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変更履歴 

日付 ver 変更箇所 変更内容 

2016/11/29 ～

2020/6/18 

1.00 ～

1.17 
 新規作成、以降 17 回変更 

2021/2/21 2.00 全体 構成、記載の変更 

2021/3/10 2.01 全体 FAQ １７件追加 

2021/3/29 2.02 全体 FAQ １６件追加 

2021/5/24 2.03 管理サイトの操作について FAQ 1 件追加 

Android の操作について FAQ 2 件追加 

iOS の操作について FAQ 6 件追加 

2021/6/1 2.04 Windows の操作について FAQ 1 件追加 

4GLTE ケータイの操作について FAQ 1 件追加 

2021/7/9 2.05 管理サイトの操作について FAQ 2 件追加 

Android の操作について FAQ 1 件追加 

iOS の操作について FAQ 4 件追加 

Windows の操作について FAQ 1 件追加 

2021/8/13 2.06 管理サイトの操作について FAQ 1 件追加 

Android の操作について FAQ 2 件追加 

iOS の操作について FAQ 13 件追加 

4GLTE ケータイの操作について FAQ 2 件追加 

2021/9/2 2.07 管理サイトの操作について FAQ 3 件追加 

Android の操作について FAQ 6 件追加 

iOS の操作について FAQ 10 件追加 

2021/10/12 2.08 管理サイトの操作について FAQ 12 件追加 

Android の操作について FAQ 4 件追加 

iOS の操作について FAQ 5 件追加 

2021/11/4 2.09 管理サイトの操作について FAQ ４件追加 

Android の操作について FAQ １件追加 

4GLTE ケータイ管理サイトの操作について FAQ １件追加 

2021/11/26 2.10 F4GLTE ケータイの操作について FAQ １件追加 

2021/12/6 2.11 管理サイトの操作について FAQ ３件追加 

Android の操作について FAQ ３件追加 

iOS の操作について FAQ ４件追加 

Windows の操作について FAQ ４件追加 

4GLTE ケータイ管理サイトの操作について FAQ １件追加 
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日付 ver 変更箇所 変更内容 

2022/1/5 2.12 管理サイトの操作について FAQ １件追加 

Android の操作について FAQ ２件追加 

iOS の操作について FAQ ２件追加 

Windows の操作について FAQ １件追加 

4GLTE ケータイの操作について FAQ １件追加 

2022/2/10 2.13 管理サイトの操作について FAQ ２件追加 

Android の操作について FAQ １件追加 

iOS の操作について FAQ ４件追加 

4GLTE ケータイの操作について FAQ １件追加 

2022/2/20 2.14 iOS の操作について 管理コード：T-I-cpr006 修正 

2022/3/1 2.15 管理サイトの操作について FAQ １件追加 

Android の操作について FAQ ４件追加 

iOS の操作について FAQ ４件追加 

Windows の操作について FAQ １件追加 

4GLTE ケータイの操作について FAQ １件追加 

2022/4/18 2.16 管理サイトの操作について FAQ １件追加 

iOS の操作について FAQ ５件追加 

Windows の操作について 管理コード：O-W-nma001 修正 

2022/6/1 2.17 管理サイトの操作について FAQ ２件追加 

Android の操作について FAQ ３件追加 

Android の操作について 管理コード：T-A-syn001 修正 

iOS の操作について FAQ ３件追加 

iOS の操作について 管理コード：T-I-cpr011 修正 

4GLTE ケータイの操作について FAQ １件追加 

2022/7/24 2.18 Android の操作について 管理コード：T-A-ano003 修正 

Android の操作について 管理コード：T-A-ano008 修正 

2022/11/25 2.19 管理サイトの操作について FAQ 6 件追加 

Android の操作について FAQ 4 件追加 

iOS の操作について FAQ ７件追加 

Windows の操作について FAQ １件追加 

Windows の操作について 管理コード：O-W-nma001 修正 

Mac の操作について 管理コード：T-M-kit001 修正 

2023/02/28 2.20 管理サイトの操作について 管理コード：O-AW-apu004 修正 

Android の操作について FAQ １件追加 

iOS の操作について 管理コード：T-I-dep001 修正 

2023/03/31 2.21 全体 ヘッダーに FAQ サイトの案内を追加 
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はじめに 
 

本マニュアルは Smart Mobile Safety Manager（以降、SMSM と呼ぶ）の FAQ として、 

よくある質問と回答を記載します。 

 

「はじめに」では表の見方について説明します。 

 

QA の見方 

QA 表の各項目の説明は以下のとおりです。 

 
Q1 管理コード：O-AW-ase001 
機器にどんな設定を割り当てているか確認できますか。 

A. はい。以下の手順で、機器ごとに設定している内容を確認してください。 

■手順 

［機器］→該当機器を選択→［詳細］→［設定の割り当て］ 

 

詳細は、以下を参照してください。 

「管理サイト リファレンスマニュアル」4.1.8 機器の設定 

［https://www.optim.co.jp/promotion/smsm/pdf/ManagementSite_Reference.pdf］ 

 

ただし、指示内容が反映済みかどうかは確認できません。 

こちらは通信日時が更新されているか、ログにて設定に失敗した旨のログが出ていないかを確認し 

てください。 

 

 

項番 項目 説明 

1 Q 番号 見出しごとの FAQ の番号を記載しています。 

見出しについては「・見出しの構成と検索の仕方」を参照してください。 

2 Q 文章 FAQ の質問文を記載しています。 

3 A 文章 FAQ の回答文を記載しています。 

4 管理コード FAQ を管理するためのコードです。 

FAQ を参照して解決しなかった場合は、管理コードと併せて問い合わせてく

ださい。 

 

  

1 
2 

3 

4 

https://smsmfaq.smartmanager.jp/kddiproduct/ausl/web/index.html
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見出しの構成と検索の仕方 

見出しは以下の規則で構成されています。 

矢印の順序で選択しすることで、FAQ を探すことができます。 

FAQ を探す場合は「・目次」から遷移してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

(※1)運用方法：使い方や運用に関する FAQ 

(※2)トラブルシュート：問題の解決方法や不具合の解消方法についての FAQ 

  

管理サイト 

or 

各 OS 

機能 

（またはキーワード） 

運用方法(※1) 

or 

トラブルシュート(※2) 

https://smsmfaq.smartmanager.jp/kddiproduct/ausl/web/index.html
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目次 

FAQ は以下の管理サイト、OS ごとに表示しています。 

いずれかをクリックしてください。 

 

●管理サイトの操作について  

●Android の操作について  

●iOS の操作について  

●Windows の操作について  

●Mac の操作について 

●4GLTE ケータイ 管理サイトの操作について  

●4GLTE ケータイの操作について 
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管理サイトの操作に関する FAQ 

表は機能やキーワードごとに記載しています。運用方法に関する FAQ かトラブルシュートに関

する FAQ か選んでください。 

 

