該当のメッセージが「再送」の場合、元のメッセージも削除されます。 
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 メッセージ一括送信 
「メッセージ配信」メニューにて、送信したいデバイスの番号をテキストにて一括入力できます。 
※セキュリティアラートの「遠隔制御不能ユーザ」として検知したデバイスは利用することできません。 
 
■画面構成 
「メッセージ送信」の画面構成は、下図のとおりです。 

 
 
 

No 名称 説明 

① あんしんマネージャーアイコン 現在表示している画面から TOP ページに戻り、ダッシュボードを表示します。 

② 番号入力によるメッセージ
送信 

送信したいデバイスの番号をテキストにて一括入力できるメニューを別画面にて開きます。 
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番号入力によるメッセージ送信（別画面） 

 
 

No 名称 説明 

① メッセージ選択 配信するメッセージを選択できます。 

② 送信方法選択 入力したデバイスに不備があった場合の対応方法を選択できます。 
・「送信可能なデバイスにのみ送信する」︓番号の重複や未登録が含まれている場合、
不備を除いて送信します。 
・「送信しない」︓番号の重複や未登録が含まれている場合、送信しません。 

③ テキスト入力エリア 送信したいデバイスの番号を入力します。 
電話番号（改行） にて入力してください。※ハイフン不要 



操作マニュアル_Android_4.0 版 

©2022 NTT DOCOMO, INC. All Rights Reserved. 
215 

操作手順 
「メッセージ作成」で作成したメッセージを送信します。 

 

送信するメッセージを選択します 
メッセージ一覧から、該当のメッセージを選択します。 
選択したメッセージの内容が表示されます。 
内容確認後は【決定】をクリックし、②へ進みます。 
 
送信方法を選択します 
指定したデバイスに不備があった場合の送信方法を選
択します。 

 
  
番号を入力します 
送信したいデバイスの番号をテキストにて入力します。 
電話番号（改行）にて入力してください。 
 
入力内容をチェックし、送信します 
【実行】をクリックすると、デバイスのチェックを行った後、メ
ッセージを送信します。 

 

 
 
  

Point︕ 
＜83＞「チェック・メッセージ送信状況」 

Point︕ 
＜82＞「不備があった場合の表示」 

Point︕ 
＜81＞「不備があった場合の対応方法」 
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 ポイント・注意事項 

ポイント 
「不備があった場合の対応方法」 

 「送信可能なデバイスにのみ送信する」 
番号の重複や未登録が含まれている場合、不備を除いて送信します。別途不備のあったデバイスについて、登録状況の確認
等を実施してください。 

 「送信しない」 
番号の重複や未登録が含まれている場合、送信しません。不備のあったデバイスを除いたリストを入力し、再度【実行】をクリッ
クしてください。また、不備のあったデバイスについて、登録状況の確認等を実施してください。 

 
「不備があった場合の表示」 

【実行】をクリックするとデバイスのチェックが行われ、不備があった場合は、以下のように表示します。 

 
※●行︓（入力文字列）エラー文言 

 

エラー文言表示名 内容 対応方法 

デバイスを指定してください。 番号を入力していない 番号を入力してください。 

対象デバイスにご利用いただけな
い文字が含まれています。 

番号が正しく入力できていない 090XXXXXXXX の形式にて入力してくだ
さい。 

対象デバイスは半角数字 11 文
字で入力してください。 

番号が正しく入力できていない 
 

090XXXXXXXX の形式にて入力してくだ
さい。 

対象デバイスは重複しています。 番号が重複している 
 

重複した番号を削除して入力してください。 

対象デバイスにはメッセージを送
信できません。 

デバイスが送信可能な状態ではない 登録状況や契約状況を確認し、別途対
応してください。 
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「チェック・メッセージ送信状況」 
【実行】をクリックするとデバイスのチェックが行われ、デバイスに不備がなかった場合もしくは「送信可能なデバイスにのみ送信する」
を選択している場合、以下のように表示されます。また、送信完了と表示されるまで画面を閉じないでください。送信処理が失敗
となる場合があります。 

 
 

表示項目 内容 

入力チェック 対象デバイスの登録内容の確認状況を表示します。 

送信不可デバイス数 不備対象のデバイス数を表示します。 

送信予定デバイス数 メッセージを送信するデバイス数を表示します。 

送信数 送信処理が完了したデバイス数を表示します。 

 
 

 
注意事項 
■事前準備 
・ 送信したいメッセージは、「メッセージ作成」にて事前に作成している必要があります。 
・ 送信したいデバイスの番号は、テキストにて事前に準備してください。電話番号（改行）にて一覧を作成してください。 
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 Workspace ONE 
Workspace ONE の機能について説明します。 
 
11.1 スマートグループを作成する 
11.2 デバイス機能を制限する 
11.3 ジオフェンス(位置情報)で配布する 
11.4 タイムスケジュール(時間指定)で配布する 
11.5 Launcher 機能 
11.6 アプリのインストール制限をする 
11.7 アプリを配布する 
11.8 Google Play を活用する 
11.9 アプリを削除する 
11.10 順守ポリシーを作成する 
11.11 11.11Intelligent Hub の設定 
11.12 Catalog の非表示設定 
11.13 位置情報を確認する 
11.14 パスコードの設定 
11.15 デバイスを再起動する 
11.16 モニタを活用する 
11.17 E メール通知機能を設定する 
11.18 電話番号表示を有効にする 
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 スマートグループを作成する 
スマートグループとは管理者がカスタマイズするグループで、どのプラットフォーム、デバイス、ユーザが、どのデバイスプロファイル、アプリケーシ
ョン、順守ポリシーを適用させるかを決定するものです。組織グループ単位でプロファイルやアプリ配布のルールを決定し、特定のデバイス
に、より強い制限を割り当てるときなどにはスマートグループが有効です。 
 
■画面構成 
「スマートグループ作成」の画面構成は、下図のとおりです。 
 

 
 
 
■メニュー説明 

No 名称 説明 

① 名前 スマートグループの名前を入力します。 

② タイプを選択 
「条件を選択」「デバイスまたはユーザを選択」を使用して、スマートグループのタイプを構成
します。 

③ 条件選択エリア スマートグループに含める条件を選択します。 

④ デバイスプレビュー 
「有効」にすると選択した条件に該当するデバイスを表示します。 
「無効」の場合は、プレビューを表示しません。（初期値） 

⑤ デバイス表示エリア ④ でプレビューを「有効」にした場合、選択した条件に含まれるデバイスを表示します。 
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 組織グループとスマートグループの違い 
Workspace ONE で各種ポリシーを適用するには、「割り当てグループ」を指定する必要があります。割り当てグループは組織グループと
スマートグループの二つから選択できます。各グループの用途と、作成方法は以下のとおりです。 

 
グループのイメージ 

 
  

説明 組織グループ スマートグループ 

用途 

・プロファイルの割り当てと配布 
・アプリの割り当てと配布 
・順守ポリシーの割り当て 
・アプリグループ(※)の割り当て 
※許可/拒否/必須アプリ、でのアプリリスト登録 

・プロファイルの割り当てと配布 
・アプリの割り当てと配布 
・順守ポリシーの割り当て 
・除外グループ設定 

作成方法 

あんしんマネージャー管理画面から作成します。 
グループを作成後は、グループに所属するユーザを登
録できます。 
※管理者機能 > グループ管理 
 
作成したグループに所属していないユーザは、「デフォル
トグループ」に所属します。 

Workspace ONE 管理画面から作成します。 
※グループと設定 > グループ > 割り当てグループ > 

スマートグループを追加 
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Workspace ONEのポリシー適用の考え方 
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 スマートグループを作成する 

操作手順 

 

メインメニューから「グループと設定」-「グループ」を
選択します。 

 

「割り当てグループ」を選択します。 

 

「スマートグループを追加」を選択します。 
【スマートグループを追加】をクリックして、スマートグルー
プ作成画面を開きます。 
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スマートグループの名前を入力します。 
新たに作成するスマートグループの名称を決定します。 

 

スマートグループの条件を設定します。 
「条件を選択」または「デバイスまたはユーザを選択」を
使用して、スマートグループのタイプを構成します。 
 

 
※ここでは「条件を選択」を指定した場合の作成方法
で説明しています。 

 

スマートグループに追加するパラメータを指定しま
す。 
パラメータを入力します。 

 

Point︕ 
＜84＞「スマートグループのタイプについて」 

Point︕ 
＜85＞「スマートグループ作成時のパラメータ」 
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デバイスプレビューを有効にして、デバイスを確認し
ます。（任意） 
デバイスプレビューを有効にすると、6で指定したパラメ
ータに該当するデバイスが表示されます。 
デバイス数が多い場合、表示に時間がかかる可能性
があります。 

 

【保存】します。 
パラメータの入力完了後は【保存】をクリックします。 

 

スマートグループのリスト表示に戻ります。 
作成したスマートグループがリスト表示されます。スマー
トグループの作成はこれで完了です。 
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 ポイント・注意事項 

ポイント 
「スマートグループのタイプについて」 

スマートグループを作成する際は、作成タイプを設定します。 

タイプ 説明 

条件を選択 スマートグループへの追加に適合するパラメータから選択します。 

デバイスまたはユーザを選択 
Workspace ONE 加入済みのデバイスから、デバイスフレンドリ名、またはユーザ
名(名字または名前)を指定して追加します。 
※Workspace ONE に未加入のデバイスは選択できません。 

 
「スマートグループ作成時のパラメータ」 

パラメータ 説明 

組織グループ 
あんしんマネージャー管理画面の「管理者機能」-「グループ管理」から作成したグ
ループ。Workspace ONE へ連携され、組織グループとして機能します。 

タグ 
タグを指定します。 
※タグとは特定のデバイスを簡単に識別するためのメモ機能です。 

プラットフォームと OS 
プラットフォーム、OS を指定します。 
※Apple iOS、Android、Windows デスクトップのみご利用いただけます。 

CPU アーキテクチャ 
CPU アーキテクチャを指定します。 
※Windows デスクトップのみご利用いただけます。 

モデル（レガシー） プラットフォームにおけるモデルを指定します。 

エンタープライズ OEM バージョン 
メーカー提供のバージョンを指定します。 
※Samsung、Sony 製デバイスのみご利用いただけます。 

加入カテゴリ 

加入カテゴリとして「任意」もしくは、「選択」で以下項目を利用できます。 
・Apple-DEP 加入済み 
・Apple-監視対象 
・Andorid（Legacy） 
・Android Enterprise 

追加 特定のデバイスやユーザをスマートグループに追加します。 

除外 特定のデバイスやユーザをスマートグループから除外します。 
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 デバイス機能を制限する 
デバイス上で強制したい制限事項や設定をデバイスに適用するには、デバイスプロファイルを作成して組織グループまたはスマートグループ
に割り当てます。プロファイルはプラットフォーム別に作成し、パスコードや Wi-Fi、制限事項などのペイロードを構成します。 
 
■画面構成 
機能制限などプロファイル作成の画面構成は、下図の通りです。 

 
 
 
■メニュー説明 

No 名称 説明 

① ペイロード 選択したプラットフォームに応じた設定可能な項目を表示します。 

② ペイロード構成画面 選択したペイロードを構成するための設定値を入力するエリアです。 
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 プロファイルを作成し配布する 

操作手順 

 

メインメニューから「デバイス」-「プロファイルとリソー
ス」を選択します。 

 

 

「プロファイル」へ進み、【追加】を選択します。 

 

「追加」ボタンから「プロファイルを追加」を選択しま
す。 
 
 

Point︕ 
＜86＞「作成画面へのショートカット機能について」 



操作マニュアル_Android_4.0 版 

©2022 NTT DOCOMO, INC. All Rights Reserved. 
228 

 

プラットフォームを選択します。 
作成するプロファイルを割り当てるプラットフォームを選択
します。 
※本ガイドではAndroidエンタープライズの操作を進め
ます。 
 

 

プロファイル名を入力します。 
プロファイル名などプロファイルに関する情報を入力しま
す。 

 
 

 

パスコードなど設定するペイロードを追加します。 
パスコードや制限事項など必要に応じて構成するペイロ
ードの【追加】をクリックします。 
 
※ペイロードによっては「Work 管理対象」と「Work プ
ロファイル」に設定できる項目がありますが、あんしんマネ
ージャーでは「Work 管理対象」が制限可能です。
「Work プロファイル」は設定いただいても、デバイスに反
映されません。 
 

 
 

Point︕ 
＜87＞「プロファイルに関する項目について」 

  

  

  

  
 

Point︕ 
＜88＞「ペイロード毎のプロファイル作成がおすすめ
です」 
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パスコードを設定するには 
デバイスにパスコード設定を強制するには、【パスコード】
で【デバイスパスコードポリシーを有効化】を設定します。
※【Workパスコードポリシーを有効化】は非対応のた
め、無効に設定してください。 
 
Androidエンタープライズでは、【初期パスコードを設定
する】により、デバイスに設定するパスコードを指定するこ
とができます。初期パスコードはデバイスで任意のパスコ
ードに変更することができます。 
プロファイルの設定内容を決定するには【次へ】をクリック
します。 

 

 

 
 

 

デバイス機能を制御するには 
デバイスの機能を制限する場合は、【制限】を設定しま
す。 
※あんしんマネージャーは「Work 管理対象」で制限可
能です。「Work プロファイル」は設定いただいても、デバ
イスに反映されません。 
プロファイルの設定内容を決定するには【次へ】をクリック
します。 

 

 
 

Point︕ 
＜93＞「初期パスコードを設定した場合のプロファイ
ルの削除について」 

Point︕ 
＜90＞「初期パスコードを設定した場合の動作につ
いて」 

Point︕ 
＜89＞「パスコードのペイロードは忘れずに作成しま
しょう」 

Point︕ 
＜92＞「デバイスに Google アカウントを追加するに
は」 

Point︕ 
＜91＞「カメラ制限を解除するために「カメラを許
可」をチェックしてもカメラアプリが表示されないことがあ
ります」 
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アプリケーション制御をするには 
アプリケーションを拒否リストや許可リストで制御する場
合は、【アプリケーション制御】を設定します。 
プロファイルの設定内容を決定するには【次へ】をクリック
します。 

 

プロファイルを割り当てます。 
プロファイルの割当先は割り当てグループから指定しま
す。割り当て対象のデバイスは【デバイス表示】をクリック
して確認します。 

 

 

 

デバイスにプロファイルを配布します。 
プレビューで割り当て対象のデバイスを確認のうえ、【保
存して公開】をクリックして、デバイスにプロファイルを配布
します。 

Point︕ 
＜87＞「プロファイルに関する項目について」 

  

  

  

  
 

Point︕ 
＜94＞「他のプロファイルと制限項目が重複する場
合」 
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プロファイルのリスト表示に戻ります。 
作成したプロファイルがリストに表示されます。プロファイル
の作成と配布はこれで完了です。 
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 プロファイルのインストール状況を確認する 

操作手順 

 

メインメニューから「デバイス」-「プロファイルとリソー
ス」-「プロファイル」を選択します。 
 

 

プロファイルの一覧から確認するプロファイルを選択
します。 
確認するプロファイルをラジオボタンで選択します。 
「デバイス」をクリックして、3.へ進みます。 
 
▼インストール状態の「表示」からも状況を確認できま
す。 

 
 

 

インストール状態を一覧で表示します。 
▼状態について 
インストール状態を表示します。 
 
▼アイコンについて 
未インストールのデバイスにインストール指示を行いたい
場合、   ボタンで再度プッシュすることができます。 
 
▼表示対象について 
プルダウンで状態別に表示可能です。 
 

 
  

Point︕ 
＜95＞「インストール状態について」 
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 プロファイルを編集する 
作成したプロファイルを編集します。 
 
操作手順 

 

メインメニューから「デバイス」-「プロファイルとリソー
ス」-「プロファイル」を選択します。 

 

編集するプロファイルを選択します。 

 

「バージョン追加」を選択します。 
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プロファイルを編集します。 
プロファイルの設定内容を編集します。 
プロファイルの設定内容を決定するには、【次へ】をクリッ
クします。 

 

プロファイルを割り当てます。 
プロファイルの割当先を追加する場合は、割り当てグル
ープから指定します。割り当て対象のデバイスは【デバイ
ス表示】をクリックして確認します。 

 

 

 

デバイスにプロファイルを配布します。 
プレビューで割り当て対象のデバイスを確認のうえ、【保
存して公開】をクリックして、デバイスにプロファイルを配布
します。 

Point︕ 
＜87＞「プロファイルに関する項目について」 

  

  

  

  
 

Point︕ 
＜94＞「他のプロファイルと制限項目が重複する場
合」 
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プロファイルのリスト表示に戻ります。 
編集したプロファイルがリストに表示されます。プロファイル
の編集と配布はこれで完了です。 
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 プロファイルを削除する 
プロファイル削除の操作をすると、Workspace ONE は該当プロファイルがアクティブ状態かどうかを確認します。デバイスに割り当て済み
のアクティブなプロファイルを削除すると、デバイスから該当プロファイルを削除し、「アクティブ」から「非アクティブ」のプロファイルに変わりま
す。 
非アクティブのプロファイルを削除すると、Workspace ONE から完全に削除することが可能です。 
 
操作手順 

 

メインメニューから「デバイス」-「プロファイルとリソー
ス」-「プロファイル」を選択します。 

 

削除するプロファイルを選択して「▼その他のアクシ
ョン」をクリックします。 

 

「削除」を選択します。 
「続行しますか」とポップアップで表示されるので【OK】を
クリックします 
 

 

Point︕ 
＜97＞「プロファイルを削除するとデバイスからも削除
されます」 
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プロファイルを削除しました。 
該当のプロファイルがデバイスから削除されます。 

 

 

「フィルタ」検索から「状態」を「非アクティブ」にしま
す。 
削除したプロファイルが「非アクティブ」のプロファイル一覧
に表示されます。 

 

プロファイルをWorkspace ONEから完全に削
除するには、削除するプロファイルを選択して「▼その
他のアクション」をクリックします。 

Point︕ 
＜98＞「プロファイルの状態変化について」 
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「削除」を選択します。 

 

Workspace ONE上から完全に削除されまし
た。 
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 ポイント・注意事項 

ポイント 
「作成画面へのショートカット機能について」 

デバイスプロファイルや、順守ポリシーなど新たに設定を新規追加する場合にはショートカットが便利です。 

 

