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1. 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 
1.4 iOS を制御するにあたって 
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1.1 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。 

 
 

1.1.1 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
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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。 

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。 
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Zero-touch Zero-touch Enrollment のこと。Google 社が提供する、企業が管理する Android デ
バイスを設定するための機能のこと。 

Zero-touch デバイス Zero-touch Enrollment を利用した Android デバイスのこと。 

Zero-touch ポータル Google 社が提供する Zero-touch にて端末を管理するためのポータルサイト。お客様
（企業）ごとに存在し、お客様が操作する。 

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ホワイト/ブラック/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。 

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
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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(ホワイト/ブラックリスト)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。 
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1.1.2 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。 

 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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1.2 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  
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WS1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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1.3 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。 
 

1.3.1 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 詳細は弊社営業担当者にお問合せください。 
※eSIM ではご利用いただけません。 

 

1.3.2 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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1.3.3 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。 

 
 

1. 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。 

 
 

2. 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。 
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3. 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。 

 

1.3.4 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。 
 iOS デバイス向けにご利用いただける、「紛失モード」の有効化には、デバイス利用者の事前の同意に基づいて実施ください。 
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1.4 iOS を制御するにあたって 
iOS デバイスを MDM にて管理・制御する場合、以下の「監視モード（推奨）」または「非監視モード」で管理します。 
デバイスを監視モードにすることで、管理レベルをよりきめ細かく設定することが可能です。 
また iOS 13 以降のデバイスにおいては、監視モードの場合のみ制御可能な項目が数多くあるため、これからご利用されるお客様におい
ては、監視モードを利用した管理を選択されることを推奨いたします。 
 
モード 必要なツール できること/できないこと 

監視モード 

（推奨） 

ABM または ASM を利用したデバイス管理 

（リモートで可能） 

 制御項目が豊富 
 ユーザは制限や構成の変更・削除不可 

 監視モードに設定する場合、工場出荷状態から設定す
る必要あり 

 アプリのサイレントインストールが可能（App とブック） 

Apple Configurator2 がインストールされた

Mac PC（Mac PC とデバイスを接続し監視モー
ド化する必要あり） 

 制御項目が豊富 

 監視モードに設定する場合、工場出荷状態から設定す
る必要あり 

 アプリのサイレントインストールが可能（App とブック） 

非監視モード 不要 

 制御項目が限定的 

 ユーザが制限や構成を変更または削除可能 
 工場出荷状態に戻す必要なし 

 アプリのサイレントインストール不可（ユーザ操作必須） 
 
上記は一例となります。監視モードについての詳細は、Apple 社の以下 Web サイトを参照ください。 
 
Apple Business Manager ユーザガイド 
https://support.apple.com/ja-jp/guide/apple-business-manager/welcome/web 
Apple School Manager ユーザガイド 
https://support.apple.com/ja-jp/guide/apple-school-manager/welcome/web 
Apple Configurator 2 ユーザガイド 
https://support.apple.com/ja-jp/guide/apple-configurator-2/apd9e4f64088/mac 
 
あんしんマネージャーで ABM または ASM によるデバイス管理をご検討のお客様は、以下のガイドをご確認ください。 
 
あんしんマネージャー操作マニュアル iOS ABM デバイス管理 
https://anm.smt.docomo.ne.jp/grc2/webapi/anm/pub/anm/manual/aw/common/manual_abm.pdf 
 
  

https://support.apple.com/ja-jp/guide/apple-business-manager/welcome/web
https://support.apple.com/ja-jp/guide/apple-school-manager/welcome/web
https://support.apple.com/ja-jp/guide/apple-configurator-2/apd9e4f64088/mac
https://anm.smt.docomo.ne.jp/grc2/webapi/anm/pub/anm/manual/aw/common/manual_abm.pdf
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2. 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。 
 
2.1 管理画面へのログイン 
2.2 あんしんマネージャー管理画面 
2.3 機能から選ぶ 
2.4 ユーザから選ぶ 
2.5 操作履歴の確認 
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2.1 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。 
 

 

1. docomo法人向けサイトにアクセスします 

ドコモの法人向けサイトの「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を利用する】を選択して、【ログ
イン】ボタンをクリックします。 

 

2. d アカウント／パスワードを入力します 
管理者の「d アカウント」と「パスワード」を入力して

【ログイン】をクリックします。 
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3. 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。 

 

4. 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。 

 

 
 

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」 
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5. 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。 

 

 

 

2.1.1 ポイント・注意事項 

ポイント 
＜1＞「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。 

 
＜2＞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「4.1 プロフィール変更」を参照ください。 

 
＜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」 

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「4.2 管理者設定」を参照ください。 

 
＜4＞「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。 

 
＜5＞「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。⇒「2.2.5 お知らせ」を参照してください。 

 
 

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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■ダッシュボード 【お知らせ】 

 

＜6＞「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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2.2 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。WS1 管理画面への切り替え方法は「2.2.1WS1 管理画面への切
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。WS1、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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2.2.1 WS1管理画面への切り替え手順 
WS1 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 WS1 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WS1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。 
 

 

1. 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】のロゴをクリックして、WS1

の管理画面に切り替えます。 
 

 

2. 新規ウィンドウでWS1が開きます 

WS1 ダッシュボードページが表示されます。 
WS1 管理画面の詳細は「3 WS1 管理画面」を

参照してください。 
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2.2.2 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、WS1、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 

WS1 管理画面を表示します。デバイス機能の制限など各種セキュリティポリシーを設定した
り、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:4.2 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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2.2.3 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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2.2.4 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、WS1 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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2.2.5 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、「4.1.1 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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2.2.6 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 

 
WS1 管理画面へ切り替え 
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2.2.7 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 WS1 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 

 

1. 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。 

 

2. 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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2.2.8 ポイント 

ポイント 
＜7＞「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。 

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「ユーザ情報クリア」を

行ったことにより、制御不能となって

「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 
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 います。 

 

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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2.3 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 

 

 

 

 

1. 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②へ進みます。 

 
2. 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③へ進みます。 
 

3. 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。 

 
 

4. 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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2.3.1 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。 

 
 

2.3.2 ポイント 

ポイント 
＜8＞「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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2.4 ユーザから選ぶ 
「ユーザから選ぶ」では、登録済みユーザの一覧表示から、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 
「ユーザから選ぶ」の画面構成は、下図のとおりです。 
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■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。 

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。 

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 

 

 

1. 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。 

 

 

2. 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。各機能の詳しい操作手順は、「第 2
章」を参照ください。 

 
▼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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3. 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。 

 

4. 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。 
 

5. 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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2.4.1 ポイント 

ポイント 
＜9＞「ユーザを検索するには」 

 

1. 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。 

 

2. 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。 

 

 

3. 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。 

 

4. 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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＜10＞「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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2.5 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 

 

1. 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。 

 

2. 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、

3 へ進みます。 

 

3. 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。 

 

4. 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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3. WS1管理画面 
WS1 管理画面の基本的な使い方について説明します。 
 
3.1 WS1 の管理画面に切り替えるには 
3.2 初回ログイン時のセキュリティ設定 
3.3 コンテンツエリア 
3.4 ダッシュボード 
3.5 Apple 証明書の取得と登録 
3.6 Apple 証明書失効日の通知設定 
3.7 Apple 証明書の更新 
3.8 ポイント・注意事項 
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3.1 WS1の管理画面に切り替えるには 
WS1 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 WS1 への切り替えが必要です。 
 

 

1. 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、WS1 に切り替えます。 

 
 

2. 新規ウィンドウでWS1が開きます 

WS1 のダッシュボードページが開きます。 
 

WS1 の各種機能制限の方法は「9 
Workspace ONE」を参照ください。 
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3.2 初回ログイン時のセキュリティ設定 
WS1 管理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、WS1 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WS1 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。 
 

 

 

1. WS1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WS1 のご利用規約を確
認します。 

確認後は【承認】をクリックします。 

 

2. 利用規約に承認しました。 
しばらくすると、3 へ進みます。 

 

3. セキュリティ設定を行います。 

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WS1 では利用しませんが、必ず入
力が求められます。 
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4. 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。 

 

 

5. 【保存】をクリックします。 

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。 

 

 

6. 「ログインでこのメッセージを表示しない」のチェッ

クボックスを外し、【×】ボタンをクリックします。 

 

7. 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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3.3 コンテンツエリア 
WS1 の管理画面 TOP ページでは、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

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。 
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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。 

 
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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3.4 ダッシュボード 
加入したデバイスを WS1 で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 
「WS1 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 

WS1 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。 
※iOS のバージョンに対して Hub アプリのバージョンが古い場合に誤検

知する場合があります。最新バージョンの Hub アプリをご利用ください。 

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。 
※iOS はパスコード設定により暗号化されている状態となるため「パスコ

ード無し」と同数が表示されます。 

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 WS1 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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3.5 Apple証明書の取得と登録 
iOS デバイスを制御するためには、Apple 社が提供する証明書発行サイト「Apple Push Certificates Portal」 (以下、証明書発
行サイトといいます)にて発行した証明書を WS1 へ登録する必要があります。登録を行うことで、Apple 社が提供する「Apple プッシュ
通知サービス(APNs)」が利用可能となり、WS1 を通して iOS デバイスへの各種設定・制御が可能になります。なお、本操作は、同一
の PC およびブラウザにて、途中で中断せずに行ってください。途中で中断してしまった場合は再度手順１から行います。 
 

 

 

1. 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、WS1 に切り替えます。 

 
 

2. デバイスの設定画面に進みます 

「デバイス」-「デバイス設定」を選択します。 
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3. 証明書を生成するための作業を行います 
「Apple」-「MDM の APNs」を選択し、【新しい証

明書を生成】をクリックします。 

 
 

4. WS1証明書をダウンロードします 
「MDM_APNsRequest.plist」のリンクをクリック

して、WS1 証明書をダウンロードします。 
 

本画面は閉じずに、以降の操作を行ってください。 
※キャンセルをしたり、ウィンドウを閉じたりするとダ

ウンロードした WS1 証明書が失効します。 
 

 
 

5. WS1証明書を PC に保存します 

ダウンロードするファイルをPCの任意のフォルダを選
択して保存します。 

 

6. Appleの証明書発行サイトにアクセスします 
【Apple のサイトを開く】ボタンをクリックして、

Apple Push Certificates Portal(証明書発
行サイト)に移動します。 

 
※本画面をキャンセルしたり、ウィンドウを閉じたり

するとダウンロードした WS1 証明書が失効しま
す。 



操作マニュアル_iOS_4.0 版 

©2022 NTT DOCOMO, INC. All Rights Reserved. 
62 

 
 

7. Apple Push Certificate Portal にログイン
します 

WS1 用に取得した企業の Apple ID でログイン
を行い【サインイン】をクリックします。 

 

 

 

8. 本画面が表示される場合は、確認コードを送信
します。 

 

9. 受信した確認コードにて、2 ファクタ認証を行い
ます。 

 

10. Get Startedから証明書作成に進みます 
【Create a Certificate】をクリックします。 

 
過去に証明書作成を行ったことがある場合は、作

成済みの証明書一覧が表示されます。 
【Create a Certificate】をクリックして、12 に進

みます。 
 

Point︕ 
＜14＞「WS1 用に取得した Apple ID と
は」 

Point︕ 
＜13＞「推奨ブラウザでアクセスします」 
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11. Terms of Use(利用規約)を確認します 
初めてアクセスする場合は、Apple Push 

Certificate Portal の利用規約を確認します。 
確認後は「I have read and agree to these 

terms and conditions」のチェックボックスにチェ
ックを入れ、【Accept】をクリックします。 

 

12. WS1証明書をアップロードします 
【ファイルを選択】をクリックします。 

 
Noteで任意のテキストを入力することができます。 

複数の証明書を発行する場合は、あとで判別が
できるようキーワードを登録しておくと便利です。 

 
 

 
 

13. WS1証明書を選択します 

WS1 から発行した「MDM_APNsRequest」とい
う名称のファイルを選択します。 

 
 

14. アップロードします 
ファイルの選択完了後【Upload】ボタンをクリックし

ます。 
※アップロード時に、以下のエラーが表示される場

合、ファイルの拡張子を「.csr」「.txt」または「.rtf」
のいずれかに変更し、再度アップロードをお試しくだ

さい。 
 

拡張子変更の例）
"MDM_APNsRequest.plist"から

Point︕ 
＜15＞「複数の証明書を管理する場合」 
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"MDM_APNsRequest.txt" 
 

エラーの例） 
You have uploaded an invalid file type. 

Supported file extensions 
are .csr, .txt, .rtf 

 

 
 

15. Apple証明書をダウンロードします 
【Download】をクリックして、Apple 証明書をダウ

ンロードします。 

 

16. Apple証明書の保存先を選択します 
ダウンロードするファイルをPCの任意のフォルダを選

択して保存します。 

 

17. WS1管理画面に戻ります 
WS1 管理画面に戻り、【次へ】をクリックします。 
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18. WS1 への証明書アップロードを開始します 
【アップロード】ボタンをクリックします。 

 

19. Apple証明書の選択を開始します 

【ファイルを選択】ボタンをクリックします。 

 

20. Apple証明書を選択します 

Apple Push Certificates Portal から発行した
「MDM_AirWatch_Certificate.pem」を選択

します。 

 

21. Apple証明書をアップロードします 

【保存】ボタンをクリックします。 
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22. AppleID を入力して保存します 
Apple 証明書発行の際に利用した Apple ID を

入力します。入力完了後は【保存】をクリックしま
す。 

 

 

23. 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を入力します。 

 

 

24. セキュリティ暗証番号を照合します 

入力した暗証番号の称号を行います。正しく入力
されると、ボックスが緑になり、次へ進みます。 

 

 

25. 保存が完了しました 

「正常に保存されました」と表示されたら Apple 証
明書の登録作業は完了です。 

右上の【×】ボタンをクリックして、本画面を終了し
ます。 

有効期限開始日と有効期限終了日が表示され
ます。有効期限が終了する前に、更新作業が必

要です。

 

Point︕ 
＜16＞「WS1 証明書と一致しない証明書」 

Point︕ 
＜17＞「セキュリティ暗証番号とは」 

Point︕ 
＜18＞「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︕ 
＜19＞「Apple 証明書の有効期限は１年です」 
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3.6 Apple証明書失効日の通知設定 
Apple の証明書発行サイトより発行した証明書の有効期限は発行日より 1年です。 
有効期限が切れた場合、iOS デバイスの制御が行えなくなります。ドコモから有効期限切れのご連絡はしておりませんが、WS1 から証
明書失効の 30 日前に指定のメールアドレスへ通知することが可能です。 
他の機能の通知設定は「9.15 E メール通知機能を設定する」を参照してください。 
 

3.6.1 通知設定 

 

 

1. 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、WS1 に切り替えます。 

 
 

2. Workspace ONE グループ名を選択します 

WS1 管理画面右上の「00」から始まる数列をク
リックします。 
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3. 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。 

 

4. 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。 

 

 
 

 

 

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︕ 
＜21＞「E メールアドレスの複数設定について」 

Point︕ 
＜20＞「通知機能の通知方法について」 
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3.6.2 失効日通知メール 
「3.6.1 通知設定」にて Apple 証明書の通知設定をすると、Apple 証明書失効の 30 日前に指定のメールアドレスへ下記メールが
送信されます。本メールを受信したら「3.7 Apple 証明書の更新」を参照し、Apple 証明書の更新を行ってください。 
※本メールに記載のリンク【APNsを更新する】は使用することができません。Apple証明書更新の場合は、「2.1 管理画面へのログイ
ン」を参照し、ログインしてください。 

 
 

3.7 Apple証明書の更新 
Apple の証明書発行サイトより発行した証明書の有効期限は発行日より 1年です。 
有効期限が切れた場合、iOS デバイスの制御が行えなくなります。ドコモから有効期限切れのご連絡はしておりませんので、お客様に
て管理のうえ必ず期限内に更新手続きを行ってください。 
なお、更新手続きには証明書発行に使用した Apple ID が必要です。Apple ID はお忘れのないようにご注意ください。 
更新は Apple の証明書発行サイト(Apple Push Certificates Portal)にて有効期限内に証明書手続きを行った後、発行した証
明書ファイルを WS1 に再度登録します。 
本操作は、同一の PC およびブラウザにて、途中で中断せずに行ってください。途中で中断してしまった場合は再度手順①から行いま
す。 
 

 

1. 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、WS1 に切り替えます。 
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2. デバイスの設定画面に進みます 
「デバイス」-「デバイス設定」を選択します。 

 
 

3. 「Apple」-「MDM の APNs」を選択します。 

「Apple」-「MDM の APNs」を選択します。 

 
 

4. 各項目を確認した上で更新します。 
▼a 

更新する Apple 証明書の識別子
(com.apple…)が記載されています。 

Apple の証明書発行サイトにアクセスし、更新対
象の証明書を見分けるのに利用します。 

※本手順の No11 にて証明書が一致しているかを
確認可能です 

 
▼b 

前回、証明書発行の際に入力した Apple ID が
表示されます。この Apple ID は後程利用しますの

で、控えておいてください。 
 

▼c 
【更新】をクリックします。 
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5. WS1証明書をダウンロードします 
【MDM_APNsRequest.plist】のリンクをクリックし

て、WS1 証明書をダウンロードします。 
本画面は閉じずに、以降の操作を行ってください。 

 
※キャンセルをしたり、ウィンドウを閉じたりするとダウ

ンロードした WS1 証明書が失効します。 

 

6. WS1証明書を保存します 

ダウンロードするファイルを、PC の任意のフォルダを
選択して保存します。 

 

7. Appleの証明書発行サイトにアクセスします 

【Apple のサイトを開く】ボタンをクリックして、Apple 
Push Certificate Portal(証明書発行サイト)に

移動します。 
本画面は閉じずに、以降の操作を行ってください。 

 
※キャンセルをしたり、ウィンドウを閉じたりするとダウ

ンロードした WS1 証明書が失効します。 

 

8. Apple Push Certificate Portalにログインし

ます 
証明書発行時に利用した Apple ID でログインを

行い【サインイン】をクリックします。

 

 

Point︕ 
＜13＞「推奨ブラウザでアクセスします」 
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9. 本画面が表示される場合は、確認コードを送信し
ます。 

 

10. 受信した確認コードにて、2 ファクタ認証を行いま

す。 

 

11. Apple証明書の更新作業を行います 

更新対象の証明書を確認します。 
【i】ボタンをクリックし表示される「Subject DN」の

値と、No4-(a)にて事前に確認した証明書の文字
列が同一であることを確認のうえ、【Renew】をクリ

ックします。 
※【Revoke】と間違えないようにご注意ください。 

 

 

12. WS1証明書をアップロードします 
【ファイルを選択】をクリックします。 

Note で任意のテキストを入力することができます。
複数の証明書を発行する場合は、あとで判別がで

きるようキーワードを登録しておくと便利です。 
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13. WS1証明書を選択します 
WS1 から発行した「MDM_APNsRequest」とい

う名称のファイルを選択します。 

 

14. アップロードします 
ファイルの選択完了後【Upload】ボタンをクリックし

ます。 
※アップロード時に、以下のエラーが表示される場

合、ファイルの拡張子を「.csr」「.txt」または「.rtf」
のいずれかに変更し、再度アップロードをお試しくだ

さい。 
 

拡張子変更の例）
"MDM_APNsRequest.plist"から

"MDM_APNsRequest.txt" 
 

エラーの例） 
You have uploaded an invalid file type. 

Supported file extensions 
are .csr, .txt, .rtf 

 

 

15. Apple証明書をダウンロードします 

【Download】をクリックして、Apple 証明書をダウ
ンロードします。 



操作マニュアル_iOS_4.0 版 

©2022 NTT DOCOMO, INC. All Rights Reserved. 
74 

 

16. Apple証明書を保存します 
ダウンロードするファイルを、PC の任意のフォルダを

選択して保存します。 

 

17. WS1管理画面に戻ります 

WS1 管理画面に戻り、【次へ】をクリックします。 

 

18. WS1への Apple証明書アップロードを開始しま

す 
【アップロード】をクリックします。 

 

19. Apple証明書の選択を開始します 

【ファイルを選択】ボタンをクリックします。 
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20. Apple証明書を選択します 
Apple Push Certificates Portal から発行した

「MDM_AirWatch_Certificate.pem」を選択
します。 

 

21. Apple証明書をアップロードし、保存します。 

 

22. Apple ID を入力して保存します 
Apple 証明書発行の際に利用した Apple ID を

入力します。入力完了後は【保存】をクリックしま
す。

 

 

23. 有効期限が延長されていることを確認します。 
有効期限開始日と有効期限終了日が表示されま

す。有効期限が終了する前に、更新作業が必要
です。

 

Point︕ 
＜16＞「WS1 証明書と一致しない証明書」 

Point︕ 
＜19＞「Apple 証明書の有効期限は１年です」 
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24. 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を入力します。 

 

 

25. セキュリティ暗証番号を照合します 

入力した暗証番号の照合を行います。正しく入力
されると、ボックスが緑になり次へ進みます。

 

 

26. 保存されました 

「正常に保存されました」と表示されたら Apple 証
明書の登録作業は完了です。 

 

27. 有効期限が延長されていることを確認します 

▼a 
有効期限開始日と有効期限終了日が記載されて

います。 
▼b 

一年後にまた更新作業が必要です。ここに記載の
Apple ID で更新が必要ですので忘れないようにし

てください。 
右上の【×】ボタンをクリックして、本画面を終了しま

す。 

Point︕ 
＜17＞「セキュリティ暗証番号とは」 

Point︕ 
＜18＞「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」 
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3.8 ポイント・注意事項 
ポイント 
＜11＞「セキュリティ暗証番号とは」 

WS1 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、WS1 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。 

 
＜12＞「企業の Apple ID とは」 

Apple の証明書発行サイトにアクセスするためには、Apple ID が必要です。WS1 で利用する Apple ID は個人利用の Apple 
ID とは別に、WS1 用 Apple ID として取得することを推奨します。 

 
＜13＞「推奨ブラウザでアクセスします」 

Apple の証明書発行サイト(Apple Push Certificate Portal)へのアクセスは、「Chrome」「FireFox」「Safari」ブラウザでのア
クセスを推奨します。推奨外ブラウザでのアクセスは、画面が正しく表示されず、正常に証明書の発行が行えない場合があります。 

 
＜14＞「WS1用に取得した Apple ID とは」 

Apple IDは個人利用Apple IDとは別に、WS1用Apple IDとして取得することを推奨します。また、ABMをご利用の場合で、
ABM 用 Apple ID と Apple 証明書用 Apple ID を同一にする場合は、先に ABM 用 AppleID を登録する必要があります。 

 
＜15＞「複数の証明書を管理する場合」 

Apple の証明書発行サイトでは複数の証明書を発行・管理することが可能です。証明書は 1 年ごとに更新が必要ですが、発行
日が同じ証明書がある場合、どの証明書が更新対象なのか判別が困難な場合があります。 

このような場合、証明書を作成する際に「Note」欄にキーワードなどを登録しておくと、i マークの【Certificate Info】ボタンから内
容を確認することができます。 

 
＜16＞「WS1証明書と一致しない証明書」 

WS1 証明書をダウンロードした画面で、キャンセルボタンや戻るボタンで画面遷移した、あるいはウィンドウを閉じたことにより、ダウン
ロードした WS1 証明書が無効となった場合に表示されるエラーです。 

WS1 証明書はダウンロードした画面を保持したまま、Apple の証明書発行サイトで Apple 証明書をダウンロードし、WS1 にアッ
プロードする必要があります。本エラーが表示された場合は、再度手順 4 から画面を保持したまま、次操作を進めてください。 

 
＜17＞「セキュリティ暗証番号とは」 

WS1 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、WS1 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。 

 
＜18＞「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、WS1 はセッションを強



操作マニュアル_iOS_4.0 版 

©2022 NTT DOCOMO, INC. All Rights Reserved. 
78 

制終了しログアウトされます。WS1 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 WS1 に切り替えてはじめから操作のやりなおしが必要です。 

 
＜19＞「Apple証明書の有効期限は１年です」 

Apple の証明書発行サイトより発行した証明書の有効期限は発行日より 1 年です。有効期限が切れた場合、iOS デバイスの制
御が行えなくなります。お客様にて管理のうえ必ず期限内に更新手続きを行ってください。なお、更新手続きには証明書発行に使

用した Apple ID が必要です。更新は Apple の証明書発行サイトにて有効期限内に証明書手続きを行った後、発行した証明
書ファイルを WS1 に再度登録します。 

 
＜20＞「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 

WS1 コンソール上部のベルアイコンに証明書失効日の 30 日前に通知（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証明書失効日の 30 日前に通知 

コンソールと E メール WS1 コンソールと E メールにて証明書失効日の 30 日前に通知 

 

＜21＞「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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注意事項 
■WS1 管理画面のログアウトについて 

WS1 の画面を終了する場合は、WS1 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。WS1 管
理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。 

 

 

1. ログアウトをクリックします。 

 

2. 表示しているウィンドウを閉じます 

 
■Apple 証明書失効通知メールに記載されているリンクについて 

 Apple 証明書失効日の 30 日前に受信するメールに記載されている【APNs を更新する】のリンクは使用することができません。お手
数ですが、「2.1 管理画面へのログイン」を参照し、あんしんマネージャー管理画面にログインしてください。 
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4. 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。 
 