  

機能分類 運用方法(件数) トラブルシュート(件数) 

機器 １２件 １０件 

ユーザー ５件 1 件 

Apple Push 証明書 ５件 ５件 

リモートワイプ 1 件 ― 

認証 ２件 ― 

同期 1 件 ― 

解約 1 件 ― 

通信量 ２件 ― 

機器レポート 1 件 ― 

ADE（旧 DEP） １件 ― 

Wi-Fi １件 ― 

海外利用 １件 ― 

App Configuration １件 ― 

ログイン １件 3 件 

CSV ４件 1 件 

クライアント証明書 １件 ― 

初期導入 ２件 ― 

機種変更 １件 ― 

対応機種 ２件 ― 

設定全般 １件 ― 

ログメール通知 １件 ― 

ウイルス対策オプション １件 1 件 

オリジナルアプリ登録 ― 1 件 

リモートロック １件 1 件 

Android Enterprise ― 1 件 

かんたん初期設定 ― １件 

アプリケーションレポート ３件 １件 
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Android の操作に関する FAQ 

表は機能やキーワードごとに記載しています。運用方法に関する FAQ かトラブルシュートに関

する FAQ か選んでください。 

 

 

 

  

機能分類 運用方法(件数) トラブルシュート(件数) 

アプリケーション配信 １８件 ９件 

Android Enterprise １３件 ８件 

認証 ８件 ７件 

連絡先 3 件 1 件 

アプリケーション禁止 ４件 ２件 

スクリーンロック 2 件 2 件 

ウイルス対策オプション ４件 3 件 

対応機種 1 件 ― 

機種変更 1 件 ― 

エージェント 1 件 4 件 

位置情報 ２件 １件 

+browser Safety Manager ３件 ― 

Device Owner Mode 1 件 １件 

アプリケーション検知 １件 ― 

テザリング １件 ― 

デバイス管理者権限 １件 1 件 

動作環境 １件 ― 

クライアント証明書 １件 ― 

端末保護機能 １件 ― 

カメラ禁止 ― 1 件 

Secure Shield ― 1 件 

スクリーンロックパスワード変更 １件 ３件 

同期 ２件 1 件 

セキュリティ設定 ― １件 

ゼロタッチ ― ２件 

https://smsmfaq.smartmanager.jp/kddiproduct/ausl/web/index.html
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iOS の操作に関する FAQ 

表は機能やキーワードごとに記載しています。運用方法に関する FAQ かトラブルシュートに関

する FAQ か選んでください。 

 

機能分類 運用方法(件数) トラブルシュート(件数) 

アプリケーション配信 ２０件 １２件 

構成プロファイル ２１件 １６件 

App とブック(旧 VPP) ９件 ５件 

ADE(旧 DEP) ８件 １３件 

オリジナルアプリ登録 3 件 ― 

認証 ４件 ２件 

Web フィルタリング 1 件 １件 

設定全般 1 件 ― 

Web クリップ ３件 ― 

同期 ２件 ２件 

機器 1 件 ― 

共有アドレス帳 1 件 ― 

位置情報 ３件 ― 

アプリカタログ １件 ３件 

連絡先 ２件 １件 

OS アップデート １件 ― 

テザリング １件 ― 

ユーザー １件 ― 

エージェント ２件 ― 

同期不可検知 ― 1 件 

動作環境 １件 ― 

+browser Safety Manager １件 1 件 

ホーム画面レイアウト ― ２件 

ポータル ― ４件 

クライアント証明書 ― １件 

ローミング設定 ― ２件 

リモートワイプ 1 件 ２件 
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設定アプリ ― １件 

App Configration ― １件 

パスコード削除 ― 1 件 

MAC アドレス ― １件 

シングル App モード １件 ２件 

https://smsmfaq.smartmanager.jp/kddiproduct/ausl/web/index.html
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Windows の操作に関する FAQ 

表は機能やキーワードごとに記載しています。運用方法に関する FAQ かトラブルシュートに関

する FAQ か選んでください。 

 

 

  

機能分類 運用方法(件数) トラブルシュート(件数) 

認証 ２件 2 件 

エージェント 1 件 2 件 

機器検出 １件 ― 

スクリーンロック 1 件 ― 

リモートワイプ １件 ― 

システム設定・診断 ３件 ― 

モバイルホットスポット １件 ― 

動作環境 １件 ― 

リモートロック ― 1 件 

同期 ― ― 

外部デバイス ― １件 

SIM 抜き差し監視 ― １件 

位置情報 １件 １件 
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Mac の操作に関する FAQ 

表は機能やキーワードごとに記載しています。運用方法に関する FAQ かトラブルシュートに関

する FAQ か選んでください。 

 

 

  

機能分類 運用方法(件数) トラブルシュート(件数) 

認証 1 件 1 件 

証明書 1 件 ― 

プロファイル ― 4 件 
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4GLTE ケータイ 管理サイトの操作に関する FAQ 

表は機能やキーワードごとに記載しています。運用方法に関する FAQ かトラブルシュートに関

する FAQ か選んでください。 

 

 

 

  

機能分類 運用方法(件数) トラブルシュート(件数) 

機器 3 件 ２件 

組織 1 件 ― 

認証 1 件 ― 

解約 1 件 ― 

ユーザー １件 ― 

リモートロック ― 1 件 

同期 ― １件 

共有アドレス帳 ― ２件 
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4GLTE ケータイの操作に関する FAQ 

表は機能やキーワードごとに記載しています。運用方法に関する FAQ かトラブルシュートに関

する FAQ か選んでください。 

 

 

 

 

  

機能分類 運用方法(件数) トラブルシュート(件数) 

共有アドレス帳 １２件 4 件 

認証 3 件 1 件 

アプリケーション禁止 ５件 1 件 

位置情報 2 件 ― 

設定バックアップ 1 件 ― 

リモートワイプ ３件 ― 

パスワードポリシー 1 件 ― 

管理プロファイル １件 ― 

同期 １件 ２件 

発信先制限 １件 ― 

パスコード削除 ― １件 

エージェント ― １件 

スクリーンロックパスワード設定 ― ２件 
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よくある質問と回答 
 

◆運用方法-管理サイト-機器 に関する FAQ 

Q1 管理コード：O-AW-ase001 
機器にどんな設定を割り当てているか確認できますか。 

A. はい。以下の手順で、機器ごとに設定している内容を確認してください。 

■手順 

［機器］→該当機器を選択→［詳細］→［設定の割り当て］ 

 

詳細は、以下を参照してください。 

「管理サイト リファレンスマニュアル」4.1.8 機器の設定 

［https://www.optim.co.jp/promotion/smsm/pdf/ManagementSite_Reference.pdf］ 

 

ただし、指示内容が反映済みかどうかは確認できません。 

こちらは通信日時が更新されているか、ログにて設定に失敗した旨のログが出ていないかを確認してくだ 

さい。 

 