Workspace ONE ダッシュボードの右上にある

をクリックするとプロファイルや順守ポリシ

ーなど、登録画面へのショートカットが表示され
ます。 
 

追加ボタンに表示されるショートカット 

順守ポリシー 

プロファイル 

社内アプリ 

パブリックアプリ 
 

 
「プロファイルに関する項目について」 

設定 説明 

名前(必須) プロファイルのリスト表示で表示されるプロファイルの名称です。 

説明を追加 プロファイルの目的について簡単な説明を記入します。 

プロファイルスコープ プロファイルの使用方法を選択します。「プロダクション」を選択します。 

 
「ペイロード毎のプロファイル作成がおすすめです」 

プロファイルは「パスコードのプロファイル」、「制限事項のプロファイル」と言ったように、ペイロード毎に分けてプロファイル作成するのが
おすすめです。ひとつのプロファイルに複数のペイロードが設定されていると、デバイスに問題が発生した際に、どのプロファイルが影響
を与えているのかなど、事象の切り分けが難しくなります。そのため Workspace ONE ではペイロード毎にプロファイルを作成するこ
とを推奨しています。 
 

「パスコードのペイロードは忘れずに作成しましょう」 
パスコードを必須とするポリシーを作成することを推奨します。パスコード設定がないデバイスは、第三者によるロック解除が容易に
でき、デバイスに含まれる個人情報や企業情報などが流出してしまう可能性があります。 
プロファイル作成にて「パスコード」の設定を行い、利用者にパスコードを必須とする利用を義務付けることが大切です。 
パスコードを必須とすることで、利用者が万一デバイスを紛失した場合でも、管理者から遠隔でロックをかけることにより、デバイスに
パスコードを入力しなければロックを解除できず、第三者によるロック解除を防ぐことができます。 

 
「初期パスコードを設定した場合の動作について」 

初期パスコードを設定すると、「11.14.2 パスコードを削除する」でパスコードを削除した場合、パスコードは削除されず、初期パス
コードが設定されます。なお、ダイレクトブート中のデバイスでは初期パスコードへ変更されることなくパスコードが削除されます。 
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「カメラ制限を解除するために「カメラを許可」をチェックしてもカメラアプリが表示されないことがあります」 
Hub アプリバージョン 21.07 より「制限」プロファイルでのカメラ制限について、カメラアプリの非表示による制限からカメラアプリは表
示したまま機能を制限する方式へ変更しております。 
そのため Hub アプリバージョン 21.06 以下で「制限」プロファイルを「カメラを許可」のチェックを外して適用している場合、Hub アプ
リバージョン 21.07 以降の Hub アプリへバージョンアップ後に、カメラ制限を解除した場合、カメラアプリが表示されない事象が発
生します。 
カメラアプリを表示されるためには以下の手順を行ってください。 

1. アプリとブック>アプリ>アプリケーション設定>アプリグループ>許可リストに該当のカメラアプリを登録 
2. プロファイル>アプリケーション制御にある[システム アプリを有効化] にチェックを入れて適用する 

 
「デバイスに Googleアカウントを追加するには」 

Android エンタープライズに設定したデバイスは、Google アカウントを追加することができません。 
Google アカウントを設定しなくても、管理者が承認したアプリについては、Play ストアからインストール可能です。 
だたし、アプリを自由にダウンロードさせたい、Gmail 等 Google アカウントが必要なアプリを使用させたい等の理由で、個人の
Google アカウントを使用したい場合には、プロファイルを作成し「制限」ペイロードにある以下の項目を変更する必要があります。 
 「Google アカウントの追加を許可する」をチェック 
なお、Gmail 等で Google アカウントは使用したいが、アプリは自由にインストールさせたくない場合は、上記の設定に加え、以
下の項目を変更することで、アプリのインストール制限をすることが可能です。 
 「Google Play で許可されているアカウント」を「管理対象アカウントのみ」とする 
 

「初期パスコードを設定した場合のプロファイルの削除について」 
初期パスコードを設定すると、「11.2.4 プロファイルを削除する」でプロファイルを削除することができません。初期パスコードを設定
しているプロファイルから割り当てグループをすべて削除してから、プロファイルを削除してください。 

 
「他のプロファイルと制限項目が重複する場合」 

作成した複数のプロファイルにおいて、同一のペイロード(制限項目やパスコードなど)で異なる値が設定された場合、制限がより強
い設定値が適用されます。以下は一般的な例です。 
 ケース 1 

プロファイル 制限事項 適用状態 

プロファイル A カメラ禁止 プロファイルが適用され、カメラは禁止になります 

プロファイル B カメラ許可 
プロファイルは適用されますがカメラの項目はプロファイルＡが優先されます 
※プロファイル A が削除されるとプロファイル B が適用されます。 

 ケース 2 

プロファイル パスコード 適用状態 

プロファイル C 4 桁 
プロファイルが適用されますがパスコードはプロファイルＤが優先されます 
※プロファイル D が削除されるとプロファイルＣが適用されます。 

プロファイル D 6 桁 プロファイルは適用され、パスコードは 6 桁以上で設定が必要です 
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「インストール状態について」 

状態 説明 

インストール済み 正常にインストールされたデバイスの数を表示します。 

未インストール 
割り当ては完了しているが、サーバと通信できない状態などによりインストールされていない
デバイスの数を表示します。通信が復帰後に、順次インストールされます。 

割り当て インストール状態にかかわらず、プロファイルが割り当てられたデバイスの数を表示します。 

 
「割り当ての項目について」 

設定 説明 

スマートグループ 
デバイスプロファイルを適用したい組織／スマートグループを選択します。 
全ユーザに割り当てたい場合は「最上位組織グループ（初期値では代表管理者の番号）」か「all 
devices」を選択してください。 

除外を許可 
トグルを ON にすると、除外するグループの入力欄が表示され、このプロファイルの割り当てから除外し
たい組織／スマートグループを選択できるようになります。 

割り当てタイプ 

プロファイルのデバイスへの展開方法を決定します。 

自動 プロファイルはすべてのデバイスに自動で展開されます。 

オプション ご利用いただけません。 

順守 順守ポリシーに違反した場合に、デバイスに自動で展開されます。 

削除を許可 
※iOS の場合 
iOS7 以下で有効 

ユーザがプロファイルを削除できるかどうかを決定します。 

いつでも ユーザはいつでもプロファイルを手動で削除することができます。 

要承認 ユーザは管理者の承認がある場合に限りプロファイルを削除できます。このオプションを
選択すると、アカウントパスワード欄が追加されます。 

なし ユーザはデバイスからプロファイルを削除することはできません。 

管理元 プロファイルの管理者権限を持つ組織グループ。 

所定の領域にのみ
インストール 

トグルを ON にすると、ジオフェンスエリアの入力欄が表示されます。 
構成済みのジオフェンスエリアを指定し、デバイスが設定されたエリア内にいる場合にのみプロファイルを
受信するようにします。※事前にジオフェンスエリアの定義が必要です。 

インストール時間を
スケジュール 

トグルを ON にすると、タイムスケジュールの入力欄が表示されます。 
構成済みのタイムスケジュールを指定し、デバイスが設定された時間枠内にのみプロファイルを受信する
ようにします。※事前にタイムスケジュールの定義が必要です。 

 
「プロファイルを削除するとデバイスからも削除されます」 

デバイスに割り当て済みのプロファイルを削除すると、デバイスからも該当のプロファイルが削除されます。この場合、管理画面上で
削除を行ったプロファイルは「アクティブ」から「非アクティブ」のプロファイルに変わります。 
管理画面上から完全にプロファイルを削除する場合は、「非アクティブ」のプロファイル一覧から再度削除を行うことで完全に削除さ
れます。 
一旦、デバイスから削除し「非アクティブ」のプロファイルに変更した後、「非アクティブ」から「アクティブ」のプロファイルに変更すること
で、再配布が可能です。 
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「プロファイルの状態変化について」 
プロファイルの状態は 2 種類あります。 

状態 説明 

アクティブ 

プロファイルはアクティブな状態です。組織／スマートグループに割り当て済みの場合、
対象のデバイスにプロファイルが割り当てられている状態です。 

アクティブなプロファイルを削除すると、デバイスから該当プロファイルが削除され、
Workspace ONE 上では非アクティブとしてマークされます。 

非アクティブ 

プロファイルは非アクティブな状態です。組織／スマートグループに割り当て済みの場
合、対象のデバイスからプロファイルが削除されている状態です。再度デバイスに配布す
るには、プロファイルをアクティブ化します。 

非アクティブなプロファイルを削除すると、Workspace ONE から完全に削除されま
す。 
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 ジオフェンス(位置情報)で配布する 
Workspace ONE は、ジオフェンスでプロファイルを定義することができます。会社オフィス、学校の構内、デパートの建物内等の特定の
区域を指定して、デバイスが当該エリアに測位すると、デバイスに特定のプロファイルが割り当たるよう設定できます。 
たとえば、工場勤務の従業員に対して、撮影禁止エリア内にいる場合のみ「カメラ禁止」のプロファイルを割り当てするといった方法をとるこ
とができます。 
ジオフェンス機能を利用するには、対象のエリアをあらかじめ登録しておくことで、プロファイルの作成時に「ジオフェンスエリア」を指定して、
割り当て設定を行うことができます。 
 

 ジオフェンスエリアを登録する 

 

 

メインメニューから「デバイス」-「プロファイル」-「プ
ロファイル設定」-「エリア」を選択します。 

 

 

「追加」から「ジオフェンスエリア」を選択します。 
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エリアを指定します。 
エリア指定に必要な項目を入力し、「クリックして検
索」をクリックします。 
 

 

 

 

検索結果を表示します。 
指定地点を確認のうえ、「保存」をクリックします。 

 

 

ジオフェンスエリアの登録が完了しました。 
指定したエリアをジオフェンスエリアとして登録しました。 
プロファイルの作成時に、作成したジオフェンスエリアを
指定してプロファイルの割り当てが可能になります。 

 
 

Point︕ 
＜99＞「エリア指定の入力項目について」 
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 ジオフェンスエリアを指定してプロファイルを作成する 

 

 

メインメニューから「デバイス」-「プロファイルとリソー
ス」を選択します。 
 

 
 

「プロファイル」へ進み、【追加】を選択します。 

 
 

「追加」ボタンから「プロファイルを追加」を選択しま
す。 
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プラットフォームを選択します。 
作成するプロファイルを割り当てるプラットフォームを選択
します。 
 
※本ガイドではAndroidエンタープライズの操作を進め
ます。 
 

 

 

プロファイル名を入力します。 
プロファイル名などプロファイルに関する情報を入力しま
す。 

 

ペイロードを構成し、公開します。 
スケジュールを利用して割り当てたいプロファイルを定義
します。必要なペイロードを構成し、「次へ」をクリックしま
す。 
 

 

Point︕ 
＜103＞ 「タイムスケジュールが有効なプラットフォー
ム」 

Point︕ 
＜104＞「ペイロード毎のプロファイル作成がおすすめ
です」 
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「スマートグループ」を選択し、ジオフェンスエリアを
有効にし、「保存して公開」します。 
割り当てグループを指定し、追加の条件として「所定の
領域にのみインストール」にチェックを入れます。 
 
ジオフェンスエリアを有効にすると「選択したエリア内のデ
バイスのみにインストール」を指定することができますの
で、登録済みのジオフフェンスエリアを指定します。ジオフ
ェンスエリアは複数指定が可能です。 
 
 

 

プロファイルのリスト表示に戻ります。 
作成したプロファイルがリストに表示されます。プロファイル
の作成と配布はこれで完了です。 
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 ポイント・注意事項 

ポイント 
「エリア指定の入力項目について」 

項目 説明 

アドレス エリアを指定します。(都市名、郵便番号、住所、緯度経度、建物名称、都市名など) 

半径 キロメートルまたはマイルで指定します。(最少半径は 800 メートル) 

エリアネーム エリアの名称を入力します。 

 
「ジオフェンスが有効なプラットフォーム」 

プラットフォーム 利用可否 

iOS デバイス ○ 

Android デバイス ○ 

Windows デバイス  ― 

 
「ペイロード毎のプロファイル作成がおすすめです」 

プロファイルは「パスコードのプロファイル」、「制限事項のプロファイル」と言ったように、ペイロード毎に分けてプロファイル作成するのがお
すすめです。ひとつのプロファイルに複数のペイロードが設定されていると、デバイスに問題が発生した際に、どのプロファイルが影響を
与えているのかなど、事象の切り分けが難しくなります。そのため Workspace ONE ではペイロード毎にプロファイルを作成することを
推奨しています。 

 
 
注意事項 
 位置情報について 
・ デバイスが取得した位置情報を閲覧するには、管理画面にて以下の要件を満たす必要があります。 

※デフォルト値はすべて「許可」および「有効」になっています。 
 
① プライバシー設定で GPS データの収集が許可されていること 
 （グループと設定＞ 全ての設定＞ デバイスとユーザ＞ 全般＞ プライバシー） 
② Agent 設定で、「位置データを収集」は有効になっていること 
 （グループと設定＞ 全ての設定＞ デバイスとユーザ＞ Android＞ Agent 設定） 
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 タイムスケジュール(時間指定)で配布する 
タイムスケジュールを使用して、各デバイスプロファイルをいつアクティブにするかを制御することができます。タイムスケジュールを構成/適用
し、プロファイルがデバイス上でアクティブになる時間帯を限定します。タイムスケジュールをプロファイルに適用し、従業員が指定された日の
指定された時間帯以外は特定の機能が使えないようにするなどの対処が可能になります。 
たとえば、勤務時間内は「カメラ禁止」とし、終業後に「カメラ許可」のプロファイルを適用するなどの運用をとることができます。 
 

 スケジュールを登録する 

 

メインメニューから「デバイス」-「プロファイル」-「プ
ロファイル設定」-「タイムスケジュール」を選択しま
す。 

 

「スケジュールを追加」を選択します。 
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スケジュールの名称とタイムゾーンを入力します。 
タイムゾーンのデフォルト表示は「(GMT+09:00)日
本」になっています。 
 
他国に設定する場合はプルダウンから選択します。 
 
タイムゾーンの設定が完了したら「スケジュールを追
加」をクリックします。 
 

 

スケジュールを登録します。 
プルダウンから曜日と開始時刻および終了時刻を指
定します。 
スケジュールを追加する場合は「スケジュールを追加」
をクリックしてレコードを追加できます。 
 

 

 

スケジュールの登録が完了しました。 
指定した設定値でスケジュールを登録しました。 
プロファイルの作成時に、作成したスケジュールを指定
してプロファイルの割り当てが可能になります。 

  

Point︕ 
＜102＞「スケジュール指定の入力項目について」 
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 スケジュールを指定してプロファイルを作成する 

 

 

メインメニューから「デバイス」-「プロファイルとリソ
ース」を選択します。 
 

 
 

「プロファイル」へ進み、【追加】を選択します。 

 
 

「追加」ボタンから「プロファイルを追加」を選択しま
す。 
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プラットフォームを選択します。 
作成するプロファイルを割り当てるプラットフォームを選
択します。 
 
※本ガイドではAndroidエンタープライズの操作を進め
ます。 
 

 

 

プロファイル名を入力します。 
必要な項目を入力します。 

 

ペイロードを構成し、公開します。 
スケジュールを利用して割り当てたいプロファイルを定義
します。必要なペイロードを構成し、「次へ」をクリックし
ます。 
 

 

Point︕ 
＜103＞「タイムスケジュールが有効なプラットフォー
ム」 

Point︕ 
＜104＞「ペイロード毎のプロファイル作成がおすすめ
です」 
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「割り当てるグループ」と「追加の割り当て条件」で
スケジュールを有効にします。 
割り当てグループを指定し、追加の割り当て条件として
「スケジュールを有効にし、選択した時間帯のみインス
トール」にチェックを入れます。 
 
スケジュールを有効にすると「割り当てるスケジュール」を
指定することができます。 
登録済みのスケジュールを指定します。スケジュールは
複数指定が可能です。 
 
 
 

 

プロファイルを割り当てます。 
プロファイルの割当先は割り当てグループから指定しま
す。割り当て対象のデバイスは【デバイス表示】をクリッ
クして確認します。 
 

 

デバイスにプロファイルを配布します。 
プレビューで割り当て対象のデバイスを確認のうえ、【保
存して公開】をクリックして、デバイスにプロファイルを配
布します。 
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プロファイルのリスト表示に戻ります。 
作成したプロファイルがリストに表示されます。プロファイ
ルの作成と配布はこれで完了です。 

 
 

 ポイント 

ポイント 
「スケジュール指定の入力項目について」 

項目 説明 

曜日 日曜日、月曜日、火曜日、水曜日、木曜日、金曜日、土曜日から選択します。 

終日 「終日」にチェックを入れると全日設定になります。 

開始時間 プルダウンから、0:00～23:55 の間から 5 分刻みで選択します。 

終了時間 プルダウンから、0:00～23:55 の間から 5 分刻みで選択します。 

アクション 「×」をクリックすると、対象レコードを削除します。 

 
「タイムスケジュールが有効なプラットフォーム」 

プラットフォーム 利用可否 

iOS デバイス ○ 

Android デバイス ○ 

Windows デバイス  ○ 

 
「ペイロード毎のプロファイル作成がおすすめです」 

プロファイルは「パスコードのプロファイル」、「制限事項のプロファイル」と言ったように、ペイロード毎に分けてプロファイル作成するのが
おすすめです。ひとつのプロファイルに複数のペイロードが設定されていると、デバイスに問題が発生した際に、どのプロファイルが影
響を与えているのかなど、事象の切り分けが難しくなります。そのため Workspace ONE ではペイロード毎にプロファイルを作成す
ることを推奨しています。 
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 Launcher機能 
Launcher 機能は、Android デバイスのホーム画面をカスタマイズし管理者が指定した特定のアプリのみ利用させることができます。 
Launcher アプリの動作は機種依存・OS 依存があります。ご利用の際は、必ず事前に検証を行って動作確認してください。 
 

 Launcher アプリのバージョン設定 
Launcher の設定を行う前に、管理画面にて Launcher アプリのバージョンを最新版に設定します。 
Android 5 以下のバージョンでは、Launcher 21.6.0 までしかご利用いただけません。最新版には設定せず、Launcher 21.6.0
以下にバージョンを固定してご利用ください。 
 