4.1 プロフィール変更 
4.2 管理者設定 
  



操作マニュアル_iOS_4.0 版 

©2022 NTT DOCOMO, INC. All Rights Reserved. 
81 

4.1 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。機能名をクリックし、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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4.1.1 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。 
 

 
 

1. 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。 

 

2. 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。 

 

 

3. 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︕ 
＜22＞「基本情報の入力項目について」 

Point︕ 
＜23＞「お知らせメール通知設定について」 
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4. 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。 

 

 

5. 実行します 
内容を確認して【実行】をクリックします。 

 
  

Point︕ 
＜24＞「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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4.1.2 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。 
 

 

1. 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。 
 

2. 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。

 

 
 

3. 実行します 
内容を確認して【実行】をクリックします。 

 
  

Point︕ 
＜26＞「検索リストの更新方法について」 

Point︕ 
＜25＞「検索リストの入力項目について」 
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4.1.3 ポイント・注意事項 

ポイント 
＜22＞「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 

 

＜23＞「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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＜24＞「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 

 
＜25＞「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。 

 
＜26＞「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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4.2 管理者設定 
「管理者設定」では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。代表管理者より管理者を追加することによって、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することができます。 
 
■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。機能名をクリックし、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、部署ごと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。 
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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。 
 
 

4.2.1 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。 

 

 

1. 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。 

 

2. 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。 

 
 

3. 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。 

 
 

4. 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。 

 

Point︕ 
＜27＞「管理者設定で入力する項目について」 

Point︕ 
＜28＞「権限とは」 

Point︕ 
＜29＞「管理対象グループとは」 
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5. 実行します 

内容を確認して【実行】をクリックします。 
 

 
  

Point︕ 
＜30＞「管理者の権限設定は WS1 にも連携され
ます」 
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4.2.2 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、部署ごと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、WS1に連携されWS1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、WS1 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ご
ざいます。2 つのグループの違いについては、「9.1.1 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 

 

1. 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。 
 

 

2. 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︕ 
＜31＞「グループ管理の入力項目について」 
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3. 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。 

 

4. 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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5. 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。 
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4.2.3 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。 
 
操作手順 

 

1. 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。 

 

2. 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︕ 
＜33＞「デフォルトグループへの移動方法について」 

Point︕ 
＜32＞「更新方法について」 

Point︕ 
＜31＞「グループ管理の入力項目について」 
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3. 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。 

 

4. 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。 

 

5. 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。 
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4.2.4 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 

 

 

1. 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。 

 

 

 

 

2. 【実行】ボタンをクリックします 

 
 

Point︕ 
＜33＞「デフォルトグループへの移動方法について」 

Point︕ 
＜34＞「グループ削除のエラーについて」 
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3. 【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。 

 

 

4. 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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4.2.5 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。 
 

 

1. 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。 

 
 

2. 実行します 
内容を確認して、【実行】をクリックします。 

 

4.2.6 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。 
 

 

1. 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︕ 
＜35＞「代表グループ名変更の入力項目について」 
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2. 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。 

 
3. 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。 

 
4. 実行します 

内容を確認して【実行】をクリックします。 
 

  

Point︕ 
＜37＞契約確認項目の内容について 

Point︕ 
＜36＞「契約確認項目が表示されたら」 
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4.2.7 ポイント・注意事項 

ポイント 
＜27＞「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。 

 

＜28＞「権限とは」 
操作可能なメニューを設定できる管理者ごと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。 

※WS1 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。 

 

＜29＞「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、デバイスを部署ごと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。 
 

＜30＞「管理者の権限設定はWS1 にも連携されます」 
管理者の権限設定を行うと WS1 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、WS1 管理画面の

すべての操作を行うことが可能です。 
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「デバイス機能・アプリ制限権限」(WS1 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。 
 

＜31＞「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。 

 

＜32＞「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、デバイスを削除する場合には、「上書き」を選択してください。 
 

＜33＞「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。 

 
＜34＞「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。 
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＜35＞「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。 

 

＜36＞「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。 

 
 

＜37＞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く必要があります。 
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 契約ごとに異なる専用の 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 

 
 

 
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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5. 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。 
 
5.1 ユーザ管理 
5.2 ユーザ一覧からユーザ登録 
5.3 利用開始通知送信一括実行 
5.4 ユーザ情報管理 
5.5 ユーザ情報入出力 
  



操作マニュアル_iOS_4.0 版 

©2022 NTT DOCOMO, INC. All Rights Reserved. 
103 

5.1 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。 
メニュー名をクリックし、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 Android エンタープライズ新加入方式の限定機能です。iOS ではご利用いただけません。 

トークン再払い出し 現在利用いたしません。 
 
 

5.1.1 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。 
 
※ABM または ASM のデバイス管理を利用する場合、「ユーザ情報登録」ではなく、「ABM デバイス管理＞スタンバイ ABM デバイス登
録」をご利用ください。ABM/ASM デバイスの登録方法の詳細は以下マニュアルを参照ください。 

「操作マニュアル_iOS_ABM デバイス管理」 
https://anm.smt.docomo.ne.jp/grc2/webapi/anm/pub/anm/manual/aw/common/manual_abm.pdf 

 

 

1. 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。 

 

Point︕ 
＜44＞「デバイスを検索するには」 

https://anm.smt.docomo.ne.jp/grc2/webapi/anm/pub/anm/manual/aw/common/manual_abm.pdf
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2. 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。 

 

3. 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。 
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4. 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。 

 

 

5. 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※ 
・利用開始通知︓任意 

・あんマネアプリ配信︓配信しない※ 
・Intelligent Hub アプリ︓任意 

 
※Android 向け選択肢のため、変更しないでくださ

い。変更した場合、Android 向けの登録となること
から、デバイス不整合で失敗になります。 

 

 

 

 

Point︕ 
＜38＞「ユーザ情報の入力項目について」 

Point︕ 
＜42＞「あんマネアプリ配信オプションについて」 

Point︕ 
＜41＞「利用開始通知オプションについて」 

Point︕ 
＜40＞「メールアドレスについて」 

Point︕ 
＜39＞「利用開始通知とは」 
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6. 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。 

 

7. 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︕ 
＜48＞「Intelligent Hub アプリオプションについて」 

 プ プ  
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8. 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。 

 
オプションで「利用開始通知」の選択がある場合は、

実行完了後、デバイスに初期設定用リンクが通知さ
れます。 

（SMS または、オプションでメールアドレス登録した
場合は登録したメールアドレス） 

 
通知内のリンクよりデバイス操作で初期設定を行っ

てください。iPad は SMS 非対応のため、SMS 通知
はされません。 

デバイスの初期設定手順は「あんしんマネージャー利
用者マニュアル_iOS」の初期設定編を参照くださ

い。 

 
 

 
 
  

Point︕ 
＜46＞「iPad で初期設定を行う場合」 

Point︕ 
＜43＞  

https://anm.smt.docomo.ne.jp/grc2/webapi/anm/pub/anm/manual/aw/common/manual_user_ios.pdf
https://anm.smt.docomo.ne.jp/grc2/webapi/anm/pub/anm/manual/aw/common/manual_user_ios.pdf
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5.1.2 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。 
 

 

1. 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。 

 

 

2. 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。 

Point︕ 
＜44＞「デバイスを検索するには」 
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3. 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。 

 

4. 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。 

 

Point︕ 
＜45＞「ユーザ情報変更の入力項目について」 
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5. 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。 

 

 

 
 

 

6. 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︕ 
＜48＞「Intelligent Hub アプリオプションについ

て」 

Point︕ 
＜42＞「あんマネアプリ配信オプションについて」 

Point︕ 
＜40＞「メールアドレスについて」 
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7. 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。 

 

8. 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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5.1.3 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。 
 

 

1. 対象のデバイスを選択します 
【デバイスを検索して設定】ボタンをクリックします。 

 

 

2. 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︕ 
＜44＞「デバイスを検索するには」 
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3. 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。 

 

4. 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。 
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5. 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。 

 

6. 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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5.1.4 利用開始通知送信 
「ユーザ情報登録」(1ユーザごと)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のユーザに対して、
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。 
 

 

1. 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。

 

 
2. 実行します 

内容を確認して、【実行】をクリックします。 

 

 
 

5.1.5 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(i モードケータイ、sp モードケータイは許諾済み)」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。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。 
 

 

1. 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。

 
 

2. 実行します 
内容を確認して、【実行】をクリックします。 

 

  

Point︕ 
＜44＞「デバイスを検索するには」 

Point︕ 
＜39＞「利用開始通知とは」 

Point︕ 
＜46＞「iPad で初期設定を行う場合」 

Point︕ 
＜45＞「ユーザ情報変更の入力項目について」 

Point︕ 
＜44＞「デバイスを検索するには」 

Point︕ 
＜47＞「ご利用機種確認結果」 
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5.1.6 ポイント・注意事項 

ポイント 
＜38＞「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。 
 

＜39＞ 「利用開始通知とは」 
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利用者マニュアル」を参照ください。 
 

＜40＞「メールアドレスについて」 
iOS、Android デバイス、sp モードケータイにおいて「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。Windows デバイスではメールアドレスは必須入力項目です。 
 

＜41＞「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。 

※iOS デバイス/Windows デバイスへの Hub アプリの自動インストールは行いません。 

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。 

 
＜42＞「あんマネアプリ配信オプションについて」 

あんマネアプリ配信オプションは「共有電話帳」および「メッセージ配信」機能をご利用される場合に必要なアプリです。 
本設定は、Android 向けの自動配信設定のオプションです。iOS デバイスは対応しておりません。そのため、「配信する」に設定をし

ていた場合でも、iOS デバイスにインストールされることはありません。 
iOS デバイスで「共有電話帳」または「メッセージ配信」をご利用される場合は、AppStore から手動でインストールいただくか、アプリ

https://anm.smt.docomo.ne.jp/grc2/webapi/anm/pub/anm/manual/aw/common/manual_user_ios.pdf
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配信機能をご利用ください。詳しくは下記を参照ください。 
参考︓9.4.5 パブリックアプリを配布する 

参考︓10.4 アプリ購入から配布までの流れ 
 

＜43＞「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。 

 

＜44＞「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。 

 

1. 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。 

 
 

 

2. 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。 
 

3. 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。 
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4. 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。 

 

5. 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。 

 

＜45＞「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 

 

＜46＞「iPadで初期設定を行う場合」 
iPad はメッセージ SMS 機能非対応のため、管理画面から「利用開始通知送信」を行った後、 

Safari から「https://anm.smt.docomo.ne.jp/grc2/webapi/anm/ios_web/RMTPS-LI0001.html」にアクセスし、
初期設定を行ってください。 

 
＜47＞「ご利用機種確認結果」 

■ 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 
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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。 

 
＜48＞「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。ただし Hub アプリを利用しない場合は、位置情報、Jailbreak 検出の機能がご利用いただけません。また、本オプショ
ンはユーザ情報変更画面では、登録状態が「未送信」またはご利用デバイスが iOS でかつ「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。 

 

Hub アプリを利用して加入する場合は、加入操作の過程で AppStore からダウンロード可能です。 
Hub アプリを利用せずに加入し、あとから Hub アプリをインストールする場合は、アプリ配信機能を利用することで実現可能です。 

詳しくは下記を参照してください。 
参考︓9.4.5 パブリックアプリを配布する 

参考︓10.4 アプリ購入から配布までの流れ 
 

 
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。 
■ ご利用デバイス確認 

・ アクセス制限サービスをご契約の場合、あんしんマネージャーの機種情報更新サイトにアクセスできません。そのため、デバイスもし
くは My docomo から“アクセス制限カスタマイズ設定”の許可 URL へ下記サイトを登録してください。 

＜機種情報更新サイト URL＞http://grc.cp04.docomo.ne.jp/featurewebv2/imr/RMTPS-II0001.do 
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5.2 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 デバイスごと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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5.2.1 ユーザ未登録状態 
「未登録」状態のユーザの登録をします。 
 

 

1. 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。 

 

 

 

2. 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。 

 
  

Point︕ 
＜49＞「登録状態に変化があった場合」 
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5.2.2 ポイント 

ポイント 
＜49＞「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。 
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5.3 利用開始通知送信一括実行 
「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。 
 
■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 
 
 

5.3.1 利用開始通知送信一括実行 
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。 

 

 

1. 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。 

 
 

2. 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。 
 

3. 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︕ 
＜51＞「不備があった場合の表示」 

Point︕ 
＜50＞「不備があった場合の対応方法」 
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5.3.2 ポイント 

ポイント 
＜50＞「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。 

 
＜51＞「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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5.4 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 WS1 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 
「WS1 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 WS1 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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5.4.1 デバイスをリスト表示する 
WS1 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ごとの表示も可能です。 
 

 
 

1. 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。 

 

2. 登録済みのデバイスが全て表示されます。 
WS1 に登録しているデバイスが一覧表示されま

す。 

 

 
  

Point︕ 
＜52＞「フィルタを活用して特定ユーザを表示する」 
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5.4.2 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。 
 

 

1. 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。 

 

2. 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ているプロファイルを閲
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。 

 

【更新】タブ 

割り当てられている利用可能な OS 更新のリスト
を表示します。 
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【位置情報】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。 
 

■iOS デバイス  
参照︓9.9 Intelligent Hub 設定 

参照︓9.10 MDMサンプルスケジュールを設定す
る  

参照︓9.11 位置情報を確認する  

 

【ユーザ】タブ 
ユーザの情報を表示します。 

 

【その他】タブ 
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5.4.3 ポイント・注意事項 

ポイント 
＜52＞「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。 

 

 

あんしんマネージャーWS1 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。 

プラットフォーム プラットフォーム(iOS、Android、Windows)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。 
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5.5 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。 
メニュー名をクリックし、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。 
 
 

5.5.1 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。なお、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。 
 

 

1. デバイスの OS を指定します 
該当の OS を指定して【決定】をクリックします。 
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2. オプションと CSV ファイルを指定します 
利用するオプションを決定し、CSV ファイルを点線枠

内にドロップするか、【参照】ボタンより直接指定しま
す。 

指定後は【決定】をクリックして次へ進みます。 
 

 

 

 

3. 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。 

Point︕ 
＜53＞「CSVファイルの作成方法(ユーザ情報一括
登録)」 

Point︕ 
＜57＞「Intelligent Hub アプリオプションとは」 
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4. 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。 

 

5. 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。 



操作マニュアル_iOS_4.0 版 

©2022 NTT DOCOMO, INC. All Rights Reserved. 
138 

 

6. 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。 

 

 
 

  

Point︕ 
＜54＞「ユーザ情報一括登録後、利用開始通知
送信を行ってください」 
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5.5.2 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。 
 

 

 

1. 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。 

 
 

 

 

2. 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︕ 
＜55＞「出力できる情報一覧」 

Point︕ 
＜56＞「デバイスを検索するには」 
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3. 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。 

 
 

4. 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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5. 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。 

 
 

6. 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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5.5.3 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。 
 

 

 

1. 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。 

 
 

 
 

2. 実行します 

【実行ボタン】をクリックします。 

Point︕ 
＜55＞「出力できる情報一覧」 
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3. 出力予約を実行します 
【実行】ボタンをクリックします。 

 

 

4. 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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5. 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。 

 
 

6. 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︕ 
＜58＞「CSV ファイルダウンロードのステータス」 
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5.5.4 ポイント・注意事項 

ポイント 
＜53＞「CSV ファイルの作成方法(ユーザ情報一括登録)」 

⇒別紙「あんしんマネージャーWorkspace ONE 操作マニュアル 付録」の「ユーザ情報一括登録」用フォーマット」を参照してくださ
い。 

 
＜54＞「ユーザ情報一括登録後、利用開始通知送信を行ってください」 

ユーザ情報一括登録実施後、利用開始通知は自動で送信されません。 
ユーザ情報一括登録実行後に表示されるダイアログ(下記①図参照)から、「利用開始通知送信」に進んでいただくことで、一括登

録を行ったユーザに対して、まとめて「利用開始通知送信」が可能です。 
なお、画面遷移まで時間がかかる場合がございます。データ読み込みが完了後、自動で利用開始通知送信メニューに遷移しま

す。ページ移動をせずに、そのままお待ちください。 
 

なお、「利用開始通知送信」メニューから、ユーザを選択して個別または複数ユーザへ利用開始通知送信を行うことも可能です。
⇒参照︓「利用開始通知送信」 

 

 
 

1. 「利用開始通知送信へ」を選択します 

ユーザ情報一括登録を実行後、本ダイアログ
が表示されます。 

「利用開始通知送信へ」をクリックして、2 へ進
みます。 
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2. 読み込みが完了するまでお待ちください 
「ユーザ情報一括登録」の処理を行っていま

す。 
データを読み込み完了まで、しばらくお待ちくだ

さい。 
処理件数が多い場合、読み込みに時間がか

かる場合があります。読み込み完了まで、その
ままお待ちください。 

(ブラウザの再読み込みなどを行った場合、処
理は中断されます) 

 
※タイムアウトの表示がされた場合は、操作

履歴で処理結果を確認のうえ、ユーザ登録が
完了したユーザに対して個別に「利用開始通

知送信」メニューから操作を実施ください。 
 

 

3. 「利用開始通知送信」を実行します 

読み込みが完了すると、「ユーザ情報一括登
録」を行ったユーザを選択した状態で「利用開

始通知送信」メニューを表示します。 
 

「利用開始通知」を送信するには、【決定】を
選択して、【実行】をクリックします。 

 

＜55＞「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 
ユーザごとに、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紙「あんしんマネージャーWorkspace ONE 操作マニュアル 付録」の「ユーザ情報一括出力 出

力内容」を参照してください 



操作マニュアル_iOS_4.0 版 

©2022 NTT DOCOMO, INC. All Rights Reserved. 
147 

＜56＞「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。 

 

1. 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。 

 

2. 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。 

 

3. 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。 

 

4. 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。 

 

5. 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。 

 

＜57＞「Intelligent Hub アプリオプションとは」 
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。ただし Hub アプリを利用しない場合は、位置情報、Jailbreak 検出の機能がご利用いただけません。また、本オプショ

ンはユーザ情報変更画面では、登録状態が「未送信」またはご利用デバイスが iOS でかつ「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。 
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＜58＞「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。  
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。 

・ 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。 
・ 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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6. 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。 
 
6.1 ドコモサービス設定 
6.2 ブラウザ利用制限  
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6.1 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。 

メニュー名をクリックし、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。デバイスごとに個別
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 ※本機能は iOS デバイス非対応です 

 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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6.1.1 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 ユーザごと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 ユーザごとに指定して、個別にメールアドレスを変更します。 
 

 

 

1. 変更方法を選択します 

1 ユーザごとに変更する場合は[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、2 へ

進みます。 
 

⇒ 一括変更する場合は【CSV 一括変更】へ 
 

2. 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、3 へ進みます。

 
 

3. 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
て、4 へ進みます。

 

 
4. 実行します 

内容を確認して、【実行】をクリックします。 

 
 

 
  

Point︕ 
＜61＞「メールアドレス変更の上限回数について」 

Point︕ 
＜60＞「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︕ 
＜59＞「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。 
 

 

1. 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】をクリックして、次へ進みま

す。 
 

⇒ 1 ユーザごとに変更する場合は【個別変更】へ 
 

2. 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】をクリックして、3 へ進みます。

 
 

3. 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。 
 

4. 実行します 
内容を確認して、【実行】をクリックします。 

 
  

Point︕ 
＜62＞「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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6.1.2 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 ユーザごとに行います。 
 

 

1. 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】をクリックして、2 へ進みます。 
  

 
2. 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】をクリックして、3 へ進みます。 

 
 

3. 実行します 

内容を確認して、【実行】をクリックします。 
 
 
  

Point︕ 
＜59＞「デバイスを検索するには」 
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6.1.3 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 ユーザごと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 ユーザごとに指定して、個別に i モード／sp モードパスワードを変更します。 

 

1. 変更方法を選択します 
1 ユーザごとに変更する場合は[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、2 へ
進みます。 

 
⇒ 一括変更する場合は【CSV 一括変更】へ 

 
2. 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】をクリックして、3 へ進みます。 

 
 

3. 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】をクリックして、4 へ進みます。 

 
 

4. 実行します 
内容を確認して、【実行】をクリックします。 

 
  

Point︕ 
＜63＞「パスワードとして登録できないもの」 

Point︕ 
＜59＞「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。 
 

 

1. 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】をクリックして、次へ進みま

す。 
 

⇒1 ユーザごとに変更する場合は【個別変更】へ 
 

2. 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】をクリックして、3 へ進みます。 

 
 

3. 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。 
 

4. 実行します 
内容を確認して、【決定】をクリックします。 

 
  

Point︕ 
＜64＞「CSV ファイルの作成方法(パスワード一括
変更)」 
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6.1.4 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。 
 

 

1. 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、②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、②へ進みます。 

②では選択したパターン内容が表示されます。 
 

▼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、③へ進みます。 
 

2. 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】をクリックして、③へ進みま

す。 

 
 

3. 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。 
 

4. 実行します 
内容を確認して、【実行】をクリックします。 

 
  

Point︕ 
＜65＞「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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6.1.5 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 ユーザごと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 ユーザごとに指定して、個別にメールオプション設定を変更します。 

 

1. 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。 

 
 

⇒ 一括変更する場合は【一括設定】へ 
 

2. 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】をクリックして、③へ進みます。 
 

3. 設定内容を選択します 
設定後は【決定】をクリックして、④へ進みます。 

 
 

4. 設定内容を確認します 
③で指定した内容を表示します。内容を確認のうえ

【決定】をクリックして、⑤へ進みます。 
 

5. 実行します 
内容を確認して、【実行】をクリックします。 

  

Point︕ 
＜65＞「メールオプション設定で設定可能な項目に
ついて」 

Point︕ 
＜59＞「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。 
 

 

1. 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】をクリックして、2 へ進みます。 

 
 
⇒ 1 ユーザごとに変更する場合は【個別設定】へ 

 
2. 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】をクリックして、

3 へ進みます。 
 

3. 設定内容を確認します 
2 で選択したパターン内容を表示します。内容を確

認のうえ【決定】をクリックして、4 へ進みます。 
 

4. 実行します 
内容を確認して、【決定】をクリックします。 

 
  

Point︕ 
＜59＞「デバイスを検索するには」 
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6.1.6 ポイント・注意事項 

ポイント 
＜59＞「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。 

 

1. 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。 

 

2. 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。 

 

3. 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。 

 

4. 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。 

 

5. 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。 

 
＜60＞「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。
先頭文字は英字にしてください。 
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＜61＞「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。 

 
＜62＞「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。 

 
＜63＞「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)。 

 
＜64＞「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。 

 
＜65＞「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 

 
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。 
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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。 

・ メールアドレス変更後は、デバイス側で「iPhone/iPad 初期設定」のプロファイルの再インストールが必要です。 
 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。 
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6.2 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。 

メニュー名をクリックし、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 
「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
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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。 
 

6.2.1 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 

 

1. 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。 
 

2. 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、2 へ進

みます。 

 

 

 

 
 

3. 実行します 
内容を確認して、【実行】をクリックします。 

 
  

Point︕ 
＜69＞「sp モードでドコモ電話帳を利用するには」 

Point︕ 
＜68＞「すべてのサイトアクセスを禁止する場合」 

Point︕ 
＜67＞「デバイスごとの動作の違いについて」 

Point︕ 
＜66＞「ホワイトリスト作成の入力項目について」 
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6.2.2 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 

 

1. 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。 
 

2. 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。 

 
3. 実行します 

内容を確認して、【実行】をクリックします。 

 
 
  

Point︕ 
＜67＞「デバイスごとの動作の違いについて」 

Point︕ 
＜70＞「デバイスを検索するには」 
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6.2.3 ポイント・注意事項 

ポイント 
＜66＞「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。 

 

＜67＞「デバイスごと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 分ごと 

(※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 時間ごと 

ドメイン前方一致 

 

制限可 

(※3) 

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 
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※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 

(※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。 

 
＜68＞「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。 

 
＜69＞「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。 
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＜70＞「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。 

 

1. 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。 

 

2. 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。 

 

3. 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。 

 

4. 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。 

 

5. 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。 
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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。 
・ ビジネスアクセスマネージャーをご利用の場合、ビジネスアクセスマネージャーの制限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。 

 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。 
 App Store からのアプリのダウンロード、インストールに失敗する可能性があります。一度ブラウザ利用制限の対象外とするか、

ホワイトリストに「http://apple.com/」を追加してください。 
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7. 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。 
 
7.1 ロック 
7.2 利用中断 
7.3 初期化 
  



操作マニュアル_iOS_4.0 版 

©2022 NTT DOCOMO, INC. All Rights Reserved. 
171 

7.1 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。 
メニュー名をクリックし、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 WS1 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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7.1.1 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 ユーザごとに行います。 
 
操作手順 

 

1. 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。 

 
 

2. 実行します 

内容を確認して、【実行】をクリックします。

 

 

 
 

  