Q2 管理コード：O-AW-ase002 
機器名に電話番号が含まれていますが、電話番号を変えると自動で変更されますか。 

A. 機器名は自動で変更されません。 

電話番号を変更した場合は、管理サイトで機器名を変更してください。 

 

Q3 管理コード：O-AW-ase003 
機器名に電話番号ではなく IMEI が入っている機器があります。なぜ IMEI が入ってしまったので
すか。 

A. 認証時に端末から電話番号が取得できなかった場合に、IMEI が機器名につきます。 

SIM が挿入されていなかったか、SIM に電話番号が割り当たっていと機器名に IMEI が入ることが 

あります。 

 

Q4 管理コード：O-AW-ase004 
管理サイトで機器名を変更すると、端末側などに影響はありますか。 

A. 管理サイトで「機器名」を変更しても、対象の端末自体の名前は変更されません。 

また、ポップアップなどの通知もありません。 

 

端末側でポータルを表示している場合は、ポータル内で表示される「機器名」が変更されます。 

iOS 端末でエージェントをインストールしている場合は、エージェント内で表示される「機器名」が 

変更されます。 

 

管理サイトで機器名を変更すると、管理サイトのログで「機器名」を使って検索する場合、 

過去のログにある「機器名」の名称は変わらないため、新旧両方の「機器名」で検索が必要になります。 

 

  

https://smsmfaq.smartmanager.jp/kddiproduct/ausl/web/index.html
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Q5 管理コード：O-AW-ase005 
管理サイトで端末のシリアル番号の確認方法を教えてください。 

A. 以下の手順で端末のシリアル番号をご確認ください。 

■管理サイト確認手順 

①［機器］をクリックします 

②該当機器を選択します 

③情報欄の［デバイス］をクリックします 

④「基本」の「シリアル番号」にて確認可能です 

※Android 端末の場合、機種によってはシリアル番号が取得できない場合がございます。 

 

Q6 管理コード：O-AW-ase006 
機器にユーザーが紐づいているかの確認方法を教えてください。 

A. 以下の手順で機器に設定されているユーザーをご確認ください。 

■管理サイト確認手順 

①［機器］をクリックします 

②該当機器を選択します 

③上部の「ユーザー」にて確認可能です 

※設定されていない場合は「(なし)」と記載されます。 

 

Q7 管理コード：O-AW-ase007 
管理サイト→［機器］ にて表示される各端末の「機器名」の編集方法を教えてください。 

A. 以下の手順で「機器名」を変更してください。 

■手順 

①［機器］をクリックします 

②該当機器を選択します 

③［管理情報の編集］をクリックします 

④「機器名」を変更したら［保存］をクリックします 

※端末側から変更することはできません。 

 

Q8 管理コード：O-AW-ase008 
アプリケーションのパッケージ名とバージョン番号を確認する方法はありますか。 

A. すでに配信済みのアプリケーションについては、以下の手順で管理サイトから対象のアプリケーションの 

パッケージ名とバージョン番号を確認できます。 

■手順 

①［機器］タブをクリックします 

②対象端末を選択します 

③「情報」→［アプリケーション］をクリックします 

④対象のアプリケーションの［詳細］をクリックします 

 

配信前のアプリケーションについては、管理サイトから確認することはできません。 

アプリケーションの開発元へご確認をお願いいたします。 
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Q9 管理コード：O-AW-ase009 
管理サイトで iOS 端末が Apple ID にサインインしているかを確認することはできますか。 

A. SMSM の管理サイトで端末が Apple ID にサインインしているかを確認することはできます。 

 

＜機器毎に確認する場合＞ 

■手順 

①［機器］をクリックします 

②該当機器を選択します 

③情報欄の［デバイス］をクリックします 

④「その他情報」の「iTunesStore アカウント」にて確認可能です 

 ※「サインイン済」「未設定」と表示されるため判別可能です 

 

詳細は以下のマニュアルを参照してください。 

「管理サイトリファレンスマニュアル 」 4.1.10.10 （情報－iOS）デバイス 

［https://www.optim.co.jp/promotion/smsm/pdf/ManagementSite_Reference.pdf］ 

 

＜CSV で確認する場合＞ 

■手順 

①［機器］→［CSV をダウンロード］→［機器レポート］をクリックします 

②［ios:機器］のチェックボックスにチェックを入れます 

③［レポート作成］をクリックします 

④レポート作成完了後に［CSV ダウンロード］をクリックします 

⑤ダウンロードした CSV ファイルの項目：「[I:iOS]iTunesStore アカウント」より確認可能です 

 ※「サインイン済」「未設定」と表示されるため判別可能です。 

 

詳細は以下のマニュアルを参照してください。 

「管理サイトリファレンスマニュアル」4.11.1 機器レポート 

［https://www.optim.co.jp/promotion/smsm/pdf/ManagementSite_Reference.pdf］ 

 

Q10 管理コード：O-AW-ase010 
［機器］→［一覧］→［対象機器の詳細］→［情報：デバイス］の「現在のキャリアネットワーク
名」「契約者のキャリアネットワーク名」がブランクとなる契機を教えてください。 

A. 該当項目に関しては、iOS 端末から取得した値をそのまま表示させています。 

よって該当項目が管理サイトの画面に表示されない契機は、 

iOS 端末から値が連携されなかった場合になります。 

 

iOS 端末から上記の値がどういった条件で連携されるかは、Apple の仕様に準拠いたします。 

 

  

https://smsmfaq.smartmanager.jp/kddiproduct/ausl/web/index.html
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Q11 管理コード：O-AW-ase011 
Android 端末が現在接続しているネットワーク情報は、管理画面のどの項目で確認できますか。 

A. 接続中のネットワーク情報は以下の手順で確認できます。 

 

■手順 

①［機器］をクリックします 

②該当機器を選択します 

③情報欄の［デバイス］をクリックします 

 

 ●Wi-Fi のネットワーク情報：「wlan0」 

 ●LTE のネットワーク情報：「rmnet_dataX」「rmnetX」 

 

 ※「dummy0」で確認できる値は、端末内部で保持している値となります。 

   詳しくはご利用中の端末のメーカーへお問い合わせください。 

 

詳細は以下のマニュアルを参照してください。 

「管理サイト リファレンスマニュアル」 

4.1.10.2 （情報－Android）デバイス 

[https://www.optim.co.jp/promotion/smsm/pdf/ManagementSite_Reference.pdf] 

 

Q12 管理コード：O-AW-ase012 
機器を一括削除することはできますか。 

A. 「CSV で削除」を利用することで、複数機器を一括削除することが可能です。 

 

本機能を実行したあと、実際に機器が削除されるまで数日かかります。 

本機能では、削除の予約をすることになります。 

削除の予約をした機器は、機器一覧に取り消し線が表示されます。 

 