 

 

メインメニューから「デバイス」-「デバイス設定」を選
択します。 
Androidメニューの中から「サービスアプリケーション」を
選択します。 

 

 

「現在の設定」を「オーバーライド」に変更します。 
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「AirWatch Launcherバージョン」のプルダウ
ンをクリックし、一番上位のバージョンを選択します。 
 

 

 

「保存」を選択します。 
 

 
 

 

  

Point︕ 
＜105＞Launcher アプリのバージョンについて 

Point︕ 
＜107＞「常に最新バージョンの Workspace 
ONE Launcher を使用する」について 

Point︕ 
＜106＞すでに Launcher を適用しているデバイス
について 
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 Launcher を設定する 

 

 

プロファイルの追加画面を開き、プロファイルの名前
を入力し、Launcher をクリックします。 
さらに、「追加」をクリックします。 

 

Launcherの概要を設定します。 
設定内容は、この操作手順の後に一覧表があります
ので、そちらを参照してください。 
 
 

 

概要の設定が完了したら、「レイアウトを構成」をク
リックします。 
「レイアウトを構成」ボタンをクリックすると、
Launcherモードで選択したモード毎のレイアウトに
遷移しますので、次の 11.5.3では選択した
Launcherモードをご確認ください。 
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■Launcher設定値 
項目 説明 

オフラインモード ご利用いただけません。 

ゲストセッションモード ご利用いただけません。 

管理者パスコード 必須項目です。 
Launcher を解除する場合に入力するパスコードを設定します。 

Launcher プロファイルがデバイスから削
除された場合は管理者パスコードを残す 

ON にすると、Launcher のプロファイル割り当てを解除した場合でも Launcher 画
面が解除されません。Launcher の解除には管理用パスコードが必要です。 

アイコン設定（マルチアプリモードのみ） マルチアプリモードでは、以下設定が可能です。 
 ・アイコンサイズ 
 ・アイコンの並べ替えを防止 

デバイス環境設定 

 設定 

以下の項目の有効／無効の設定を行います。 
 ・アプリケーション設定 
 ・Bluetooth 設定 
 ・ディスプレイの設定 
 ・GPS 設定 
 ・言語設定 
 ・スクリーンロック  
 ・セキュリティ設定 
 ・サウンド設定 
 ・テザリング設定 
 ・Wi-Fi 設定 

 ユーティリティ 

以下の項目の有効／無効の設定を行います。 
 ・アプリマネージャーを許可する(Andorid 6、6.0.1 のみ) 
 ・ホームボタンを許可（シングルアプリモードのみ）(Andorid 9 以降) 
 ・キーガードを許可(Andorid 9 以降) 
 ・Launcher 設定を許可する（シングルアプリモードのみ） 
 ・通知バーを許可 
 ・電源オプションを許可する(Samsung、Andorid 9 のみ) 
 ・最近のタスクリストを許可 
 ・ステータスバーを許可(Samsung、Andorid 9 のみ) 
 ・「スリープモードにしない」の使用を許可 
 ・ウィジェットを許可（マルチアプリモードのみ） 

 クイック起動アイコン 
以下のクイック起動アイコンの有効／無効の設定を行います。 
 ・Bluetooth 
 ・Wi-Fi 

 高度な Launcher 設定 
以下の設定の有効／無効の設定を行います。 
 ・レガシーLauncher API を使用 
 ・デフォルトは使用状況アクセス(Samsung、Launcher4.8 以降) 



操作マニュアル_Android_4.0 版 

©2022 NTT DOCOMO, INC. All Rights Reserved. 
259 

 ・設定の書き込み権限が必要(Launcher4.6 以降) 

 
チェックイン/チェックアウト 
(CICO) 機能 

以下の設定の有効／無効の設定と必要な値の入力を行います。 
 ・アプリ データ/キャッシュの消去を有効にする(Launcher3.2 以降) 
 ・CICO 画面で管理者モードを有効にする(Launcher4.2 以降) 
 ・チェックイン/チェックアウト画面での許可リストのアクティビティ (Launcher4.4 以
降) 

 高度なカスタマイズ 

以下の設定の有効／無効の設定と必要な値の入力を行います。 
 ・許可リスト固有の Android アクティビティ(Launcher3.2 以降) 
 ・カスタム デバイス設定を追加(Launcher3.2 以降) 
 ・シングル アプリ フローティング ボタンをカスタマイズ(Launcher4.0 以降) 
 ・Launcher ブランディングを追加(Launcher3.2 以降) 

 高度な機能 

以下の設定の有効／無効の設定と必要な値の入力を行います。 
 ・速度ロックダウンを有効にする(Launcher4.8 以降) 
 ・再起動後に Launcher をデフォルトとして設定(Launcher4.2 以降) 
 ・フローティング ホーム ボタン設定を削除(Launcher4.0 以降) 
 ・ポップアップ通知を許可する(Launcher4.8 以降) 
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 Launcher モード 

シングルアプリモード 
管理者が指定した特定の 1 つのアプリしか利用できないモードです。デバイスを専用端末として設定することができます。 
 

■画面構成 

 
 

■メニュー説明 
No カテゴリ 項目 説明 

① 非表示アプリ 非表示アプリ 
非表示アプリにアプリを配置すると、Launcher のホーム画面からは直接アクセ
スできませんが、他のアプリから起動できるようになります。 

② キャンバス プレビュー アイコンを配置します。 

③ アプリ アプリを追加 ホーム画面に配置したいアプリを追加します。 

④ レイアウト 画面向き ホーム画面の向きを設定します。 

⑤ 戻る プロファイルに戻る 概要設定画面に戻ります。 
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シングルアプリモードを設定する 

 

シングルアプリモードに設定したいアプリをクリックし
て、追加ボタンを押すか、ドラッグしてキャンバスに配置
します。 
 

 

 

画面の向きを「レイアウト」で設定します。 

 

設定が完了したら「保存」します。 
 
 

Point︕ 
＜109＞「アプリ種別について」 
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プロファイル画面に戻りますので「次へ」をクリックし
ます。プロファイルの割り当てを設定して「保存して公
開」します。 
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マルチアプリモード 
ホーム画面をカスタマイズし管理者が指定した特定のアプリのみ利用させることができます。 

 
■画面構成 

 
 

■メニュー説明 
No カテゴリ 項目 説明 

① 非表示アプリ 非表示アプリ 
非表示アプリにアプリを配置すると、Launcher のホーム画面からは直接アクセ
スできませんが、他のアプリから起動できるようになります。 

② アプリのアクション フォルダを作成する フォルダを作成し、フォルダ内にアプリを配置することができます。 

③ タイトルバー タイトルバーの編集 ホーム画面に表示されるタイトルバーを編集します。 

④ キャンバス プレビュー アイコンを配置します。 

⑤ 画面 画面 ＋またはゴミ箱ボタンでホーム画面の追加・削除を行います。 

⑥ アプリ アプリを追加 ホーム画面に配置したいアプリを追加します。 

⑦ レイアウト 
画面向き 
グリッド 
画像アップロード 

ホーム画面の向きやアイコングリッドなど、Launcher のデザインを設定します。
壁紙やタイトルバーアイコンをカスタマイズする場合は、画像をアップロードしてく
ださい。 

⑧ 戻る プロファイルに戻る 概要設定画面に戻ります。 
 
  



操作マニュアル_Android_4.0 版 

©2022 NTT DOCOMO, INC. All Rights Reserved. 
264 

マルチアプリモードを設定する 

 

「レイアウト」を設定します。 
この操作手順の後のレイアウトの設定値を参照してくだ
さい。 

 

シングルアプリモードに設定したいアプリをクリックし
て、追加ボタンを押すか、ドラッグしてキャンバスに配置
します。 
 

 

 

配置したアプリをフォルダにまとめる場合は、「フォル
ダを作成する」をクリックします。 

Point︕ 
＜109＞「アプリ種別について」 
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空いているアプリのスロットにフォルダが作成されま
すので、クリックしてフォルダ名を入力し、フォルダに格
納するアプリをドラッグして追加します。 
フォルダ名は半角英数で設定します。 
 
フォルダの場所は、フォルダをドラッグして変更することが
できます。 

 

 

必要に応じて「非表示アプリ」を設定します。 
設定するアプリをドラッグして表示エリアに持っていきま
す。 
 
アプリを選択して「追加」ボタンを押下すると、キャンバス
に配置されますので、ご注意ください。 
 

 

 

保存をクリックします。 

Point︕ 
＜110＞「非表示アプリ」とは 
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プロファイル画面に戻りますので「次へ」をクリックし
ます。プロファイルの割り当てを設定して「保存して公
開」します。 

 
■レイアウトの設定値 

項目 説明 

向き 画面向きを設定します。 

向きをロック 画面の向きをロックします。（Launcher2.5 以降） 

グリッド ホーム画面のアイコン設置数を設定します。 

タイトルバーを最小化 ホーム画面のタイトルバーを最小化します。 

ピン止めされたアプリの行を追加 
移動不可能なアプリの行を作成します。 
※ピン止めされたアプリの行を追加すると、「タイトルバーを最小化」が自動で有効になります。 

タイトルバーアイコン 画像をアップロードし、タイトルに表示するアイコンを任意の画像に変更できます。 

壁紙 画像をアップロードし、ホーム画面の壁紙を変更できます。 
 
  



操作マニュアル_Android_4.0 版 

©2022 NTT DOCOMO, INC. All Rights Reserved. 
267 

 デバイスの設定 
Launcher のプロファイルを公開すると、デバイスに Launcher アプリがインストールされます。デバイスにて Launcher アプリの設定を行
います。※以下画面は参考です。ご利用の機種や Launcher アプリの Ver によって画面が異なる場合があります。 

   
Launcher アプリのインストールが開始さ

れます。 
「開始」をタップします。 「設定に進む」をタップします。 

   
「Launcher」をタップします。 トグルをタップして有効にし、ホームボタン

をタップます。 
「設定に進む」をタップします。 
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「Launcher」をタップします。 トグルをタップして有効にします。

Launcher のホーム画面に自動で遷移し
ない場合は、ホームボタンをタップします。 

※シングルアプリモードで設定した場合は
指定したアプリが起動します。 
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Launcher を一時的に解除する 
Workspace ONE 管理画面で設定した管理者パスコードを使って、Launcher を一時的に解除することができます。 

   
右上の設定アイコンをタップします。 「管理者モードを開始する」をタップしま

す。 
管理者パスコードを入力し、

「Launcher を終了しました」をタップします 

 

 
Launcher が終了されます。

 

Point︕ 
＜111＞Launcher を再設定する 
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使用履歴を設定する 
一部の機種において、Launcher 設定時に使用履歴の設定画面が表示されません。その場合、Launcher が設定されていても、アプ
リの使用履歴一覧から Launcher で設定している以外のアプリが起動できてしまいます。回避するには使用履歴の設定が必要です。 

   
「Launcher を一時的に解除する」を

参照して、Launcher を解除します。 
「設定」>「ロックとセキュリティ」>「使用

履歴へアクセスするアプリ」を開きます。 
Launcher のトグルスイッチを ON に変

更します。 

 

   
ホームボタンを押して、再度 Launcher

を設定します。 
サブメニューボタンから使用履歴を表示

します。 
Launcher で設定されていないアプリは

起動できなくなりました。 
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Launcher通知バーを有効にする 

   
右上の設定アイコンをタップします。 「管理者モードを開始する」をタップしま

す。 
管理者パスコードを入力して、「送信」を

タップし、管理者モードにします。 

 

   
「表示」をタップします。 「OK」をタップします。 トグルをタップして、有効にします。 
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通知アイコンをタップします。 「通知を有効化」をタップします。 「Launcher」をタップします。 

 

   
トグルをタップして、有効にします。 「許可」をタップします。 設定アイコンをタップします。 
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「管理者モードを終了する」をタップしま

す。 
「Ok」をタップします。 通知アイコンをタップします。 

 

 

通知エリアが表示されました。 
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 Launcher その他の機能 
Launcher を適用しているデバイスに対して、管理者パスコードを知らせずに管理画面から「管理者モード」を開始・終了させることが 
できます。「管理者モード」を開始させると、デバイスから Launcher を終了させることが可能です。 
 
管理者モードを開始する 

 

メインメニューから「デバイス」―「リスト表示」と進み
デバイス名を選択します。 
 

 

「その他アクション」―「管理者モードを開始」を選択
します。 
 
ポップアップで「管理者モードを開始」が出たら「OK」を選
択します。 
 
ポップアップで「『管理者モードを開始』に成功しました」
が出たら「OK」を選択します。 
 

 
 

  

Point︕ 
＜112＞「管理者モードを開始」のデバイスについて 
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管理者モードを終了する 

 

メインメニューから「デバイス」―「リスト表示」と進みデ
バイス名を選択します。 

 

「その他アクション」―「管理者モードを終了」 
を選択します。 
 
ポップアップで「管理者モードを終了」が出たら「OK」を選択
します。 
 
ポップアップで「『管理者モードを終了』に成功しました」が
出たら「OK」を選択します。 
 

 
 

  

Point︕ 
＜113＞「管理者モードを終了」のデバイスについて 
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Launcher を終了する 

 

 

メインメニューから「デバイス」―「リスト表示」と進み
デバイス名を選択します。 
 

 

 

「その他アクション」―「Launcherを終了」を選択
します。 
 
ポップアップ が出たら「OK」を選択します。 
 
ポップアップで「『Launcherを終了』に成功しました」が
出たら「OK」を選択します。 

 
 

  

Point︕ 
＜114＞「Workspace ONE Launcher を終
了」のデバイスについて 
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 ポイント・注意事項 

ポイント 
Launcherアプリのバージョンについて 

3.1 以下は選択することができません。最新バージョンをご利用ください。※Android 5 以下では、Launcher 21.6.0 までをサポ
ートしていますので、21.6.0 をご利用ください。 

 
すでに Launcherを適用しているデバイスについて 

すでに Launcher を適用しているデバイスが存在する場合、「保存」を実行すると各デバイスへ設定したバージョンの Launcher ア
プリのインストール指示が行われます。 

 
「常に最新バージョンの Workspace ONE Launcher を使用する」について 

チェックを ON に設定した場合、あんしんマネージャーサーバで最新バージョンを提供した際に順次デバイスへ最新バージョンの
Launcher アプリが配布されます。 

 
「管理者用パスコードについて」 

必須項目です。Launcher を解除する場合に入力するパスコードを設定します。 
※「Launcher プロファイルがデバイスから削除された場合は管理者パスコードを残す」にチェックを入れると、Launcher のプロファイ
ル割り当てを解除した場合でも Launcher 画面が解除されません。Launcher の解除には管理用パスコードが必要です。 
 

「アプリ種別について」 
アプリには以下の種別があり、クイックフィルタで種別毎に表示可能です。 

アイコン 説明 

パブリック パブリックアプリに追加されているアプリを表示します。 

社内 社内アプリに追加されているアプリを表示します。 

その他 デバイスにインストールされているアプリから追加します。 

ブックマーク Catalog アプリ、作成済みブックマークを指定できます。 

※マルチアプリモードでは、その他に初期アプリとして連絡先、電話アプリが表示されます。初期アプリが複数表示される場合があります
が、Launcher には一つだけ配置してください。 
 

「非表示アプリ」とは 
「非表示アプリ」とは、Launcher のホーム画面からは直接アクセスできませんが、別のアプリケーションからは起動できるアプリのこと
です。 
Launcher で設定したアプリから、アプリ外へのアクセスを行うと、「貴社 IT 管理者によりアプリ – ●●へのアクセスが制限されてい
ます」と表示されます。このとき、アクセスを拒否されたアプリは Launcher の設定>拒否リストアプリに反映されるため、アプリ名とパ
ッケージ ID をもとに、非表示アプリとして設定する必要があります。 
例︓Play ストアは Launcher のホーム画面に表示せず、Catalog からのみアプリをインストールさせたい場合、「非表示アプリ」に
Play ストアを配置します。 
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Launcher を再設定する 

 

ホーム画面を押すと、再度 Launcher を設定することができます。 
 

 
「管理者モードを開始」のデバイスについて 

 

管理者用パスコードを入力せずとも「管理者モード」を開始することが出来ま
す。ユーザが設定から Launcher を終了させることも可能です。 

 

 
「管理者モードを終了」のデバイスについて 

 

「管理者モード」の表示が消え、通常の Launcher ホーム画面が表示されま
す。 
 

 
 
 
 



操作マニュアル_Android_4.0 版 

©2022 NTT DOCOMO, INC. All Rights Reserved. 
279 

 
「Workspace ONE Launcher を終了」のデバイスについて 

 

Workspace ONE Launcher を終了します。 
 

 

 
注意事項 
Launcher アプリの動作は機種依存・OS 依存があります。ご利用の際は、必ず事前に検証し動作確認を行ってください。 
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 アプリのインストール制限をする 
アプリケーションをあらかじめアプリグループに登録することで、対象のアプリのインストールや利用を制御することができます。アプリケーション
グループは「許可リスト」「拒否リスト」「必須」の 3 つのタイプがあります。順守ポリシーと組み合わせることで、アプリのインストールと利用を
管理することが可能です。 
 

 アプリグループを作成する 

操作手順 

 

メインメニューから「グループと設定」-「グループ」を
選択します。 
 

 

2.「アプリグループ」を選択します。 

 

3.【グループを追加】を選択します。 
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4.リストのタイプなど以下の項目を入力します。 
タイプ:許可リスト／拒否リスト／必須／カスタム 
※カスタムの表示はされますが、ご利用いただけません 

 
プラットフォーム:iOS／Android 
名前:リストの名称 

 

5.アプリケーションを追加します。 
【アプリケーションの追加】をクリックして、入力BOXを表
示します。アプリケーション名を入力のうえ【虫眼鏡ボタ
ン】をクリックします。 
 
Androidレガシーのみをご利用で、管理者用Google
アカウントを登録してない場合には、【虫眼鏡ボタン】に
よるアプリの検索はできないので、以下ポイントに記載の
方法でアプリケーション名とアプリケーションIDを入力して
ください。 

 
 

 