Point︕ 
＜74＞「処理結果について」 

Point︕ 
＜73＞「iOS デバイスの紛失モードを有効にするに
は」 

Point︕ 
＜72＞「ロック方法について」 

Point︕ 
＜71＞「デバイスを検索するには」 
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7.1.2 ポイント・注意事項 

ポイント 
＜71＞「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。 

 

1. 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。 

 

2. 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。 

 

3. 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。 

 

4. 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。 

 

5. 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。 

 
＜72＞「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。 
 

＜73＞「iOS デバイスの紛失モードを有効にするには」 
iOS デバイス向けの「紛失モード」を有効にするには、WS1 管理画面で行います。紛失モードの利用については「9.12 紛失モード
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の有効化・無効化を実施する」にてご確認ください。 
 

＜74＞「処理結果について」 
ロック処理結果は、WS1 管理画面の「イベントログ」より確認します。 

 

 

1. 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。 

 
 

2. 「その他」から「トラブルシューティング」を選
択します。 

 
 

3. 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。 
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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されません。 
 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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7.2 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。 

メニュー名をクリックし、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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7.2.1 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 ユーザごとに行います。 
 
操作手順 

 

1. 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。 

 
 

2. 実行します 
内容を確認して、【実行】をクリックします。 

 
 

7.2.2 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 

 

1. 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。 

 
 

2. 実行します 
内容を確認して、【実行】をクリックします。 

  

Point︕ 
＜71＞「デバイスを検索するには」 

Point︕ 
＜71＞「デバイスを検索するには」 
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7.2.3 ポイント・注意事項 

ポイント 
＜75＞「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。 

 

1. 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。 

 

2. 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。 

 

3. 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。 

 

4. 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。 

 

5. 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、再開後にパケット通信を行うため、電源再起動(電源 OFF／ON)を行う必要があります。 
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7.3 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。 
 
■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。 
メニュー名をクリックし、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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7.3.1 初期化する 

操作手順 
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、工場出荷時の状態に戻します。本機能の操作は 1 ユーザごとに
行います。 

 

1. 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、2 へ進みます。 

 

 
2. 実行します 

内容を確認して、【実行】をクリックします。

 
 

7.3.2 ポイント・注意事項 

ポイント 
＜76＞「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。 

 

1. 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。 

 

2. 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。 
 

3. 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。 

Point︕ 
＜76＞「デバイスを検索するには」 

Point︕ 
＜77＞「初期化の処理結果について」 
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4. 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。 

 

5. 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。 

 

＜77＞「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」より確認できます。 

 
 
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。 

 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

ている場合は復元可能です)。 
 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の構成プロファイルも削除されますので、再度設定が必要

となります。 
 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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8. 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。 
 
8.1 共有電話帳管理 
8.2 メッセージ配信 
8.3 メッセージ一括送信 
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8.1 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)の管理、配信、削除
指示を行います。 
 
■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。 
メニュー名をクリックし、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 
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「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。 
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8.1.1 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 

 

1. 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。 
 

※他の管理者の作成した共有電話帳を一般管理
者は編集することはできません。編集する場合は、

特権管理権限を付与してください。 
 

2. 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 

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。 

 

 

 
 

3. 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。 

Point︕ 
＜80＞「共有電話帳を削除するには」 

Point︕ 
＜79＞「共有電話帳の作成フォーマットについて」 
 

Point︕ 
＜78＞「共有電話帳作成の入力と設定項目につ
いて」 
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4. 実行します 

内容を確認して、【実行】をクリックします。 
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8.1.2 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 

 

1. 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。 

 
 

2. 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。 
 

 
 

3. 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。 

 
 

4. 実行します 
内容を確認して、【実行】をクリックします。 

 
  

Point︕ 
＜82＞「更新タイミングについて」 

Point︕ 
＜80＞「共有電話帳を削除するには」 

Point︕ 
＜81＞「デバイスを検索するには」 
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8.1.3 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 

 

1. 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。 

 
 

2. 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。 

  
3. 実行します 

内容を確認して、【実行】をクリックします。 

 
 

 
  

Point︕ 
＜84＞「圏外などの理由で削除ができない場合」 

Point︕ 
＜81＞「デバイスを検索するには」 

Point︕ 
＜83＞「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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8.1.4 ポイント・注意事項 

ポイント 
＜78＞「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。 

 

＜79＞「共有電話帳の作成フォーマットについて」 
⇒別紙「操作マニュアル 付録」の「「共有電話帳作成」用フォーマット」を参照してください。 

共有電話帳は最大 100 ファイルまで作成できます。 
 

＜80＞「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。 
 

＜81＞「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。 

 

1. 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。 

 

2. 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。 

 

3. 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。 
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4. 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。 

 

5. 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。 

 

＜82＞「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。 

 
＜83＞「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。 

 
＜84＞「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。 
 
注意事項 
 機能共通 

・ iPad は非対応です。 
・ iPhone で本機能を利用する場合、あんしんマネージャーアプリのインストールが必要です。 

 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
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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。 
・ 共有電話帳配信の対象が iPhone の場合、共有電話帳作成には「カナ」の入力を行ってください。 

カナ未入力のまま作成、配信を行うと、iPhone の「連絡先アプリ」および「電話アプリ」が正常に起動しないケースが確認されて
います（2020/3/30 現在）詳細は「操作マニュアル 付録」をご確認ください。 

 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。 
・ 共有電話帳が配信されると、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反映を行っ

てください。 
・ 共有電話帳のデータは、あんしんマネージャーから配信したデータのみに対して上書きで配信・登録されます。個人で作成したデ

ータに影響を及ぼすことはありません。 
・ iCloud など、クラウドに連絡先を同期してご利用される場合、あんしんマネージャーから配信した電話帳がクラウド同期されること

により連絡先が重複するケースがございます。これは iOS デバイスにおけるクラウド同期の仕様動作であり、あんしんマネージャー
から削除することはできません。重複データを削除する場合は、デバイスから個別削除またはご利用のクラウド側で削除を実施い

ただく必要があります。 
※デバイスにあんマネアプリのバージョン 7.1.0 以降がインストールされた後に配信されたデータが重複した場合のみ、利用者操

作によって重複データの削除が可能です。重複データ削除方法については、「あんしんマネージャー利用者マニュアル（⑤ 重複
した共有電話帳を削除する）」を参照ください。 

・ 制限ペイロードにて、以下の 2 つの項目を禁止とした制限プロファイルを適用すると、あんマネアプリから連絡先アプリへの共有電
話帳配信がエラーとなります。共有電話帳配信をご利用の場合は、ご留意ください。 

(a)管理ソースから管理外デスティネーションへのファイル操作を許可 
(b)管理外ソースから管理下デスティネーションへのファイル操作を許可」 

 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。 
・ 電話帳削除を行うためにはユーザ操作が必要です。 

・ クラウド同期などを利用して重複してしまったデータをあんしんマネージャーから削除することはできません。 
・ 制限ペイロードにて、以下の 2 つの項目を禁止とした制限プロファイルを適用すると、あんマネアプリから連絡先アプリへの共有電

話帳配信がエラーとなります。共有電話帳配信をご利用の場合は、ご留意ください。 
(a)管理ソースから管理外デスティネーションへのファイル操作を許可 

(b)管理外ソースから管理下デスティネーションへのファイル操作を許可」 
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8.2 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。 

メニュー名をクリックし、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_iOS_4.0 版 

©2022 NTT DOCOMO, INC. All Rights Reserved. 
193 

■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。 
 

8.2.1 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 

 

1. 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。 

 

 
 

2. 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。 

 
 

3. 実行します 
内容を確認して、【実行】をクリックします。 

  

Point︕ 
＜86＞「メッセージ作成時の入力規則」 

Point︕ 
＜85＞「テンプレートの作成数」 
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8.2.2 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 

 

1. 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。 

 
2. 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。 

 

 
  

3. 実行します 
内容を確認して、【実行】をクリックします。 

 
  

Point︕ 
＜87＞「デバイスを検索するには」 
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8.2.3 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 

 

1. 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。 
 

2. 送達状況を確認します 
送達状況をデバイスごとに一覧表示します。 

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。 

 
3. 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︕ 
＜88＞「送達状況のステータスと保持期限」 
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8.2.4 ポイント・注意事項 

ポイント 
＜85＞「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。 
 

＜86＞「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。 

 

＜87＞「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。 

 

1. 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。 

 

2. 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。 
 

3. 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。 

 

4. 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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5. 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。 

 
＜88＞「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 
 機能共通 
・ 安否確認等緊急用途でのご利用は推奨していません。 

・ iPad は非対応です。 
 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。 
・ メッセージを確認するには、あんしんマネージャーアプリのインストールが必要です。あんしんマネージャーアプリがインストールされて

いない場合でも、管理者からメッセージ送信することは可能ですが、デバイスからメッセージ内容を確認することができません。 
・ メッセージ送信を実施した後、デバイスにて SMS をタップした際、「メッセージ配信はご利用いただけません」とエラー表示される場

合があります。エラー表示された場合は、あんしんマネージャーアプリのポータル画面を下にスワイプしてください。最新データを取得
し、配信されたメッセージを確認することができます。 

 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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8.3 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。 
 
■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 
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8.3.1 メッセージ一括送信 
「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 

 

1. 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。 

 
2. 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。 

 
  

3. 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。 
 

4. 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︕ 
＜91＞「チェック・メッセージ送信状況」 

Point︕ 
＜90＞「不備があった場合の表示」 

Point︕ 
＜89＞「不備があった場合の対応方法」 
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8.3.2 ポイント・注意事項 

ポイント 
＜89＞「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。 

 
＜90＞「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。 

 

＜91＞「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
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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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9. Workspace ONE 
WS1 の機能について説明します。 
 
9.1 スマートグループを作成する 
9.2 デバイス機能を制限する 
9.3 プロファイルの便利な配布方法 
9.4 アプリを配布する 
9.5 アプリを削除する 
9.6 ブックを配布する 
9.7 順守ポリシーを作成する 
9.8 デバイス更新を設定する 
9.9 Intelligent Hub 設定 
9.10 MDM サンプルスケジュールを設定する 
9.11 位置情報を確認する 
9.12 紛失モードの有効化・無効化を実施する 
9.13 パスコードを削除する 
9.14 モニタでデバイス状態を確認する 
9.15 E メール通知機能を設定する 
9.16 電話番号表示を有効にする 
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9.1 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。たとえば、組織グループ A にはパスコード必須のプロファイルを適
用しておき、組織グループ A に含まれる一部ユーザのみカメラを禁止したい、といった場合にスマートグループを利用します。 
 
■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」「デバイスまたはユーザー」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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9.1.1 組織グループとスマートグループの違い 
WS1 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、作成方法は以下の通りです。 

 
■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 

※ホワイト/ブラック/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。 

WS1 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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■WS1のポリシー適用の考え方 
 

 
 
  



操作マニュアル_iOS_4.0 版 

©2022 NTT DOCOMO, INC. All Rights Reserved. 
207 

9.1.2 スマートグループを作成する 
 
操作手順 

 
 

1. グループ管理のメニューを選択します。 
グループを選択のうえ【編集】をクリックして、次へ進

みます。 

 
 

2. 「割り当てグループ」を選択します。 

 
 

3. 「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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4. 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。 

 
 

5. スマートグループの条件を設定します。 

「条件」または「デバイスまたはユーザー」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」を指定した場合の作成方法で
説明しています。 

 
 

6. 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︕ 
＜93＞「スマートグループのタイプについて」 

Point︕ 
＜94＞「スマートグループ作成時のパラメータ」 
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7. デバイスプレビューを有効にし、割り当てデバイス
を確認します。 

 
 

8. 内容を確認のうえ、【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。 

 
 

9. 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。 

 

 

 
  

Point︕ 
＜95＞「グループリスト表示の見方について」 
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9.1.3 ポイント・注意事項 

ポイント 
＜92＞「グループ作成後はWS1の組織グループとして連携されます」 

 
 

WS1 管理画面にて、組織グループの切り替え表示
を確認すると、作成したグループが反映していることが
確認できます。 

＜93＞「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 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ー 
WS1 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。 
※WS1 に未加入のデバイスは選択できません。 

 
 
＜94＞「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。
WS1 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。 
※iOS、Android、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） この条件は「プラットフォームと OS」で選択したモデルで抽出します。 
エンタープライズ 
OEM バージョン 

このフィルタは Android デバイスのみに適用されます。メーカー提供のバージョンを指定しま
す。 

加入カテゴリ 

以下フィルタから選択します。 
・Apple-DEP 加入済み・・・ABM デバイス管理を利用して加入した iOS デバイスのこと 
・Apple-監視対象・・・デバイスに監視モードが適用されている iOS デバイスのこと 
・Andorid（Legacy）・・・通常の Android デバイスのこと 
・Android Enterprise・・・企業専用に設定された Android デバイスのこと 

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。 

 
＜95＞「グループリスト表示の見方について」 
グループリスト表示ではあんしんマネージャー管理画面から作成した「組織グループ」と WS1 から作成した「スマートグループ」を表示し
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ます。管理元のグループやグループタイプなど、グループの種別を表示します。 

 
 

No 項目 説明 
① グループ 組織グループ、スマートグループの名称を表示します。 
② 管理元 当該グループを作成した管理元組織を表示します。 
③ グループタイプ 当該グループのグループ種別(組織グループ、またはスマートグループ)を表示します。 

④ 割り当て 
当該グループが割り当てられている(または除外されている)ポリシー数を表示します。リ
ンクをクリックすると、該当ポリシーを表示します。スマートグループを削除する場合、割り
当て中のポリシーから外さなければスマートグループの削除はできません。 

⑤ 除外 
当該グループが割り当てを除外しているポリシー数を表示します。リンクをクリックすると、
該当ポリシーを表示します。スマートグループを削除する場合、割り当て中のポリシーか
ら外さなければスマートグループの削除はできません。 

⑥ デバイス 
当該グループに含まれるデバイス数を表示します。リンクをクリックすると、該当デバイスを
表示します。 

  

 
注意事項 
 スマートグループ 

・ スマートグループの削除 
ポリシーに割り当てられているスマートグループ、および割り当ての除外に使用されているスマートグループは削除できません。 

グループと設定 > グループ > 割り当てグループのページ内、「割り当て]列および「除外」列で、スマートグループの削除のため
に割り当てを解除する必要があるすべての関連ポリシーを確認してください。 
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9.2 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。 
また、プロファイル作成時には 1 プロファイルに 1 ペイロードとし、複数のペイロードを混在させないように作成することを推奨します。 
 
■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。 

③ 保存して公開 プロファイルを保存してデバイスに配布します。 
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9.2.1 プロファイルを作成し配布する 
 
操作手順 

 

1. 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。 

 

 

2. 「プロファイル」へ進み、「追加」を選択します。 

 

3. 「追加」ボタンから「プロファイルを追加」を選択し

ます。 

Point︕ 
＜96＞「作成画面へのショートカット機能について」 
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4. プラットフォームを選択します。 
「Apple iOS」を選択します。 

 

5. 「デバイスプロファイル」を選択します。 

 

6. 「全般」タブにてプロファイル作成に必要な項目

を入力します。 
必要な項目を入力します。 

プロファイルの配布先はグループから指定します。 
 

 

Point︕ 
＜97＞「全般タブで入力する項目について」 
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7. パスコードなど設定するペイロードを選択して構
成します。 

パスコードや制限事項など必要に応じて構成しま
す。 

設定内容を決定するには【保存して公開】をクリッ
クします。 

 

 

 
 

8. デバイスにプロファイルを配布します。 

割り当て対象のデバイスを確認のうえ、【公開】を
クリックして、デバイスに配布します。 

 

 

9. 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。 

  

Point︕ 
＜99＞「パスコードのペイロードは忘れずに作成
しましょう」 

Point︕ 
＜98＞「ペイロード毎のプロファイル作成を推奨
します」 

Point︕ 
＜100＞「加入時に自動でプロファイル・アプリを
配布する」 
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9.2.2 プロファイルを編集して配布する 
 
操作手順 

 

1. 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。 

 

2. 編集するプロファイルを選択します。 

 

3. 「バージョン追加」を選択すると、既存プロファイ

ルのペイロードを編集することができます。 
「バージョン追加」をクリックすると、バージョンが 1 つ

上がります。続けて、編集するペイロードを選択し
ます。 

 
※ペイロードの編集をせず、割り当てるスマートグ

ループのみ追加/変更する場合は、バージョン追加
は不要です。割り当てるグループを指定して「保存

して公開」をしてください。 
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4. ペイロードを編集し、「保存して公開」をクリックし
ます。 

 

5. 割り当て中デバイスがプレビュー表示されます。

確認後、「公開」をクリックすると、バージョンが上
がった編集後のプロファイルがデバイスに公開さ

れます。 

 
  



操作マニュアル_iOS_4.0 版 

©2022 NTT DOCOMO, INC. All Rights Reserved. 
218 

9.2.3 プロファイルをアップロードして配布する 
Apple Configurator などを利用して作成したプロファイル(XML ファイル)を WS1 にアップロードし、デバイスへ簡単に配布することがで
きます。多数のデバイスの構成作業を一括して行う、独自の電子メール設定やネットワーク設定をまとめて実施する、多数のデバイスの
認証を行う、などの目的に有用です。 
 
操作手順 

 
 

1. メインメニューから「デバイス」-「プロファイルとリソ
ース」から「プロファイル」を選択します。 

 
 

2. 「追加」-「プロファイルをアップロード」を選択しま

す。 

 
 

3. ファイルのアップロード画面より「アップロード」を
選択します。 

 

 

 

Point︕ 
＜102＞「同一識別子のプロファイルのアップロードの
際は」 

Point︕ 
＜101＞「構成プロファイルはお客様ご自身で作成
してください」 
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4. アップロードするファイルを選択のうえ、保存しま
す。 

 
 

5. アップロードするファイル名が表示されます。確認

のうえ、「続行」をクリックします。 

 

6. 「全般」タブにて必要事項を入力し、プロファイル

を配布するグループを割り当て、「保存して公開」
をクリックします。 
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7. 「デバイス割り当て表示」にて割り当てデバイスを
確認のうえ、「公開」をクリックします。 

 

8. プロファイルのリスト表示画面にアップロードした
プロファイルが表示されたら、アップロードとデバ

イスへの配布は完了です。 

 

 

  

Point︕ 
＜104＞「他のプロファイルと制限項目が重複する
場合」 

Point︕ 
＜103＞「アップロードしたプロファイルの構成内容は
WS1 から変更できません」 
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9.2.4 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、WS1 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、WS1 から完全に削除することが可能です。 
 
操作手順 

 
 

1. 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。 

 
 

2. 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。 

 

3. 「削除」を選択します。 

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︕ 
＜105＞「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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4. プロファイルを削除しました。 

デバイスに割り当て済みのプロファイルの場合、該
当のプロファイルがデバイスから削除されます。 

また、削除したプロファイルは WS1 上で「非アクテ
ィブ」なプロファイルとしてマークされます。 

 

 

 

5. 「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。 

 

6. プロファイルをWS1から完全に削除するには「そ

の他のアクション」をクリックして、「削除」を選択
します。 

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︕ 
＜106＞「プロファイルの状態変化について」 
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7. WS1上から完全に削除されました。 
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9.2.5 プロファイルのインストール状況を確認する 

操作手順 

 

1. 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。 

 

2. 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」(a)をクリックして、3 へ進みます。 
 

▼b 
「表示」リンクから状況を確認することもできます。 

 

 
 

 

3. インストール状態を一覧で表示します。 

▼a 
インストール状態を表示します。 

 
▼b 

デバイスへの割当結果を表示します。 
保留と表示されている場合、デバイスが WS1 サー

バと通信可能となると、順次コマンドを受け取りま
す。 

 
▼c 

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。 
 

▼d 

Point︕ 
＜107＞「表示リンクについて」 
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プルダウンで状態別に表示可能です。 

9.2.6 ポイント 

ポイント 
＜96＞「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。 

 

WS1 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 

社内アプリケーション 

パブリックアプリケーション 
 

 

＜97＞「全般タブで入力する項目について」 

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。 

バージョン 
バージョン追加により決定されるプロファイルの現行バージョンを表示します。読み取り
専用です。すでに作成済みのプロファイルを編集する場合は「バージョン追加」を行うこ

とで、バージョンが上がります。 

説明 プロファイルの目的について簡単な説明を記入します。 

展開 

デバイスの加入解除時に、プロファイルが自動的に削除されるかを決定します。 

管理対象 プロファイルは削除されます。 

手動 
ユーザが削除するまで、プロファイルはインストールされたままです。 
※現在ご利用いただけません 

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 
※現在ご利用いただけません 

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。 
※全般タブ内の「展開」の設定を「手動」にした場合の設定値です。 

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。 
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スマートグループ 
デバイスプロファイルを適用したい割り当てグループを「組織グループ」または「スマートグ
ループ」から選択します。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 
「はい」を選択すると、除外する割り当てグループの記入欄が表示され、このデバイスプ
ロファイルの割り当てから除外したい割り当てグループを選択できるようになります。 

デバイス 
割り当て表示 

割り当てられるグループ欄で選択を行った後、このボタンを使用して、このプロファイルが
割り当てられるすべてのデバイスの一覧を確認できます。この一覧には、グループの割り

当てと除外が反映されています。 

追加の割り当て条件 

チェックボックスを使用して、このプロファイルの追加の制限を有効にします。 

選択したエリア内の 

デバイスのみにインストール 
※Hub が必要 

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。 
※デバイスに Hub アプリがインストールされていることが必

要です 

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 

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。 

削除日 
プロファイルがデバイスから削除される日付です。YYYY/MM/DD の形式で、未来の日

付を使用してください。 

 
＜98＞「ペイロード毎のプロファイル作成を推奨します」 

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」といったように、ペイロードごとに分けてプロファイル作成することを推
奨しています。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、どのペイロードが影響を与

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 WS1 ではペイロードごとにプロファイルを作成することを推奨しています。 
 

＜99＞「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な

り、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。 

利用者が万一デバイスを紛失した場合でも、事前にパスコード設定が適用されていることで、パスコードロックを解除しない限り画面ロ
ックは解除されません。セキュリティの観点からパスコードのプロファイルは事前に適用しておくことを強く推奨します。 

 
＜100＞「加入時に自動でプロファイル・アプリを配布する」 

あらかじめプロファイルの割り当て対象を設定しておくことで、デバイスが WS1 に加入したタイミングで、プロファイルをデバイスに適用す
ることができます。WS1 管理画面にて、組織グループまたはスマートグループに対して、パスコードや制限事項のプロファイルを割り当て

ておくことで、デバイスのアクティベーションが完了し WS1 に加入すると、デバイスが属するグループのプロファイルが自動で割り当てられ
ます。プロファイルのほかに、配布したいアプリなども割り当てることが可能です。 
手順 操作者 操作画面 必要な操作 
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１ 管理者 あんマネ 管理画面にてグループ(組織グループ)を作成し、メンバー登録を行う 
1-2 管理者 WS1 必要に応じてスマートグループを作成する※ 
２ 管理者 WS1 プロファイル・アプリ配布設定を組織グループまたはスマートグループ単位で実施する 
３ 管理者 あんマネ 「ユーザ登録」を実施する 
４ 管理者 あんマネ 「利用開始通知送信」を実施する 
５ 利用者 ― 届いた通知より初期設定(アクティベーション)を実施する 
６ 利用者 ― 手順 2 で割り当てしているプロファイル・アプリが配布される 
※スマートグループの設定タイプを「デバイスまたはユーザを選択」で作成する場合は、WS1 加入済みデバイスのみ登録できます。 

 
＜101＞「構成プロファイルはお客様ご自身で作成してください」 

構成プロファイルは、お客様自身にて Apple Configurator2 で作成したものをご利用ください。 
また、他企業が作成した構成プロファイルや Web からダウンロードした構成プロファイルの WS1 へのアップロードは行わないでください。 

 
＜102＞「同一識別子のプロファイルのアップロードの際は」 

構成プロファイルには識別子が付与されていますが、この識別子はユニーク(一意)である必要があります。 
WS1 にアップロードしようとしている構成プロファイルが、Apple Configurator2 で作成しデバイスにインストール済みのプロファイルと

同じ識別子の場合、アップロードすると当該プロファイルがデバイスから削除されます。 
Apple Configurator2 で作成したプロファイルを WS1 にアップロードする場合は、同一識別子のプロファイルがデバイスにインストー

ルされていないことを確認したうえで実施ください。 
 

＜103＞「アップロードしたプロファイルの構成内容はWS1から変更できません」 
Apple Configurator などを用いて作成した構成プロファイル(XML ファイル)は、アップロード後に WS1 管理画面から構成内容を

修正することはできません。アップロードしたファイルの構成内容を変更する場合は、新たに作成し再アップロードを実施してください。修
正前のプロファイルは必要に応じてプロファイルの削除を実施してください。 

 
＜104＞「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 

 
＜105＞「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
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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。 

 
＜106＞「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、WS1
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、WS1 から完全に削除されます。 

 

＜107＞「表示リンクについて」 
表示リンクでは、インストール状態別のデバイス数を確認できます。対象のステータスをクリックすることで、当該ステータスに属するデバ