 手順詳細は以下マニュアルをご確認下さい。 

「管理サイトリファレンスマニュアル 」 4.9 CSV で削除 

［https://www.optim.co.jp/promotion/smsm/pdf/ManagementSite_Reference.pdf］ 
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◆運用方法-管理サイト-ユーザー に関する FAQ 

Q1 管理コード：O-AW-use001  
管理者のユーザーID の変更をするにはどうしたらよいですか。 

A. ［ユーザー］→［一覧］→一覧より対象を選択にて、「管理情報」の［編集］から「ユーザー ID」を 

変更できます。 

変更したあとに、［保存］をクリックして変更を適用します。 

 

Q2 管理コード：O-AW-use002 
管理者の退職に伴い、管理者のログイン情報を変更したいです。変更する方法を教えてください。 

A. 以下の手順で管理者ユーザーの情報を任意の値に変更してください。 

管理者が管理サイトにログインする際に必要になる情報は下記 3 点です。 

●企業コード 

●ユーザー ID もしくはメールアドレス 

●パスワード 

※ユーザー ID 、メールアドレス、パスワードは 

［管理サイト］→［ユーザー］→該当ユーザー選択 後の画面で確認可能です。 

 

■手順 

①管理サイトにて［ユーザー］タブを表示し、変更したいユーザーを選択します 

②［管理情報］欄の［編集］をクリックします 

③「名前」、「ユーザー ID 」もしくは「メールアドレス」を変更し［保存］をクリックします 

※「ユーザー種別」が「管理者(すべての操作ができます)」になっていることをご確認ください 

④［パスワード］欄の［編集］をクリックします 

⑤［新規パスワード］、［新規パスワード(再入力)］にパスワードを入力し［保存］をクリックします 

 

Q3 管理コード：O-AW-use003 
ユーザーを作成して機器に紐づけしたいです。 

A. ユーザーを作成して機器に紐づける手順は以下の通りです。 

■手順 

①管理サイトの［ユーザー］→［CSV で追加］にて［ダウンロード］をクリックします。 

②ダウンロードした CSV ファイルを開き必要情報を入力します。 

③管理サイトの［ユーザー］→［CSV で追加］にて［ファイルを選択］をクリックし、CSV ファイルをアッ

プロードします。 

④管理サイトの［機器］→［CSV で編集］にて［ダウンロード］をクリックします。 

⑤ダウンロードした CSV ファイルを開き、ユーザー名を適用したい機器の［［S］ユーザー］欄にユーザ

ー名を入力します。 

⑥管理サイトの［機器］→［CSV で追加］にて［ファイルを選択］をクリックし、CSV ファイルをアップロ

ードします。 

 

「はじめてお使いになる方へ」 

6.1.2 ユーザー／組織情報を登録する 

6.2 機器とユーザー／組織情報の紐付けを行う 

[https://www.optim.co.jp/promotion/smsm/pdf/FirstTimeUserManual.pdf] 
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Q4 管理コード：O-AW-use004 
ユーザーを一括削除することはできますか。 

A. 「入力項目のカスタマイズ」で削除用のグループを作成し、削除対象のユーザーをグループに割り当てる 

ことでユーザーの一覧からソート、最大 10 ユーザーずつ一括削除が可能です。 

下記手順で操作してください。 

 

■手順 

①［ユーザー］→［入力項目のカスタマイズ］→［分類］にて「+」をクリックします 

②「分類名」を入力後、「グループ」にて「+」をクリックします 

③「グループ名」を入力後、［保存］をクリックします 

④［ユーザー］→［CSV で編集］→［ダウンロード］を選択し、ファイルを保存します 

⑤保存したファイルを開く 

⑥「[G]分類名」が追加されていることを確認します 

⑦該当ユーザーの「[G]分類名」に、「グループ名」を入力し保存します 

⑧［ユーザー］→［CSV で編集］→ファイルを選択→［開く］→［アップロード］をクリックします 

⑨［インポートを実行］をクリックします 

⑩［ユーザー］→［一覧］の、検索欄右横の［▼］→［検索対象］→［分類名］をクリックします 

⑪「検索欄」にて「グループ名」を入力し［検索］をクリックします 

⑫該当ユーザーのチェックボックスを選択します 

⑬［▼］→［検索対象］→［一括削除］をクリック 

  

詳細は以下のマニュアルを参照してください。 

「管理サイトリファレンスマニュアル 」5.2.2 カスタマイズ項目の作成

[https://www.optim.co.jp/promotion/smsm/pdf/ManagementSite_Reference.pdf] 

「管理サイトリファレンスマニュアル」5.4 CSV で編集 

[https://www.optim.co.jp/promotion/smsm/pdf/ManagementSite_Reference.pdf] 

「管理サイト CSV 出力フォーマット」[G]分類名 

[https://www.optim.co.jp/promotion/smsm/pdf/CsvFormat.pdf] 

  

※注意事項※ 

Android Enterprise 連携を行っているユーザーの削除を行う場合、Android Enterprise 連携を解除する必要

があります。 

Android Enterprise 連携を解除には、端末の初期化及び管理サイト上から機器を削除する必要があります。 
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Q5 管理コード：O-AW-use005 
各組織のユーザーが、所属する組織下の機器のみ管理できるように設定することはできますか。 
所属組織以外の端末は非表示にしたいです。 

A. 入力項目のカスタマイズを利用して、組織ごとに管理を行うことができます。 

この設定を行うと［組織］タブが非表示となり、他の組織に対する設定の変更・編集・作成はできなくなり

ます。 

「ユーザーA」に対して、「組織 A」に属さない機器を表示しない手順を例に説明します。 

 

＜組織作成＞ 

①管理者権限のある任意のユーザーでログインします。 

②［組織］→［一覧］→+の順にクリックします。 

③「組織名」に「組織 A」と入力し、［保存］をクリックします。 

 

＜入力項目のカスタマイズ作成＞ 

①［ユーザー］→［入力項目のカスタマイズ］→+の順にクリックします。 

②「分類名」に「管理対象組織」と入力し、「グループ」の＋をクリックします。 

③「グループ名」に任意のグループ名を入力します（ここでは「組織 A-1」と入力します）。 

④［権限］をクリックします。 

⇒「権限」画面が表示されます。 

⑤「組織」の＋をクリックします。 

⑥メニューリストから「組織 A」を選択します。 

⑦［管理者］ラジオボタンを選択し、［×］をクリックして「権限」画面を閉じます。 

⑧閲覧者、操作者など複数の権限を使い分けたい場合は、「グループ」の+をクリックし、 

「グループ名」に任意のグループ名を入力して手順 4～7 を行い、複数のグループを作成します。 

⑨［保存］をクリックします。 

 