6.該当のアプリをクリックします。 
※アプリ表示領域が狭くなる場合がありますが、不具合
ではありません。 

Point︕ 
＜115＞「アプリのタイプ(制御方式)について」 

Point︕ 
＜119＞「アプリケーションの追加方法」 



操作マニュアル_Android_4.0 版 

©2022 NTT DOCOMO, INC. All Rights Reserved. 
282 

 

7.選択ボタンをクリックします。 
※アプリ表示領域が狭くなる場合がありますが、不具合
ではありません。 

 

8.選択したアプリ名とアプリケーション IDが自動入
力されます。 

 

9.アプリグループの割り当て先を指定します。 
組織グループを指定してアプリグループの割り当て先を
決定します。設定後は【完了】をクリックします。 
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10.アプリグループのリスト表示に戻ります。 
作成したアプリグループがリスト表示されます。アプリグル
ープの作成と割り当てはこれで完了です。 
 
作成したアプリグループのリストでインストール制御を行う
には、続けて【作成したアプリグループでアプリ制限を行
う】を実施します。 
 

   

Point︕ 
＜120＞「アプリグループを編集した場合」 
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 作成したアプリグループでアプリ制限を行う  

操作手順 

 

メインメニューから「デバイス」-「プロファイルとリソー
ス」-「プロファイル」を選択します。 
 

 

 

「追加」より「プロファイルを追加」を選択します。 

 

「Android」を選択します。 
※本ガイドではAndroidエンタープライズを例に操作を
進めます。 

Point︕ 
＜117＞「作成画面へのショートカット機能につい
て」 
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プロファイル名を入力します。 
必要な項目を入力します。 
 

 

 

「アプリケーション制御」ペイロードの「追加」をクリッ
クします。 

 

制御方式を選択します。 
完了後は「次へ」をクリックします。 
 
Androidエンタープライズで表示される【システムアプリ
有効化】は、無効に設定してご利用ください。 
 

 

 

Point︕ 
＜118＞「割り当ての項目について」 

Point︕ 
＜116＞「システムアプリ有効化について」 
Android エンタープライズをご利用の方は、必ずご
確認ください。 

Point︕ 
＜115＞「アプリのタイプ(制御方式)について」 
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「スマートグループ」の入力欄をクリックして、デバイ
スを割り当てるグループを指定します。 
 
必要があれば、【デバイス表示】をクリックして割り当て対
象のデバイスを確認します。 

 

アプリケーション制御を含むプロファイルの作成と割
り当てが完了しました。 
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 ポイント・注意事項 

ポイント 
「アプリのタイプ(制御方式)について」 

Android レガシーにおいての対応デバイスは、あんしんマネージャー対応機種に含まれる Samsung/SONY 社製 Android デ
バイスのみとなります。その他 Android レガシーの Android デバイスについては順守ポリシーを設定することで、拒否/許可/必須
アプリのインストール有無を管理することが可能です。 
 
 プロファイルで利用する場合 

方式 説明 Android 
エンタープライズ 

Android 
レガシー 

拒否リスト 
拒否リストはデバイス上にインストールまたは動作させることでセキュリティ脅
威を与える可能性のあるアプリケーションをブロックする方法として使用しま
す。 

〇 〇 

許可リスト 
許可リストは許可リストとして定義されているアプリケーションのみがデバイス
上にインストールまたは動作できるように設定します。 

× 〇 

必須 
デバイスにインストールされる必要のあるアプリケーションを、必須アプリケー
ションとして定義します。 

〇 〇 

カスタム 現在ご利用いただけません。 × × 

 
 順守ポリシーで利用する場合 

方式 説明 Android 
エンタープライズ 

Android 
レガシー 

拒否リスト 
拒否リストアプリケーショングループの作成は拒否リストアプリケーションがデ
バイス上で検知された場合に取る自動処理を定義する「順守ポリシー」の
実装を容易にします。 

〇 〇 

許可リスト 
許可リストアプリケーショングループの作成により、許可リストにないアプリケー
ションがデバイス上で検知された場合に取る自動処理を定義する「順守ポ
リシー」の実装を容易にします。 

〇 〇 

必須 
必須アプリケーショングループの作成により、必須アプリケーションがデバイス
上に検知されない場合に取る自動処置を定義する「順守ポリシー」の実装
を容易にします。 

〇 〇 

カスタム 現在ご利用いただけません。 × × 
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「システムアプリ有効化について」 
Android エンタープライズの項目「システムアプリ有効化」は、あんしんマネージャーでユーザ登録を実施する前に、「無効」に設定
してください。 
システムアプリ有効化を有効にすると、許可リストが Android エンタープライズのグループに割当てされている場合、登録しているア
プリが必須アプリと同様の扱いとなり、アプリのアンインストールができなくなります。 
あんしんマネージャーをご利用中に、システムアプリ有効化を無効にすると、一部のアプリが消える可能性があります。再度システム
アプリ有効化を有効にすると、表示が戻ります。 
 

「作成画面へのショートカット機能について」 
デバイスプロファイルや、順守ポリシーなど新たに設定を新規追加する場合にはショートカットが便利です。 

 

Workspace ONE ダッシュボードの右上にある

をクリックするとプロファイルや順守ポリシ

ーなど、登録画面へのショートカットが表示され
ます。 
 

追加ボタンに表示されるショートカット 

順守ポリシー 

プロファイル 

社内アプリ 

パブリックアプリ 
 

 
 

「割り当ての項目について」 

設定 説明 

スマートグループ 
デバイスプロファイルを適用したい組織／スマートグループを選択します。 
全ユーザに割り当てたい場合は「最上位組織グループ（初期値では代表管理者の番号）」か「all 
devices」を選択してください。 

除外を許可 
トグルを ON にすると、除外するグループの入力欄が表示され、このプロファイルの割り当てから除外し
たい組織／スマートグループを選択できるようになります。 

割り当てタイプ 

プロファイルのデバイスへの展開方法を決定します。 

自動 プロファイルはすべてのデバイスに自動で展開されます。 

オプション ご利用いただけません。 

順守 順守ポリシーに違反した場合に、デバイスに自動で展開されます。 

削除を許可 
※iOS の場合 
iOS7 以下で有効 

ユーザがプロファイルを削除できるかどうかを決定します。 

いつでも ユーザはいつでもプロファイルを手動で削除することができます。 

要承認 ユーザは管理者の承認がある場合に限りプロファイルを削除できます。このオプションを
選択すると、アカウントパスワード欄が追加されます。 

なし ユーザはデバイスからプロファイルを削除することはできません。 
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管理元 プロファイルの管理者権限を持つ組織グループ。 

所定の領域にのみイ
ンストール 

トグルを ON にすると、ジオフェンスエリアの入力欄が表示されます。 
構成済みのジオフェンスエリアを指定し、デバイスが設定されたエリア内にいる場合にのみプロファイルを
受信するようにします。※事前にジオフェンスエリアの定義が必要です。 

インストール時間をス
ケジュール 

トグルを ON にすると、タイムスケジュールの入力欄が表示されます。 
構成済みのタイムスケジュールを指定し、デバイスが設定された時間枠内にのみプロファイルを受信する
ようにします。※事前にタイムスケジュールの定義が必要です。 

 
「アプリケーションの追加方法」 

Android のアプリケーションを追加するには、アプリケーション名とアプリケーション ID を入力します。アプリケーション ID は以下の
方法で検索可能です。 

検索方法 説明 

PC から
GooglePlay
にアクセスして検
索する 

① PC から Play ストアにアクセスし、アプリケーションを検索します。 
② アプリページの URL の「=(イコール)」以降の文字列がアプリケーション ID(パッケージ名)となります。 
例）「dmenu ニュース」アプリの場合 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nttdocomo.android.dmenunews 

Workspace 
ONE のアプリ一
覧で確認する 

Workspace ONE に加入済みのデバイスに登録したいアプリがインストール済みの場合は、Workspace 
ONE 管理画面からアプリケーション ID を確認できます。 
①  デバイス > リスト表示 > Android デバイスを選択 > アプリタブへ移動します 
② アプリ名をクリックし、アプリ詳細を開きます。 
③ アプリ ID がアプリケーション ID となります。 

 
「アプリグループを編集した場合」 

アプリケーション制御のプロファイルを割り当てしている場合で、アプリグループを編集した際は、プロファイルの「バージョン追加」を実
施し、デバイスへの再配布が必要です。 

組織グループ／スマートグル
ープに適用させる場合 

①デバイス > プロファイルとリソース > プロファイルを選択します 
②適用しているプロファイルをクリックします 
③最初に「全般」画面が表示されますので、[バージョンの追加]をクリックします 
④保存して公開をクリックします 

個別デバイスに配信する 
場合 

①デバイス > プロファイルとリソース > プロファイル を選択します 
②インストール状態の行にある、緑色のチェック（インストール済み）横の数字のリンクをクリック 
③表示されたデバイス表示画面の右側アイコン内の「プロファイルをインストール」アイコンをクリック 
④アプリケーション制御プロファイルが更新され、設定内容が反映されます 
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注意事項 
 Android レガシーのデバイスにてドコモショップに設置されている「DOCOPY(メモリーコピーツール)」を利用する場合、以下の

アプリケーションがインストール可能となるよう許可リストに登録してください。コピーツールとデバイスを接続した際に自動でインス
トールされるアプリのため、インストール不可の場合、コピーツールの利用ができません。コピー完了後、下記アプリは自動で削除
されます。 
 
アプリ名︓DOCOPY アプリ 
アプリケーション ID︓jp.co.docomo.docopyapl 
 
アプリ名︓スケジュール＆メモリコピーアプリ 
アプリケーション ID︓jp.co.docomo.docopyapl.schedulememo 
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 アプリを配布する 
企業独自に開発したアプリケーション(社内アプリ)や、公式アプリストアのアプリケーション(パブリックアプリ)を Workspace ONE で管理
し、配布することができます。アプリの配布には自動とオンデマンドから選択でき、App Catalog へ追加したアプリが登録されるため、アプ
リのインストールはユーザの任意のタイミングで取得することもできます。 
 
■画面構成(社内アプリ)  
社内アプリケーションの配布を行う画面構成は、下図の通りです。 

 
 
■メニュー説明(社内アプリ) 
No 名称 説明 

① アプリタイプ選択タブ 社内アプリやパブリックアプリなど、追加するアプリのタイプを選択するタブです。 

② アプリケーションを追加 アプリケーションの追加はこのボタンから行います。 

③ アプリリスト表示エリア 登録中のアプリの名称やバージョンなど、アプリ情報を表示します。 

④ その他 リスト表示のレイアウト変更や状態更新、アプリ登録状態のファイル出力などが行えます。 
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■画面構成(パブリックアプリ) 
パブリックアプリケーションの配布を行う画面構成は、下図の通りです。 

 
 
■メニュー説明(パブリックアプリ) 
No 名称 説明 

① アプリタイプ選択タブ 社内アプリやパブリックアプリなど、追加するアプリのタイプを選択するタブです。 

② アプリケーションを追加 アプリケーションの追加はこのボタンから行います。 

③ アプリリスト表示エリア 登録中のアプリの名称など、アプリ情報を表示します。 
※アプリバージョンについては表示されません。割り当てたアプリバージョンは、該当デバイスの
詳細表示におけるアプリタブにて確認することが可能です。 

④ その他 リスト表示のレイアウト変更や状態更新、アプリ登録状態のファイル出力などが行えます。 
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 社内アプリを配布する 

操作手順 

 

メインメニューから「アプリとブック」を選択します。 
表示されるネイティブの「社内」タブから「追加」をクリック
します。 

 

 

 

アプリケーションファイルをクリックします。 

 

【アップロード】ボタンをクリックして、社内アプリをア
ップロードします。 

Point︕ 
＜133＞「Google Play Console を利用した社
内アプリ配信も利用可能です 

Point︕ 
＜121＞「作成画面へのショートカット機能につい
て」 
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アプリケーションファイルを登録します。 
【アプリを選択】ボタンよりアプリケーションファイルを指定し
て、【保存】をクリックします。 

 

 

【続行】ボタンをクリックします。 
内容を確認のうえ【続行】をクリックします。 

 

社内アプリの情報を入力します。 
必要に応じてアプリの情報を入力します。 
入力が完了したら、【保存して割り当て】をクリックしま
す。 
※詳細タブの「アプリをサイレントインストールに制限」に
ついては、【いいえ】を選択します。 

Point︕ 
＜122＞「アプリ登録上限について」 
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割り当て名を入力し、アプリの配布先を追加しま
す。 
割り当てグループの追加は、「誰にこのアプリを割り当て
ますか︖」をクリックすると組織／スマートグループが表示
されますので、アプリを配布する割り当て対象を設定しま
す。 

 

アプリの配布方法を設定します。 
その他、必要があれば「制限」、「トンネル」、「アプリケー
ション構成」タブを設定のうえ【追加】をクリックします。 
 

 

 
 

 

割り当てグループを確認します。 
7.で設定した割り当てグループが表示されます。内容を
確認のうえ【保存】を選択します。 

Point︕ 
＜124＞「その他のタブについて」 

Point︕ 
＜123＞「配布方法(プッシュモード)について」 
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割り当てされたデバイスを確認します。 
割り当てされているデバイスがリスト表示されます。内容
を確認のうえ【公開】をクリックします。 

 

追加した社内アプリの割り当て表示に戻ります。 
登録した社内アプリの割り当て画面が表示されます。社
内アプリの登録と配布はこれで完了です。 
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 社内アプリのバージョンアップを行う 
 
操作手順 

 

メインメニューから「アプリとブック」を選択しま
す。 
「社内」タブからバージョンアップを行うアプリケーション
の現行の最新バージョンのレコードをクリックします。 

 

【バージョン追加】をクリックします。 

 

バージョンアップ版のアプリをアップロードしま
す。 
現在のアクティブなバージョンが表示されます。 
【アップロード】よりアプリをアップロードします。 
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【ファイルを選択】よりアプリを選択し、【保存】を
クリックします。 

 

内容を確認のうえ【保存】をクリックします。 

 

詳細画面を確認します。 
 
以前のバージョンを回収するかどうかを選択します。 
※ここでは「回収しない」例を示します。 

 
 
選択が完了したら、【保存して割り当て】をクリックし
ます。 

Point︕ 
＜125＞「以前のバージョンを回収するとは」 
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割り当てグループの確認を行い、【保存】をクリ
ックします。 

 

割り当てデバイスプレビューを確認し、【公開」を
クリックします。 

 

新バージョンが公開されました。 
デバイスは順次、最新バージョンへアップデートされま
す。 
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社内アプリリストでは新旧バージョンが表示さ
れます。 
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 社内アプリのインストール状況を確認する 

操作手順 

 

メインメニューから「アプリとブック」を選択します。 
「社内」タブより該当バージョンのアプリを選択します。 

 

 

「概要」タブにインストール状態が表示されます。 
概要タブではインストール状態や、インストールされてい
るアプリのバージョンなどアプリの関連情報をグラフ表示し
ます。 
インストール状態のグラフをクリックすると「デバイスタブ」に
移動し、該当デバイスのリストが表示されます。 
 

 

 

 

「デバイス」タブのメニューを使用してインストールに
関するアクションを行えます。 
※ここではインストール指示を例に説明します。 
 
▼チェックボックスについて 
チェックボックスにて複数のデバイスを選択します 
 
▼インストールについて 
選択したデバイスへインストール指示を行います 
 

  

Point︕ 
＜130＞「インストール状態について」 

Point︕ 
＜127＞「インストールステータスの理由について」 

Point︕ 
＜126＞「概要タブ」でできること 
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 パブリックアプリを配布する 
パブリックアプリの配信は管理者用 Google アカウントの設定有無により Workspace ONE 画面での登録方法が異なります。 
また、Android エンタープライズ利用の場合は管理者用 Google アカウントの設定が必須となります。 
Android レガシーは管理者用 Google アカウントが未設定でも利用可能ですが、アプリストア検索機能を 
ご利用になる場合は、管理者用 Google アカウントの設定を行ってください。 
管理者用 Google アカウントの設定方法については「4.7 管理者用の Google アカウントの取得」を参照ください。 
 

Android エンタープライズの場合 
配信したいアプリは Workspace ONE 画面または managed Google Play ストアからの承認設定を行い、承認設定後に
Workspace ONE からパブリックアプリの配布を行う事ができます。 
アプリの配布には自動とオンデマンドから選択でき、デバイスの Play ストアに追加したアプリが登録されるため、アプリのインストールはユー
ザの任意のタイミングで取得することもできます。 
Android エンタープライズではデバイスに Google アカウント設定不要でアプリのインストールを行うことができます。 
※有料アプリの配信は対応しておりません。 
 

Workspace ONE画面からの登録 

 

メインメニューから「アプリとブック」を選択します。 
表示されるネイティブの中から「パブリック」タブを選択
します。 
 

 

「アプリケーションを追加」をクリックします。 



操作マニュアル_Android_4.0 版 

©2022 NTT DOCOMO, INC. All Rights Reserved. 
303 

 

追加するアプリケーションをストアから検索しま
す。 
プラットフォームで「Android」、ソースで「アプリストア」
を選択し、名前欄で検索したいアプリ名を入力しま
す。入力後は【次へ】をクリックします。 
 

 

追加するアプリケーションを選択します。 
検索結果から追加したいアプリケーションを選択しま
す。 
 

 

【承認】ボタンをクリックします。 
アプリケーションの詳細が表示されますので【承認】ボ
タンをクリックします。 

 

必要なアプリの権限を確認し【承認】ボタンをクリ
ックします。 
承認したいアプリで必要になる権限が表示されますの
で、内容を確認の上【承認】ボタンをクリックします。 
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アプリ更新時の処理方法を選択して【完了】ボタ
ンをクリックします。 
アプリにバージョンアップがあった際に再度管理者の承
認が実行されるまでアプリのバージョンアップを抑止す
るかを選択し【保存】ボタンをクリックします。 

 

「詳細」タブからアプリ情報を入力します。 
アプリの名称など必要な項目を入力し、【保存して割
り当て】をクリックします。 
 
※詳細タブの「アプリをサイレントインストールに制限」
については、【いいえ】を選択します。 

 

「配布」タブにて割り当てグループ、配布方法を
設定します。 
▼「名前」について 
任意の名前を入力します。 
▼「割り当てグループ」について 
パブリックアプリを配布する割り当て対象を、割り当て
グループから指定して設定します。▼「アプリ配信方
法」について 
展開の項目でアプリの配布方法を入力します。 