イスを確認することも可能です。 

状態 説明 

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。 

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。 

割り当て プロファイルが割り当てられたデバイスの総数を表示します。 
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9.3 プロファイルの便利な配布方法 
プロファイルはジオフェンス（位置指定）やタイムスケジュール（時間指定）で指定した割り当てグループへの配布が可能です。 
 

9.3.1 ジオフェンス(位置指定)で配布する 
WS1 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 

 
 

1. 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。 

 
 

2. 「+ジオフェンスエリア」を選択します。 



操作マニュアル_iOS_4.0 版 

©2022 NTT DOCOMO, INC. All Rights Reserved. 
230 

 
 

3. 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。 
 

 

 
 

4. 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。 

 
 

5. 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︕ 
＜108＞「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 

 
 

1. 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。 

 
 

2. 「プロファイル」へ進み、「追加」を選択します。 

 
 

3. 「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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4. 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。 
 

 

 

5. 「デバイスプロファイル」を選択します。 

 

6. 「全般」にて「割り当てグループ」と「追加の割り当
て条件」でジオフェンスを有効にします。 

▼a 
グループを指定します。 

 
▼b 

追加の割り当て条件として「選択したエリア内のデ
バイスのみにインストール」にチェックを入れます。 

 
▼c 

ジオフェンスを有効にすると「割り当てられるジオフェ
ンスエリア」を指定することができます。 

登録済みのジオフェンスエリアを指定します。エリア
は複数指定が可能です。 

Point︕ 
＜109＞「ジオフェンスが有効なプラットフォーム」 
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7. ペイロードを構成し、公開します。 
ジオフェンス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、「保存して公開」
をクリックして、割り当て対象のグループに配布します。 

プロファイルの作成と配布はこれで完了です。 
 

 

 
  

Point︕ 
＜98＞「ペイロード毎のプロファイル作成を推奨しま
す」 
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9.3.2 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 

 
 

1. メインメニューから「デバイス」-「プロファイルとリソ

ース」-「プロファイル設定」-「タイムスケジュール」
を選択します。 

 
 

2. 「スケジュールを追加」を選択します。 

 

3. スケジュールの名称とタイムゾーンを入力します。 

スケジュールの名称を入力し、タイムゾーンのデフォ
ルト表示をプルダウンから「(GMT+09:00)大

阪、札幌、東京」を選択します。 
 

タイムゾーンの設定が完了したら「スケジュールを追
加」をクリックして、4 へ進みます。 
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4. 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「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。 
 

 

 

5. 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︕ 
＜110＞「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 

 
 

1. 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。 
 

 
 

2. 「プロファイル」へ進み、「追加」を選択します。 

 
 

3. 「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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4. 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。 
 

 

 
 

5. 「デバイスプロファイル」を選択します。 

 

6. 「全般」にて「スマートグループ」と「追加の割り当

て条件」でスケジュールを有効にします。 
 

▼a 
グループを指定します。 

 
▼b 

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。 
 

▼c 
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。 

Point︕ 
＜111＞「タイムスケジュールが有効なプラットフォー
ム」 
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7. 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、「保存し
て公開」をクリックして、割り当て対象のグループに

配布します。 
 

プロファイルの作成と配布はこれで完了です。 
 

 
  

Point︕ 
＜98＞「ペイロード毎のプロファイル作成を推奨しま
す」 
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9.3.3 ポイント・注意事項 

ポイント 
＜108＞「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。 

 

＜109＞「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  ― 

 

＜110＞「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。 

 

＜111＞「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  ○ 
 

 
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> すべての設定> デバイスとユーザ> 全般> プライバシー) 
②Intelligent Hub 設定で、「位置データを収集｣が有効になっていること。 

 (グループと設定> すべての設定> デバイスとユーザ> Apple > Apple iOS >Intelligent Hub 設定) 
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9.4 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 WS1 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 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やインストール状態など、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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9.4.1 社内アプリを配布する 
 
操作手順 

 

1. 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「追加」をクリックし、アプリケーシ
ョンファイルを選択します。 

 
 

 

2. 社内アプリをアップロードします。 

【アップロード】ボタンをクリックします。 

 

3. アプリケーションファイルを登録します。 

【ファイルを選択】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。 

 

Point︕ 
＜112＞「作成画面へのショートカット機能
について」 

Point︕ 
＜113＞「アプリの登録上限について」 
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4. 【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。 

 

5. 社内アプリの名前を入力します。 
詳細タブにて、アプリの名前を入力します。 

入力が完了したら、【保存して割り当て】をクリ
ックします。 

 

 

6. 「配布」タブを設定します。 

名前* 配布設定の名称を入力 

説明 説明を入力 

割り当て 

グループ* 

アプリを割り当てるグループを

指定（複数可） 

展開の 

開始* 

配布開始日時を指定 

アプリ 
配信方法* 

「自動」または「オンデマンド」
から設定 

※「*」は必須入力項目です 

 

Point︕ 
＜114＞「アプリの配信方法について」 
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7. 「制限」タブを設定します。 
EMM 管理対象のアクセスを ON（緑）に変

更します。 

 
 

続けて、オプションを設定します。 

 

 

8. 「Tunnel とその他の属性」および「アプリケー
ション構成」タブは必要に応じて設定します。 

 

 

9. 入力後、【作成】をクリックします。 

 

10. 割り当て詳細画面で内容を確認のうえ、保
存します。 

 

Point︕ 
＜116＞「制限タブで設定する項目につい
て」 

Point︕ 
＜115＞「EMM 管理対象のアクセス、と
は」 

Point︕ 
＜122＞「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」 
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11. デバイス割り当てプレビューが表示されます。
確認のうえ、「公開」をクリックします。。 

公開をクリックすると、配布設定が実行されま
す。 

 

12. 社内アプリの詳細ページが表示されたら完了
です。 
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9.4.2 社内アプリのバージョンアップを実施する 
 
操作手順 

 

1. 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。 

 

2. 【バージョン追加】をクリックします。 

 

3. 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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4. 【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。 

 

5. 内容を確認のうえ【保存】をクリックします。 
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6. 詳細画面を確認します。 
▼a 

アップロードしたバージョンが表示されます。 
▼b 

現行の最新バージョンが表示されます。 
▼c 

以前のバージョンを回収するかどうか選択します。 
※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。 
 

※「更新通知」はご利用いただけません。 
 

 

7. 割り当てグループの確認を行い、【保存】をクリ

ックします。 

 

8. 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。 

Point︕ 
＜125＞「以前のバージョンを回収する、と
は」 
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9. 新バージョンが公開されました。 
 

 

10. 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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9.4.3 社内アプリのプロビジョニングプロファイルを更新する 
プロビジョニングプロファイルとは、開発した社内アプリを、iOS デバイスにインストールするために必要なファイルです。 
プロビジョニングファイルは、アプリケーション ID、デバイス識別子、開発者証明書等が含まれており有効期限は 1 年です。 
有効期限が切れると、インストール済み社内アプリは起動できなくなり、新規インストールも不可となります。プロビジョニングプロファイルを
更新し、デバイスにインストールが完了すれば、社内アプリを継続して利用可能です。そのため、アプリ開発ベンダーに期限内の更新を
依頼が必要です。 
ここではプロビジョニングプロファイルの更新手順について説明します。 
 

 
 
 
操作手順 

 

1. メインメニューから「アプリとブック」を選択しま

す。 
「社内」タブからプロビジョニングプロファイルの更新

を行うアプリケーションを確認します。 
有効期限が近付いている場合または有効期限

が切れている場合は、赤字で表示されます。 
 

赤字部分をクリックします。 
 

 

 

2. 「ファイル」タブが表示されます。 
プロビジョニングプロファイルの【更新】ボタンをクリッ

クします。 

Point︕ 
＜120＞「iOS アプリの有効期限について」 
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3. プロビジョニングプロファイルの項目から「変更」
をクリックします。 

 

4. 更新したプロビジョニングプロファイルを指定し
て保存します。 

 

5. 期限が延伸されたことを確認し、「保存して割り

当て」をクリックします。 
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6. 割り当てグループが表示されます。内容に変更
がなければ「保存」をクリックします。 

 

7. 割り当てデバイスのプレビュー画面を確認し、
「公開」をクリックします。 

 

8. 正常に完了しました。 

これにより新しいプロビジョニングプロファイルが割り
当て中のデバイスに自動でプッシュされます。 

 

 
 
  

Point︕ 
＜121＞「社内アプリの配布設定で“加入
解除時に削除”を OFF にしている場合はプ
ッシュされません」 
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9.4.4 社内アプリのインストール状況を確認する 
 
操作手順 

 

1. メインメニューから「アプリとブック」を選択しま
す。 

「社内」タブより状態を確認したいアプリを選択
します。 

 

 

2. 「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。 

 

 
 

 

3. 「デバイス」タブでは割り当て中のデバイスの
インストール状況を確認できます。 

 

 

  

Point︕ 
＜117＞「社内アプリの概要タブでできるこ
と」 

Point︕ 
＜118＞「表示される項目について」 
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9.4.5 パブリックアプリを配布する 
 
操作手順 

 

1. メインメニューから「アプリとブック」を選択しま
す。 

表示されるリスト表示の中から、「パブリック」タ
ブを選択します。 

 

 

2. 「アプリケーションを追加」をクリックします。 

 

3. 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「Apple iOS」を選択して、
「アプリストアを検索」から登録するアプリ名をを

入力します。入力後は【次へ】をクリックしてアプ
リの検索を行います。 

 

Point︕ 
＜112＞「作成画面へのショートカット機能
について」 

Point︕ 
＜119＞「パブリックアプリの検索について」 



操作マニュアル_iOS_4.0 版 

©2022 NTT DOCOMO, INC. All Rights Reserved. 
255 

 

4. 検索結果からアプリを選択します。 
検索結果を表示します。右上の「国」の選択を

「日本」に変更し、表示されているアプリの中か
ら該当のアプリを選択します。 

 
▼a 「国」 

国設定を「日本」に変えます。 
▼b 「選択」 

選択ボタンをクリックします。 

 

5. 「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のうえ、
【保存して割り当て】をクリックし割り当て画面に

移動します。 
 

 

6. 「配布」タブを設定します。 

名前* 配布設定の名称を入力 

説明 説明を入力 

割り当て 

グループ* 

アプリを割り当てるグループを

指定（複数可） 

アプリ 

配信方法* 

「自動」または「オンデマンド」

から設定 

※「*」は必須入力項目です。 

 
 

Point︕ 
＜114＞「アプリの配信方法について」 
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7. 「制限」タブを設定します。 
EMM 管理対象のアクセスを ON（緑）に変

更します。 

 
 
続けて、オプションを設定します。 

 
 

 

8. 「Tunnel とその他の属性」および「アプリケー

ション構成」タブは必要に応じて設定します。 

 

 

9. 入力後、【作成】をクリックします。 

Point︕ 
＜116＞「制限タブで設定する項目につい
て」 

Point︕ 
＜115＞「EMM 管理対象のアクセス、と
は」 

Point︕ 
＜122＞「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」 
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10. 割り当て詳細画面で内容を確認のうえ、保
存します。 

 

 

11. デバイス割り当てプレビューが表示されます。
確認のうえ、「公開」をクリックします。 

公開をクリックすると、配布設定が実行されま
す。 

手順の 6 で、割り当てタイプが「自動」の場合
は、公開後にデバイスへインストール要求のコマ

ンドを実行します。 
「オンデマンド」の場合は、インストールコマンド

は発行されないため、「Catalog」アプリよりイン
ストールを実施します。 

 

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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9.4.6 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 

 

1. メインメニューから「アプリとブック」を選択しま
す。 

表示されるリスト表示の中から、「パブリック」タブを
選択します。 

 

 

2. パブリックアプリの一覧から確認するアプリを選
択(a)します。 

 
▼b 

「表示」をクリックでも状況を確認できます。 

 

 

 

3. アプリの概要タブが表示されます。 

インストール詳細が項目別に表示されます。 
 

 

Point︕ 
＜123＞「インストールステータスについて」 

Point︕ 
＜124＞「パブリックアプリの概要タブででき
ること」 
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4. デバイスタブでは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。 

 
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、も同様にプッシュすることができます。 
 

 

9.4.7 ポイント・注意事項 

ポイント 
＜112＞「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。 

 

WS1 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 

社内アプリケーション 

パブリックアプリケーション 
 

 

＜113＞「アプリの登録上限について」 
1 つのアプリケーションファイルのファイルサイズ上限は 200MB となり、登録できる上限は、社内アプリおよびブックの合計で

25000MB です。 
 

＜114＞「アプリの配信方法について」 

設定値 説明 

自動 

自動展開方式です。 

デバイスのアクティベーション完了時（WS1 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場合は、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
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デバイスに表示されます。 

オンデマンド 
手動展開方式です。 
アプリは App Catalog に展開します。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。 

 
＜115＞「EMM管理対象のアクセス、とは」 

本設定は ON/OFF いずれに設定した場合でも、あんマネ WS1 において影響はありませんが、ON に設定することを推奨します。 
これは、MDMアクティベーションを実施したデバイスに対してのみ配布対象とする場合は ON、それ以外のデバイスでもインストールを

する場合は OFF、とする設定値です。 
しかしながら、あんマネ WS1 においてはアクティベーションを実施したデバイスしか存在しないことから、ON であっても OFF であっても

結果的に MDM アクティベーションを行ったデバイスにしか割り当たることはありません。そのため、設定値がデバイスに影響することは
ありませんが、表示上の問題から ON にしておくことを推奨いたします。 

 
＜116＞「制限タブで設定する項目について」 

設定値 初期値 説明 

加入解除時に削除 無効 有効にした場合、デバイスが MDM から加入解除された場合は、自動的にア
プリを削除します。 
社内アプリにおける無効時の注意︓ 

無効に設定されていて、プロビジョニングプロファイルが更新された場合、新しいプロビジョ

ニングプロファイルはデバイスに自動的に展開されません。新しいプロビジョニングプロファイ

ルが埋め込まれた新しいバージョンのアプリケーションが必要になります。 

削除を禁止 無効 有効にした場合、ユーザはアプリをアンインストールできません。 
※iOS 14 以降が必要です。 

アプリケーションのバックアップを防ぐ 無効 有効にした場合、アプリケーションデータは iCloud にバックアップされません。 

ユーザーがインストールしたアプリを 
MDM 管理対象にする 

無効 有効にした場合、MDM を使用してアプリケーションをプッシュする前にユーザが
そのアプリケーションをインストールすると、MDM がそのアプリケーションの管理を

代行します。監視モードデバイス上では、アプリケーションは自動（サイレント）
で管理されます。ユーザによる操作は不要です。 

非監視モードデバイス上では、ユーザは MDM による管理を受け入れるように
要求（デバイス上にプロンプト表示 ※下図参照）されます。ユーザによる操

作が必要です。 
MDM 管理対象となったアプリケーションは再インストールされず、データが失わ

れることはありません。アプリケーション管理において、構成値や VPN などの管
理設定を送信できます。 

 
なお、グループと設定 > すべての設定 > デバイスとユーザー > 全般 > 

プライバシー > 個人アプリケーション > にて「収集しない」に設定している場
合、この設定は無効です。 

 
参考︓非監視デバイスへのプロンプト例 
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＜117＞「社内アプリの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、アプリケーション展開の管理、管理機能の適用を行うことができます。 

分析 説明 

割り当ておよびインストールの詳細 このアプリケーションが WS1 から割り当てられているデバイスのインストールの詳細 

割り当てなしのインストール このアプリケーションの別のバージョンがインストールされているが、有効な割り当てが

行われていないデバイスの数が表示されます。割り当てが行われていないのは、その
デバイスでアプリケーションがサイドロードされていたか、以前に WS1 から割り当てら

れていたためです。 

インストール状態の詳細 デバイスからレポートされたデータを表しています。このアプリケーションのインストール

状態に関する詳細情報が含まれており、特定のバージョンには関連付けられていま
せん。 

 
＜118＞「表示される項目について」 

デバイスタブでは下記の項目が確認できます。 

表示内容  

アプリサンプル最終表示日時 アプリケーションリストサンプルで収集した最終の日時を表示します。 

アプリ状態 アプリのインストール状態を表示します。 

割り当て状態 割り当て状態を表示します。 

前回実行されたアクション ※ 実行された前回のアクションを表示します。 

インストール状態 アプリの管理状態を表示します。 

デバイス 対象のデバイスを表示します。クリックすると対象デバイスの詳細ページを開きま
す。 

ユーザー 対象のデバイスのアカウント情報を表示します。クリックすると対象デバイスのアカ
ウント情報が表示されます。 

ピアツーピア あんマネ WS1 ではご利用いただけません。常に「-」の状態で表示されます。 
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※「前回実行されたアクション」で表示されるステータスの例 

表示内容 説明 

デバイスへのインストール待機中 
WS1 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 
WS1 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 
WS1 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 WS1 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 
WS1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 

iOS 9 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、WS1 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 
WS1 管理画面から実行された管理アクションにより、WS1 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 
WS1 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 
WS1 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 

WS1 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 iOS 9 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 WS1 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 WS1 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 
WS1 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。 

ユーザーインストール済み 
WS1 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 WS1 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
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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。 

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 
WS1 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。 

 
＜119＞「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。アプリ名で検索が可能です。 

OS 検索方法 説明 備考 

Apple iOS アプリストアを検索 「App Store」のアプリを検索します。 URL 検索 非対応 

 
＜120＞「iOS アプリの有効期限について」 

iOS アプリには有効期限のある「iOS アプリ開発証明書」と「プロビジョニングプロファイル」が含まれており、それぞれ有効期限内に更
新をしなければ、アプリの継続利用ができません。有効期限の考え方と、必要な作業を以下に説明します。 

種類 目的 有効期限 必要な作業 

プロビジョニングプロファイル 
（別名︓Distribution プロファイル） 

開発中または評価用アプリ
を、iPhone/iPad にインスト

ールするため。 

作成から 
1 年間有効 

1 年ごとに更新が必要。 

iOS アプリ開発証明書 
（別名︓Distribution 証明書） 

信頼できる開発元かどうかを
確認するため。 

作成から 
3 年間有効 

3 年ごとに更新が必要。 

ただし開発証明書を更新した場
合は、ipa ファイルの作成し直し

（アプリのリビルド）が必要。 

 
＜121＞「社内アプリの配布設定で“加入解除時に削除”を OFF にしている場合はプッシュされません」 

社内アプリの「制限タブ」の設定で、“加入解除時に削除”を OFF にしているアプリの、プロビジョニングプロファイルが更新された場
合、新しいプロビジョニングプロファイルはデバイスに自動的に展開されません。新しいプロビジョニングプロファイルが埋め込まれた新し

いバージョンのアプリケーションが必要になります。 
 

＜122＞「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。 

 

1. 「構成を送信する」を ON にします。 

 
2. 左下「追加」をクリックし、連携サービスの

管理画面で取得した以下を入力します。 
 

構成キー︓各サービス毎に指定されます 
値タイプ︓各サービス毎に指定されます 
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構成値︓各サービスの環境毎に指定され
ます 

 

＜123＞「インストールステータスについて」 

状態 説明 

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。通信が可能となり次第、順次インストールされます。 

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。 

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。 

 

＜124＞「パブリックアプリの概要タブでできること」 
パブリックアプリの状態を確認することができます。 

分析 説明 

割り当ておよびインストールの詳細 このアプリケーションが WS1 から割り当てられているデバイスのインストールの詳細 

前回のアクションの詳細 ※ このアプリが割り当てられたデバイスに対して実行された最新のアクションの詳細を表

示します。 

割り当てなしのインストール このアプリケーションの別のバージョンがインストールされているが、有効な割り当てが
行われていないデバイスの数が表示されます。割り当てが行われていないのは、その

デバイスでアプリケーションがサイドロードされていたか、以前に WS1 から割り当てら
れていたためです。 

インストール状態の詳細 デバイスからレポートされたデータを表しています。このアプリケーションのインストール
状態に関する詳細情報が含まれており、特定のバージョンには関連付けられていま

せん。 

 

※「前回実行されたアクション」で表示されるステータスの例 

表示内容 説明 

デバイスへのインストール待機中 
WS1 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 
WS1 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 

WS1 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 WS1 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 
WS1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 
iOS 9 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、WS1 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。 
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MDM 削除済み 
WS1 管理画面から実行された管理アクションにより、WS1 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 
WS1 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 
WS1 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 

WS1 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 iOS 9 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 WS1 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 WS1 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 
WS1 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。 

ユーザーインストール済み 
WS1 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 
WS1 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。 

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 
WS1 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。 

 
＜125＞「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。 
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注意事項 
・ パブリックアプリの登録の際、アプリケーション追加時画面にて「保存に失敗しました フィールドは 255 文字以内にする必要があ

ります。」と表示され、アプリケーションが登録できないケースがあります。 

これは、App Store へのリンクの URL が日本語を含む URL となっており、この App Store URL フィールドがあんマネ WS1 の
仕様上では 255 文字の制限となっていることから、文字数をオーバーしていることでエラーとなり保存ができません。本事象は改

修予定となっておりますが、対応時期は未定です。登録をお急ぎの場合は、下記方法にてご対応ください。 
 

１）アプリリスト表示画面から「アプリケーションを追加」ボタンをクリックし、対象アプリを検索・選択します。 
２）「アプリケーションを追加」画面で、キーボードの F12 キーを押し、ブラウザの開発ツールを表示します。 

３）Chrome の場合、[Elements]タブで Ctrl+F キーを押下し検索ボックスを表示させ、 
   「https://apps.apple.com」を検索すると「フィールドは 255 文字以内にする必要があります。」のメッセージと、 

   エンコードされた App Store の URL が含まれるセクションが見つかります。 
４）この「value=」の URL 部分で右クリックし「Edit as HTML」を選択し、URL のエンコードされた部分 

  （「～app/」以降、「/id～」の文字列の間）を任意の文字列(例︓anmane)に変更します。 
   ※URL 先頭の「https://apps.apple.com/jp/app/」と末尾の「/idXXXXXXXXXX?uo=4」は 

    変更しないようご注意ください。 
５）変更後、WS1 管理画面で「保存して割り当て」をクリックすると、エラー発生無く割り当て画面に移行可能です。 

   ※任意の文字列に変更した URL の部分は、Apple のサイト上でも任意の文字列を指定できるセクションのため、 
   変更後も末尾の「id」の部分が正しければ App Store のリンクから該当アプリのページにアクセスすることが可能です。 
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9.5 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、
WS1 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 WS1 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【9.5.5 ポイント】
を参照してください。 
また、利用者が、AppStore を利用し、個別でインストールしたアプリについては、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。 
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【9.2 デバイス機能を制限する】より、制限事項のプロファイルにて「App 
Store」の利用を許可しないことを推奨します。 
 
■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 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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9.5.1 社内アプリを削除する（1個のバージョンの場合） 
公開している社内アプリのバージョンが一つのみで、そのアプリを削除する場合は下記手順で行います。 
 
削除対象のアプリをインストールしているデバイスが大量にある場合、WS1 のアプリの削除防止対策機能により、削除指示が分割され
る場合があります。 

 
 
操作手順 

 

1. メインメニューから「アプリとブック」を選択しま
す。 

「社内」タブを選択し、削除するアプリをラジオボタ
ンで選択します。 

 

2. 上部に表示される【削除】ボタンをクリックしま
す。 

Point︕ 
＜133＞「アプリ削除防止対策により削除指示が
分割される場合があります」 
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3. セキュリティ暗証番号を入力すると削除されま
す。 

セキュリティ暗証番号入力後、このアプリケーショ
ンがデバイスから削除されます。 

WS1 管理画面上では使用停止（回収済
み）になります。 

 

 
 

 

4. アプリケーションは削除され、リスト表示に戻り
ます。 

削除コマンドがデバイスにプッシュされました。順
次デバイスから削除されます。 

WS1 管理画面に登録されていたアプリは回収
済みアプリとしてアクティブなアプリリストから消えま

した。 

 

5. WS1管理画面から完全にアプリケーションファ
イルを削除するには、フィルタ検索を利用し「回

収済み」アプリを検索します。 
フィルタ機能から「状態」が「回収済み」のアプリを

検索します。 
 

Point︕ 
＜129＞「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︕ 
＜128＞「セキュリティ暗証番号とは」 
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6. 完全に削除するアプリケーションを選択して削
除します。 

ラジオボタンで完全に削除するアプリを選択し、
上部に表示される【削除】ボタンをクリックします。 

 

7. セキュリティ暗証番号を入力すると、完全に削

除されます。 
管理画面から完全に削除され、本操作は取り

消しできません。 

 

 

 

8. 完全に削除されました。 

  

Point︕ 
＜129＞「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︕ 
＜128＞「セキュリティ暗証番号とは」 



操作マニュアル_iOS_4.0 版 

©2022 NTT DOCOMO, INC. All Rights Reserved. 
272 

9.5.2 社内アプリを削除する（複数バージョンある場合） 
公開している社内アプリのバージョンが複数あり、すべてのバージョンを削除する場合は下記手順で行います。 
 
削除対象のアプリをインストールしているデバイスが大量にある場合、WS1 のアプリの削除防止対策機能により、削除指示が分割され
る場合があります。 

 
 
操作手順 

 