＜ユーザー作成＞ 

①［ユーザー］→［一覧］→+の順にクリックします。 

②以下の項目を設定し、［保存」をクリックします。 

 ●名前：任意（ここでは「ユーザーA」と入力しています） 

 ●ユーザーID：任意（ここでは「aaaa」と入力しています） 

 ●ユーザー種別：「ログイン (個別に権限を設定)」を選択 

 ●組織：「組織 A」を選択 

 ●管理対象組織：「組織 A-1」、または「組織 A-2」を選択（入力項目のカスタマイズで複数の 

 グループを作っている場合は、いずれかのグループを選択します。 

 ●パスワード：任意（ここでは「1111」と入力しています） 

 ●他の項目は任意に入力してください。 

 

＜作成したユーザーでログイン＞ 

①ログアウトし、「ユーザーA」のログイン ID（またはメールアドレス）とパスワードを入力し、ログイン

します。 

 ⇒ログインしたユーザーが所属する組織以外の機器は表示されなくなります。 

 ●同様の手順で「ユーザー〇〇」に対する「組織〇〇」を複数作成し、1 つの管理サイト内で組織ごとの

管理を行うことができます。 

 

※この設定を行って作成したユーザーでログインした場合、すでに作成されている設定セットを端末に 

適用することはできますが、設定セットの新規作成、および編集、削除はできません。 
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◆運用方法-管理サイト-Apple Push 証明書 に関する FAQ 

Q1 管理コード：O-AW-apu001 
Apple ID が分からなくなったため、別の Apple ID で新しい Apple Push 証明書を作成し適用させ
たいのですが、どういう影響がありますか。 

A. 登録されているすべての iOS 端末で再認証をしていただく必要があります。 

更新時には、更新前に利用した Apple ID および Apple Push 証明書をご利用いただくことをお勧めします。 

 

Q2 管理コード：O-AW-apu002 
ApplePush 証明書で利用している Apple ID のメールアドレスを変更してもよいですか。 

A. Apple ID の連絡先のメールアドレスを変更しても問題ございません。  

 

Q3 管理コード：O-AW-apu003 
Apple Push 証明書で利用している Apple ID のメールアドレスを変更した場合、Apple Push 証明
書の更新や、管理している機器に対する影響はありますか。 

A. Apple ID のメールアドレスを変更した場合でも、Apple ID が同一のアカウントであれば 

Apple Push 証明書の更新や、SMSM 管理下の機器に対する影響はありません。 

 

Q4 管理コード：O-AW-apu004 
ApplePush 証明書の有効期限が切れた場合、SMSM の利用に影響はありますか。 

A. はい。影響があります。 

SMSM 管理下にある全ての iOS 機器の同期ができないようになります。 

有効期限が過ぎた後でも、Apple Push 証明書の更新を行うことで同期が再開されます。 

手順については以下を参照してください。 

「Apple Push 証明書更新手順 管理者マニュアル」 

[https://www.optim.co.jp/promotion/smsm/pdf/ApplePushCertificate_AnnualUpdate.pdf] 

 

Q5 管理コード：O-AW-apu005 
 App Store で利用する Apple ID と Apple Push 証明書で利用した Apple ID を同一にする必要
はありますか。 

A. 同一でも利用可能ですが、同一にする必要はありません。  
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◆運用方法-管理サイト-リモートワイプ に関する FAQ 

Q1 管理コード：O-AW-rwi001 
リモートワイプはキャンセルできますか。 

A. リモートワイプをキャンセルすることはできません。  
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◆運用方法-管理サイト-認証 に関する FAQ 

Q1 管理コード：O-AW-kit001 
ライセンス認証解除パスワードを確認したいです。確認方法を教えてください。 

A. 管理サイトの以下の項目をご参照ください。 

■基本プラン 

［設定］→［Android / Windows ］→［アプリの通信と動作］ 

項目名：端末でのエージェント停止・ライセンス解除・アンインストールの制限 

 

「管理サイトリファレンスマニュアル」7.1 管理アプリの通信と動作 

［https://www.optim.co.jp/promotion/smsm/pdf/ManagementSite_Reference.pdf］ 

 

■4GLTE ケータイプラン 

［メニュー］→［環境設定］→［エージェント共通管理］ 

項目名：端末でのエージェント停止・ライセンス解除・アンインストールの制限 

 

「4G LTE ケータイ向け 管理サイトマニュアル」3.6.3 エージェント共通管理 

［https://www.optim.co.jp/promotion/smsm/pdf/4GLTE_ManagementSite.pdf］ 

 

Q2 管理コード：O-AW-kit002 
iOS 認証時に使用する URL を確認したいです。 

A. 管理サイトの［機器］→［認証手順］の「iOS 用セットアップ」欄から確認してください。 

 

「はじめてお使いになる方へ」2.2.2 ヘッダーメニュー「機器」

[https://www.optim.co.jp/promotion/smsm/pdf/FirstTimeUserManual.pdf] 
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◆運用方法-管理サイト-同期 に関する FAQ 

Q1 管理コード：O-AW-syn001 
端末側の時刻が大幅にずれている場合、同期等に問題はありますか。 

A. 端末の時刻が大幅にずれると同期ができず SMSM の基本的な機能に影響がございます。 

エージェントと管理サーバーは SSL 通信を行っており、時刻が大幅にずれると同期が行えなくなります。 

そのため、リモートロックやリモートワイプ、を含め設定変更を受け付けられない状態となります。 

また、位置情報や各種ログの送信が行えなくなります。 
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◆運用方法-管理サイト-解約 に関する FAQ 

Q1 管理コード：O-AW-can001 
SMSM を解約したいです。解約時に管理サイト側、端末側で何か操作が必要でしょうか。 

A. はい。解約前に以下の操作を行ってください。 

 

■端末からエージェントおよび構成プロファイルをアンインストールする 

＜Android 端末の場合＞ 

【従来版エージェント】 

①アプリ［KDDI Safety Manager］を起動します。 

②［ライセンス解除］をタップします。 

※パスワードを求められる場合は、管理サイトの以下の項目を確認してください。 

［設定］→［Android］→［管理アプリの通信と動作］の 

「端末でのエージェント停止・ライセンス解除・アンインストールの制限」欄 

③［アンインストール］をタップします。 

 

【ストア版エージェント】 

※前提※ストア版エージェントではライセンス解除およびアンインストールはできません。 

以下の手順で初期化を行ってください。 

①アプリ［KDDI Safety Manager］を起動します。 

②［終了］をタップします。 

※パスワードを求められる場合は、管理サイトの以下の項目を確認してください。 

［設定］→［Android］→［管理アプリの通信と動作］の 

「端末でのエージェント停止・ライセンス解除・アンインストールの制限」欄 

③［端末初期化］をタップします。 

 