 

 

 

Point︕ 
＜134＞「アプリケーション構成機能による配信アプ
リとの連携について」 

Point︕ 
＜123＞「配布方法(プッシュモード)について」 

Point︕ 
＜124＞「その他のタブについて」 
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設定した内容が表示されます。 
設定内容を確認のうえ【保存】をクリックします。 

 

割り当てデバイスを確認します。 
内容を確認のうえ【公開】をクリックします。 

 

公開しました。 
登録したパブリックアプリがリストに表示されます。アプ
リの登録と配布はこれで完了です。 
 

 

 
  

Point︕ 
＜123＞「配布方法(プッシュモード)について」 
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managed Google Playストアからの登録 

 

managed Google Play ストアにログインしま
す。 
managed Google Play ストアに接続し【ログイン】ボ
タンをクリックします。 
URL︓https://play.google.com/work 
 

 

管理者用の Googleアカウントを入力し【次へ】ボ
タンをクリックします。  

 

パスワードを入力し【次へ】ボタンをクリックします。 

https://play.google.com/work
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ログインに成功にすると自動的にトップページに戻り
ます。  

 

アプリを検索します。 
画面上部の検索窓から検索したいアプリ名を入力して
検索を行います。 

 

アプリをクリックします。 
検索結果で表示された承認したいアプリのアイコンをクリ
ックします。 

 

【承認】ボタンをクリックします。 
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必要なアプリの権限を確認し【承認】ボタンをクリッ
クします。 
承認したいアプリで必要になる権限が表示されますの
で、内容を確認の上【承認】ボタンをクリックします。 

 

アプリ更新時の処理方法を選択して【保存】ボタン
をクリックします。 
アプリのバージョンアップがあった際に、再度管理者の承
認を必要とするかを判断します。 
 

 

 

「承認済み」と表示されれば登録完了です。 
 

 
 

 

承認済みのアプリを一覧で確認したい場合は、
【管理対象のアプリ】をクリックします。 
Google のサイトでの設定はこれで完了です。引き続き
Workspace ONE 管理画面での同期処理を実施し
ます。 

Point︕ 
＜131＞ 「アプリ更新時の処理方法について」 

Point︕ 
＜132＞ 「承認済アプリを「不承認」にした場合」 
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承認したパブリックアプリの同期 

 

管理者用Googleアカウントを登録した組織グル
ープへ切り替えます。 
※最上位の組織グループに管理者用 Google アカウン
トを登録している場合は切り替える必要はありません。 

 

メインメニューから「アプリとブック＞ ネイティブ」を
選択します。 
 

 

【パブリック】タブをクリックします。 
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【アプリケーションを追加】ボタンをクリックします。 
 

 

プラットフォームで「Android」、ソースで「Google 
Playからインポート」を選択し【次へ】ボタンをクリック
します。 
 

 

managed Google Play ストアで承認したアプ
リが一覧で表示されますので、インポートしたいアプリ
にチェックを入れ【インポート】ボタンをクリックします。 
※既にインポート済のアプリについてはチェック済で表示
され、チェックの変更はできません。 

 

インポートが完了すると、選択したアプリの一覧が
表示されます。 
※続けて、アプリの配布を行います。 
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パブリックアプリを配布する 

 

管理者用Googleアカウントを登録した組織グル
ープへ切り替えます。 
※最上位の組織グループに管理者用 Google アカウン
トを登録している場合は切り替える必要はありません。 

 

メインメニューから「アプリとブック」を選択します。 
 

 

【パブリック】タブをクリックします。 
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インポートしたアプリの一覧から配信したいアプリを
クリックします。 

 

アプリ詳細画面が開きますので右上の【割り当て】
をクリックします。 

 

「配布」タブにて割り当てグループ、配布方法を設
定します。 
▼「名前」について 
任意の名前を入力します。 
▼「割り当てグループ」について 
パブリックアプリを配布する割り当て対象を、割り当てグ
ループから指定して設定します。▼「アプリ配信方法」に
ついて 
展開の項目でアプリの配布方法を入力します。 

 

 

 

Point︕ 
＜134＞「アプリケーション構成機能による配信アプ
リとの連携について」 

Point︕ 
＜123＞「配布方法(プッシュモード)について」 

Point︕ 
＜124＞「その他のタブについて」 
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設定内容を確認し、【保存して公開】ボタンをクリッ
クします。 

で設定した内容を表示します。設定内容を確認の
うえ【保存】をクリックします。  

 

配布対象となるデバイスを確認し【公開】ボタンをク
リックします。 

 

アプリ割り当て画面に戻ります。 
パブリックアプリの配信は完了です。 
 

 

 
  

Point︕ 
＜123＞「配布方法(プッシュモード)について」 
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Android レガシーの場合 
管理者用 Google アカウントが設定されている場合はアプリストア検索から追加したいアプリを検索することが可能となります。 
※管理者用 Google アカウントが設定されてない場合は URL 検索のみ利用可能です。 
 

 

メインメニューから「アプリとブック」を選択します。 
表示されるネイティブの中から、「パブリック」タブを選択し
ます。 

 

 

「アプリケーションを追加」をクリックします。 

 

追加するアプリケーションを検索します。 
プラットフォームで「Android」を選択し、ソースでアプリを
検索する条件を入力します。入力後は【次へ】をクリック
します。 
▼アプリストア検索を利用の場合 
手順4に進んでください。 
▼URL入力を利用の場合 
手順8に進んでください。 

 
 

Point︕ 
＜121＞「作成画面へのショートカット機能につい
て」 

Point︕ 
＜128＞「パブリックアプリの検索について」 
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追加するアプリケーションを選択します。 
検索結果から追加したいアプリケーションを選択します。 

 

【承認】ボタンをクリックします。 
アプリケーションの詳細が表示されますので【承認】ボタン
をクリックします。 

 

必要なアプリの権限を確認し【承認】ボタンをクリッ
クします。 
承認したいアプリで必要になる権限が表示されますで、
内容を確認の上【承認】ボタンをクリックします。 
 

 

アプリ更新時の処理方法を選択して【完了】ボタン
をクリックします。 
※Androidレガシーのみご利用の場合はどちらを選択
しても影響はありません。 
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「詳細」タブからアプリ情報を入力します。 
アプリの名称など必要な項目を入力し、【保存して割り
当て】をクリックします。 
 

 

9.「配布」タブにて割り当てグループ、配布方法を設
定します。 
▼「名前」について 
任意の名前を入力します。 
▼「割り当てグループ」について 
パブリックアプリを配布する割り当て対象を、割り当てグ
ループから指定して設定します。▼「アプリ配信方法」に
ついて 
展開の項目でアプリの配布方法を入力します。 

 

 

 

 

10.設定した内容が表示されます。 
設定内容を確認のうえ【保存】をクリックします。 

Point︕ 
＜134＞「アプリケーション構成機能による配信アプ
リとの連携について」 

Point︕ 
＜123＞「配布方法(プッシュモード)について」 

Point︕ 
＜124＞「その他のタブについて」 
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11.割り当てデバイスを確認します。 
内容を確認のうえ【公開】をクリックします。 

 

12.公開しました。 
登録したパブリックアプリがリストに表示されます。アプリの
登録と配布はこれで完了です。 
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 パブリックアプリのインストール状況を確認する 

操作手順 

 

管理者用Googleアカウントを登録した組織グル
ープへ切り替えます。 
※最上位の組織グループに管理者用Googleアカウン
トを登録している場合は切り替える必要はありません。 

 

メインメニューから「アプリとブック」を選択します。 
表示されるネイティブの中から、「パブリック」タブを選択し
ます。 
 

 

パブリックアプリの一覧から確認するアプリを選択し
ます。 
▼インストール状態について 
「表示」をクリックし、ステータスアイコンからも状況を確認
できます。

 

Point︕ 
＜130＞「インストール状態について」 
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「デバイス」タブを選択します。 

 

 

インストール状態を一覧で表示します。 
選択したアプリのインストール状況を一覧で表示します。 
 
▼フィルタについて 
インストール状態別に表示することができます。 
 
▼チェックボックスについて 
チェックボックスで選択したデバイスへインストール指示を
行うことができます。 
配布しているアプリにバージョンアップがあった場合につい
ても、本メニューからアップデートを促すことができます。 
未インストールのデバイスにインストール指示を行いたい
場合、「インストール」ボタンで再度プッシュすることができ
ます。 
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 Google Play Consoleで社内アプリを登録する 
Google Play Console から社内アプリ配布している場合に、社内アプリを登録するための手順です。 
Google Play Console から社内アプリ配布していない場合は、「11.7.1 社内アプリを配布する」で行ってください。 
操作手順 

 

アプリ登録用サイトにログインします 
ブラウザからGoogle Play Consoleに接続し管理者
用のGoogleアカウントを入力します。 
URL: https://play.google.com/apps/publish 
 

 

パスワードを入力し【次へ】ボタンをクリックします 

 

ログインに成功したら【すべてのアプリ】-【アプリを作
成】をクリックします 

https://play.google.com/apps/publish
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アプリの作成画面で「デフォルトの言語」と「タイト
ル」を入力して【作成】ボタンをクリックします 
※入力したタイトルがWorkspace ONE上で表示され
るアプリ名となります。 
 
続いて「APKファイルの登録」を行います。 

 

【アプリのリリース】-【製品版を管理】をクリックしま
す 

 

【リリースを作成】ボタンをクリックします 

 

【APKをアップロード】ボタンをクリックします 
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APK ファイルのアップロード画面が表示されるので
APK ファイルをアップロードします 

 

画面下部に【保存済み】とボタンがグレーアウトで表
示され、左側の「アプリのリリース」の右側に緑色のチ
ェックが表示されれば APK ファイルのアップロードは
完了です 
 
続いて「コンテンツのレーティング設定」を行います。 

 

【コンテンツのレーティング】-【次へ】ボタンをクリッ
クします 

 

連絡用のメールアドレスを入力します 
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登録するアプリのカテゴリを選択します 
※ここではその他アプリを選択した場合を例にします。 

 

【レーティングを算定】ボタンをクリックします 

 

回答したアンケートによるレーティングの結果が表
示されるので内容を確認し【レーティングを適用】ボタ
ンをクリックします 

 

左側の「コンテンツのレーティング」の右側に緑色のチ
ェックが表示されればレーティングの登録は完了です 
 
続いて「ストア掲載情報の登録」を行います。 
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【ストアの掲載情報】をクリックします 
＊がついている「タイトル」、「簡単な説明」、「詳しい説
明」を入力します。 

 

ストアに表示されるアプリの画面キャプチャを 2枚
アップロードします。最大で 8枚までアップロードでき
ます 
サイズは320px～3840pxの間で指定してください。 

 

ストアに表示されるアプリのアイコンとヘッダー画像
をアップロードします 
アップロードできる画像サイズは以下の通りです。 
アイコン画像→512×512 
ヘッダー画像→1024×500 

 

「アプリのタイプ」と「カテゴリ」を選択します 
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連絡先のメールアドレスとプライバシーポリシーの
URL設定の有無を選択します 

 

全ての入力必須項目の入力が完了したら画面を
上までスクロールさせ【未公開版を保存】ボタンをクリ
ックします 

 

左側の「ストアの掲載情報」の右側に緑色のチェ
ックが表示されればストアの掲載情報の登録は完了
です 
 
続いて「価格と販売/配布地域の登録」を行います。 

 

【価格と販売/配布地域】をクリックし「国」の項目
で使用可能な国を選択します 
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アプリ内に広告が表示されるかを選択します 

 

ユーザプログラムの「限定公開にする」にチェックを
入れます 
※チェックを入れずにアプリの公開をすると、Playストアを
利用する全てのユーザに公開されますのでご注意くださ
い。 

 

「コンテンツガイドライン」、「米国輸出法」の内容
を確認しチェックを入れます 

 

全ての入力必須項目の入力が完了したら画面を
上までスクロールさせ【未公開版を保存】ボタンをクリ
ックします 
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保存がされると左側の「価格と販売/配布地域」
の右側に緑色のチェックが表示されれば価格と販売/
配布地域の登録は完了です 
 
続いて「ストアへの公開」を実施します。 

 

全ての設定が完了し画面上部に「公開の準備完
了」と表示されていることを確認します 

 

「アプリのリリース」-【リリースを編集】ボタンをクリ
ックします 

 

画面を下にスクロールし【確認】ボタンをクリックし
ます 
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【製品版として公開を開始】ボタンをクリックします 

 

 

保存後に「完全公開」と表示されればアプリの公
開準備は完了です 
※反映にはGoogle社による処理完了までお待ちくださ
い 

 

「すべてのアプリ」で登録したアプリのステータスが
「公開中」となれば社内アプリの利用が可能となりま
す 
※Google社の処理が完了するとステータスが「公開
中」に変更されます。 

 

ストアに公開されたアプリは自動的にmanaged 
Google Play ストアに表示されます 
URL︓https://play.google.com/work 
 
Googleのサイトでの設定はこれで完了です。 
登録した社内アプリの配布については、「11.7.3パブリッ
クアプリを配布する」で行ってください。 

 
  

https://play.google.com/work
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 ポイント・注意事項 

ポイント 
「作成画面へのショートカット機能について」 

デバイスプロファイルや、順守ポリシーなど新たに設定を新規追加する場合にはショートカットが便利です。 

 

Workspace ONE ダッシュボードの右上にある

をクリックするとプロファイルや順守ポリシ

ーなど、登録画面へのショートカットが表示され
ます。 
 

追加ボタンに表示されるショートカット 

順守ポリシー 

プロファイル 

社内アプリ 

パブリックアプリ 
 

 
「アプリ登録上限について」 

1 つのアプリケーションファイルのサイズ上限は 200MB となり、社内アプリとして登録できる上限は、社内アプリの合計で 5000MB
です。 

 
「配布方法(プッシュモード)について」 

設定値 説明 

自動 

デバイスのアクティベーション完了時(Workspace ONE 加入時)にアプリをデバイスに展開します。 
デバイスがすでにアクティベーション済みのとき、Android レガシーではプッシュでアプリをインストールす
るよう促すプロンプトがデバイスに表示されます。Android エンタープライズではサイレントインストール
が実施されます。 

オンデマンド App Catalog にアプリを展開します。アプリのインストールのタイミングはユーザが決定します。 

 
「その他のタブについて」 

タブ 設定値 説明 

制限 EMM 管理対象のアクセス 
管理対象のアクセスに設定するか選択できます。 
現時点ではどちらを選択しても動作に変更はありません。 

トンネル トンネル アプリに対するセキュアなトンネルを構成すると企業リソースにアクセスできます。 

アプリケ
ーション
構成 

アプリケーション構成 

Workspace ONE を使って管理対象のアプリに構成を送信します。 
※アプリケーションでサポートされる構成は、アプリベンダーが設定します。アプリケ
ーションでサポートする構成については、アプリベンダーまでお問い合わせください。
また、参照値を利用する設定はご利用いただけません。 

※EMM 管理対象のアクセスについては、トンネル・アプリケーションタブにも表示がありますが、制限タブのものと変わりなく 1 つ設
定すると、すべての設定に反映されます。 
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「以前のバージョンを回収するとは」 

社内アプリのアップロード時に、同一アプリケーション ID でバージョン違いを検知すると「以前のバージョンを回収する」のオプションが
表示されます。回収オプションの設定値におけるデバイス動作は以下の通りです。 

オプション 動作 

「回収する」にチェック 
旧バージョンを回収しデバイスから削除したうえで、新バージョンをインストールします。 
のちに新バージョンを回収した場合、旧バージョンのプッシュインストールはされません。 

「回収する」にチェックしない 
旧バージョンはアクティブなままで、新バージョンをデバイスにインストールします。 
のちに新バージョンを回収した場合、旧バージョンのプッシュインストールを行います。 

最新バージョンのアプリを「回収」した場合で、旧バージョンのアプリがアクティブであれば旧バージョンがプッシュされます。 
最新バージョンのアプリを「非アクティブ」にした場合は、新旧ともに非アクティブのアプリとなり、デバイスから削除されます。 
 

「概要タブ」でできること 
「概要」と「デバイス」タブを使用し、社内アプリの追跡、アプリケーションの展開の管理、管理機能の適用を行う事ができます。 

分析 表示と概要 利用可能なアクション 

インストール 
状態 

インストール 
済み 

アプリケーションをインストール済みのデ
バイス台数が一覧表示されます。 

未インストールエリアをクリックして、アプリケーショ
ンをインストールしていないデバイスを検出しま
す。 
クリックするとデバイスタブに移動します。 

未インストール 
アプリケーションをインストールしていな
いデバイス台数が一覧表示されます。 

展開の 
進行状況 

割り当て先 
アプリケーションの柔軟な展開に割り当
てられているスマートグループの一覧が
表示されます。 表を使用して、Workspace ONE がアプリケー

ションのインストールをリリースしているか、アプリケ
ーションをデバイスに配布するのに使用されたプ
ッシュモード、割り当てられたスマートグループを
表示します。 

状態 
Workspace ONE のデバイスへのイ
ンストールコマンドのリリースをレポートし
ます。 

展開 
自動あるいはオンデマンドといった、アプ
リケーションのプッシュモードを表示しま
す。 

割り当てなし
のインストール 

該当のアプリの割り当てが行われていないデバイス数が表
示されます。 

過去に割り当てをしていたデバイスや、
Workspace ONE 以外からアプリがインストー
ルされたデバイスを検知します。クリックするとデ
バイスタブに移動します。 

前回のアクショ
ンの詳細 

アプリが割り当てられたデバイスに対しての最新のアクショ
ンを表示します。 

管理画面からインストール指示などを実施した
デバイスを検知します。クリックするとデバイスタブ
に移動します。 
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「インストールステータスの理由について」 

理由 説明 

すべて すべてのデバイスが表示されます。デバイスタブで既定のフィルタとして機能します。 

デバイスへのインストール待機中 
Workspace ONE によりインストールコマンドは送信済みですが、デバイスユーザ
からのインストールへの同意を求めるプロンプトがまだ表示されていません。 

失敗 
Workspace ONE によりアプリケーションをインストールしようとしましたが、エラーが
発生したために失敗したことを示します。 

インストールコマンド発信済み デバイスでインストールコマンドを受信されたことを示します。 

デバイスのインストールコマンド準備完了 
Workspace ONE によりコマンドがキューに登録されてチェックインするようデバイス
に通信されましたが、デバイスでまだチェックインが行われていないことを示します。 