1. メインメニューから「アプリとブック」を選択しま

す。 
「社内」タブを選択し、削除するアプリの最新バー

ジョンのレコードをクリックします。 

 

2. 【その他】メニューからアクションを選択します。 

管理メニュー内の【非アクティブ化】をクリックしま
す。 

 
※削除メニュー内の「アプリケーション削除」を選択

すると、選択したバージョンのみ削除され、回収済
みアプリとしてマークされます。デバイスからは削除さ

れますが、旧バージョンがアクティブな場合、旧バー
ジョンのアプリがデバイスにプッシュされます。 

 

Point︕ 
＜133＞「アプリ削除防止対策により削除指示が
分割される場合があります」 
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3. セキュリティ暗証番号を入力すると、全てのバー
ジョンのアプリが非アクティブに変更されます。 

非アクティブに変更することで、すべてのデバイスか
らアプリは削除されます。アプリは WS1 管理画面

上で非アクティブとして表示されます。 

 

 

 

4. アクティブなアプリから削除されました。 
アプリはデバイスから削除され、すべてのバージョン

のアプリが非アクティブに変更されました。 

 

5. WS1管理画面から完全にアプリケーションファイ
ルを削除するには、フィルタ検索を利用し「非アク

ティブ」アプリを検索します。 
フィルタ機能から「状態」が「非アクティブ」のアプリを

検索します。 
 

Point︕ 
＜129＞「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︕ 
＜128＞「セキュリティ暗証番号とは」 
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6. 完全に削除するアプリケーションを選択して削除
します。 

ラジオボタンで完全に削除するアプリを選択し、上
部に表示される【削除】ボタンをクリックします。 

 

7. セキュリティ暗証番号を入力すると、完全に削除

されます。 
管理画面から完全に削除され、本操作は取り消

しできません。 

 

 

 

8. 選択したバージョンのアプリはWS1から完全に

削除されました。 
複数バージョンある場合は、非アクティブに残存し

ている対象バージョンを同様の操作で削除しま
す。 

 

 

  

Point︕ 
＜129＞「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︕ 
＜128＞「セキュリティ暗証番号とは」 

Point︕ 
＜127＞「アプリステータスについて」 

Point︕ 
＜126＞「社内アプリ削除時のステータス変化
について」 
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9.5.3 パブリックアプリを削除する 
 
操作手順 

 
 

1. 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」タブを選択し、該当のアプリをクリックし
ます。 

 
 

2. 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。 
アクションメニュー内の「アプリケーション削除」を選

択します。 

 

3. 「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︕ 
＜129＞「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︕ 
＜128＞「セキュリティ暗証番号とは」 
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4. 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、WS1 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。 

WS1 上からアプリを完全に削除するには、次へ進
みます。

 

 
 

5. フィルタからステータスを「非アクティブ」に変更し

ます。 
フィルタの「状態」より非アクティブのアプリを表示し

ます。 

 

6. WS1から完全に削除するアプリを選択します。 
ラジオボタンでアプリを選択し、上部に表示される

【削除】をクリックします。 
「アプリケーションレコードは削除されます。続行しま

すか︖」のメッセージが表示される場合はOKをクリ
ックします。 

Point︕ 
＜130＞「パブリックアプリの状態変化について」 
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7. セキュリティ暗証番号を入力すると、完全に削除
されます。 

管理画面から完全に削除され、本操作は取り消
しできません。 

 

 

 
 

8. WS1管理画面から完全に削除されました。 
WS1 からアプリが完全に削除されました。 

  

Point︕ 
＜129＞「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︕ 
＜128＞「セキュリティ暗証番号とは」 
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9.5.4 デバイスを指定してアプリを個別削除する 
 
操作手順 

 

1. 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。 

 
 

2. 概要ページから「アプリ」タブを選択します。 

 
 

3. 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。 

 
インストール状態が「管理対象」と記載されたアプ

リが削除可能です。 
 

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。 
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4. 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「未インストール」のステータスに変化していること
を確認できます。 

「アプリ状態」欄にマウスオーバーすると、前回のア
クションの詳細を確認することが可能です。 

 

 
 

  

Point︕ 
＜132＞「管理対象アプリは自動またはオンデ
マンドで再インストール可能です」 
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9.5.5 ポイント 

ポイント 
＜126＞「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、WS1 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 WS1 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 WS1 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 WS1 から完全に削除されます。 

 
＜127＞「アプリステータスについて」 

ステータス WS1 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 WS1 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削除されます。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

スから削除されます。 

削除 完全に削除 
WS1 管理下のアプリケーションを WS1 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。 

 

＜128＞「セキュリティ暗証番号とは」 
WS1 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、WS1 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

リティ設定」から暗証番号を再設定することができます。 
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＜129＞「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、WS1 はセッションを強
制終了しログアウトされます。WS1 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 WS1 に切り替えてはじめから操作のやりなおしが必要です。 
 

＜130＞「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、WS1 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、WS1 から完全に削除されます。 

 
＜131＞「管理対象のアプリのみ削除可能です」 

iOS デバイスでは、利用者が個別にインストールしたアプリすべてを削除することはできません。ただし、WS1 上で管理対象としてい
るアプリに限り、管理者からの削除が可能です。 

管理対象とは、WS1 の「アプリとブック」機能より、「社内アプリ」「パブリックアプリ」として登録しているアプリが「管理対象」としてマーク
されます。 

 
＜132＞「管理対象アプリは自動またはオンデマンドで再インストール可能です」 

管理対象のアプリは、WS1 の「アプリとブック」機能にてアプリの登録がされているため、App Catalog に掲載されています。そのた
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インストールすることが可能です。 
利用させたくないアプリを削除する目的では利用できません。 
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＜133＞「アプリ削除防止対策により削除指示が分割される場合があります」 
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 

 

1. 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。 

 

2. 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。 

 

3. 削除を完了しました。 
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■アプリ削除防止対策の設定 

 

4. 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。 

 

 

5. 「アプリ」 > 「Workspace ONE」を選
択します。 

 

6. 「アプリ削除防止対策」を選択します。 
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7. アプリ削除防止対策の設定を行います。 
「関連デバイス」の設定台数について、アプリ

削除を行う際「所要時間」で設定した時間
を要する際、アプリ削除を保留することが可

能となります。 
また、アプリ削除を保留した際に、「E メール

の送信先」に通知することが可能となりま
す。 

 

8. アプリ削除を行うと、削除が保留されま

す。 
アプリ削除を行うと、「アプリとブック」 > 「ア

プリ削除ログ」に「承認待ち」のアプリとして表
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 9 へ進みます。 

 

9. 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。 
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10. 削除を完了しました。 
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9.6 ブックを配布する 

9.6.1 Book Catalog を作成する 
パブリックブックを配布する場合は、あらかじめ Web クリップで Book Catalog を作成し配布します。 
社内ブックを配布する場合は、Book Catalog の作成は必須ではありませんが、Book Catalog がインストールされていない場合、管
理者からプッシュインストールの指示が必要です。 
利用者操作でもインストールを可能としたい場合は、Book Catalog の利用を推奨します。 
 
操作手順 

 
 

1. 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。 

 
 

2. 「プロファイル」へ進み、「追加」を選択します。 

 

3. 「追加」ボタンから「プロファイルを追加」を選択しま

す。 



操作マニュアル_iOS_4.0 版 

©2022 NTT DOCOMO, INC. All Rights Reserved. 
287 

 
 

4. プラットフォームを選択します。 
「Apple iOS」を選択します。 

 

5. デバイスプロファイルを選択します。 

 
 

6. 「全般」の設定を入力します。 

プロファイルの名称や、割り当てるグループを指定しま
す。 

 

7. ペイロードから「Web クリップ」を選択し「構成」を
クリックします。 
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8. 設定値を入力します。 
Web クリップの必要な項目を入力します。 

 

 
 

9. デバイス割り当て表示を確認し、「公開」をクリック
します。 

 
 

10. 設定が完了しました。 

  

Point︕ 
＜134＞「Web クリップの設定値」 
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9.6.2 社内ブックを配布する 
企業独自に作成した iBooks ファイルや PDF ファイル(社内ブック)を WS1 で管理し、配布することができます。社内ブックを登録するに
は、アイコン画像の準備が必要です。 
 
■画面構成(社内ブック) 
社内ブックの配布を行う画面構成は、下図の通りです。 

 
 
 
■メニュー説明(社内ブック) 

No 名称 説明 
① ブックタイプ選択タブ 社内ブックやパブリックブックなど、追加するアプリのタイプを選択するタブです。 
② ブックを追加 ブックの追加はこのボタンから行います。 
③ ブックリスト表示エリア 登録済のブックの名称や状態など、ブック情報を表示します。 
④ その他 リスト表示の状態更新、ブック登録状態のファイル出力などが行えます。 
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操作手順 
社内ブックを登録するには、アイコン画像の準備が必要です。 

 
 

1. メインメニューから「アプリとブック」を選択し、ブッ
クの「リスト表示」を選択します。 

「社内」タブから「ブックを追加」をクリックします。 

 
 

2. 社内ブックをアップロードします。 

【アップロード】ボタンよりブックファイルを指定しま
す。 

 

 

 
 

3. 「ファイルを選択」からアップロードするファイルを

指定します。 

Point︕ 
＜135＞「ブックの登録上限について」 
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4. ファイルをアップロードしたら、【保存】ボタンをクリ
ックします。 

 

 
 

5. アップロードするファイルに誤りがないかを確認の

うえ、【続行】をクリックします。 

 
 

6. 社内ブックの情報を入力します。 

下記は必須入力項目です。 
▼a 

ブックのアイコンをアップロードします。 

 
▼b 

ブックの名前を入力します。 
▼c 

識別子は一意のものを入力します。 
▼d 

ブックの配布日を入力します。 

Point︕ 
＜136＞「アイコンの画像サイズについて」 
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7. ブックの説明を入力します。 
【説明】タブをクリックして、ブックの説明を入力します。 

 

 
 

8. 割り当て先を追加します。 

【割り当て】タブをクリックして、ブックを配布する割り
当て対象を設定します。 

 
 

9. ブックの配布を行います。 

【保存して公開】を選択します。 
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10. 社内ブックのリスト表示に戻ります。 
登録した社内ブックがリストに表示されます。社内

ブックの登録と配布はこれで完了です。 
 

 

 
  

Point︕ 
＜137＞「ブックの削除について」 
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社内ブックのインストール状況を確認する 

 
 

1. メインメニューから「アプリとブック」-「ブック」-「リ

スト表示」を選択します。 

 
 

2. インストールステータスのアイコンからインストール

状況を確認できます。 
※ここではインストール指示を例に説明します。 

未インストールの数字を選択します。 

 
 

 
 

3. インストールボタンでデバイスへインストール指示
も可能です。 

 

 
  

Point︕ 
＜138＞「インストールステータスのアイコン
について」 
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9.6.3 パブリックブックを配布する 

■画面構成(パブリックブック) 
パブリックブックの配布を行う画面構成は、下図の通りです。 

 
 
■メニュー説明(パブリックブック) 

No 名称 説明 
① ブックタイプ選択タブ 社内ブックやパブリックブックなど、追加するアプリのタイプを選択するタブです。 
② ブックを追加 ブックの追加はこのボタンから行います。 
③ ブックリスト表示エリア 登録済のブックの名称や状態など、ブック情報を表示します。 
④ その他 リスト表示の状態更新、ブック登録状態のファイル出力などが行えます。 

 
操作手順 

配布されたパブリックブックは Book Catalog からインストールを行い、iBooks アプリから確認することができます。 

 
 

1. メインメニューから「アプリとブック」を選択し、ブッ

クの「リスト表示」を選択します。 
「パブリック」タブから「ブックを追加」をクリックしま

す。 
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2. 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「Apple iOS」を選択して、ストア

からアプリを検索する条件を入力します。入力後
は【次へ】をクリックしてブックの検索を行います。 

 

 

 
 

3. 検索結果からブックを選択します。 

検索結果を表示します。表示されているブックの
中から該当のブックを選択します。 

 
▼a 

お探しのブックが見つからない場合は、国設定を
「日本」に変えて、再度検索します。 

▼b 
選択ボタンをクリックします。 

 

4. 【保存して割り当て】をクリックします。 

Point︕ 
＜140＞「パブリックブックの検索について」 
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5. 【割り当ての追加】をクリックします。 

 

6. 割り当てグループを設定のうえ、「追加」をクリッ

クします。 

 

 

7. 設定したグループが表示されます。内容に問題
がないことを確認のうえ、【保存して公開】をクリ

ックします。 

Point︕ 
＜139＞「配布方法(プッシュモード)について」 
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8. 割り当てデバイスプレビュー画面を確認します。
問題がないことを確認のうえ、「公開」をクリック

します。 

 

9. 公開しました。 

登録したパブリックブックがリストに表示されます。ブ
ックの登録と配布はこれで完了です。 
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パブリックブックのインストール状況を確認する 

 
 

1. ブックのリスト表示を開きます。 

パブリックブックのリスト表示からブックのインストール
状況を確認できます。 

 

 
 

2. インストールステータスのアイコンからインストー

ル状況を確認できます。 
※ここでは割当て総数の数字を選択します。 

 
 

3. インストール状況が表示されます。 
 

  

Point︕ 
＜138＞「インストールステータスのアイコンにつ
いて」 
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9.6.4 ポイント 

ポイント 
＜134＞「Web クリップの設定値」 

項目 設定値 説明 

ラベル Book Catalog アイコン名です。 

URL 
https://console.anm.smt.docomo.ne.jp/
Catalog/BookCatalog?uid={DeviceUid} 

左記 URL を管理画面にコピー＆ペーストします。 
※スペースなどが入らないようにご留意ください。 

削除可能 任意 
Web クリップを削除可能とする場合チェックを入れま
す。 

アイコン アイコン画像を指定する場合はアップロード 
推奨画像サイズ︓ 
400 ピクセル以下の正方形、かつ 1MB 以下 

Precomposed 
アイコン 

任意 
視覚効果なしでアイコンを配置する場合、チェックを
入れます。 

全画面表示 任意 
制限事項で Safari を禁止している場合は、チェック
を入れます。 

 
＜135＞「ブックの登録上限について」 

1 つのブックのファイルサイズ上限は 200MB となり、社内ブックとして登録できる上限は、社内アプリとの合計で 5,000MB です。 
 

＜136＞「アイコンの画像サイズについて」 
ブックのアイコン画像サイズは、Apple の規格に則ってご準備ください。 

デバイス サイズ 
iPhoneX/iPhone 8 Plus 
iPhone 7 Plus/iPhone 6 Plus 

300px × 300px 

それ以外の iOS デバイス 200px × 200px 

※出典元︓

https://developer.apple.com/ios/human-interface-guidelines/graphics/image-size-and-resolution/ 
 

＜137＞「ブックの削除について」 
・ ユーザは iBooks から配布されたブック(社内・パブリック)の削除が可能です。削除したブックは、Book Catalog から再度インストー

ルが可能です。 
・ ブックから割り当てを解除しても、デバイスにインストールされたブックは削除されません。 
 
＜138＞「インストールステータスのアイコンについて」 

アイコン 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。 

https://developer.apple.com/ios/human-interface-guidelines/graphics/image-size-and-resolution/
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＜139＞「配布方法(プッシュモード)について」 

設定値 説明 

オンデマンド 
Book 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。 

  ※ブックの配布は「自動」配布に対応していません。 
 
＜140＞「パブリックブックの検索について」 
パブリッックブックの検索は iBooks Store から検索を行います。ブック名やストアの URL にて検索することも可能です。 

OS 検索方法 説明 備考 

Apple iOS 
アプリストアを検索 「iBooks Store」のブックを検索します。  

URL 入力 登録したいブックの URL を入力します。 
ブックのアイコン画像が反映されませ
ん。 
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9.7 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、WS1 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、ブラック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、WS1 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 ルールを追加する 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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操作手順 

 
 

1. 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。 

 

 
 

2. 「リスト表示」へ進み、「追加」を選択します。 
 

 
 

3. プラットフォームを選択します。 
「Apple iOS」を選択します。 

Point︕ 
＜141＞「作成画面へのショートカット機能につい
て」 
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4. 「ルール」タブを入力します。 
順守のルールを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。 

 

 
 

5. 「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。 

 
 

6. 「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︕ 
＜142＞「ルール設定について」 
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7. 「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。 

デバイスの概要には、割り当てたグループ内のデバ
イス台数、順守状態が表示されます。 

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。 

 
 

8. 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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9.7.1 ポイント・注意事項 

ポイント 
＜141＞「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。 

 

WS1 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 

社内アプリケーション 

パブリックアプリケーション 
 

 

＜142＞「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紙「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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9.8 デバイス更新を設定する 
管理者は OS 更新の管理システムを使用して、すべてのデバイスを共通の iOS バージョンに保持して一貫した管理環境を維持すること
ができます。バージョンを一定に保つには、利用者のデバイスが Apple からリリースされた新しい iOS 更新を検出しないよう、あらかじめプ
ロファイルの制限ペイロードで「OS アップデートを延期」を作成しておくことを推奨します。プロファイルの作成方法は「9.2.1 プロファイルを
作成し配布する」を参照ください。 
ここでは、管理者からデバイス更新を実施する方法を説明します。 
 
■デバイス更新をサポートするデバイス 
デバイス更新を行うために必要な条件は以下の通りです。 
 
・iOS 11.3 以降の監視モードデバイスであること 
・デバイスのバッテリ残量は 50%以上であること 
・更新のダウンロードに十分なストレージ容量がデバイスにあること 
・デバイスが Apple のアップデートサーバに対するネットワーク接続（※）が可能であること 

※アップデートファイルのダウンロードとインストールが発生します。ダウンロードするに Wi-Fi ネットワーク接続が必要です。 
 
■画面構成 
「デバイス更新」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 OS 選択 デバイス更新を行う OS に切り替えるタブを表示します。 

② 割り当て管理ボタン 割り当ての管理または割り当てを一時停止する場合に利用します。 

③ OS 更新管理 リリースされた OS バージョンや有効期限、割り当て状態を表示します。 
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9.8.1 新しい更新を設定する 

操作手順 

 

1. メインメニューから「デバイス」-「デバイス更新」-

「iOS」を選択します。 

 

2. 読み込み中です。 

 

3. 更新を行うバージョンをラジオボタンで選択し、
【割り当ての管理】をクリックします。 

 

 

Point︕ 
＜143＞「使用可能な iOS 更新の表示に
ついて」 
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4. 【新しい割り当て】をクリックします。 

 

5. 「定義」を作成します。 

割り当ての名称と割り当てるグループを指定し、
【次へ】をクリックします。 

 

6. 「展開」を作成します。 
展開の開始日と展開方法を選択し、【次へ】をク

リックします。 

 

 

 

7. 【保存】を選択します。 

 

Point︕ 
＜145＞「選択した OS バージョンの上位バ
ージョンがデバイスにダウンロードされている
場合」 

Point︕ 
＜144＞「展開方法について」 

Point︕ 
＜146＞「通知機能はご利用いただけませ
ん」 
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8. 展開されました。 
本画面が表示されたら展開は完了です。 

閉じる、をクリックすると「デバイス更新」のページ
に戻ります。 

 

 

9. 対象の OS をクリックすると詳細を確認できま
す。 

 

10. 更新の詳細ページが閲覧できます。 

  

Point︕ 
＜147＞「展開されるタイミング」 
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9.8.2 設定済みの更新を一時停止する 

操作手順 

 

1. メインメニューから「デバイス」-「デバイス更新」-

「iOS」を選択します。 

 

2. 読み込み中です。 

 

3. 停止したい OS更新をラジオボタンで選択し、
【一時停止】をクリックします。 
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4. 一時停止をクリックします。 
一時停止しても、この更新をダウンロード済みの

デバイスは停止されません。 
ただし、割り当てられている今後の更新のダウン

ロードはすべて一時停止されます。 
既存の割り当てを管理できますが、更新が再開

されるまで変更は有効になりません。 

 

5. 一時停止されました。 

一時停止中であっても、個別にOS更新をプッシ
ュした場合は更新が可能です。 
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9.8.3 更新状態を確認する 

 

1. デバイス更新ページ内の対象OSを選択します 

 

2. 更新詳細ページが表示されます。 

ページ下部の「デバイス」欄で展開中のデバイス
の状態を確認できます。 

 

3. デバイス欄で状態とその理由などの情報を確
認できます。 
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4. 【オーバーライド】から個別に指示も可能です。 
デバイスにスケジュールされた割り当てオプションが

すべてオーバーライドされます。 

 

5. デバイス詳細の「更新」タブから、進捗状況の

詳細を確認することもできます。 

 

9.8.4 ポイント・注意事項 

ポイント 
＜143＞「使用可能な iOS更新の表示について」 

Apple から入手可能な最新の iOS 更新、またはアクティブな iOS 更新のリストを表示します。 

名称 概要 

更新 更新の名前 

バージョン 更新のバージョン 

リリース日 更新がリリースされた日付 

有効期限 更新の期限が切れる日付 

更新状態 iOS 更新の状態（Apple から更新を入手できる、または入手できない状態） 

割り当て状態 更新に適用される割り当ての状態（[割り当て]、[未割り当て]、[一時停止]など） 

※iOS 更新の詳細なリストは、デバイス更新同期スケジューラジョブを使用して Apple から
取得されます。（約 6 時間間隔で実行し Apple からデータを取得します。） 

 
＜144＞「展開方法について」 

項目 概要 

ダウンロードしてインストール iOS 更新ファイルが未ダウンロードの場合はダウンロードを実行します。 
ダウンロード完了の応答がデバイスから MDM サーバに返却された後、自動でインストールのコマン
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ドをプッシュします。このコマンドは次回 MDM サーバにデバイスが通信を行ったタイミングで取得し、
インストールが開始します。ダウンロード完了後に即時でインストールが開始されるものではありませ

ん。 
iOS 更新ファイルがダウンロード済みの場合、インストールのコマンドをプッシュします。 

ダウンロードのみ iOS 更新ファイルが未ダウンロードの場合、ダウンロードのコマンドをプッシュします。 

インストールのみ iOS 更新ファイルがダウンロード済みの場合、インストールのコマンドをプッシュします。 

 

＜145＞「選択した OSバージョンの上位バージョンがデバイスにダウンロードされている場合」 
デバイスに選択した OS バージョンがすでにダウンロードされている場合、そのバージョンがインストールされます。 

例）iOS 14.4 がデバイスにダウンロード済みの場合、iOS 14.3 のダウンロード、インストールを指定した場合においても、ダウンロード
済みの iOS 14.4 がインストールされます。 

 
＜146＞「通知機能はご利用いただけません」 

本機能は、Hub アプリに対して設定した通知を送信する機能となりますが、あんしんマネージャーでは現在、通知機能をご利用いただ
けません。設定を実施した場合においても、通知はされません。 

 
＜147＞「展開されるタイミング」 

選択した iOS 更新の割り当てが保存されると、割り当てられたデバイスで次回のチェックイン時に更新コマンドを受信します。 
次回のチェックインは MDM サンプルスケジュールの「利用可能な OS 更新のサンプル」で指定された時間に準拠します。設定によって

は、デバイスがすぐにチェックインされない可能性があることに注意してください。（参考:9.10MDM サンプルスケジュールを設定する） 
保存後に、iOS 更新の状態は「デバイス更新のページ内の「割り当て状態」が「割り当てなし」から「割り当て」に変更され、割り当てら

れたデバイスの状態は[更新の詳細]ページで監視できます。 
 
 
注意事項 
 「展開開始日」について 
・ 作成済みのデバイス更新の割り当てを編集し「展開開始日」を既存の日時から変更する場合は、実際に展開を行いたい時間か

ら「-9 時間」で設定してください。入力した日時から＋9 時間で保存されてしまう不具合が確認されています。（今後修正予定）
日時を編集する場合はご注意ください。 
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9.9 Intelligent Hub設定 
iOS の Intelligent Hub 設定ページでは、iOS デバイスの Hub アプリのオプションを設定できます。位置データの収集や Hub アプリの
バックグラウンド更新設定など、オプション設定が行えます。 
 
■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 全般／通知 「全般」タブのみ使用します。「通知」タブは利用しません。 

③ 現在の設定 表示されている設定を継承するかオーバライド(上書き)するかを選択します。 

④ 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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操作手順 

 
 

1. 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。 
 

 
 

2. 「Apple」-「Apple iOS」-「Intelligent Hub
設定」を選択します。 

 

3. 設定画面で「現在の設定」を変更します。 

 

 

 

4. 「全般」を入力します。 

 

Point︕ 
＜148＞「現在の設定で設定する値について」 

Point︕ 
＜149＞「全般で設定する項目について」 
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5. 「エリア」を入力します。 

 
 

 

6. 「サブグループの許可」を設定します。 

 

 
 

7. 「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︕ 
＜150＞「エリアで設定する項目について」 

Point︕ 
＜151＞「サブグループの許可について」 
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9.9.1 ポイント 

ポイント 
＜148＞「現在の設定で設定する値について」 

設定 説明 

承継 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。 

 
＜149＞「全般で設定する項目について」 

設定 説明 

エージェントの 
加入解除オプションを無効 

この設定は、Hub経由でMDMから加入解除するユーザ権限を無効に
します。(Hub アプリ内の加入解除オプションを無効にする) 