＜iOS 端末の場合＞ 

【ADE 利用なし】 

①［設定］→［一般］→［デバイス管理］→［KDDI Smart Mobile Safety Manager］をタップします。 

②［削除］をタップします。 

※構成プロファイルを「削除禁止」で配信している場合は［削除］ボタンからの削除ができません。 

［削除］ボタンがない場合は、設定アプリから端末の初期化を行ってください。 

③ホーム画面から［KDDI Manager］を長押しして「×」をタップします。 

※エージェントアプリをインストールしていない場合は手順「③」は不要です。 

 

【ADE 利用あり】 

①［設定］→［一般］→［デバイス管理］→［KDDI Smart Mobile Safety Manager］をタップします。 

②［削除］をタップします。 

※構成プロファイルを「削除禁止」で配信している場合は［削除］ボタンからの削除ができません。 

［削除］ボタンがない場合は、設定アプリから端末の初期化を行ってください。 

③ホーム画面から［KDDI Manager］を長押しして「×」をタップします。 

※エージェントアプリをインストールしていない場合は手順「③」は不要です。 

④管理サイトの［機器］→該当機器を選択→［設定の割り当て］→［ADE 定義プロファイル］にて 

設定している ADE 定義プロファイルを外し［保存］をクリックします。 

⑤［設定］→［iOS］→［ADE］→［ADE 機器管理］にて［ADE と同期］をクリックします。 

 

＜Windows 端末の場合＞ 

①KDDI Smart Mobile Safety Manager コントロールパネルを起動します 

②［削除］をクリックします。 

 ※パスワードを求められる場合は、管理サイトの以下の項目を確認してください。 

 ［設定］→［Windows］→［管理アプリの通信と動作］の 

 「端末でのエージェント停止・ライセンス解除・アンインストールの制限」欄 

③［次へ］をクリックします。 

④［削除］をクリックします。 

 

■管理サイトから機器を削除する 

https://smsmfaq.smartmanager.jp/kddiproduct/ausl/web/index.html
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＜基本プランの場合＞ 

①［機器］→［一覧］をクリックします。 

②エージェントおよび構成プロファイルをアンインストールした機器の 

左にあるチェックボックスにチェックを入れます。 

③「削除」の下にある［実行］をクリックします。 
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◆運用方法-管理サイト-通信量 に関する FAQ 

Q1 管理コード：O-AW-tra001 
SMSM の管理サイトで端末の通信量を確認することはできますか。 

A. 管理サイトで端末の通信量を確認することはできません。  

 

Q2 管理コード：O-AW-tra002 
SMSM を利用する際にどのくらい通信量を使用しますか。 

A. 通信環境やアプリケーションになど端末状況により異なるため、使用する通信量の基準はありません。  
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◆運用方法-管理サイト-機器レポート に関する FAQ 

Q1 管理コード：O-AW-rep001 
端末の UDID を一括で確認する方法を教えてください。 

A. 以下の手順にてご確認ください。 

 

■手順 

①［機器］→［CSV をダウンロード］→［機器レポート］をクリックします 

②［ios:機器］のチェックボックスにチェックを入れます 

③［レポート作成］をクリックします 

④レポート作成完了後に［CSV ダウンロード］をクリックします 

⑤ダウンロードした CSV ファイルの項目：「［I:iOS］UDID」より確認します 
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◆運用方法-管理サイト-ADE（旧 DEP） に関する FAQ 

Q1 管理コード：O-AW-dep001 
ADE（旧 DEP）状態が"削除済"であり、ステータスが"除外"となっている端末を再度 SMSM にて管

理したいのですが、どうしたらいいですか。 

A. 除外解除及び ADE 定義プロファイルの割り当てを行うことで、再度 MDM にて管理が可能となります。 

 

除外解除の手順については以下を参照してください。 

「Automated Device Enrollment(ADE) 運用マニュアル」2.2 ADE の利用を再開する 

［https://www.optim.co.jp/promotion/smsm/pdf/DEP_Operation.pdf］ 
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◆運用方法-管理サイト-Wi-Fi に関する FAQ 

Q1 管理コード：O-AW-wif001 
iPhone/iPad 利用時、固定 IP アドレスでの運用をしています。 
管理サイトから、SSID を設定する際に、端末毎に IP アドレスを割り当てることはできますか。 

A. 管理サイトから端末毎に IP アドレスを設定することはできません。  
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◆運用方法-管理サイト-海外利用 に関する FAQ 

Q1 管理コード：O-AW-fco001 
海外にある端末も管理できますか。  

A. 海外での利用については動作保障をしておりません。  
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◆運用方法-管理サイト-App Configration に関する FAQ 

Q1 管理コード：O-AW-aco001 
「App Configuration」の設定値にアクティベーションコード以外の変数を設定できますか。  

A. はい。アクティベーションコード以外に、端末のシリアル番号、ユーザーメールアドレス、ユーザー名を 

変数として設定することができます。 

 

詳細は、以下を参照してください。 

「管理サイト リファレンスマニュアル」8.5.5 App Configuration 

［https://www.optim.co.jp/promotion/smsm/pdf/ManagementSite_Reference.pdf］  
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◆運用方法-管理サイト-ログイン に関する FAQ 

Q1 管理コード：O-AW-log001 
管理サイトにログインしたいです。どうしたらよいでしょうか。  

A. 以下の手順でログインしてください。 

■手順 

①ブラウザで管理サイトのログイン用 URL を入力します。 

②企業コード、ユーザー名（もしくはメールアドレス）、パスワードを入力します。 

③[ログイン]をクリックします。 

 

「はじめてお使いになる方へ」3.1 管理サイトにログインする

[https://www.optim.co.jp/promotion/smsm/pdf/FirstTimeUserManual.pdf] 
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◆運用方法-管理サイト-CSV に関する FAQ 

Q1 管理コード：O-AW-csv001 
「CSV で削除」で CSV をアップロードし削除予約をした状態で、削除の処理が実行される 
タイミングを教えてください。  

A. 1 日 1 回、AM6:00～AM7:00 の間に削除の処理が実行されます。 

ただし、削除対象機器数が多く、AM6:00～AM7:00 の間処理を実施しても削除対象機器が残った場合は、 

翌日に削除処理が行われます。 

 

Q2 管理コード：O-AW-csv002 
指定した日時の「機器レポート」を出力することはできますか。  

A. 指定した日時の「機器レポート」を出力することはできません。最新情報のみ CSV で出力することが 

可能です。  

 

Q3 管理コード：O-AW-csv003 
「CSV で削除」で削除予定となっている機器を確認する方法はありますか。  

A. 機器レポートを作成して確認することができです。 

削除予定の機器は、機器レポートの「［I］削除状況」に「D」が入力されています。 

 

「管理サイト リファレンス マニュアル」 4.11.1 機器レポート 

[https://www.optim.co.jp/promotion/smsm/pdf/ManagementSite_Reference.pdf] 

 