インストール中 Workspace ONE によりアプリケーションがインストールされていることを示します。 

管理対象 
Workspace ONE によりアプリケーションがインストールされ、現在管理されている
ことを示します。 

管理拒否 
iOS9 以降を搭載したデバイスで、ユーザがアプリケーションインストールまたは資格
情報の入力を求めるプロンプトに同意しなかったため、Workspace ONE による
アプリケーションのインストールが不可能であることを示します。 

MDM 削除済み 
Workspace ONE 管理画面から実行された管理アクションにより、Workspace 
ONE がアプリケーションを削除したことを示します。 

削除保留中 
Workspace ONE によりアプリケーション削除コマンドがデバイスに送信されました
が、アプリケーションがまだ削除されていないことを示します。 

プロンプト中 
Workspace ONE がデバイスユーザにアプリケーションをインストールするようプロン
プト中であることを示します。 

ログインをプロンプト中 
アプリストアにより、アプリストア資格情報を入力してアプリケーションをインストール
するよう求めるプロンプトがデバイスユーザに表示されていることを示します。 

管理を促すプロンプト表示 

Workspace ONE により、ユーザがインストールした場合、アプリを MDM 管理対
象にする構成に同意するよう求めるプロンプトが iOS9 以降を搭載したデバイスの
ユーザ表示していることを示します。 
このプロンプトに同意すると、ユーザが以前にデバイスにインストールしたアプリケーシ
ョンについても Workspace ONE に管理権限が与えられます。 

拒否されました 
デバイスユーザが、ブックのインストールを求めるプロンプトを拒否したことを示しま
す。 

不明 
デバイスと Workspace ONE 間で、アプリケーションのインストールに関する通信
が行われていないことを示します。 

更新中 
Workspace ONE によりアプリケーション更新コマンドがプッシュされ、デバイスでア
プリケーション更新完了についての通信がまだ行われていないことを示します。 

ユーザインストール済み 
Workspace ONE によりブックがデバイスにプッシュされましたが、すでにデバイスユ
ーザがそのブックをインストール済みであったことを示します。 

ユーザーがインストールしたアプリ 
Workspace ONE によりアプリケーションがデバイスにプッシュされましたが、すでに
デバイスユーザによりインストール済みであったことを示します。 
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ユーザーが拒否しました 
デバイスユーザが、アプリケーションのインストールを求めるプロンプトを拒否したことを
示します。 

ユーザーが削除しました 
Workspace ONE によりアプリケーションが管理されていますが、ユーザがデバイス
からすでに削除したことを示します。 

 
「パブリックアプリの検索について」 

パブリックアプリの検索は公式のアプリストアから検索を行います。アプリ名やストアアプリの URL にて検索することも可能です。 

OS 検索方法 説明 

Apple iOS アプリストアを検索／URL 入力 「App Store」のアプリを検索します。 

Android URL 入力 「Google Play ストア」のアプリを検索します。 

Widows 
デスクトップ 

アプリストアを検索／URL 入力 「Windows ストア」のアプリを検索します。 

 
 

「アプリの状態変化について」 
アプリの状態は 2 種類あります。 

状態 説明 

アクティブ 

アプリはアクティブな状態です。組織／スマートグループに割り当て済みの場合、対象のデバイスにア
プリが割り当てられている状態です。 

アクティブなアプリを削除すると、デバイスから該当アプリが削除され、Workspace ONE 上では非
アクティブとしてマークされます。 

非アクティブ 

アプリは非アクティブな状態です。組織／スマートグループに割り当て済みの場合、対象のデバイスか
らアプリが削除されている状態です。再度デバイスに配布するには、アプリをアクティブ化します。 

非アクティブなアプリを削除すると、Workspace ONE から完全に削除されます。 

 
「インストール状態について」 

状態 説明 

インストール済み 正常にインストールされたデバイスの数を表示します。 

未インストール 
割り当ては完了しているが、サーバと通信できない状態などによりインストールされていないデバイスの
数を表示します。通信が復帰後に、順次インストールされます。 

割り当て インストール状態にかかわらず、割り当てられたデバイスの数を表示します。 
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「アプリ更新時の処理方法について」 
アプリの登録時に表示される承認の設定をすることで、バージョンアップがあった際にユーザにアプリのインストールを継続して実施でき
るかの判断をすることできます。 

選択肢 選択内容 
このアプリから新しい権限をリクエストされ
たときにアプリの承認を維持します 

管理者の操作なくユーザが新しいバージョンのアプリをインストールすることできま
す。 

このアプリから新しい権限をリクエストされ
たときにアプリの承認を取り消します 

管理者が managed Google Play ストアで再度承認するまで、ユーザは新
しいバージョンのアプリをインストールすることはできません。 
※既にインストールされている旧バージョンのアプリはそのままご利用いただけま
す。 

 
「承認済アプリを「不承認」にした場合」 

配布済みアプリを managed Google Play ストアで「承認」から「不承認」に変更するとデバイスと Workspace ONE 管理画
面で以下の動作となります。 

 説明 

デバイス 
不承認に設定を変更してもアプリはデバイスから自動的にアンインストールされません。 
デバイスの Play ストア上は非承認としたアプリは非表示になります。 
不承認としたアプリをアンインストールした場合は、再インストールできません。 

Workspace ONE 管理
画面 

インポート済のパブリックアプリ一覧からは削除されません。 
Workspace ONE 管理画面から該当アプリの削除指示は可能です。 
不承認としたアプリをユーザもしくは Workspace ONE 管理画面からの指示でアンインストー
ルした場合、再度 Workspace ONE 管理画面からインストール指示を行ってもデバイスにイン
ストールされません。再インストールしたい場合は、managed Google Play で再度アプリの
承認を行い、Workspace ONE 管理画面でアプリの追加を行う必要があります。 

 
「Google Play Consoleを利用した社内アプリ配信も利用可能です」 

Android エンタープライズで既に社内アプリ配信を Google Play Console を利用して実施している場合、継続して Google 
Play Console 経由での社内アプリ配信の実施も可能です。 
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「アプリケーション構成機能による配信アプリとの連携について」 
アプリケーション構成機能で構成キー情報を含んだアプリの配信が可能となります。 

（例）LINE WORKS 
  LINE WORKS のアプリ利用をあんしんマネージャー管理下のデバイスに制限する事が可能です。 
 
アプリベンダーにて提供される構成キー情報を含んだアプリの登録手順を以下に示します。 

 

「アプリケーション構成」タブで「構成を送信
する」のトグルを有効にします。 
 
アプリ名と構成キーの入力項目が表示されま
すので、アプリベンターより提供された構成キー
を入力します。 
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 Google Play を活用する 
管理用 Google アカウントを Workspace ONE に設定している場合、公式アプリストア（Play ストア）を利用した様々な機能を利
用することができます。 
※本機能は Android エンタープライズのみご利用いただけます。 
※「限定公開アプリ」機能についてはご利用いただけません。 

 ウェブアプリを作成する 
ウェブアプリはホーム画面にアプリ（アイコン）を配置し、設定されている URL に Chrome でアクセスする機能となります。 
ブックマークを指定できない Android エンタープライズの Launcher 利用時などにブックマークとしてご利用いただけます。 
ウェブアプリは managed Play ストアに反映されますので、配布する場合はパブリックアプリと同様の操作が必要となります。 
※Chrome の利用を禁止している場合は、本機能はご利用いただけません。 
 
操作手順 

 

メインメニューから「アプリとブック」を選択しま
す。 
表示されるネイティブの中から、「パブリック」タブを選
択します。 
 

 

「アプリケーションを追加」をクリックします。 
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ウェブアプリ画面を表示します。 
プラットフォームで「Android」を選択し、ソースで
「アプリストアを検索」を設定し【次へ】ボタンをクリッ
クします。 
※本機能をご利用の場合は、名前の入力は必須
ではありません。 

 

アプリの検索結果画面を表示します。 
アプリの検索結果が表示されましたら、画面左側の
アイコンにマウスカーソルを移動し【ウェブアプリ】をクリ
ックします。 
 

 

ウェブアプリ作成画面を表示します。 
ウェブアプリ画面の【＋】アイコンをクリックし、新規ウ
ェブアプリ作成画面を表示します。 
 

 

必要情報を入力します。 
タイトルやURLなど必要な項目を入力、設定しま
す。 
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【作成】ボタンをクリックします。 
入力が完了しましたら、【作成】ボタンをクリックしま
す。 

 

作成完了です。 
しばらくすると自動的にウェブアプリ一覧画面に戻
り、作成したウェブアプリが表示されれば作成は完
了です。 
※利用可能になるまで暫く時間がかかる場合があ
ります。 
作成したウェブアプリは企業限定のパブリックアプリと
して managed Playストアに公開されます。
「11.7.3パブリックアプリを配布する」から配信を実
行してください。 

 

 

登録した内容を変更したい場合 
登録したURLやアイコンなど設定を変更したい場合
は、作成されたウェブアプリを開き、画面下部にある
「編集」をクリックすることで再度変更が可能となりま
す。 
 
変更した内容の反映は自動でされません。反映さ
せるには再度各デバイスに配信を実施してくださ
い。 
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 Android デバイスの Play ストア表示をカスタマイズする 
パブリックアプリとして配信しているアプリの Play ストアアプリ上の表示方法を変更することができます。 
アプリの並び順や任意のカテゴリごとに整理することが可能です。 
 
※選択できるアプリについては managed Play ストアで承認されているアプリのみとなります。 
アプリの承認方法は「11.7.3 パブリックアプリを配布する」を参照してください。 
 
 
 
 
 
操作手順 

 

メインメニューから「アプリとブック」を選択しま
す。 
表示されるネイティブの中から「パブリック」タブを選択
します。 

 

「アプリケーションを追加」をクリックします。 
 

Play ストアのカスタマイズを解除する場合は管理用 Google アカウントの再設定（※）が必要となります。 
※再設定を行うと Android エンタープライズのデバイスを初期設定からやり直す必要があり、初期設定を行う際はデバイスの初期
化が伴います。 
本機能を利用する際は、十分に事前検証を行ったうえで本格導入をご検討下さい。 



操作マニュアル_Android_4.0 版 

©2022 NTT DOCOMO, INC. All Rights Reserved. 
339 

 

アプリストアの検索を実施します。 
プラットフォームで「Android」、ソースで「アプリスト
ア」を選択し、名前欄で検索したいアプリ名を入力し
ます。入力後は【次へ】をクリックして、4.に進みま
す。 
※名前欄は未入力で問題ありません 
 

 

アプリの検索結果画面を表示します。 
検索結果画面から「アプリの整理」をクリックします。 

 

「コレクションを作成」をクリックします。 

 

表示するコレクション名を指定します。 
コレクション名を入力して【次へ】をタップします。 
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追加するアプリを選択します。 
 

 

コレクションが追加されました。 
アプリの整理画面に戻り、作成したコレクションが追
加されました。複数のコレクションを作成する場合は
手順5～7を再度実施します。 

 

アプリの並び替えをします。 
作成したコレクション内でアプリの並び順を変更した
い場合は、各アプリアイコンの左右にある矢印をクリッ
クし表示順を入れ替えます。 

 

コレクションの並び替えをします。 
コレクションの並び順を変更したい場合は、各コレク
ションの右側にある矢印をクリックし上下の表示順を
入れ替えます。 
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【保存】ボタンをクリックします。 

 

設定を反映します。 
設定内容に間違いないことを確認し【保存】をクリッ
クし設定を反映させます。 

 

設定完了です。 
【保存】ボタンがグレーアウトされれば設定完了で
す。 
※設定した内容については即時に各Androidデバ
イスのPlayストアアプリに反映されます。 

 

編集を終了します。 
コレクション編集画面を終了する場合は【キャンセ
ル】ボタンをクリックします。 
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【OK】ボタンをクリックします。 
【OK】ボタンをクリックすることでコレクション編集画面
が閉じます。 
※「変更を破棄しますか︖」と表示されますが、設定
した内容は反映済となります。 

  
※SO-02L で表示した場合 

Play ストアアプリの表示が変更されます。 
AndroidデバイスのPlayストアの表示が変更されま
した。 

 

 
 

 ポイント 

ポイント 
「承認したアプリが表示されない場合」 

Play ストア表示のカスタマイズを利用している場合、追加したパブリックアプリは自動的に Play ストアには表示されなくなります。 
追加するパブリックアプリをコレクションに追加することで Play ストアに表示されるようになります。 

 
  

Point︕ 
＜135＞「承認したアプリが表示されない場合」 
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 アプリを削除する 
アプリの削除には、App Catalog を通して配布した「社内アプリの削除」「パブリックアプリの削除」が可能です。アプリを削除すると、
Workspace ONE から削除したアイテムと関連するすべてのバージョンが完全に削除されます。そのため Workspace ONE では、アプ
リを「削除」するオプションと、アプリを「回収」するオプション、アプリを「非アクティブ化」するオプションを提供しています。それぞれの振る舞い
については【11.9.4 ポイント・注意事項】を参照してください。 
また、利用者が App Catalog 以外の方法でインストールしたアプリを個別に削除することはできません。個別に削除できるのは管理対
象のアプリに限ります。 
Android レガシーデバイスにおいて、利用者に自由なアプリのインストールをさせたくない場合は【11.6 アプリのインストール制限をする】
より、アプリケーション制御を行うことを推奨します。 
 
■画面構成(社内アプリ) 
社内アプリケーションの削除を行う画面構成は、下図の通りです。 

 
 
■メニュー説明(社内アプリ) 
No 名称 説明 

① アプリタイプ選択タブ 社内アプリやパブリックアプリなど、追加するアプリのタイプを選択するタブです。 

② アプリケーションを追加 アプリケーションの追加はこのボタンから行います。 

③ アプリリスト表示エリア 登録中のアプリの名称やバージョンなど、アプリ情報を表示します。 

④ その他 リスト表示のレイアウト変更や状態更新、アプリ登録状態のファイル出力などが行えます。 
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■画面構成(パブリックアプリ) 
パブリックアプリケーションの削除を行う画面構成は、下図の通りです。 

 
 
■メニュー説明(パブリックアプリ) 
No 名称 説明 

① アプリタイプ選択タブ 社内アプリやパブリックアプリなど、追加するアプリのタイプを選択するタブです。 

② アプリケーションを追加 アプリケーションの追加はこのボタンから行います。 

③ アプリリスト表示エリア 登録中のアプリの名称やバージョンなど、アプリ情報を表示します。 

④ その他 リスト表示のレイアウト変更や状態更新、アプリ登録状態のファイル出力などが行えます。 
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 社内アプリを削除する 

操作手順 

 

メインメニューから「アプリとブック」-「ネイティブ」を
選択します。 
「社内」タブを選択し、アプリをクリックします。 

 

アプリの概要ページの「その他」から「アプリケーショ
ンを削除」を選択します。 

 

 

「セキュリティ暗証番号」を入力すると削除が実行さ
れます。 
セキュリティ暗証番号の入力完了後、アプリは削除され
ます。 
 

 

Point︕ 
＜136＞「社内アプリ削除時のステータス変化につ
いて」 

Point︕ 
＜139＞「セキュリティ暗証番号の入力を一定回
数間違えると強制ログアウトします」 

Point︕ 
＜138＞「セキュリティ暗証番号とは」 
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「正常に保存されました」というメッセージが表示さ
れます。 

 

アプリの状態が「回収済み」にかわりました。 
これでアプリがデバイスから削除され、Workspace 
ONE上では「回収済み」アプリとしてマークされます。 
Workspace ONE上からアプリを完全に削除するには
手順６へ進みます。 
「回収済み」に変わらなかった場合は、防止されたアプリ
削除の承認が必要となる場合があります。 

 

 

 

 

「社内タブ」からアプリを選択します。 
ステータスが回収済みまたは非アクティブのアプリを選択
します。 

Point︕ 
＜144＞「防止されたアプリ削除の承認」 

Point︕ 
＜143＞「リスト表示はフィルタ検索が可能です」 

Point︕ 
＜136＞「社内アプリ削除時のステータス変化につ
いて」 
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アプリ概要ページの「その他」から「アプリケーション
を削除」を選択します。 
 

 

「セキュリティ暗証番号」を入力すると削除が実行さ
れます。 
セキュリティ暗証番号の入力完了後、アプリは削除され
ます。 
 

 

 

 

Workspace ONE管理画面から完全に削除さ
れました。 
「正常に削除しました」のメッセージが表示されます。 
 

 

 
 

 
  

Point︕ 
＜139＞「セキュリティ暗証番号の入力を一定回
数間違えると強制ログアウトします」 

Point︕ 
＜138＞「セキュリティ暗証番号とは」 

Point︕ 
＜143＞「リスト表示はフィルタ検索が可能です」 
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 パブリックアプリを削除する 

操作手順 

 

 

メインメニューから「アプリとブック」-「ネイティブ」を
選択します。 
「パブリック」タブを選択し、アプリをクリックします。 

 

 

アプリ概要ページの「その他」から「アプリケーション
を削除」を選択します。 
 

 
 

「セキュリティ暗証番号」を入力すると削除が実行さ
れます。 
セキュリティ暗証番号の入力完了後、アプリは削除され
ます。 
 

 

 

Point︕ 
＜139＞「セキュリティ暗証番号の入力を一定回
数間違えると強制ログアウトします」 

Point︕ 
＜138＞「セキュリティ暗証番号とは」 
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「セキュリティ暗証番号」が確認できました。 
 

 
 

アクティブなアプリから削除されました。アプリは「非
アクティブ」のアプリに変化します。 
これでアプリがデバイスから削除され、Workspace 
ONE上ではアクティブから「非アクティブ」としてマークされ
ます。 
Workspace ONE上からアプリを完全に削除するには
手順6へ進みます。 
「回収済み」に変わらなかった場合は、アプリ削除防止
対策の承認が必要となる場合があります。 

 

 

 
 

「パブリックタブ」からアプリを選択します。 
ステータスが非アクティブのアプリを選択します。 
 

Point︕ 
＜143＞「リスト表示はフィルタ検索が可能です」 

Point︕ 
＜140＞「パブリックアプリの状態変化について」 
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アプリの概要ページの「その他」から「アプリケーショ
ンを削除」を選択します。 
 