バックグラウンドアプリの更新 

アプリ自体がアプリの一時停止状態を解除する iOS の機能です。 
Hubアプリが更新を行う頻度はOSによって管理されており、「デバイスが

電源に接続されている」「頻繁に使用されている」または「Wi-Fi に接続
されている」など、OS が「効率的な状態」と判断された場合のみ実行さ

れます。 

 最少更新間隔 
更新間隔を以下の値から設定します。 

15 分/30 分/1 時間/4 時間/6 時間/8 時間/12 時間/24 時間 

 Wi-Fi接続時のみ送信可 
Wi-Fi 接続時のみ「バックグラウンドアプリの更新」実行後に Hub アプリ
がデータを送信することを許可します。 

 
＜150＞「エリアで設定する項目について」 

 

設定 初期値 説明 

位置データを収集 有効 Hub アプリのデバイス GPS データの収集を有効にします。 

iBeacon エリアを検知する 無効 Hub アプリが iBeacon エリアを検知します。 

 

＜151＞「サブグループの許可について」 
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

ーバライド(上書き)かを選択することを許可します。 
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9.10 MDM サンプルスケジュールを設定する 
MDMサンプルスケジュール設定ページでは、iOSデバイスから特定のデータサンプルがWS1 サーバに送信される時間間隔を設定できま
す。 
 
■画面構成 
「MDM サンプルスケジュール」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。 
  



操作マニュアル_iOS_4.0 版 

©2022 NTT DOCOMO, INC. All Rights Reserved. 
321 

操作手順 

 
 

1. 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。 

 
 

2. 「Apple」-「MDM サンプルスケジュール」を選択
します。 

 
 

3. 設定画面で「現在の設定」を変更します。 

 

Point︕ 
＜152＞「現在の設定で設定する値について」 
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4. サンプルスケジュールのパラメータを入力します。 

 

 
 

5. 「サブグループの許可」を設定します。 

 

 
 

6. 「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︕ 
＜153＞「サンプルスケジュールのパラメータにつ
いて」 

Point︕ 
＜154＞「サブグループの許可について」 
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9.10.1 ポイント 

ポイント 
＜152＞「現在の設定で設定する値について」 

設定 説明 

承継 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。 

 
＜153＞「サンプルスケジュールのパラメータについて」 

設定 初期値 説明 

デバイス情報のサンプル 4 時間 
OS 標準の MDM 機能がデータを送信し、WS1 サーバに更新される頻度を
入力します。 

アプリケーションリストサンプル 12 時間 アプリケーションリストが WS1 サーバに更新される頻度を入力します。 

証明書リストサンプル 12 時間 証明書が WS1 サーバに更新される頻度を入力します。 

プロファイルリストサンプル 12 時間 プロファイルリストが WS1 サーバに更新される頻度を入力します。 

プロビジョニング用 
プロファイルリストサンプル 

12 時間 プロビジョニングプロファイルリストがサーバに更新される頻度を入力します。 

制限リストのサンプル 12 時間 制限事項リストがサーバに更新される頻度を入力します。 

セキュリティ情報サンプル 12 時間 セキュリティ情報がサーバに更新される頻度を入力します。 

管理アプリリストサンプル 12 時間 管理アプリリストがサーバに更新される頻度を入力します。 

管理メディアリストのサンプル 12 時間 ブックアプリリストがサーバに更新される頻度を入力します。 

MDM Hub サンプル 12 時間 
OS 標準の MDM 機能が取得したデータに加え、侵害検知、データ使用量
や GPS 位置情報(Hub アプリの設定が有効になっている場合に限る)などの

データを送信する頻度を入力します。 

利用可能な OS 更新のサンプル 6 時間 
各デバイスの利用可能な OS 更新のリストがサーバで更新される頻度を入

力します。 

ユーザリストサンプル※対象外 6 時間 あんしんマネージャーではご利用いただけません。 

非順守状態 

デバイスサンプル 
2 時間 

ユーザがデバイスを順守状態に設定するよう操作を行った時刻と WS1 がそ

の操作を検知するまでの遅れを減少する目的で、WS1 が非順守デバイス
をチェックする頻度を入力します。 

 
＜154＞「サブグループの許可について」 

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

ーバライド(上書き)かを選択することを許可します。 
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9.11 位置情報を確認する 
WS1 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、WS1 サーバに送信することで、WS1 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 WS1 で閲覧するには、あらかじめ WS1 管理画面の「デバイス」-「デバイス設定」-「全般」-「プライバシー設定」にて「GPS
データの収集※」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利用者マニュアル初期設定編」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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9.11.1 位置情報を効率的に取得するには 
WS1 でデバイスの位置情報履歴を閲覧するためには、デバイスに Hub アプリがインストールされていることが必要です。 
位置データは OS 側で記録されています。OS が持つ位置データを「Hubアプリ」が定期的に「WS1 サーバ」に送信することで、位置デー
タの履歴を管理画面上で閲覧可能になります。位置履歴は OS が取得するものであるため、完全な位置履歴を Hub アプリが取得で
きるものではありません。 
また、最後に記録された位置履歴から一定距離移動したと OS が検知した場合などに位置データは WS1 サーバに送信されます。その
ため、デバイス側で位置情報がオフになっている、Hub アプリが OS の位置データにアクセスすることが不可の状態であるなどの場合にお
いては、位置データは WS1 サーバに送信されません。 

 
参考 位置情報を Workspace ONE で確認できるまでのおおまかな仕組み 
 
位置情報取得タイミングとサーバ返却タイミングについて 

No 内容 iOS 

① 位置情報の取得タイミング(※1) 
iOS のタイミング(※2) 

②

③ 

Hub アプリがデータを 

収集/送信するタイミング 
(※1)(※3)(※4) 

MDM サンプルスケジュールの「MDM Hub のサンプル」で設定した値 

設定方法 

デバイス > デバイス設定 > Apple > MDM サンプルスケジュール > MDM Hub
のサンプル 

④ 管理画面に反映するタイミング ②③で返却された情報を表示 
(※1) デバイスが圏外や電源 OFF など通信ができない状態では動作しません 
(※2) 各 OS の仕様に準拠します。 
(※3) MDM Hub サンプルのタイミングにて収集と送信を 1 度に行います。 
(※4) Hub アプリの状態によって、大幅な位置変更が行われた場合などにも収集/送信が行われます。詳細については＜160＞
「Hub アプリの状態によって収集/送信されるデータサンプルについて」を参照ください。 
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そのため、あらかじめ以下の設定をおこなっておくこと、確認しておくことを推奨します。 
 
①デバイスの Hubアプリに対する設定（必須/任意） 

1.Hub アプリが位置情報データにアクセスすることを許可する設定を、デバイス側で実施します。（必須） 
 
あんしんマネージャー利用者マニュアル（2.4. Hub アプリ初期設定） 
https://anm.smt.docomo.ne.jp/grc2/webapi/anm/pub/anm/manual/aw/common/manual_user_ios.pdf 
 
2.Hub アプリに「App のバックグラウンド更新」を許可する（任意） 
iOS デバイスより、設定 > 一般 > App のバックグラウンド更新、にて 
「App のバックグラウンド更新」機能の「ON」、および Hub アプリに対する設定が「ON」であること。 
 
②WS1 MDM サンプルスケジュール（任意） 

Hub アプリがデータを送信するスケジュールを設定します。本設定をしなくとも初期値（12 時間）のスケジュール間隔で動作します。 
スケジュール設定を変更したい場合は、「MDM サンプルスケジュールを設定する」にて“MDM Hub サンプル”の値を 6 時間以上～30
日間以下で変更してください。ただし、間隔が短いほどバッテリー消費に影響があります。 
そのため、WS1 では快適にご利用いただけるよう初期値は 12 時間の設定となっています。 
 
③WS1 バックグラウンドアプリ更新（任意） 

アプリケーションによっては、サスペンド（一時停止）状態になるまでの実行時間が短い場合があります。 
「バックグラウンドアプリ更新」は、アプリケーション自体がこのサスペンド状態から復帰する、iOS の機能です。このバックグラウンドアプリ更
新が実行される間、Hub アプリは侵害の検出、ハードウェアの詳細、GPS、iBeacon およびテレコムなどの情報を WS1 サーバに送信し
ます。Hub アプリが更新を行う頻度は OS によって管理されており、「デバイスが電源に接続されている」「頻繁に使用されている」または
「Wi-Fi に接続されている」など、OS が「効率的な状態」と判断された場合のみ実行されます。 
 
手順︓ 
[デバイス] > [デバイス設定] > [Apple] > [Apple iOS] > [Intelligent Hub 設定] の順に進みます。 
現在の設定をオーバーライドにし、次の設定を構成します。 
カテゴリ 項目 初期値 推奨値 注意事項 

全般 Intelligent Hub の 
加入解除オプションを無効化 

チェックあり（無効化） チェックあり チェックを外すと、ユーザによる WS1
加入解除操作が可能 

バックグラウンドアプリの更新 チェックなし（オフ） 任意 オンにするとバッテリー消費に影響あり 

 最小更新間隔 オフ 任意 オンにするとバッテリー消費に影響あり 

 Wi-Fi 接続時のみ送信可 オフ 任意 オンにすると Wi-Fi 接続時のみ動作 

エリア 位置情報データを収集 チェックあり（有効化） チェックあり チェックを外すと位置データ収集不可 

iBeacon エリアを検出する※ オフ 任意 オンにするとバッテリー消費に影響あり 

セルフ 

サービス 

セルフサービス有効化 オフ 任意 デバイスの MDM 状況（順守状

態）を Hub アプリより閲覧可能 
※iBeacon（アイビーコン）は Apple 社の商標です。Bluetooth low energy のブロードキャスト通信を利用した iOS の近接通知
機能を指します。iOS 7 以降搭載された機能です。屋内での測位が可能となることで、ある領域への出入り、建物の何階にいるかなど
の検知が可能になります。利用にはビーコン端末と iOS アプリケーションが必要です。(https://developer.apple.com/ibeacon/) 
  

https://anm.smt.docomo.ne.jp/grc2/webapi/anm/pub/anm/manual/aw/common/manual_user_ios.pdf
https://developer.apple.com/ibeacon/
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9.11.2 位置情報を確認する(個別) 

操作手順 

 
 

1. メインメニューから「デバイス」-「リスト表示」を選

択します。 
確認するデバイスをクリックします。 

 
 

2. 「位置情報」タブを選択します。 

 
 

3. 直近の位置情報の取得履歴を表示します。 

 

Point︕ 
＜158＞「位置情報の取得と履歴閲覧条件」 
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4. 「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。 

 

 

 

 

 
 

9.11.3 位置情報を確認する(複数) 

操作手順 

 

1. メインメニューから「デバイス」-「リスト表示」を選

択します。 

 

2. 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︕ 
＜158＞「位置情報の取得と履歴閲覧条件」 

Point︕ 
＜157＞「履歴表示がされない場合」 

Point︕ 
＜156＞「位置情報の最大保存数」 

Point︕ 
＜155＞「期間検索について」 
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3. 「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。 

 

4. 選択した複数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。 

 

5. 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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9.11.4 ポイント 

ポイント 
＜155＞「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。 

 

＜156＞「位置情報の最大保存数」 
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。 

 
＜157＞「履歴表示がされない場合」 

Hub アプリの状態により、デバイスの位置データが WS1 サーバへ送信されていない可能性があります。 
以下を参照し、Hub アプリが位置データを WS１サーバへ送信できる状態にしてください。 

⇒＜160＞「Hub アプリの状態によって収集/送信されるデータサンプルについて」 
 

＜158＞「位置情報の取得と履歴閲覧条件」 
⇒別紙「あんしんマネージャーWorkspace ONE 操作マニュアル 付録」の「位置情報情報の取得と履歴閲覧条件」を参照してく

ださい。 
 

＜159＞「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、WS1 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 WS1 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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＜160＞「Hub アプリの状態によって収集/送信されるデータサンプルについて」 
Hub アプリの動作状態と Hub アプリに対する位置情報のアクセス権限設定（常に許可/使用中のみ許可/許可しない）によって

動作が異なります。「許可しない」としている場合は、Hub アプリはいかなる状態においても位置情報を収集・送信できません。 
下表は「常に許可」または「使用中のみ許可」とした場合の動作について記載しています。 

 

データ送信種類 

フォアグラウンド バックグラウンド サスペンド 終了 強制終了 

アプリ起動中 
アプリがバックグラウンド

で実行中 
一時停止状態 

アプリ終了状態

※4 

ユーザによるアプリ強制

終了あるいはシステムに

より強制終了 

「MDM サンプルスケジュール」
による定期ポーリング 

〇 〇 〇 〇 × 

「クエリ」によるデータ送信 〇 〇 〇 〇 × 

「大幅な位置変更」によるデ
ータ送信 ※5 

△ 
※3 

△ 
※3 

△ 
※1 

△ 
※1 

△ 
※1 

「App のバックグラウンド更新」
によるデータ送信 

― 〇 〇 〇 
△ 
※2 

※1. ユーザやシステムによってアプリが強制終了された場合、位置情報は送信されません。 
ただし、OS 仕様によりデバイスのプライバシー設定による Hub アプリの位置情報アクセス権限設定が「常に許可」の場合、

500m～で大幅な位置変更とみなされデータ送信されます。Hub アプリの位置情報アクセス権限設定が「使用中のみ許可」
の場合は送信されません。 

※2. アプリがユーザによって強制終了された場合、ユーザがアプリを起動するかデバイスが再起動されるまで、デバイスはバックグラウ
ンド更新イベントを受信しません。 

※3. OS 仕様によりデバイスのプライバシー設定による Hub アプリの位置情報アクセス権限設定が「常に許可」の場合、500m～
で大幅な位置変更とみなされデータ送信され、「使用中のみ許可」の場合は 1000m～で大幅な位置変更とみなし送信さ

れます。 
※4. アプリ終了状態とは、デバイス操作でホーム画面に戻るなどの操作によりアプリがバックグラウンドに移行後、iOS の処理によっ

てアプリが終了状態になった状態を指します。ホームに戻ったあと、どのようなタイミングで OS が終了状態となるかはOS の仕様
に準じます。 

※5. 「大幅な位置変更」とは OS が判定するものであり、Apple 社において本仕様は公開されておりません。そのため一定距離の
移動があった場合においても、OS の判定に依存することから、必ずしも送信されるものではないことをご了承ください。 
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9.12 紛失モードの有効化・無効化を実施する 
WS1 では iOS 9.3 以降の監視モードの iOS デバイスに対して、「紛失モード」の有効化・無効化の設定を行うことができます。 
本機能を利用して、デバイスをロックし、ロック画面に管理者が任意で設定するメッセージと電話番号を表示します。 
紛失モード有効時は、利用者による紛失モード無効化やデバイスの操作はできません。紛失モード有効時は、管理者操作でデバイス
の位置情報を検索することが可能です。 
 
管理者が紛失モードを無効とした場合は、デバイスは通常モードに戻ります。 
※画面上に、位置情報を共有されたことを通知するメッセージが表示されます。 
 
本サービスでは、デバイスの位置情報が管理者画面へと通知されます。デバイス利用者のプライバシー保護のため、紛失モードの有効
化ならびに位置情報の取得に際しては、利用者から事前に同意いただいていることをご確認ください。 
紛失モード有効化対象が、個人名義でご契約されている場合は、契約されている本人の申し出があった際のみ、管理者操作による有
効化指示の実施をお願いします。 
 
■画面構成 
「紛失モード」の有効化・無効化の画面構成は、下図のとおりです。 

 
 
■メニュー説明 

No 名称 説明 

① デバイス概要 セキュリティ情報やデバイス情報などを表示します。 

② その他のアクション 表示中のデバイスに行うことができる個別メニューを表示します。 
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9.12.1 紛失モードの有効化 

操作手順 

 

1. メインメニューから「デバイス」-「リスト表示」を選

択します。 
紛失モードを有効化するデバイスをクリックします。 

 

2. 「監視対象」のデバイスであることを確認します。 

監視対象と記載されていることを確認し、「その他
のアクション」をクリックします。 

 
 

 

3. 「紛失モード有効化」を選択します。 
「その他のアクション」をクリックしてアクションメニュー

を開きます。 
「管理者」のメニューより「紛失モード有効化」を選

択します。 

Point︕ 
＜161＞「監視対象のデバイスにのみ有効
です」 
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4. ロック画面に表示する情報を入力します。 
デバイスのロック画面に表示する情報を入力しま

す。 

 

 

 

5. 「送信」をクリックして、紛失モードを有効化しま

す。 
 

 

 

 

6. 紛失モードが有効になると、デバイスの位置情

報を確認できます。 
「位置情報」タブをクリックすると、デバイスの位置

情報を確認できます。 

 
 

Point︕ 
＜163＞「SIM に PIN コード設定している
場合」 

Point︕ 
＜162＞「入力する内容について」 

Point︕ 
＜166＞「デバイスが圏外・電源断などの
理由で通信できない場合」 

Point︕ 
＜164＞紛失モード有効化時のデバイス
表示 

Point︕ 
＜165＞「紛失モードが有効になっているか
を確認するには」 
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7. 「その他アクション」より、デバイスの現在の位置
情報をリクエストすることが可能です。 

「その他のアクション」をクリックして、アクションメニュ
ーを開きます。 

「管理者」のメニューより、「デバイスの位置情報を
リクエストする」を選択すると、デバイスに位置情報

のリクエストを送信します。 
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9.12.2 紛失モードの無効化 

操作手順 

 
 

1. メインメニューから「デバイス」-「リスト表示」を選

択します。 
紛失モードを無効化するデバイスをクリックします。 

 
 

2. 紛失モードを無効化します。 
「その他のアクション」をクリックして、アクションメニュ

ーを開きます。 
「管理者」のメニューより、「紛失モード無効化」を

選択します。 

 

3. 無効化しました 
無効化を選択するとポップアップが表示されますの

で、「OK」をクリックします。 
 

紛失モードが無効化となったデバイスは、位置情
報を共有した旨のメッセージがデバイス上に表示さ

れ、通常モードに戻ります。

 

 

Point︕ 
＜168＞紛失モード無効化時のデバイス
表示 

Point︕ 
＜163＞「SIM に PIN コード設定している
場合」 



操作マニュアル_iOS_4.0 版 

©2022 NTT DOCOMO, INC. All Rights Reserved. 
337 

 

 

9.12.3 ポイント・注意事項 

ポイント 
＜161＞「監視対象のデバイスにのみ有効です」 

紛失モードはデバイスが「監視対象」の場合にのみご利用いただける機能です。監視対象ではないデバイスの場合は、本メニューが
アクションメニューに表示されません。 

 
＜162＞「入力する内容について」 

項目 必須/任意 入力規則 説明 

メッセージ 
電話番号が未入力
の場合は必須 

全角 250 文字以内 
デバイスロック画面に表示するメッセージを
指定します。 

電話番号 
メッセージが未入力
の場合は必須 

半角数字および「-(ハイフン)」
20 文字以内 

デバイスロック画面に表示する電話番号を
指定します。 

脚注 任意 

全角 250 文字以内 

(ロック画面上は表示可能な文
字数のみ表示) 

指定した文言をデバイスロック画面の最下

部に表示します。(フォントサイズ小) 

 
＜163＞「SIM に PIN コード設定している場合」 

SIM カードに PIN コード設定をしている場合、紛失モード有効化状態でデバイスの電源が OFFになった場合、次回起動時にPIN
コードの入力を求められます。入力するまで通信不可となりますため、デバイスが発見され紛失モード無効化を行おうとした際に、通

信経路が確保できないことから、紛失モードの無効化が不可となる恐れがあります。詳しく「次ページ「注意事項」をご覧ください。 
 

＜164＞紛失モード有効化時のデバイス表示 

 

紛失モードが有効化されると、管理者が指定してメッセージが表示されま
す。 

紛失モード有効時は利用者操作による解除は出来ません。 
 

①メッセージ欄に設定した文言を表示 

②電話番号欄に設定した値を表示 

③脚注欄に設定した文言を表示 
 

Point︕ 
＜167＞「紛失モードが無効になっているか
を確認するには」 
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＜165＞「紛失モードが有効になっているかを確認するには」 

紛失モードを有効化すると、デバイスにコマンドがプッシュされます。コマンドが処理されているかどうかを確認することで、紛失モードの
指示が成功したかどうかを確認できます。 

確認は、デバイス詳細から、その他 > トラブルシューティング > イベントログ > にて確認できます。 

イベント 説明 

紛失モード有効化要求済み デバイスにコマンドは発行されています。コマンドを受け取り次第、紛失モードがデバイスに適

用されます。 

紛失モード有効化確認 デバイスは紛失モードが適用されました。 

 
＜166＞「デバイスが圏外・電源断などの理由で通信できない場合」 

デバイスが通信できない状態にある場合は、紛失モード有効化の要求は保留状態となり、最大 30 日間保持されます。 
デバイスの通信が 30 日以内に復帰したタイミングで紛失モードが有効になります。30 日を経過した場合、紛失モード有効化の要

求は破棄されます。 
 

＜167＞「紛失モードが無効になっているかを確認するには」 
紛失モードを無効化すると、デバイスにコマンドがプッシュされます。コマンドが処理されているかどうかを確認することで、紛失モード無

効化の指示が成功したかどうかを確認できます。 
確認は、デバイス詳細から、その他 > トラブルシューティング > イベントログ > にて確認できます。 

イベント 説明 

紛失モード無効化要求 デバイスにコマンドは発行されています。コマンドを受け取り次第、デバイスの紛失モードが無
効化されます。 

紛失モード無効化確認 デバイスの紛失モードは解除されました。 

 
＜168＞紛失モード無効化時のデバイス表示 

 

紛失モードが無効化されると、位置情報を管理者に共有した日時が

表示されます。 
「続ける」をタップすることで、通常モードでご利用いただけます。 
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注意事項 
 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きデバイス利用者のプライバシーに配慮した運用

をお願いします。 
 iOS デバイス向けにご利用いただける「紛失モード」の有効化にあたっては、管理者による位置情報の取得をデバイス側で拒否

できなくなる旨をデバイス利用者にご説明いただき、位置情報が管理者に取得されることについてデバイス利用者の事前の同意
を得たうえで実施ください。 

 あんしんマネージャーサービスご契約者さまと異なる契約名義の回線を被管理回線にされている場合は、回線契約者およびデ
バイス利用者からデバイスの紛失および位置検索依頼の申し出があったときに限り、「紛失モード」設定をご利用ください。 

 デバイスに挿入されている SIM カードの PIN コード設定をしている場合、下記点にご注意ください。 
・ PIN1 コード ON／OFF 設定を「ON」に設定すると、電源を入れたときに PIN1 コードの入力が必要になります。正しい PIN1 コ

ードを入力しないと、電話の発信・着信、各種通信機能の操作ができません。 
・ 紛失モード有効化のままデバイスの電源を OFF/ON とした場合、PIN1 コード入力まで通信不可となることから紛失モードを無

効化できません。通信可能なSIMを一時的に挿入するか、Wi-Fiに接続するなどして通信手段を確保する必要があります。紛
失モード無効化後は、正しい SIM を挿入し、PIN1 コードを入力のうえ、PIN ロックを解除してご利用ください。 

・ PIN1 コードを 3 回連続して間違えると、自動的に「PIN ロック」がかかります。詳しくはドコモのホームページにてご確認ください。 
https://www.nttdocomo.co.jp/support/password_pin/ 

 

  

https://www.nttdocomo.co.jp/support/password_pin/
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9.13 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。 
 
操作手順 

 

1. メインメニューから「デバイス」-「リスト表示」を選

択します。 
パスコード削除を行いたいデバイスをクリックしま

す。 
 

 

2. 「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」から「デバイス」をクリ
ックします。 

「続行しますか︖」のメッセージが出たら OK をクリッ
クします。 

 

 

3. 「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は消去され、デバイス上

に「パスコード要求」ダイアログが表示されます。 
利用者に新しいパスコードを設定するよう案内して

ください。 

 

 
 

  

Point︕ 
＜169＞「パスコードを消去すると」 
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9.13.1 ポイント 

ポイント 
＜169＞「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「パスコード要求」が表示されます。(下図
参照) 

パスコードの設定は 60 分以内に設定する必要があります。60 分以上経過すると、今すぐパスコード設定するよう促されます。パス
コード設定が完了するまで利用者はデバイスの操作ができません。 

 

 

パスコード削除を行うとデバイスに左図の表示がされます。 

「続ける」をタップして、利用者にてパスコードを設定します。「後で」をタップす
ると本画面を閉じます。ただし、60 分以内にパスコードの設定をするよう、本

画面が繰り返し表示されます。 
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9.14 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、
WS1 管理画面から迅速に対策を取ることができます。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 WS1 に加入しているデバイスのプラットフォームごとの内訳。 
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。 

違反件数最大のポリシー 
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。 

ブラックリストアプリを持つデバイス 
デバイスにインストールされているすべてのブラックリストアプリを
違反件数が多い順にリストアップします。 

必須アプリを持っていないデバイス 
必須アプリをインストールし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 最新プロファイルを持っていないデバイス 
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 
最新のアプリバージョンを持っていないデバイス 