Q4 管理コード：O-AW-csv004 
「CSV で削除」で削除予定となっている機器の削除を取り消す方法はありますか。 

A. 削除用の CSV ファイルで取り消すことができます。 

「CSV で削除」から CSV ファイルをダウンロードし、該当する機器の「［S］削除フラグ」に入力されている

「D」を「C」に書き換えて、管理サイトへアップロードしてください。 

 

「管理サイト リファレンス マニュアル」 4.9 CSV で削除 

[https://www.optim.co.jp/promotion/smsm/pdf/ManagementSite_Reference.pdf] 
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◆運用方法-管理サイト-クライアント証明書 に関する FAQ 

Q1 管理コード：O-AW-cce001 
Android 端末へクライアント証明書を一括で配信することはできますか。 

A. クライアント証明書を一括で配信する機能はございません。 

回避策として、クライアント証明書を管理サイトにアップロード後、CSV をインポート機能を利用し、機器

とクライアント証明書を一括で紐づけることができます。 

 

■手順 

①［設定］→［Android］→［証明書管理］→［クライアント証明書管理］にてクライアント証明書を 

アップロードします 

②［機器］→［CSV で編集］より CSV ファイルをダウンロードします 

③ダウンロードした CSV の各機器の下記項目を入力し保存します 

 ●［S:Android］クライアント証明書：アップロードした証明書設定名を入力 

④編集完了後、CSV ファイルをアップロード・インポート実行します 

⑤同期を実施します 

 

「管理サイトリファレンスマニュアル」7.8.1 クライアント証明書管理 

[https://www.optim.co.jp/promotion/smsm/pdf/ManagementSite_Reference.pdf] 
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◆運用方法-管理サイト-初期導入 に関する FAQ 

Q1 管理コード：O-AW-fti001 
導入の流れを教えてください。 

A. 導入の流れは以下のとおりです。 

■手順 

①導入目的、使用する端末（OS）、スケジュール、セキュリティポリシー、設定内容、契約プランを 

決めます。 

②端末をキッティングするための準備をします。 

③ユーザー、組織、設定を作成します。なお、こちらの操作は後から追加、変更を行うことも可能です。 

④端末をキッティングします。 

⑤認証できているかを確認します。 

 

「はじめてお使いになる方へ」 

4.1 導入目的を決定する 

5 事前準備をする 

6 ユーザー／組織情報／機器を登録する 

6.4 機器のキッティングを行う 

6.5 認証状態を確認する 

[https://www.optim.co.jp/promotion/smsm/pdf/FirstTimeUserManual.pdf]  

 

Q2 管理コード：O-AW-fti002 
基本的な設定手順を教えてください。 

A. 基本的な設定手順は以下の通りです。 

■手順 

①管理サイトで設定セットを作成します。 

②機器に割り当てます。 

③機器と同期します。 

④ログを見て、管理サイトから指示が出ているか確認します。 

 

「はじめてお使いになる方へ」 

2.6 同期とは 

3.4 設定セットを作成、複製する 

6.3 設定セットを作成・適用する 

[https://www.optim.co.jp/promotion/smsm/pdf/FirstTimeUserManual.pdf] 
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◆運用方法-管理サイト-機種変更 に関する FAQ 

Q1 管理コード：O-AW-mch001 
機種変更をした後の設定の流れを知りたいです。 

A. 機種変更後は以下の流れで設定してください。 

■手順 

①新しい端末を入手し、SIM を入れ替えます。 

②新しい端末でキッティングします。 

③新しい端末の機器情報が表示されたら、管理サイトの設定を古い端末と同じ設定にして同期します。 

④古い端末の機器情報が不要な場合は、機器情報を削除します。 

 

「はじめてお使いになる方へ」 

2.2.2 ヘッダーメニュー「機器」 

6.3 設定セットを作成・適用する 

6.4 機器のキッティングを行う 

[https://www.optim.co.jp/promotion/smsm/pdf/FirstTimeUserManual.pdf] 
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◆運用方法-管理サイト-対応機種 に関する FAQ 

Q1 管理コード：O-AW-sde001 
管理する端末が SMSM に対応しているか知りたいです。 

A. 対応端末につきましては以下を確認してください。 

 

●iOS を管理する場合は「iOS クライアントリファレンスマニュアル」の「動作環境」をご確認ください。 

「iOS クライアントリファレンスマニュアル」1.3 動作環境

[https://www.optim.co.jp/promotion/smsm/pdf/iOS_ClientReference.pdf] 

 

●Android を管理する場合は「Android 対応端末表」から導入予定の端末の型番を検索し、ご確認くださ

い。 

「Android 対応端末表」 

[https://www.optim.co.jp/promotion/smsm/pdf/SupportedDevices.pdf] 

 

●Windows を管理する場合は「Windows クライアントリファレンスマニュアル」の「動作環境」をご確認

ください。 

「Windows クライアントリファレンスマニュアル」1.3 動作環境

[https://www.optim.co.jp/promotion/smsm/pdf/Windows_ClientReference.pdf]  

 

Q2 管理コード：O-AW-sde002 
PC 以外の端末（スマホ等）で SMSM 管理画面の操作は可能でしょうか。 

A. SMSM 管理サイトは、PC 画面用に最適化していますので、PC 操作以外での管理サイトの操作は 

非推奨となります。 

タブレットやスマートフォンの場合、レイアウト崩れや、操作がしにくい（誤操作を招きやすい）点等、想

定しない挙動となる場合があります。 

 

詳細は以下のマニュアルを参照してください。 

「管理サイトリファレンスマニュアル」1.4 管理サイトの動作環境 

［https://www.optim.co.jp/promotion/smsm/pdf/ManagementSite_Reference.pdf] 
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◆運用方法-管理サイト-設定全般 に関する FAQ 

Q1 管理コード：O-AW-set001 
設定が適用されているか確認したいです。どうしたらよいでしょうか。 

A. 以下の手順で設定を確認してください。 

■手順 

①機器一覧から確認したい機器を検索し、クリックします。 

②機器の詳細画面で通信日時が直近であることを確認します。 

③ログを見て、管理サイトから指示が出ているか確認します。 

 

「はじめてお使いになる方へ」 

2.2.2 ヘッダーメニュー「機器」 

3.3 機器を検索する 

3.5 ログを確認する 

[https://www.optim.co.jp/promotion/smsm/pdf/FirstTimeUserManual.pdf] 
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◆運用方法-管理サイト-ログメール通知 に関する FAQ 

Q1 管理コード：O-AW-nse001 
ログメール通知がメールフィルタリングにかからないよう設定したいため、送信元のメールアドレス

を教えてください。 

A. ログメール通知は以下のアドレスより送信されます。 

no-reply-biz@smartmanager.jp  
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◆運用方法-管理サイト-ウイルス対策オプション に関する FAQ 

Q1 管理コード：O-AW-ant001 
ウイルス対策の設定を一括で行う手順を教えてください。 

A. 以下の手順にてご確認ください。 

 