 
 

「セキュリティ暗証番号」を入力すると削除が実行さ
れます。 
セキュリティ暗証番号の入力完了後、アプリは削除され
ます。 
 

 

 

 
 

「セキュリティ暗証番号」が確認できました。 

Point︕ 
＜139＞「セキュリティ暗証番号の入力を一定回
数間違えると強制ログアウトします」 

Point︕ 
＜138＞「セキュリティ暗証番号とは」 
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Workspace ONE管理画面から完全に削除
されました。 
Workspace ONEからもアプリが完全に削除されまし
た。 
 
フィルタ検索を利用して「状態」など条件を指定してリス
ト内を検索できます。 
 

 

  

Point︕ 
＜143＞「リスト表示はフィルタ検索が可能です」 
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 デバイスを指定してアプリを個別削除する 

操作手順 

 
 

メインメニューから「デバイス」-「リスト表示」を選択し
ます。 
該当のデバイスをクリックします。 

 
 

概要ページから「アプリ」タブを選択します。 

 

 

削除するアプリを選択し「削除」ボタンをクリックしま
す。 
アプリ一覧から削除したいアプリの左側にあるラジオボタン
をクリックしアプリを選択すると、画面上部に削除ボタンが
表示されますので「×削除」をクリックして、アプリを削除し
ます。 
 
タイプが「パブリック(管理対象)」・「社内(管理対象)」と
記載されたアプリのみ削除が可能です。 
 
削除をクリックすると確認ウィンドウが表示されますので、
「OK」をクリックして、削除を実行します。 
 

 

Point︕ 
＜141＞「管理対象のアプリのみ削除可能です」 
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削除が完了しました。 
アプリ一覧にて該当のアプリがデバイスから削除されたこと
が確認できます。 
 

 

 

 ポイント・注意事項 

ポイント 
「社内アプリ削除時のステータス変化について」 

削除アクションを実行すると、Workspace ONE はそのアプリケーションがアクティブか非アクティブかを確認します。 

削除前の 
アプリの状態 

削除後の 
アプリの状態 

説明 

アクティブ 回収済み 

アクティブ状態のアプリケーションを削除すると「回収済み」のアプリケーションとして扱
われます。このアプリケーションを管理する機能も失われます。 
回収済みのアプリを Workspace ONE から完全に削除するには、回収済みアプ
リ一覧から削除アクションを行うことで完全に削除されます。 
回収解除を行うと、アクティブなアプリとなり、アプリケーション管理が行えるようになり
ます。 

回収済み 削除 アプリケーションは Workspace ONE から完全に削除されます。 

非アクティブ 削除 アプリケーションは Workspace ONE から完全に削除されます。 

 
「アプリステータスについて」 

ステータス 
Workspace ONE 
登録状態 

説明 

アクティブ 登録状態維持 アプリケーションは Workspace ONE に登録され、アクティブ状態です。 

回収済み 登録状態維持 
全てのデバイスからそのアプリケーションの当該バージョンがアンインストールされま
す。もし入手可能であればそのアプリケーションの一つ下のバージョンがデバイスに
プッシュされます。 

非アクティブ 登録状態維持 
非アクティブにすると、このアプリケーションの全てのバージョンがすべてのデバイスか
らアンインストールされます。 

削除 完全に削除 
Workspace ONE 管理下のアプリケーションを Workspace ONE から削除す
ると、ひとつ以上のデバイスからこのアプリケーションが削除され、コンソール上で使
用中止にされます。 

Point︕ 
＜142＞「管理対象アプリは自動またはオンデマンド
で再度インストール可能です」 
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「セキュリティ暗証番号とは」 

Workspace ONE への初回ログイン時に、設定した 4 桁のセキュリティ暗証番号です。セキュリティ暗証番号は、誤って MDM の
重要な構成部分を削除してしまったりすることがないよう、セーフガードとしての機能を果たします。 
セキュリティ暗証番号の初回設定後は、Workspace ONE 管理画面右上の「00」から始まる数列をクリックし、「アカウント設定
を管理」-「セキュリティ」から暗証番号を再設定することができます。 

 

 
「セキュリティ暗証番号の入力を一定回数間違えると強制ログアウトします」 

セキュリティ暗証番号の入力を誤るとボックスが赤くなります。最大試行回数は 3 回です。3 回入力を誤ると、Workspace ONE
はセッションを強制終了しログアウトされます。Workspace ONE への再ログインには、あんしんマネージャーの管理画面に表示さ
れている【Workspace ONE】ボタンから、再度 Workspace ONE に切り替えてはじめから操作のやりなおしが必要です。 

 
「パブリックアプリの状態変化について」 

アプリの状態は 2 種類あります。 

状態 説明 

アクティブ 

アプリはアクティブな状態です。組織／スマートグループに割り当て済みの場合、対象のデバイスに
アプリが割り当てられている状態です。 

アクティブなアプリを削除すると、デバイスから該当アプリが削除され、Workspace ONE 上では
非アクティブとしてマークされます。 

非アクティブ 
アプリは非アクティブな状態です。組織／スマートグループに割り当て済みの場合、対象のデバイス
からアプリが削除されている状態です。再度デバイスに配布するには、アプリをアクティブ化します。 

非アクティブなアプリを削除すると、Workspace ONE から完全に削除されます。 

 
「管理対象のアプリのみ削除可能です」 

Android のアプリ削除は、アプリタイプが「パブリック(管理対象)」・「社内(管理対象)」のアプリの場合のみ削除が可能です。 
Android OS 側で「システム」アプリの位置づけになっているアプリや管理対象ではないアプリについては Workspace ONE で削
除はできません。 
また、アプリタイプが「パブリック(管理対象)」・「社内(管理対象)」の場合でも、デバイス権限を有するアプリの場合は削除できませ
ん。 
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「管理対象アプリは自動またはオンデマンドで再度インストール可能です」 

管理対象アプリとは、Workspace ONE の「アプリとブック」機能にてアプリの登録がされているアプリを指します。 
管理対象アプリは App Catalog に掲載しているため、プッシュモードが「自動」の場合は、削除後に利用者のデバイスに再度イン
ストール通知がされます。プッシュモードが「オンデマンド」の場合は、利用者が App Catalog から該当のアプリを手動で再インスト
ールすることが可能です。 
 

「リスト表示はフィルタ検索が可能です」 
デバイスリストやプロファイルリスト、アプリリストなどはフィルタ検索が可能です。フィルタ検索の条件は、検索する項目によって異なり
ます。フィルタを利用して、条件を指定して検索することで、必要な情報が探しやすくなります。 

 
 

「防止されたアプリ削除の承認」 
社内アプリについては、デフォルトで 10 分間に 100 台のアプリ削除指示が行われた場合に削除指示が保留されるように、アプリ
削除防止対策が設定されています。保留された削除指示を実行するためには、指示の承認が必要となります。 
■アプリ削除の承認方法 

 

メインメニューから「アプリとブック」 > 「ア
プリケーション設定」> 「アプリ削除ログ」に
「承認待ち」アプリが表示されます。 
保留されているアプリ削除の承認を実施する場
合は、手順2へ進みます。 
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アプリ削除を行う場合、該当アプリを選択し、
「デバイスに対して解除」を選択します。 

 

削除を完了しました。 

 
■アプリ削除防止対策の設定 

 

メインメニューから「グループと設定」 > 「すべ
ての設定」 > 「すべての設定」を選択します。 
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「アプリ」 > 「Workspace ONE」を選択し
ます。 

 

「アプリ削除防止対策」を選択します。 

 

アプリ削除防止対策の設定を行います。 
「所要時間（分単位）」内に「関連デバイス」
の台数に対してアプリ削除を行う場合、管理者
の許可が降りるまで削除指示を保留します。 
また、「Eメールの送信先」を設定することで、アプ
リ削除が保留された際、設定Eメールへの通知
が可能となります。 
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 順守ポリシーを作成する 
企業が設定したセキュリティポリシーを順守させるために「順守ポリシー」を構成して、Workspace ONE の順守エンジンがデバイスの状
態を監視します。デバイスが非順守状態と判断されると、順守エンジンはデバイスに順守違反を正すよう通知することもできます。 
例えば、拒否リストに設定されたアプリをユーザがデバイス上にインストールすると、順守エンジンからメッセージが送信され、デバイスが非
順守状態にあることをユーザに通知します。順守のポリシーと違反時のルールは、Workspace ONE からいつでもカスタマイズすることが
できます。 
 
■画面構成 
順守ポリシー作成の画面構成は、下図の通りです。 

 
 
 
■メニュー説明 
No 名称 説明 

① 設定タブ 現在設定しているタブを表示します。 

② ルール決定エリア 順守のルールを入力します。 

③ ルールを追加 本ボタンをクリックしてルールを追加します。 

④ 決定ボタン 現在のタブを決定して次のタブへ移動する場合や、設定を完了する場合にクリックします。 
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 順守ポリシーを作成する 

操作手順 

 
 

メインメニューから「デバイス」-「順守ポリシー」を選択
します。 
 

 

 
 

「リスト表示」へ進み、【追加】を選択します。 

 
 

プラットフォームを選択します。 
「Android」を選択します。 

Point︕ 
＜145＞「作成画面へのショートカット機能につい
て」 
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「ルール」タブを入力します。 
順守のルールを各プルダウンから選択します。入力後は
【次へ】をクリックして、⑤に進みます。 

 

 
 

「アクション」タブを入力します。 
④で決定したルールに違反した場合のアクションを入力し
ます。入力後は【次へ】をクリックして、⑥に進みます。 

 
 

「割り当て」タブを入力します。 
順守ポリシーの割り当て対象を組織／スマートグループで
指定します。入力後は【次へ】をクリックして、⑦に進みま
す。 

Point︕ 
＜146＞「ルール設定について」 
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「概要」タブを入力します。 
初期状態では順守ポリシーの名称および説明が入力さ
れています。必要に応じて変更を行います。 
入力後は【完了してアクティブ化する】をクリックして、順守
ポリシーを設定します。 

 
 

順守ポリシーのリスト表示に戻ります。 
作成した順守ポリシーがリストに表示されます。順守ポリ
シーの作成と割り当てはこれで完了です。 
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 ポイント 

ポイント 
「作成画面へのショートカット機能について」 

デバイスプロファイルや、順守ポリシーなど新たに設定を新規追加する場合にはショートカットが便利です。 

 
 

Workspace ONE ダッシュボードの右上にある

アイコンをクリックするとプロファイルや順

守ポリシーなど、登録画面へのショートカットが表
示されます。 
 

追加ボタンに表示されるショートカット 

順守ポリシー 

プロファイル 

社内アプリ 

パブリックアプリ 
 

 
「ルール設定について」 

設定可能な順守ポリシーのルールは、選択したプラットフォームによって異なります。プルダウンで選択可能な項目からルールとして
設定が可能です。また、ルールを追加したい場合は【ルールを追加】ボタンをクリックすると、入力 BOX が追加されます。 
設定可能なルールについては別途「あんしんマネージャーWorkspace ONE 操作マニュアル 付録」の「順守ポリシーのルールとア
クション」を参照ください。 
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 Intelligent Hubの設定 
Android の Intelligent Hub 設定ページでは、Android デバイスの Hub アプリのオプションを設定できます。 
これらの間隔の変更は、より小さな値に設定するとより頻繁な通信を発生させるため、大きなバッテリ消費に影響を与えることがあります。 
 
■画面構成 
「Intelligent Hub 設定」の画面構成は、下図のとおりです。 
 

 
 
■メニュー説明 
No 名称 説明 

① すべての設定 セットアップ、インストール、管理画面設定などの高度な構成オプションを表示します。 

② 現在の設定 表示されている設定を継承するかオーバーライド(上書き)するかを選択します。 

③ 構成メニュー 本メニューで設定するパラメータを表示します。 
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 Intelligent Hubの設定操作手順 

操作手順 

 

メインメニューから「デバイス」-「デバイス設定」を選
択します。 
 

 

「Android」-「Intelligent Hub設定」を選択し
ます 

 

設定画面で「現在の設定」を変更します。 
編集するためには、オーバーライドを選択します。 
 

 

Point︕ 
＜147＞「現在の設定で設定する値について」 
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「全般」タブを入力します。 

 

 

「アプリケーション リスト」タブを入力します。 

 

 

「アプリケーション」タブを選択します。 

 

Point︕ 
＜148＞「全般タブで設定する項目について」 

Point︕ 
＜149＞「アプリケーションリスト間隔とは」 

Point︕ 
＜150＞「インストールオプションとは」 
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「位置情報」タブを入力します。 

 

 

「AirWatch Cloud Messaging (AWCM)」を
設定します。 
Hubアプリからデバイスに通知する方式をAWCMに設定
可能です。 
ダイレクトブートを適用する場合には、FCMを利用する必
要がありますので、「無効」を選択します。 

 

「サブグループの権限」を設定して、「保存」します。 

 
 
パラメータの入力完了後は【保存】をクリックします。 

Point︕ 
＜151＞「位置情報タブで設定する項目について」 

Point︕ 
＜152＞「サブグループの権限について」 
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「保存」します。 
パラメータの入力完了後は【保存】をクリックします。 

 

 ポイント 

ポイント 
「現在の設定で設定する値について」 

設定 説明 

継承 現在のグループの一つ上の組織グループの設定を使用します。 

オーバーライド(上書き) 現在のグループの設定を直接変更できるよう設定の編集を有効にします。 

 
「全般タブで設定する項目について」 

設定 説明 

ハートビート間隔 (分)* Hub アプリが Workspace ONE サーバにチェックインする頻度。送信する
データには、IP アドレスのほか、モデルや OS バージョンなどのデータが含まれ
ます。 

30 分/1 時間/2 時間/4 時間/8 時間/ 
12 時間/24 時間 

データサンプル間隔 (分)* Hub アプリがデバイスからデータを収集する頻度。ネットワークデータ、バッテ
リ、電源およびメモリ状態を含む、Hub アプリから収集されたすべてのデータ
をレポートします。 

15 分/30 分/1 時間/4 時間/6 時間/ 
8 時間/12 時間/24 時間 

データ送信間隔 (分)* Hub アプリが Workspace ONE サーバに GPS データ等を送信する頻
度。 4 時間/8 時間/12 時間/24 時間 

プロファイルの更新間隔 (分)* Workspace ONE サーバにチェックインして、プロファイルリストが更新される
頻度。 6 時間/8 時間/10 時間/12 時間/24 時

間 

Google アカウントを必須にする Google Cloud Messaging (GCM) を活用し、リモートコマンドをデバイ
スに送信するため、Google アカウントを必須とします。
AWCM(Workspace ONE Cloud Messaging Service)を活用する
場合のみ、このオプションを外してください。 
※あんしんマネージャーWorkspace ONE ではデフォルト設定では
AWCM を利用します。 
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電話番号を必須にする あんしんマネージャーWorkspace ONE では本設定値はご利用いただけま
せん。 

ユーザの加入解除をブロック エンドユーザによる Hub アプリからの加入解除ができないようにするには、こ
のオプションを選択します。 

デバイス サービスバージョン バージョンは自動表示されます。編集不要です。 

 
「アプリケーションリスト間隔とは」 

アプリケーションリストは、デバイスにインストールされた拒否リスト設定の特定のアプリを検知、または許可リスト設定されていないす
べてのアプリを検知します。 

設定 説明 

アプリケーションリスト間隔(分)* Hub アプリがアプリケーションリストを確認する頻度を入力します。※フィールドの
値は 1 以上で設定してください 

 
「インストールオプションとは」 

設定 説明 

インストールオプション* エンドユーザが新しい社内アプリケーションをインストールする方法を選択します。 

 
「位置情報タブで設定する項目について」 

設定 説明 

位置情報データを収集 位置情報をデバイスから収集するかどうかを選択します。情報が利用可能な場
合、ハートビート間隔に基づいて Workspace ONE 管理画面に報告されま
す。 

GPS 時間のポーリング間隔 (分)* タイムサンプルのポーリング間隔を分単位で入力します。 
※フィールドの値は 1 以上で設定してください 

位置データの精度 位置情報を収集する方法の精度を選択します。 
なお、制限プロファイルの「ロケーション サービスの設定を許可する」の値が優先
されます。 

 
「サブグループの権限について」 

現在選択されている組織グループの下に存在するサブ組織グループで利用できる振る舞いを選択します。 

設定 説明 

承継のみ サブ組織グループにこれらの設定の継承のみを許可します。 

オーバーライド(上書き)のみ サブ組織グループが設定をオーバーライド(上書き)することを許可します。 

承継または 
オーバーライド(上書き) 

現在選択されている組織グループの下に存在するサブ組織グループが継承かオーバーライ
ド(上書き)かを選択することを許可します。 
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 Catalogの非表示設定 
Android エンタープライズにおける、Catalog アプリおよび Hub アプリ内の App Catalog を非表示にする方法を紹介します。 
※Android レガシーの場合、Hub アプリ内の App Catalog を非表示にすることはできません。また、Catalog アプリについても、OS
やご利用中のホーム設定により、非表示設定時の挙動が異なります。 
 
11.7.1 社内アプリを配布するおよび 11.8.1 ウェブアプリを作成するを行う場合、Catalog アプリもしくは Hub アプリ内の App 
Catalog よりインストールが必要となるため、Catalog の非表示は行わないでください。 
※11.7.6Google Play Console で社内アプリを登録するにより、社内アプリを managed google play へ登録する場合は、
Catalog を非表示に設定しても問題ありません。 
 

 App Catalogの非表示設定操作手順 

操作手順 

 

 

メインメニューから「アプリとブック」-「すべてのアプリと
ブックの設定」を選択します。 
 

 
 

「Workspace ONE」を選択します。 
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「AirWatch Catalog」を選択します。 

 

 

「全般」タブを選択します。 

 

 

「公開」タブを選択します。 
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レガシーカタログ(Android）において、「無効」を選
択します。 

 

 

「保存」します。 
パラメータの入力完了後は【保存】をクリックします。 

 

 