最新のアプリケーションバージョン。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。 

インストール件数最大のアプリ 
最もインストール頻度が高いアプリを、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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9.14.1 カテゴリでデバイスリストを表示する 
WS1 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 WS1 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 

 
 

1. WS1 モニタより「順守違反」のグラフをクリック
します。 

 
 

2. 非順守のデバイスのみをリスト表示します。 

 
■例２ 必須アプリを持っていないデバイス 

 

1. WS1モニタより「必須アプリを持っていないデバ
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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2. 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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9.14.2 レポート機能を利用する 
WS1 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。 
 

 
 

1. 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、【実行】をクリックします。 

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「実行」を
クリックします。 

Point︕ 
＜171＞「レポートの便利な使い方」 

Point︕ 
＜170＞「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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9.14.3 イベントログを確認する 
WS1 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。 

 

 

1. 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。 
「デバイスのイベント」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、WS1 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「過去 1 時間」のリス
トを表示します。 

 
※本ガイドでは「デバイスのイベント」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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9.14.4 ポイント・注意事項 

ポイント 
＜170＞「レポートの種類について」 

モニタで出力可能なレポート一覧は別紙「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。 

 
＜171＞「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 WS1 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 WS1 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 WS1 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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9.15 E メール通知機能を設定する 
Apple 証明書の失効日や VPP アプリの更新通知を E メールにて受信することが可能です。通知機能が利用できる項目は下記の通り
です。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

1. 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、WS1 に切り替えます。 

 

 

2. WS1 グループ名を選択します 
WS1 管理画面右上の「00」から始まる数列をク

リックします。 

No 項目 説明 

① APNs 失効日 証明書期限切れの 30 日前に E メール通知 

② デバイスリスト表示のエクスポート 
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 E メール通知 

③ VPP アプリ自動更新 App Store に VPP アプリの更新があった際に E メール通知 

④ プロビジョニングプロファイル失効 社内アプリの有効期限切れの 60 日前に E メール通知 
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3. 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。 

 
 

 

4. 通知メールを受信する E メールアドレスを設定し
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。 

 

 

5. 通知する項目設定をします 
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。 

 

 
 

 

Point︕ 
＜21＞「E メールアドレスの複数設定について」 

Point︕ 
＜20＞「通知機能の通知方法について」 
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6. 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。 

 
 

9.15.1 注意事項 

注意事項 
■Apple 証明書失効通知メールに記載されているリンクについて 
 Apple 証明書失効日の 30 日前に受信するメールに記載されている【APNs を更新する】のリンクは使用することができません。お手

数ですが、「2.1 管理画面へのログイン」を参照し、あんしんマネージャー管理画面にログインしてください。 
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9.16 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」です。ご利用に応じて設定を変更いただきご利用ください。 
 
操作手順 

 

1. 「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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10. 購入済みアプリの配布 
ABM で購入済みアプリの配布について説明します。 
 
10.1 購入済みアプリとは 
10.2 ABM 登録から購入済みアプリ配布までの流れ 
10.3 ABM の登録 
10.4 アプリ購入 
10.5 あんマネで利用するロケーションの作成 
10.6 ロケーショントークンのダウンロード 
10.7 ロケーショントークンのアップロード 
10.8 アプリの購入 
10.9 購入したアプリの同期 
10.10 アプリの配布 
10.11 アプリの更新 
10.12 トークンの更新手続きについて 
10.13 ライセンスの回収 
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10.1 購入済みアプリとは 
ABM にて、「コンテンツ」-「App とブック」を利用し、App Store で提供されている無償・有償アプリを企業側で一括してライセンス購入
を行い、そのアプリを、あんしんマネージャーWS1 を通して配布する手順について説明します。 
 
購入したアプリについては、管理対象アプリとしてデバイスへ配布されます。配布方法はデバイスベース、または Apple ID ベースの 2 種
類からお選びいただけます。デバイスベースで配布されたアプリはデバイス側で Apple ID/パスワードの入力を必要としません。 
また、監視モードに設定されたデバイスでは、配布時における設定により、アプリはサイレントインストールする事が可能です。 
非監視のデバイスでは、アプリインストール許可/拒否選択のポップアップが表示され、ユーザが操作することでインストールされます。 
 
ご利用にあたっては ABM（2018/8/1～）への登録が必要です。ABMの新規開設方法については、Apple 社のホームページにてご
確認ください。 
  



操作マニュアル_iOS_4.0 版 

©2022 NTT DOCOMO, INC. All Rights Reserved. 
359 

10.2 ABM登録から購入済みアプリ配布までの流れ 
ABM 登録から購入済みアプリ配布までについては、以下の流れで、お手続きと各種設定が必要となります 
 

 
 

 
 
  

Point︕ 
＜172＞「ABM の登録について」 
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10.3 ABMの登録 
ABM の開設やアップグレード、機能概要やサイトの操作方法については Apple 社 Apple Business Manager ヘルプサイト
（https://help.apple.com/businessmanager/）をご確認下さい。 
 
すでに開設済みの方は、「10.4 アプリ購入から配布までの流れ」に進みます。 
 

 
 

10.3.1 事前準備 
ABM の申し込みおよび設定にあたり、以下の情報が必要となります。 

 
 

組織の情報 

組織名 ABM に登録を行う企業名。DUNS に登録されている名称であることが必要。 

DUNS 番号 ABM に登録を行う企業の DUNS 番号。 

電話番号 下記の担当者、確認用連絡先に指定した人の電話番号。 

Web サイト ABM に登録を行う企業の Web サイト URL 

担当者情報 

氏名 申し込み手続きを行い、ABM の管理者となる人の氏名。後から変更可。 

勤務先メールアドレス 担当者のメールアドレス。会社のアドレスであることが必要。 

担当/役職名 担当者の役割。特にない場合は「担当」で良い。 

確認用連絡先 
（上席者） 

氏名 
担当者の上席者または、会社の役員に相当する人の氏名。 

ABM を申し込むにあたり、導入の決定権を持つ人 

勤務先メールアドレス 確認用連絡先となる方のメールアドレス。会社のアドレスであることが必要。 

担当/役職名 確認用連絡先となる方の役割。特にない場合は「マネージャ（IT）」で良い。 

Apple ID 
管理 Apple ID 用アドレス 

最初の管理者用 Apple ID とするメールアドレス。まだ Apple ID として使われ
ていないメールアドレスであること。 

携帯電話番号 管理者用 Apple ID の 2 ファクタ認証（2 段階認証）の SMS を受信するた

Point︕ 
＜173＞「ABM のお申込および設定に必要な環境」 

https://help.apple.com/businessmanager/
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めの携帯電話番号。 

DEP 用情報 ドコモの Reseller ID ドコモの営業担当者より連絡。DEP を利用しない場合は省略可。 

VPP 用情報 支払情報 
コーポレートカードまたは VPP Credit 番号。有料アプリを購入しない場合は省

略可。 

10.3.2 ポイント・注意事項 

ポイント 
＜172＞「ABMの登録について」 

すでに DEP に登録されている場合、ABM にアップグレードすることで継続してご利用可能です。VPP 利用もある場合は、アップグレー

ド後にライセンスを紐づける場所（ロケーション）の指定をします。その後、ロケーショントークンを WS1 にアップロードします。 
 

VPP のみのご利用の場合は、新規で ABM を登録し既存の VPP 購入担当者を新しい ABM アカウントに招待できます。招待された
ら、既存の VPP アカウントで ABM へログインしアップグレードを行います。アップグレード後にライセンスを紐づける場所（ロケーション）

の指定をします。その後、ロケーショントークンを WS1 にアップロードします。 
DEP、VPP ともにご利用がない場合は、新しく ABM を開設してください。 

VPP から ABM へのアップグレードおよびライセンスの移行方法については、別紙「Apple Business Manager へのアップグレード操
作手順書」をご確認ください。 

 
Apple Business Manager の機能概要やサイトの操作方法については、Apple 社 Apple Business Manager ヘルプサイト

をご確認下さい。 
https://help.apple.com/businessmanager/ 

 
＜173＞「ABMのお申込および設定に必要な環境」 

ABM の申し込みおよび設定にあたり、以下の環境が必要となります。 
・Windows/macOS を搭載したコンピュータ上の、最新の Google Chrome、Safari、Microsoft Edge 

※Internet Explorer では登録出来ません。 
 

 
注意事項 
 ABM に登録した Apple ID は、ABM 専用の Apple ID となり、iTunes Store やそのほかの Apple サービスへのログインに使

用することはできません。 
 
  

https://help.apple.com/businessmanager/
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10.4 アプリ購入から配布までの流れ 
ABM の開設が完了した後、購入したアプリをあんマネ WS1 から配布するまでの大まかな流れは以下の通りです。 
 

1.事前準備 
No 操作画面 手順 該当ページ 

1 ABM あんマネで利用する「場所（ロケーション）」を作成

する 

10.5 あんマネで利用するロケーションの作成 

2 ABM ロケーショントークンをダウンロードする 10.6 ロケーショントークンのダウンロード 

3 あんマネ WS1 ダウンロードしたロケーショントークンをアップロードする 10.7 ロケーショントークンのアップロード 
 
※ロケーションの作成、およびロケーショントークンのダウンロードとアップロードがお済の方は、下記「2.購入から配布まで」に進みます。 
 

2.購入から配布まで 
No 操作画面 手順 該当ページ 

1 ABM アプリを購入する 10.8 アプリの購入 

2 あんマネ WS1 購入したアプリをあんマネ WS1 に同期する 10.9 購入したアプリの同期 

3 あんマネ WS1 アプリの割り当て設定を行う 10.10 アプリの配布 
 
※ロケーショントークンの有効期限は 1 年です。 

「2.購入から配布まで」を実施する前に、ロケーショントークンの有効期限が失効していないかか確認してください。 
（WS1 管理画面から、デバイス > デバイス設定 > Apple> VPP 管理配布 > より有効期限を確認できます） 
失効している場合、アプリの同期が行えません。ロケーショントークンの更新手続きを実施してください。 
（参照︓10.12 トークンの更新手続きについて） 
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10.5 あんマネで利用するロケーションの作成 
操作手順 

 

1. ABM ポータルサイトにログインします。 

URL︓https://business.apple.com/ 

 

2. 本人確認画面が表示される場合は、確認コー
ドで認証を行います。 

 

3. 確認コードを受信したら、コードを入力し認証
を行います。 

https://business.apple.com/
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4. ブラウザを信頼するかどうかを設定し次に進み
ます。 

 

5. 【場所】を選択し、追加ボタンをクリックします。 

 

6. 必要事項を入力し【保存】をクリックします。 
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7. ロケーションが作成できました。 
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10.6 ロケーショントークンのダウンロード 
ABM からトークンをダウンロードします。 
 
操作手順 

 

 
 

1. ABM ポータルサイトにログインします。 
 
URL︓https://business.apple.com/ 

 
 

2. 本人確認画面が表示される場合は、確認コード
で認証を行います。 

 

3. 確認コードを受信したら、コードを入力し認証を

行います。 

https://business.apple.com/
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4. ブラウザを信頼するかどうかを設定し次に進みま
す。 

 

 

5. TOP画面が表示されます。画面下部アカウント
名をクリックして「環境設定」に進みます。 

 

 

6. 【お支払いと請求】をクリックします。 
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7. 【サーバトークン】から該当のロケーショントークン
をダウンロードします。 

ダウンロードしたトークンはWS1管理画面にてアッ
プロードします。PC 内のわかりやすい場所に保存

しておきます。 
 

保存したら、トークンダウンロード作業は完了で
す。 

  



操作マニュアル_iOS_4.0 版 

©2022 NTT DOCOMO, INC. All Rights Reserved. 
369 

10.7 ロケーショントークンのアップロード 
「10.6 ロケーショントークンのダウンロード」でダウンロードしたトークンを WS1 に登録します。 
 
操作手順 

 
 

1. あんしんマネージャーにログインし、WS1管理画
面を開きます。 
デバイス > 「デバイス設定」を選択します。 

 

 

2. 「Apple」をクリックし、「VPP管理配布」を選択し

ます。 

 

3. 「説明」を入力します。 

ここでは ABM アカウントで利用している Apple ID
を入力するか、ID を識別する情報を入力します。 

一年後にトークンの更新作業が必要となるため、更
新時にどの ID であったか失念しないよう、メモとして

入力しておきます。 
 

※国は選択する必要はありません。ラジオボタンが
グレーアウトしているのは正常です。 
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4. トークンをアップロードします。 
「アップロード」ボタンから選択します。 

 
 

 
 

5. 「ファイルを選択」ボタンを選択します。 

 
 

6. ロケーショントークンのダウンロード」で取得したト
ークンファイルを指定します。 

Point︕ 
＜174＞「ロケーショントークンは一度に 1 つのあん
マネグループでのみ使用できます」 
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7. 「保存」を選択します。 

 

 

8. 「保存」を選択します。 

保存を選択すると読み込みが始まり「登録完了しま
した」 とメッセージが表示されます。 

 
※「招待を自動送信する」と「メッセージテンプレー

ト」の項目は利用しません。入力は行わないでくださ
い。 

 
 

9. 有効期限が表示されていれば設定完了です。 

「次の日にちまでの有効」にトークンの有効期限が
正しく記載されていること、「ロケーション名」が正し

く表示されていることを確認したら設定完了です。 

  

Point︕ 
＜175＞「エラー︓アップロードされているフ
ァイルの名前が無効です」 



操作マニュアル_iOS_4.0 版 

©2022 NTT DOCOMO, INC. All Rights Reserved. 
372 

10.7.1 ポイント 

ポイント 
＜174＞「ロケーショントークンは一度に 1 つのあんマネグループでのみ使用できます」 

ロケーショントークンは、一度に 1 つのあんマネグループのみ使用できます。複数のあんマネグループに同一トークンを再利用しないでくだ
さい。 

あんマネグループが複数契約ある場合は、ABM/ASM ポータルで購入したアプリの使用を、これから登録を行うあんマネグループで開
始する前に他のあんマネグループで使用されていないことを確認してください。 

また、同一ロケーショントークンを他社 MDM サービスに重複して登録することもできません。 
すでに同一ロケーショントークンが登録されている場合は、既存の環境からロケーショントークンを取り消して削除してください。この場

合、既存の環境からトークンが取り消されアプリライセンスは回収されます。 
他社 MDM で登録済みの同一ロケーショントークンを削除した場合の影響については、お客様ご利用の MDM ベンダーにご確認くださ

い。 
 

＜175＞「エラー︓アップロードされているファイルの名前が無効です」 
ファイル名に使用できない記号が含まれている場合は保存することができません。ファイル名に「..」、「//」、「/」または「:」が含まれてい

ないことを確認してから、再試行してください。 
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10.8 アプリの購入 
ABM の「App とブック」よりアプリの購入を行います。以下の手順は、購入例です。 
 
操作手順 

 
 

1. ABM ポータルサイトにログインします。 
 
URL︓https://business.apple.com/ 

 
 

2. 本人確認画面が表示される場合は、確認コード

で認証を行います。 

 

3. 確認コードを受信したら、コードを入力し認証を
行います。 

https://business.apple.com/
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4. ブラウザを信頼するかどうかを設定し次に進みま
す。 

 

 

5. 「App とブック」をクリックします。 

 
 

6. 検索ボックスに購入したいアプリ名を入力し検索

します。 
 

例）d ポイントクラブ 
 

検索ボックスに「d ポイント」と入力し検索を行うと、
該当するアプリケーションが表示されます。 

購入するアプリ「d ポイントクラブ」をクリックします。 
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7. ライセンス購入に必要な情報を入力します。 
 

下記項目を正しく選択し、購入処理を行います。 
 

a︓割当先の場所を選択します 
b︓購入するライセンス数を入力します 

c︓「入手」をクリックし購入します 

 
 
 

 

 

8. 購入処理が完了しました。 

指定した「場所」に購入したライセンスが反映されま
す。これでアプリの購入は完了です。 

  

Point︕ 
＜176＞「有料アプリ購入時に選択する配
布方式について」 
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10.8.1 ポイント 

ポイント 
＜176＞「有料アプリ購入時に選択する配布方式について」 

ABM で有料アプリを購入する際は、「管理対象ライセンス」「引き換えコード」より配布方式を選択することができます。 
 

管理対象ライセンス︓最新バージョンの Apple プロファイルマネージャなど、モバイルデバイス管理（MDM）ソリューションを利用して
Appをユーザまたはデバイスに割り当てます。管理者は App の所有権のみ保持し、必要に応じて取り消しや再割り当てが可能です。 

- デバイスベース/ユーザベース配布対応 
- 監視モードデバイスにサイレントインストール可 

- アプリライセンスが管理者に帰属するため、WS1 からの管理可 
 

引き換えコード︓償還可能なコード一覧が記載されたスプレッドシートをダウンロードし、コードをユーザに配布できます。App やブック
の所有権はコードを使用した Apple ID に帰還します。コードは日本の App Store でのみ使用可能です。 

- ユーザベース配布のみ対応 
- サイレントインストール不可 

- アプリライセンスをユーザに譲渡するため、WS1 からの管理不可 
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10.9 購入したアプリの同期 
ABM の「App とブック」で購入したアプリを WS1 に同期します。 
 
操作手順 

 
 

1. アプリとブックより「購入済み」タブを選択します。 

 

 

2. 「アセットを同期」を選択します。 

 

 

3. 本画面が表示されます。【OK】を選択します。 
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4. 「同期実行中」に変わります。更新ボタンをクリック
します。 

 

5. 同期が完了すると、購入したアプリの一覧が表示
されます。 

 

 
 

 

10.9.1 ポイント 

ポイント 
＜177＞「アプリを追加購入した場合」 

ABM ポータルでアプリを追加で購入した場合、および購入済みアプリについてライセンスを追加で購入した場合は、アセット同期を行っ

た後、更新ボタンをクリックしてください。同期が完了すると、購入したライセンスが WS1 管理画面へ反映されます。 
 

＜178＞「新規購入したアプリを同期した際、「カスタム B2B」タイプの「不明」アプリとなってしまった場合」 

「アセット同期」実施後、Apple サーバとの同期処理が正常に行われなかった場合に、新規購入したアプリが「不明」として、購入済

アリ一覧に追加され、アプリ配布が行えないことがあります。 
アプリが「不明」となってしまった場合は、新規購入したアプリのアプリ名が正しく表示されるまで、以下手順を実施ください。 

1. 不明となったアプリをクリックし編集画面を開きます。 
2. [名前]と[バンドル ID]に任意の文字列(abc、com.abc など)を入力して保存します。 

3. アプリの左にある「×」ボタンをクリックして、一覧から「不明」アプリの削除を実施します。 
4. 削除後、再度「アセット同期」を実施します。 

 
  

Point︕ 
＜178＞「新規購入したアプリを同期した
際、「カスタム B2B」タイプの「不明」アプリと
なってしまった場合」 

Point︕ 
＜177＞「アプリを追加購入した場合」 
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10.10 アプリの配布 
アプリの配布設定について説明します。 
 

10.10.1 アプリをデバイスに割り当てて配布する 
購入したアプリの配布を行います。アプリの配布を行う前に、必要に応じてスマートグループを作成してください。 
監視モードに設定されたデバイスでは、配布時の設定によりアプリはサイレントインストールすることが可能です。 
非監視モードに設定されたデバイスでは、インストールポップアップが表示されるため、ユーザは通知をタップしてアプリインストールを実施し
ます。 
 
操作手順 

 

 

1. アプリとブックから「購入済み」タブを選択しま
す。 

 

2. アプリを選択します。 



操作マニュアル_iOS_4.0 版 

©2022 NTT DOCOMO, INC. All Rights Reserved. 
380 

 

3. 【デバイス割り当てを有効化】をクリックします。 
メッセージが表示されますので、OK をクリックしま

す。 
 

 

 

 

4. 使用を保留としたいライセンス数がある場合は、
該当の数を aの項目に入力します。 

保留中として入力した数は、割り当てに使用でき
なくなりますのでご留意ください。 

保留中のライセンス数を変更する場合は、本画
面で変更を行います。 

現在のライセンスのステータスは b の枠内に表示さ
れます。 

 
 

 

5. 【保存して割り当て】をクリックします。 

Point︕ 
＜180＞「デバイス割り当て有効化を一括
で行うには」 

Point︕ 
＜179＞「デバイス割り当てを有効化とは」 

Point︕ 
＜181＞「ライセンス状態について」 
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6. 「配布」タブを設定します。 

名前* 配布設定の名称を入力 

説明 説明を入力 

割り当て 
グループ* 

アプリを割り当てるグループを
指定（複数可） 

割り当て 

済み* 

割り当て可能なライセンス数

内で入力 
※割り当て数を追加する場合は手動

変更する 

※デバイス数より割り当てしたライセン

ス数が少ない場合、ライセンス不足で

一部デバイスに割り当てされません。 

引き換え 
済み 

割り当てしているライセンスで
引き換えが完了している数を

自動表示 
（編集不可） 

アプリ 
配信方法* 

「自動」または「オンデマンド」か
ら設定 

「*」は必須入力項目です 

 

 

 

7. 「制限】タブを設定します。 
 

 

Point︕ 
＜183＞「アプリの配信方法について」 

Point︕ 
＜182＞「スマートグループの設定について」 

Point︕ 
＜184＞「制限タブで設定する項目につい
て」 
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8. 「Tunnel とその他の属性」および「アプリケーシ
ョン構成」タブは必要に応じて設定します。 

 
 

 

9. 入力後、【作成】をクリックします。 

 

10. 割り当て詳細画面で内容を確認のうえ、保存し

ます。 

 

11. デバイス割り当てプレビューが表示されます。確

認のうえ、「公開」をクリックします。 
 

Point︕ 
＜185＞「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」 
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12. 設定が完了しました。 

 

 

 

  

Point︕ 
＜187＞「アプリを再配布する」 

Point︕ 
＜186＞「デバイスベースでアプリ配布時のデバ
イスの挙動について」 
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10.11 アプリの更新 
アプリに更新プログラム(アップデート)があった場合に、WS1 が自動でデバイスに更新プログラムをプッシュするかを設定できます。 
本機能はデバイスベースで配布しているアプリにのみ設定できます。ユーザベースで配布しているアプリには設定できません。 
また、更新プログラムが実際にプッシュされるのは、対象アプリの下位バージョンがインストール済みのデバイスに限ります。 
 

10.11.1 自動更新を有効化する 

 
 

1. アプリとブックより「購入済み」タブを選択します。 

 
 

2. 自動更新を有効にしたいアプリのチェックボックス
にチェックを入れます。 

個別選択、複数選択いずれも可能です。 
ここでは複数選択を例に説明します。 

 

3. 画面上部に表示される【その他アクション】から
「自動更新を有効化」を選択します。 

「続行しますか︖」のポップアップが表示されたら、
OK を選択します。 
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4. 自動更新が有効化(緑チェック)になりました。 

自動更新アイコンが「 」から「 」に変わり、自
動更新が有効化になりました。 
これにより、WS1 が更新プログラムを確認し、次回

更新プログラムが利用可能となれば、自動でプッシ
ュします。 

自動でプッシュされると、ダッシュボードのベルアイコン
にてお知らせいたします。 

 

 

 

 
 

  

Point︕ 
＜191＞「アプリ更新の有無はベルアイコン
で確認します」 

Point︕ 
＜190＞「更新状態のステータスについて」 

Point︕ 
＜189＞「更新プログラムは 24 時間おきに
確認されます」 

Point︕ 
＜188＞「自動更新の有効化はデバイス
割り当てが有効化されているアプリのみ可能
です」 
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10.11.2 更新プログラムを手動で一括プッシュする 

 
 

1. アプリとブックより「購入済み」タブを選択します。 

 
 

2. 更新プログラムが利用可能なアプリのチェックボッ
クスにチェックを入れ、画面上部に表示される【ア

プリを更新】をクリックします。 
「続行しますか︖」の確認画面が表示されましたら

OK をクリックします。 

 

3. 更新プログラムをプッシュしました。 

更新プログラムをプッシュすると、更新状態のステー
タスが「更新プログラムプッシュ済み」に変わります。 
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10.11.3 デバイスを選択して更新をプッシュする 
更新プログラムが利用できない場合や、個別にプッシュインストールの指示を行いたい場合に利用します。 

 
 

1. アプリとブックより「購入済み」タブを選択します。 

 
 

2. プッシュしたいアプリをチェックし、アクションメニュ

ーから「デバイスの管理」を選択します・ 

 

 

3. チェックボックスでデバイスを指定し、「インストー

ル」をクリックします。 
先頭のチェックボックスを選択すると、全デバイスにチ

ェックが入ります。 
検索条件を指定してリスト内からデバイスを絞ること

も可能です。 
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4. 「選択したアイテムにインストール」を選択します。 
手順 3 にて検索条件を指定してフィルタをかけた場

合は、「フィルタにインストール」を選択することで、
「未インストール」状態のデバイス全てに配信等が

可能になります。 

 
 

5. メッセージを確認し、【OK】をクリックするとプッシ

ュインストールの指示が実行されます。 
 

 
 