保存が実行され、Workspace ONEでの設定が
変更されます。 
以上で設定は完了です。 
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 位置情報を確認する 
Workspace ONE では、デバイスが取得した GPS データを Hub アプリが定期的に収集し、Workspace ONE サーバに送信すること
で、Workspace ONE 管理画面から位置情報の取得履歴の閲覧が可能になっています。 
位置情報を Workspace ONE で閲覧するには、あらかじめ Workspace ONE 管理画面の「デバイス」-「デバイス設定」-「全般」-
「プライバシー」にて「GPS データ※」の設定を行う必要があります。 
また、利用者のデバイスの設定で GPS 機能が ON の状態であり、かつ Hub アプリに対して位置情報にアクセスする権限を付与する必
要があります。利用者による Hub アプリの設定については「あんしんマネージャーWorkspace ONE 利用者マニュアル」をご確認くださ
い。 
 
※本サービスでは初期値が「GPS データを収集して表示（●）」する設定となっています。GPS データ取得が不要の場合は、プライバ
シー設定より「収集しない（○）」の設定に変更してください。 
 
■画面構成 
「位置情報」の画面構成は、下図のとおりです。 

 
 
 
 
■メニュー説明 
No 名称 説明 

① 検索ボックス 過去の GPS データの収集履歴をプルダウンから選択します。 

② 地図 ①で選択している履歴の GPS データを表示します。 
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 位置情報を確認する(個別) 

操作手順 

 
 

メインメニューから「デバイス」-「リスト表示」を選択し
ます。 
ロケーションを確認するデバイスをクリックします。 

 

 

「位置情報」タブを選択します。 

 

 

直近の位置情報の取得履歴を表示します。 

 

Point︕ 
＜158＞「現在地を検索について」 
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「期間」より取得履歴の範囲を選択することで、過去
履歴が表示されます。 

 

 

 

 

 
 

 

 位置情報を確認する(複数) 

操作手順 

 

メインメニューから「デバイス」-「リスト表示」を選
択します。 

 

チェックボックスから、まとめて閲覧するデバイス
を選択します。 
 

Point︕ 
＜157＞「ロケーション情報の取得と履歴閲覧条
件」 

Point︕ 
＜156＞「GPS データ取得タイミングはエージェント
設定から行います」 

Point︕ 
＜155＞「履歴表示がされない場合」 

Point︕ 
＜154＞「ロケーションの最大保存数」 

Point︕ 
＜153＞「期間検索について」 
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「その他アクション」を選択して表示されるメニュ
ーで「位置情報」を選択します。 

 

選択した複数のデバイスの位置情報が表示さ
れます。 
ここで表示するGPSデータの履歴は、デバイスから送
信された最終のGPSデータです。 

 

対象のデバイスの名称をクリックすると、いつ時
点の GPSデータかを表示します。 
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 ポイント 

ポイント 
「期間検索について」 

期間 説明 

最終の認識 取得した GPS データの最終履歴を表示します。 

今日 今日取得した GPS データを表示します。 

昨日 昨日取得した GPS データを表示します。 

1 週 過去 1 週間に取得した GPS データを表示します。 

2 週 過去２週間に取得した GPS データを表示します。 

1 か月 過去 1 ヶ月に取得した GPS データを表示します。 

カスタム 指定した期間に取得した GPS データを表示します。 

 
「ロケーションの最大保存数」 

取得した GPS データの履歴は 1 ヶ月もしくは 100 件どちらかの最大数が保存されます。それ以前の履歴については削除されま
す。 

 
「履歴表示がされない場合」 

履歴表示が更新されない場合は、以下の点をご確認ください。 
・ 位置情報サービスが Android デバイス上で有効化されている必要があります。 
・ Hub アプリが「位置情報」にアクセス可能な権限設定※がされている必要があります。 

※[設定]-[位置情報]-[位置情報へのアプリのアクセス]にて Hub アプリが常に許可になっているか確認してください。機種や
バージョンによって名称が異なる場合があります。(参考機種︓SO-41A Android バージョン 11) 

・ デバイスの状態(圏外、電源断など)や Hub アプリの状態により、GPS データが正しく取得・更新されない場合があります。
GPS データは参考データとしてご利用ください。 

 
「GPSデータ取得タイミングはエージェント設定から行います」 

Android デバイスで取得した GPS データは Hub アプリを通して Workspace ONE サーバに送信されます。取得のタイミングや
Workspace ONE サーバへのデータ送信タイミングは、【11.11Intelligent Hub の設定】から行います。 

 
「ロケーション情報の取得と履歴閲覧条件」 

⇒別途「あんしんマネージャーWorkspace ONE 操作マニュアル 付録」の「ロケーション情報の取得と閲覧履歴条件」を参照く
ださい。 
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「現在地を検索について」 
地図エリアに表示されている「◎」をクリックすると表示される現在地は、デバイスの現在地ではなく、Workspace ONE 管理画
面にログインしている PC の現在地となります。 

 

「現在地を検索」をクリックすることで Workspace 
ONE にログインしている PC の現在地が表示されます。 
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 パスコードの設定 

 パスコードを作成する 
パスコードの設定については「11.2 デバイス機能を制限する」をご参照ください。 

 パスコードを削除する 
デバイスに設定されたパスコードを管理者から削除することができます。利用者がデバイスのパスコードを忘れてしまった場合など、パスコー
ドの再設定を行いたい場合に利用します。 
 
本機能は Android レガシーで制御している OS7.０以降のデバイスではご利用いただけません。 
 
Android エンタープライズにおいては、以下条件を満たしているデバイスへのパスコード削除はダイレクトブートに対応していますが、
「11.11.1 Intelligent Hub の設定操作手順」に記載の「AirWatch Cloud Messaging (AWCM)」をデバイスがダイレクトブート
状態になる前に FCM へ設定しておく必要があります。 
【対応条件】 
・ Android 10 以降のデバイス 
・ Hub アプリのバージョン 21.03 以降がインストールされている 
【非対応デバイス】 SO-01K、SO-02K、F-01K、F-02K、HW-01K、HW-02L、ｄ-01K、ｄ-02K 

※以上のデバイスは Android 9 までのサポートとなっているため、ダイレクトブート中のデバイスにはご利用いただけません。 
 
Andorid エンタープライズのプロファイル「パスコード」で初期パスコードを設定している場合、パスコードを削除すると初期パスコードへ変
更されますので、ご注意ください。なお、ダイレクトブート中のデバイスでは初期パスコードへ変更されることなくパスコードが削除されます。 
 
操作手順 

 
 

メインメニューから「デバイス」-「リスト表示」を選択
します。 
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デバイスを選択します。 

 

「その他のアクション」を選択して表示されるメニュー
から「パスコードを消去」の「デバイス」をクリックしま
す。 

 

「デバイスパスコードをクリア」の確認ダイアログが表
示されます。 
確認のうえ「消去」をクリックします。 
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「デバイスのパスコードは正常に消去されました」の
確認ダイアログが表示されます。 
パスコードの消去はこれで完了です。 
 
利用者のデバイスパスコードは消去され、デバイス上に
画面ロックの再設定を促す通知が届きます。利用者に
画面ロックの設定を行うよう案内してください。 
 

 

 

 パスコードを上書きする 
デバイスに設定されたパスコードを管理者から強制的に変更することができます。利用者がデバイスのパスコードを忘れてしまった場合な
ど、パスコードの設定を管理者から直接変更を行いたい場合に利用します。 
本機能は Android レガシーで制御している OS7.0 以降のデバイスではご利用いただけません。 
また、Android エンタープライズにおいても、ダイレクトブートに対応したデバイスではダイレクトブート中に「デバイスパスコードを変更」を行
うことができません。Android 10 以降のデバイスについては、「11.14.2 パスコードを削除する」にてパスコードを消去した後、新しいパ
スコードを設定してください。 
 
操作手順 

 
 

メインメニューから「デバイス」-「リスト表示」を選択し
ます。 
 

Point︕ 
＜159＞「パスコードを消去すると」 
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デバイスを選択します。 

 
 

「その他のアクション」を選択して表示されるメニュー
から「管理」の「デバイスパスコードを変更」をクリックし
ます。 

 
 

上書きするパスコードを入力します。 
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変更が完了しました。 
利用者のデバイスのパスワードが上書きされました。 
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 ポイント 

ポイント 
「パスコードを消去すると」 

パスコードのプロファイルを適用している場合、パスコードを消去すると利用者のデバイスにパスコードを設定するよう通知されます。
(下図参照)利用者にてパスコード設定を行うようご案内ください。 
 

  

パスコード削除を行うとHubアプリを通して、デバイス
に左図の表示がされます。 
 
※本画面は SH-41A における画面表示です。機種により
表示が異なる場合があります。 
「OK」をクリックして画面ロックの再設定を起こってください。 

 

画面ロックの設定を行います。 
管理者が設定しているパスコードポリシーの定義に応じて、
設定可能なロック設定から再設定を行います。 
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 デバイスを再起動する 

 デバイスを再起動する 
デバイスを管理者が強制的に再起動することができます。 
本機能は Android エンタープライズでのみ利用できます。Android レガシーのデバイスではご利用いただけません。 
 
操作手順 

 

 

メインメニューから「デバイス」-「リスト表示」を選択し
ます。 
 

 

 

デバイスを選択します。 
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「その他のアクション」を選択して表示されるメニュー
から「管理」の「デバイスの再起動」をクリックします。 
 

 

 

「続行」をクリックします。 
※一部の機種では、再起動後の初回ロック解除後、自
動では Wi-Fi に再接続されません 
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 モニタを活用する 
モニタメニューで利用可能な運用に役立つ便利機能を紹介します。 
  

 モニタでデバイス状態を確認する 
モニタは、重要情報に素早くアクセスするための中心的なポータルとして利用することができます。重要な問題やデバイス情報を把握し、
Workspace ONE 管理画面から迅速に対策を取ることができます。Workspace ONE モニタではデータをいくつかのカテゴリで表示し
ます。 
任意のリンクを選択して、特定のカテゴリのデバイスリストを開くことができます。ここで該当のデバイスに各種操作などを実行します。 
 
■画面構成  
「モニタ」の画面構成は下図の通りです。 
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■メニュー説明 
 

No カテゴリ 項目 説明 

① デバイス 状態の詳細 加入済み、デバイスワイプ保留中といった状態別の内訳。 

プラットフォーム内訳 Workspace ONE に加入しているデバイスのプラットフォーム
毎の内訳。 

加入履歴 過去一日、一週間、一か月間の加入履歴を表示します。 

② 順守 順守違反 デバイスが現在違反している、アプリ/セキュリティ設定/その他の
順守ポリシーを表示します。 

違反件数が最も多いポリシー 設定されたすべてのタイプの順守ポリシーのうち、順守違反が多
い順守ポリシーを表示します。 

拒否済みのアプリがインストールされたデバイ
ス 

デバイスにインストールされているすべての拒否リストアプリを違
反件数が多い順にリストアップします。 

必須アプリがインストールされていないデバイス 必須アプリがインストールされていないデバイスのリストを表示し
ます。必須アプリがアンインストールされている場合やこれからイ
ンストールされる場合も含みます。 

③ プロファイル 最新プロファイルがインストールされていないデ
バイス 

最新のプロファイルバージョン。各プロファイルの古いバージョンを
もつデバイスを表示します。 

④ アプリ アプリの最新バージョンがインストールされてい
ないデバイス 

アプリの最新バージョン。各アプリケーションの古いバージョンを持
つデバイス情報を含みます。 

インストール回数が最も多いアプリ インストール数が最も多いアプリを、現在インストールされている
デバイス数の順に表示します。 

⑤ 証明書 証明書失効 コンテンツの最新バージョン。期限切れのファイルに関する情報
もインストール回数順に表示。 
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カテゴリでデバイスリストを表示する 
モニタに表示されるカテゴリから任意のメトリクスを指定すると、該当するデバイスをリスト表示します。たとえば、順守違反をしているデバイ
スだけを表示したい場合は、「順守」の順守違反のグラフを選択すると、非順守のデバイスリスト表示に簡単にアクセスできます。下記で
はモニタの利用の一例を説明します。 
 
■例 1 順守違反のデバイスを確認する 

 
 

モニタより「順守違反」のグラフをクリックします。 

 
 

非順守のデバイスのみをリスト表示します。 
 

 
■例２ 必須アプリがインストールされていないデバイス 

 
 

モニタより「必須アプリがインストールされていないデ
バイス」を選択します。 
アイコンには該当するデバイス数とプラットフォームを表示
します。 
アイコンをクリックして、②へ進みます。 
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該当デバイスをリスト表示します。 
必須アプリがインストールされていないデバイスに絞ってリス
ト表示を行います。 
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 レポート機能を利用する 
Workspace ONE はレポート機能とイベントログ収集機能を備えています。管理者は、事前定義されたレポートを活用したり、特定デ
バイス、ユーザグループ、期間、使用するファイル形式等に基づいてレポートを作成したりすることができます。 
操作手順 

 

メインメニューから「モニタ」を選択します。 
 

 

2.「レポートおよび分析」-「レポート」-「リスト表示」を選
択します。 
レポートとして作成可能なリストが表示されます。 
 
レポートの名前をクリックして、レポート作成画面に進みま
す。 

 

 

 

3.選択したレポートにて取得するグループなどを設定し
て、ダウンロードします。 
レポートの種類によって取得条件の設定値は異なりま
す。 
 
指定が完了したらレポート形式を選択して「ダウンロード」
をクリックします。 

Point︕ 
＜161＞「レポートの便利な使い方」 

Point︕ 
＜160＞「レポートの種類について」 
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4.エクスポートの状態はエクスポートページで確認でき
ます。 

 

5.エクスポートが完了すると、状態が「完了」と表示さ
れます。クリックして任意のフォルダに保存します。 
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 イベントログを確認する 

Workspace ONE は、イベントの実行中のログを収集しています。このログを利用して、スマートグループに加えられた変更の履歴確
認、特定ユーザがグループに追加された日時確認など、デバイスのログおよび管理画面(コンソール)のログを確認できます。 

操作手順 

 

メインメニューから「モニタ」を選択します。 
 

 
 

2.「レポートおよび分析」-「イベント」を選択し、デバイ
スイベントまたはコンソールイベントを選択します。 
「デバイスイベント」を選択すると、デバイスログをリスト表
示します。 
「コンソールイベント」を選択すると、Workspace ONEコ
ンソールのログをリスト表示します。 
 
どちらの場合も初期表示は「今日(検索当日)」のリスト
を表示します。 
 
※本ガイドでは「デバイスイベント」を選択した場合を例に
操作を説明します。 
 

 

3.検索条件を「日付」「重要度」などから選択してリスト
表示します。 
検索条件を指定して、閲覧したいイベントログを絞ること
ができます。 
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4.検索結果から確認したいイベントデータを選択しま
す。 
リスト右端の「イベントデータ」よりリンクをクリックして内容を
確認します。 
 
※イベントデータがリンクになっていない場合、詳細情報の
表示はありません。 

 

5.該当のイベントデータの詳細情報が確認できます。 
順守状態の変更情報や、アプリケーションのインストールロ
グなど、選択したイベントデータの詳細が確認できます。 
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 ポイント・注意事項 

ポイント 
「レポートの種類について」 

Workspace ONE で作成可能なレポートは別途「あんしんマネージャーWorkspace ONE 操作マニュアル 付録」の「モニタ レ
ポート一覧」を参照ください。 

 
「レポートの便利な使い方」 

レポート名のラジオボタンにチェックをすると、レポートに対する設定が行えます。 

ボタン 説明 

マイレポートに追加 よく使うレポートとして「マイレポート」に追加します。 

 

        
 
 

 
注意事項 
 レポート 

・ 一部動作しないレポートがあります。 
 イベントログ 

・ イベントログは管理者が Workspace ONE からポリシーの変更(制限内容の変更など)をした場合などにも記録されます
が、ポリシー変更をしていなくても、デバイスが Workspace ONE サーバと通信が発生したタイミングでもログが記録されま
す。管理者の操作ログではなく、デバイスおよび Workspace ONE 管理画面で行われた、取得可能なすべてのログが記
録されます。 

 

 
 
 
  

①ラジオボタンにチェック 

②ボタンが表示 
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 E メール通知機能を設定する 
デバイスリストエクスポート機能利用時にエクスポート画面の状態が「完了」になった時点で、通知を E メールにて受信することが可能で
す。 

 エクスポート機能利用時の通知設定 

操作手順 

 

Workspace ONEグループ名を選択します 
Workspace ONE管理画面右上の「00」から始まる数
列をクリックします。 

 

2.アカウント設定画面に遷移します 
【アカウント設定を管理】をクリックします。 
 
 

 

3.ログイン中の管理者の設定をします 
「E メール」に管理者の E メールアドレスを入力します。E
メール通知機能における「リスト表示のエクスポート」を利
用するためには本項目の「E メール」の入力が必要です。 
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4.Eメール通知機能の設定をします 
※「APNs失効日」「VPPアプリ自動更新」「プロビジョニン
グプロファイル失効」のEメール通知については、iOSのみ
対象となります。 

 

 
 
 

 

5.設定が完了しました 
「正常に保存されました」と表示されたら設定は完了で
す。 

  

Point︕ 
＜163＞「E メールアドレスの複数設定について」 

Point︕ 
＜162＞「通知機能の通知方法について」 
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 ポイント 

ポイント 
「通知機能の通知方法について」 

項目 説明 

なし 通知なし 

コンソール 

Workspace ONE コンソール上部のベルアイコンに通知（ベルアイコン上に通知を示
すバッチ表示） 

 

E メール 指定したメールアドレスに通知 

コンソールと E メール Workspace ONE コンソールと E メールにて通知 

 
「Eメールアドレスの複数設定について」 

通知設定をする E メールアドレスは複数の設定が可能です。E メールアドレスを複数設定する場合は、E メールアドレスをカンマで
区切ってください。 
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 電話番号表示を有効にする 
WS1 ではデバイスに挿入されている SIM の電話番号情報を取得して表示することが可能です。 
初期値は「非表示」となります。必要に応じて設定を変更しご利用ください。 
 
操作手順 

 

「グループと設定」から「すべての設定」をクリックし
ます。 

 

2.「全般」をクリックします。 

 

3.「プライバシー」をクリックします。 
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4.「現在の設定」を「オーバーライド（上書き）」にし
ます。 

 

5.電話番号の項目を「表示」に変更のうえ、「保存」
をクリックします。 

 

6.セキュリティ暗証番号を入力します。 
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7.設定変更はこれで完了です。 

 

8.デバイスリストからデバイス詳細を確認すると、「電
話番号」の項目から電話番号情報を確認できます。 
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