6. 状況を確認するには、更新ボタンをクリックしま

す。 
これにより、未インストールデバイスにはインストール

コマンドが、インストール済みでアプリにアップデートが
ある場合はアップデートのコマンドが順次発行されま

す。 
 

インストール状態はデバイスがサーバと通信したの
ち、順次更新されます。 
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10.11.4 更新状態を確認する 
更新プログラムが見つかった場合や更新プログラムを自動でプッシュした場合、WS1 管理画面から通知されます。 
画面右上にあるベルアイコンに、通知の数が表示されます。ベルアイコンを選択し「アプリ更新プログラム」に関する通知を確認します。 
アプリ更新プログラムのほかに、レポートのファイル出力完了通知や APNs の有効期限通知などもベルアイコンでお知らせします。 
※これらの通知を指定した E メールアドレスに送信することも可能です。詳しくは、「9.15 E メール通知機能を設定する」を参照してくだ
さい。 

 

1. ベルアイコンにバッチ表示がある場合は、お知らせ
があります。ベルアイコンをクリックします。 

 
 

2. 現在通知されている項目を確認します。 
「アプリ更新プログラム利用可能」や「アプリが更新さ

れました」の通知がある場合は、VPP アプリの更新
に関するお知らせです。 

 
▼アプリが更新されました 

自動更新が有効化されているため、WS1 が自動
で更新プログラムをプッシュしたことをお知らせしてい

ます。自動更新を無効化にする場合は、お知らせ
内の「自動更新を無効化」のリンクをクリックして、当

該アプリの自動更新の無効化設定を行います。 
 

▼アプリ更新プログラム利用可能 
更新プログラムがあることをお知らせしています。自

動更新設定が無効の場合にお知らせします。 
「自動更新を有効化」のリンクをクリックして、当該ア

プリの自動更新の有効化設定を行うか、手動でア
プリ更新を行います。 

 
「アプリ更新プログラム利用可能」の通知の場合、

通知内リンクをクリックすると対象のアプリ画面に移
動します。アプリにチェックを入れ、個別または一括

でプッシュすることが可能です。 
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10.11.5 ポイント・注意事項 

ポイント 
＜179＞「デバイス割り当てを有効化とは」 

【デバイス割り当てを有効化】とは、デバイスにアプリを割り当てる際の配布方式のことです。アプリの割り当てには、Apple ID を必要と
しない「デバイスベース」の割り当て方式のほかに、Apple ID を利用した「ユーザベース」の割り当て方式があります。 

 
■ユーザベース 

【デバイス割り当てを有効化】ボタンを選択しない場合、自動的に「ユーザベース」での割り当て方式となり、デバイスへのアプリ配布時
に各ユーザに iTunes の利用規約の同意、および Apple ID の入力が求められます。そのため、サイレントインストールは不可であり、

アプリライセンスはユーザの Apple ID に譲渡されるため、WS1 からの管理が不可となり、アプリの削除等ができません。 
ユーザベースにて配布を行ってしまった後にデバイスベースに変更する場合は、【デバイス割り当てを有効化】のボタンをクリックして保存

することで、「ユーザベース」から「デバイスベース」への切り替えが可能となります。 
■デバイスベース 

デバイス配布時に Apple ID を入力せずにアプリ配布を行いたい場合は、必ず【デバイス割り当てを有効化】を選択して「デバイスベー
ス」で配布設定を行ってください。 

 
＜180＞「デバイス割り当て有効化を一括で行うには」 

デバイス割り当て有効化をアプリ単位ではなく一括で設定するには、アプリ一覧から複数選択した場合に表示される【デバイス割り当
て有効化】ボタンから行うことができます。 

デバイス割り当て有効化の設定は一括で可能ですが、アプリの配布設定を一括で行うことはできません。 

 
 

＜181＞「ライセンス状態について」 

ライセンスは下記のステータスで管理されます。 

ステータス 状態 

総ライセンス数 当該アプリの総ライセンス数を表します。 

保留中 保留中のライセンスの数を表します。保留中のライセンスは割り当てに使用できません。 

割り当て済み ライセンスをデバイスに割り当てた数を表します。 

割り当てなし 割り当てに使用できるライセンス数を表します。 

引き換え済み デバイスに割り当て済で、デバイス側で引き換えが完了したライセンス数を表します。 

 

＜182＞「スマートグループの設定について」 
VPP のアプリに割り当てるスマートグループとプロファイルに割り当てるスマートグループは個別に作成することをお勧めします。 
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＜183＞「アプリの配信方法について」 

設定値 説明 

自動 

自動展開方式です。 
デバイスのアクティベーション完了時（WS1 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場合は、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。 

デバイスが監視モードの場合は、サイレントでインストールされます。 

オンデマンド 

手動展開方式です。 

アプリは App Catalog に展開します。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。 

 
＜184＞「制限タブで設定する項目について」 

設定値 初期値 説明 

加入解除時に削除 無効 有効にした場合、デバイスが MDM から加入解除された場合は、自動的にア
プリを削除します。 
社内アプリにおける無効時の注意︓ 

無効に設定されていて、プロビジョニングプロファイルが更新された場合、新しいプロビジョ

ニングプロファイルはデバイスに自動的に展開されません。新しいプロビジョニングプロファイ

ルが埋め込まれた新しいバージョンのアプリケーションが必要になります。 

削除を禁止 無効 有効にした場合、ユーザはアプリをアンインストールできません。 
※iOS 14 以降が必要です。 

アプリケーションのバックアップを防ぐ 無効 有効にした場合、アプリケーションデータは iCloud にバックアップされません。 

ユーザーがインストールしたアプリを 
MDM 管理対象にする 

無効 有効にした場合、MDM を使用してアプリケーションをプッシュする前にユーザが
そのアプリケーションをインストールすると、MDM がそのアプリケーションの管理を

代行します。監視モードデバイス上では、アプリケーションは自動（サイレント）
で管理されます。ユーザによる操作は不要です。 

非監視モードデバイス上では、ユーザは MDM による管理を受け入れるように
要求（デバイス上にプロンプト表示 ※下図参照）されます。ユーザによる操

作が必要です。 
MDM 管理対象となったアプリケーションは再インストールされず、データが失わ

れることはありません。アプリケーション管理において、構成値や VPN などの管
理設定を送信できます。 

 
なお、グループと設定 > すべての設定 > デバイスとユーザー > 全般 > 

プライバシー > 個人アプリケーション > にて「収集しない」に設定している場
合、この設定は無効です。 

 
参考︓非監視デバイスへのプロンプト例 
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＜185＞「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。 

 

1. 「構成を送信する」を ON にします。 
 

2. 左下「追加」をクリックし、連携サービスの
管理画面で取得した以下を入力します。 

 
構成キー︓各サービス毎に指定されます 

値タイプ︓各サービス毎に指定されます 
構成値︓各サービスの環境毎に指定され

ます 

 

 
 

＜186＞「デバイスベースでアプリ配布時のデバイスの挙動について」 
VPP のデバイスベースで配布されたアプリは、ユーザは Apple ID/パスワードを入力することなくインストールできます。 

デバイスが非監視の場合は、表示されたポップアップ通知の「インストール」ボタンをタップしてインストールします。 
デバイスが監視モードの場合は、ユーザ操作不要でサイレントにインストールが実行されます。 

 
＜187＞「アプリを再配布する」 

インストールされていないデバイスがあるなど、アプリを再配布したい場合は、 
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デバイス > リスト表示 > 対象デバイス選択 > アプリタブ > より、ラジオボタンでアプリを選択すると「インストール」ボタンが表示さ
れますので、個別にインストール要求を行います。 

または、アプリとブック > リスト表示 > 購入済み > より、左側のチェックボックスでアプリを選択し表示される「デバイス管理」ボタン
から、個別にインストール要求を行います。 

 
＜188＞「自動更新の有効化はデバイス割り当てが有効化されているアプリのみ可能です」 

自動更新有効化の設定は、アプリに対して「デバイス割り当て有効化」が完了している場合にのみ設定可能です。 
未実施の場合、「自動更新を有効化」のメニューは表示されません。 

 
＜189＞「更新プログラムは 24時間おきに確認されます」 

WS1 はデバイスベースの VPP アプリの更新プログラムがアプリストアでリリースされているかどうかをチェックし、またその更新プログラムが
画面上で利用可能になるタイミングを特定します。 

デバイスベースの VPP アプリに対する自動更新を有効化すると、更新プログラムがリリースされたときにこれらのアプリが更新され 
ます。アプリのバージョンを制御したい場合は自動更新を無効化にし、必要に応じて更新プログラムを手動でプッシュします。 

 
＜190＞「更新状態のステータスについて」 

更新状態のステータスには以下の値が表示されます。しかし WS1 は最新の更新ステータスを常に画面上部のベルアイコンでお知らせ
いたします。最新のステータスはベルアイコンで確認してください。 

ステータス 説明 

該当なし カスタム B2B アプリおよびデバイスベースでない VPP アプリ (自動更新を利用できない) 

保留中 確認 WS1 はアプリストアに更新プログラムがリリースされているかどうかを確認中です。 

更新プログラム利用可能 
WS1 はアプリストアに更新プログラムがリリースされていることを確認しました。 

自動更新が無効化( )されている場合は、アクションメニューから「アプリを更新」を行う
ことで更新プログラムをプッシュします。 

更新プログラムプッシュ済み WS1 は更新プログラムをプッシュしました。 

 

＜191＞「アプリ更新の有無はベルアイコンで確認します」 
アプリの自動更新をプッシュした場合、または更新プログラムがある場合に WS1 は画面上部のベルアイコンでお知らせいたします。アプ

リに更新プログラムがあるか、更新プログラムが自動でプッシュされたのはいつか、などを確認する場合は全てベルアイコンから確認を行
います。 

 
 

注意事項 
 アプリ配布のデバイスが多い場合、デバイスや App Store の状況により一度に全台のバージョンアップが行われない場合がありま

す。その場合は、時間をおいて再配布を行ってください。 
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10.12 トークンの更新手続きについて 
トークンの有効期限は発行日より 1 年です。トークンの有効期限が切れると、デバイスに割り当てられているライセンスの回収や新たなア
プリ配布の割り当てができなくなります。有効期限が切れる前に更新手続きを行ってください。 
 
事前に「10.6 ロケーショントークンのダウンロード」を参照し、トークンをダウンロードします。 
 
操作手順 

 
 

1. あんしんマネージャーにログインし、WS1管理画

面を開きます。 
デバイス > 「デバイス設定」を選択します。 

 

 

2. 「Apple」をクリックし、「VPP管理配布」を選択し
ます。 

 

 

3. 「更新」ボタンを選択します。 
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4. 「ファイルを選択」ボタンを選択します。 
 

 

 

5. 「10.6 ロケーショントークンのダウンロード」で取
得したトークンファイルを指定します。 

 

6. 「保存」を選択します。 

 

7. 「保存」を選択します。 
 

Point︕ 
＜192＞「エラー︓アップロードされているフ
ァイルの名前が無効です」 
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8. 有効期限が表示されていれば設定完了です。 
「次の日にちまでの有効」にトークンの有効期限が

正しく記載されていること、「ロケーション名」が正しく
表示されていれば設定完了です。 

 

10.12.1 ポイント・注意事項 

ポイント 
＜192＞「エラー︓アップロードされているファイルの名前が無効です」 

ファイル名に使用できない記号が含まれている場合は保存することができません。ファイル名に「..」、「//」、「/」または「:」が含まれてい

ないことを確認してから、再試行してください。 

 
 
 
注意事項 
 ABM ポータル 
・ ABM での「App とブック」で購入したアプリは、ポータルから削除することはできません。 

 WS1 管理画面 
・ トークンの有効期限が切れるとすでにデバイスに割り当てられている管理配布ライセンスを回収することができなくなります。 

・ トークンの有効期限日は VPP ポータルで発行した日が起算となります。WS1 管理画面に登録した日ではありません。WS1 管理
画面の「VPP 管理配布」の設定画面で表示される「次の日にちまで有効」の項目に記載されている日次がトークンの期限となりま

す。 
・ 購入したアプリを WS1 管理画面から削除することはできますが、アセット同期を実行すると再度 ABM ポータルと連携することで、

WS1 管理画面に購入済みアプリの全てが反映されます。 
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10.13 ライセンスの回収 
配布したアプリのライセンスを回収します。アプリのライセンスを回収すると、新たに別のデバイスへアプリを配布することが可能となります。 
 

10.13.1 デバイス個別に回収する 

デバイスを加入解除する 
VPP でアプリを配布したデバイスの加入解除を行うと、ライセンスは回収されます。加入解除を行うには、あんマネ管理画面からデバイス

の「ユーザ情報クリア」を行います。「ユーザ情報クリア」を行うと、ライセンスの回収およびあんマネの制御下から外れます。 
操作方法は「5.1.3 ユーザ情報クリア」をご参照ください。 

 

スマートグループからデバイス削除する 
ライセンスを回収したいユーザを VPPで配布しているアプリに割り当てているスマートグループから削除(スマートグループの除外設定)する
と、ライセンスは回収されます。スマートグループがライセンスを回収したいアプリのみに割り当てられている場合に有効です。 
 

 
 

1. 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. 「割り当てグループ」を選択します。 
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3. グループの一覧からライセンスを回収したいデバ
イスが所属するスマートグループを選択します。 

 

 

4. 除外設定に回収対象のデバイスを追加します。 

「除外」にライセンスを回収したいデバイスを追加し
ます。

 

 

5. 除外デバイスが追加されると右側のデバイス欄
から該当デバイスが削除されます。【次へ】をクリ

ックします。 

 

6. 「公開」を選択すると対象のスマートグループから

デバイスが除外され、ライセンスが回収されます。 

 
  

Point︕ 
＜193＞「スマートグループの除外設定について 
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10.13.2 一括回収する 

アプリの割り当てグループの一部を削除する 
VPP アプリを割り当てているグループを割り当て設定から削除することで、削除グループのライセンスをまとめて回収することができます。 
 

 
 

1. アプリとブックより「購入済み」タブを選択します。 

 
 

2. ライセンスを回収するアプリをチェックボックスで選

択し、【割り当て】ボタンをクリックします。 

 

3. 割り当て名称をクリックします。 
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4. 「配布」タブ内の割り当てグループから、回収した
いグループのレコードにて右端「×」をクリックし、

表示が消えたことを確認のうえ、保存します。 

 

5. 割り当てているグループの数が減ったことを確認
し、【保存】をクリックします。 

 

6. 割り当てプレビュー画面にて、ライセンス回収のデ

バイスの割り当て状態が「削除済み」で表示され
ます。「公開」をクリックすると、ライセンスが回収

されます。 
 

 

  

Point︕ 
＜194＞「アプリの更新設定や配布設定の値は維
持されます 
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アプリの割り当てグループのすべてを削除する 
VPP アプリを割り当てているグループをすべて削除することで、割り当て中のライセンスをまとめて回収することができます。 
 

 
 

1. アプリとブックより「購入済み」タブを選択します。 

 
 

2. ライセンスを回収するアプリをチェックボックスで選

択し、【割り当て】ボタンをクリックします。 

 

3. 左側のメニューボタンをクリックし、【削除】を選択

します。 
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4. 割り当てグループがないことを確認し【保存】をク
リックします。 

 

5. 割り当てプレビュー画面にて、ライセンス回収のデ

バイスの割り当て状態が「削除済み」で表示され
ます。「公開」をクリックすると、ライセンスが回収

されます。 
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10.13.3 アプリを削除する 
WS1 管理画面から購入したアプリを削除することで、一括でライセンスを回収することができます。有償アプリの場合、WS1 管理画面
からアプリを削除すると、デバイスからもアンインストールされる場合があります。 
 
操作手順 

 
 

1. アプリとブックより「購入済み」タブを選択します。 

 
 

2. 一括でライセンス回収したいアプリのレコードで
「×」を選択して削除します。 

「アプリケーションレコードは削除されます。続行しま
すか︖」のポップアップが表示されるので「OK」を選

択します。 
これにより、デバイスからアプリが削除されライセンス

がすべて回収されます。 

 

 

  

Point︕ 
＜195＞「削除したアプリを戻すには」 
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10.13.4 トークンを削除する 
WS1 管理画面からトークンを削除すると、すべてのアプリのライセンスを一括で回収することができます。 
 

操作手順 

 
 

1. デバイス > 「デバイス設定」を選択します。 

 

 

2. 「Apple」をクリックし、「VPP管理配布」を選
択します。 

 

3. 「消去」を選択して、トークンを削除します。 
これにより VPP アプリのライセンスのすべてが回

収されます。 
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10.13.5 ポイント・注意事項 

ポイント 
＜193＞「スマートグループの除外設定について」 

アプリに割り当てをしているスマートグループがプロファイルと共通の場合、除外設定するとプロファイルの適用も外れてしまいます。VPP
のアプリに割り当てるスマートグループとプロファイルに割り当てるスマートグループは個別に作成することをお勧めします。 

 
＜194＞「アプリの更新設定や配布設定の値は維持されます」 

この方法での回収は、アプリに対する更新設定（自動更新有効 or 無効）の値、およびアプリの配布設定（デバイスベース or 
Apple ID ベース）の値は維持されます。本操作は割り当てしているグループを取り消す操作となり、アプリの配布設定は削除されま

せん。 
 

＜195＞「削除したアプリを戻すには」 
「10.9 購入したアプリの同期」を行うと、削除したアプリを再度表示することができます。アプリを同期し表示されたアプリの配布設定は

クリアされています。改めて、更新設定（自動更新有効 or 無効）やアプリの配布設定（デバイスベース or Apple ID ベース）を
行う必要があります。 

 

 
注意事項 
 リスト表示 > 対象デバイス選択 > アプリタブ > より、ラジオボタンでアプリを選択して削除する場合、およびアプリとブック > リ

スト表示 > 購入済み > より、左側のチェックボックスでアプリを選択し表示される「デバイス管理」から個別に削除する場合は、

デバイスから一時的にアプリを削除する動作となり、ライセンス回収とはなりません。 
アプリの動作が不安定な場合などに、ライセンスはそのままにアプリ削除/再インストールを個別に行いたいシーン等で利用します。 
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11. 運用ガイド 
運用フェーズでよくあるデバイス登録に関するご質問を「ガイド」としてご用意しました。 
 
 
11.1 デバイスを新たに追加する 
11.2 デバイスを機種変更/交換する 
11.3 デバイスを管理下から削除する 
11.4 デバイスの利用者名を変更する 
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11.1 デバイスを新たに追加する 
あんマネの契約を新たに追加し、はじめて初期設定をする場合や、あんマネのステータスが「未登録」の回線でデバイスの初期設定を行
う場合の登録手順です。 
WS1 画面での制限設定やアプリ配布設定については、事前に設定が完了しているものとします。 
ABM デバイス管理を利用した登録方法は、「Apple Business Manager(ABM) デバイス管理 操作マニュアル」を参照ください。 
 
No 作業ツール※ 作業内容 備考 

1 あんマネ 「ユーザ情報登録」を実施し、「利用開始通知」を送信する 5.1.1 ユーザ情報登録 

2 デバイス 受信した SMS から初期設定（アクティベーション）を実施する 

利用者マニュアル 「2.初期設定編」を参照 

（iPad はSMS 受信不可のため利用者マニュ
アル「2.2.iPad 初期設定」を参照） 

3 ― 
アクティベーション完了後、順次 WS1 で設定した設定内容が
適用される 

 

4 あんマネ WS1 で対象デバイスの加入状態を確認する 
WS1 > デバイス > デバイスリスト > にて

加入状態が「加入済み」であることを確認 
※作業ツールの「あんマネ」はあんしんマネージャー管理画面、「デバイス」は利用者のデバイス、「WS1」は Workspace ONE 管理画
面を指します。 
 
  

https://anm.smt.docomo.ne.jp/grc2/webapi/anm/pub/anm/manual/aw/common/manual_abm.pdf
https://anm.smt.docomo.ne.jp/grc2/webapi/anm/pub/anm/manual/aw/common/manual_user_ios.pdf
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11.2 デバイスを機種変更/交換する 
あんマネのステータスが「登録済」のデバイスを機種変更する場合、故障等でデバイス交換する場合の操作手順です。 
WS1 画面での制限設定やアプリ配布設定については、事前に設定が完了しているものとします。 
ABMデバイス管理を利用している場合の手順は、「Apple Business Manager(ABM) デバイス管理 操作マニュアル」を参照くださ
い。 
 
No 作業ツール※ 作業内容 備考 

1 あんマネ 「ユーザ情報クリア」を実施する 5.1.3 ユーザ情報クリア 

 デバイス 

デバイスが通信可能な場合は、デバイスの制限が解除されま

す。デバイス電源断/通信不可の場合、制限は解除されませ
ん。通信が復旧後、制限が解除されます。 

 
制限が解除されない場合は、デバイスからMDM構成プロファイ

ルを手動で削除してください。 

MDM 構成プロファイルの削除方法︓ 
デバイスの設定アプリより、一般 > VPN とデ

バイス管理 > より「デバイスマネージャー（あ
んしんマネージャー）」のプロファイルを削除 

2 デバイス 交換後のデバイスに SIM を挿入する  

3 あんマネ 「ユーザ情報登録」を実施し、「利用開始通知」を送信する 5.1.1 ユーザ情報登録 

4 デバイス 受信した SMS から初期設定を実施する 
利用者マニュアル 「2.初期設定編」を参照 
（iPad はSMS 受信不可のため利用者マニュ

アル「2.2.iPad 初期設定」を参照） 

5 ― 
アクティベーション完了後、順次 WS1 で設定した設定内容が

適用される 
 

6 あんマネ WS1 で対象デバイスの加入状態を確認する 
WS1 > デバイス > デバイスリスト > にて
加入状態が「加入済み」であることを確認 

※作業ツールの「あんマネ」はあんしんマネージャー管理画面、「デバイス」は利用者のデバイス、「WS1」は Workspace ONE 管理画
面を指します。  

https://anm.smt.docomo.ne.jp/grc2/webapi/anm/pub/anm/manual/aw/common/manual_abm.pdf
https://anm.smt.docomo.ne.jp/grc2/webapi/anm/pub/anm/manual/aw/common/manual_user_ios.pdf
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11.3 デバイスを管理下から削除する 
デバイスをあんマネの管理下から削除する場合の手順です。「登録済」デバイスを「未登録」に戻します。本操作が必要なおもなケース
は下記の通りです。管理下から削除したあと、改めて初期設定を行う場合は「11.1 デバイスを新たに追加する」を行ってください。 
ABM デバイス管理を利用している場合は、「Apple Business Manager(ABM) デバイス管理 操作マニュアル」を参照ください。 
 
■参考例 
・アクティベーションによるデバイスの制限を解除する場合（デバイスの返却など） 
・アクティベーションをやり直す場合 
・あんしんマネージャー契約を複数お持ちの場合で、異なるあんしんマネージャー契約グループにデバイスを移動する場合 

（例︓あんマネグループ A から、あんマネグループ B に移動） 
・あんマネの契約を解約する場合 
・回線を解約する場合 
 
No 作業ツール※ 作業内容 備考 

1 あんマネ 「ユーザ情報クリア」を実施する 5.1.3 ユーザ情報クリア 

2 デバイス 

デバイスが通信可能な場合は、デバイスの制限が解除されま

す。デバイス電源断/通信不可の場合、制限は解除されませ
ん。通信が復旧後、制限が解除されます。 

 
制限が解除されない場合は、デバイスからMDM構成プロファイ

ルを手動で削除してください。 

MDM 構成プロファイルの削除方法︓ 
デバイスの設定アプリより、一般 > VPN とデ

バイス管理 > より「デバイスマネージャー（あ
んしんマネージャー）」のプロファイルを削除 

※作業ツールの「あんマネ」はあんしんマネージャー管理画面、「デバイス」は利用者のデバイス、「WS1」は Workspace ONE 管理画
面を指します。 
  

https://anm.smt.docomo.ne.jp/grc2/webapi/anm/pub/anm/manual/aw/common/manual_abm.pdf
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11.4 デバイスの利用者名を変更する 
あんマネのステータスが「登録済」のデバイスの制限はそのままに、登録しているユーザ名を変更する場合の登録手順です。 
 
No 作業ツール※ 作業内容 備考 

1 あんマネ 「ユーザ情報変更」を実施する 5.1.2 ユーザ情報変更 

― ― 

変更後、下記タイミングで反映されます。 

■あんマネ管理画面 
変更後すぐにユーザ名が変更されます。 

■WS1 管理画面 
変更後、WS1 のデバイスリストにて、 

“ユーザー”の名前が変更されます。 
“一般情報”の名前（フレンドリ名）はデバイスが WS1 サーバ

にチェックインした後で変更されます。 

下記、「参考︓変更箇所」参照 

※作業ツールの「あんマネ」はあんしんマネージャー管理画面、「デバイス」は利用者のデバイス、「WS1」は Workspace ONE 管理画
面を指します。 
 
参考︓変更箇所 
 あんマネ管理画面 WS1 管理画面 

変更前 

 
 

変更後 

 

チェックイン前※ 

 
チェックイン後※ 

 

※本表に記載の「チェックイン」とは、デバイスが WS1 サーバと通信しデバイス情報サンプルを WS1 サーバが収集できた場合のことを言
います。（ユーザによる Hub アプリの起動、MDM サンプルスケジュールによるサンプル収集タイミング等） 
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