■手順 

①「ウイルス対策機能」より詳細設定を行います。 

②管理サイトの［機器］→［CSV で編集］にて［ダウンロード］をクリックします。 

③ダウンロードした CSV ファイルを開き、該当機器の以下項目を入力します。 

 ●[[P]ウイルス対策 - KDDI]欄に「ON」を入力します 

 ●[[S:Android]ウイルス対策機能]欄に設定名を入力します 

④管理サイトの［機器］→［CSV で追加］にて［ファイルを選択］をクリックし、 

CSV ファイルをアップロードします。 

 

「管理サイト リファレンスマニュアル」7.4.5 ウイルス対策機能 

［https://www.optim.co.jp/promotion/smsm/pdf/ManagementSite_Reference.pdf］ 

 

「管理サイトリファレンスマニュアル」4.8 CSV で編集 

［https://www.optim.co.jp/promotion/smsm/pdf/ManagementSite_Reference.pdf］ 
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◆運用方法-管理サイト-リモートロック に関する FAQ 

Q1 管理コード：O-AW-rlo001 
管理サイトからのリモート操作指示（リモートロックやリモートワイプなど）を端末側が受け取れな

かった場合、どのように処理が行われますか？ 

A. 端末側でリモート操作の指示が受け取れなかった場合、再指示（リトライ）や再指示され続ける期間 

（リトライ期間）、次回同期時の処理は OS によって異なります。 

 

<Android> 

●リトライは行われず、リトライ期間もありません。 

●電源断や端末のスリープ、ネットワーク切断などで指示が受け取れなかった場合は、次回の同期時に指示

された動作を実行します。 

 

<iOS> 

●リモートワイプが指示された場合は、指示が実行されるまでリトライを繰り返します。 

●APNs の仕様に準拠しますが、Apple サーバー側でも少なくとも一度は配信を試み、初回に通知を配信で

きない場合は、必要に応じてリトライを繰り返します。 

 ※APNs の仕様は、予告なく変更される場合があります。 

 

<Windows> 

●リトライは行われず、リトライ期間もありません。 

●電源断や端末のスリープ、ネットワーク切断などで指示が受け取れなかった場合は、次回の同期時に指示

された動作を実行します。  
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◆運用方法-管理サイト-アプリケーションレポート に関する FAQ 

Q1 管理コード：O-AW-are001 
アプリケーションレポート」と「アプリケーションレポート(高速版)」の違いを教えてください。 

A. 「アプリケーションレポート」は、機器にインストールされているアプリケーションを一覧で確認できる 

CSV ファイルを出力する機能です。 

 

「アプリケーションレポート（高速版）」は、「パッケージ名」を対象に指定してアプリケーション 

レポートを CSV ファイルに出力する機能です。 

 

「アプリケーションレポート(高速版)」は、抽出条件、出力項目を簡素化したことにより 

既存の「アプリケーションレポート」よりも出力にかかる時間を大幅に削減してます。 

 

詳細につきましては以下を参照してくたざい。 

「管理サイト リファレンスマニュアル」4.11.3 アプリケーションレポート（高速版） 

［https://www.optim.co.jp/promotion/smsm/pdf/ManagementSite_Reference.pdf］ 

 

Q2 管理コード：O-AW-are002 
端末側で言語設定を中国語に設定した場合、管理サイトに表示されるアプリケーション名は 
中国語表記となりますか。 

A. はい、中国語表記となります。 

インストール済みアプリケーションの名称及びアプリケーションレポートのアプリケーション名称に関しては、

端末の言語設定に合わせ表示されます。 

 

Q3 管理コード：O-AW-are003 
配信したアプリがインストールされていない端末を、管理サイトで確認することはできますか。 

A. 「アプリケーションレポート（高速版）」で確認することができます。 

［機器］→［CSV をダウンロード］→［アプリケーションレポート（高速版）］の順にクリックしてレポー

トの出力画面を表示し、配信したアプリのパッケージ名を入力してアプリケーションレポートを出力しま

す。 

 

インストール日時が表示されている端末は、配信したアプリがインストールされている端末になります。 

反対にレポートに表示されていない端末が、配信したアプリのインストールが行われていない端末になりま

す。 

 

また、アプリケーションレポートやアプリケーションレポート（高速版）は管理サイトに保存されている情

報を出力するため、同期ができていないと管理サイトの情報が更新されず、最新の情報を出力できません。

そのため、確認を行う場合は、端末との同期ができていることが前提となります。 

 

「管理サイト リファレンス マニュアル」4.11.3 アプリケーションレポート（高速版） 

[https://www.optim.co.jp/promotion/smsm/pdf/ManagementSite_Reference.pdf] 
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◆運用方法-Android-認証 に関する FAQ 

Q1 管理コード：O-A-kit001 
Android 端末のライセンス認証時に表示される利用権限の要求の設定はスキップできないですか。 

A. この設定の操作はスキップできません。 

「必須権限」の項目は認証時に必ず許可する必要があります。端末側で手動で設定してください。 

なお、「任意権限」の項目は、設定を行わなくても問題ないです。 

 

Q2 管理コード：O-A-kit002 
Android 端末のライセンス認証時に表示される利用権限の要求の電話権限についての各項目は、設
定しないとどのような影響がありますか。 

A. 電話権限の「未設定」をタップして表示される「アプリ情報」の「許可」にある各項目は、以下の機能 

で利用しています。 

●カメラ：ライセンス認証の QR コード認証で利用します。 

●ストレージ：ファイルのダウンロード先として利用します。 

●位置情報：位置情報機能・Zone Management の機能で利用します。 

●連絡帳：連絡先配信・設定バックアップ・復元機能で利用します。 

●電話：端末識別情報取得のため利用します。こちらのみ、有効化が必須になります。 

 

Q3 管理コード：O-A-kit003 
エージェントのライセンス解除を行いたいのですが、パスワードの入力を求められます。何を入力す
ればよいですか。 

A. エージェントの利用を停止する場合には、予め管理者が設定している場合は、ライセンス解除をするとき、 

パスワード入力が必要になります。 

エージェントのライセンス解除をしたい場合は、パスワードについて設定をした管理者へお問い合わせくだ 

さい。 

 

Q4 管理コード：O-A-kit004 
端末をキッティングしたアカウントから別アカウントに切り替えた場合、 SMSM 認証情報は引き
継げますか。 

A. アカウントを切り替えた場合、SMSM の認証情報は引き継げません。 

認証されていないユーザーでのご利用は正常な動作をしない場合があるため、マルチユーザー機能は 

使用しないでください。 

 

Q5 管理コード：O-A-kit005 
afw キッティングをする際に初期化前にバックアップしたデータを復元したいです。キッティングの
途中で「新規としてセットアップ」ではなく「アプリとデータの保持」を選択するとどうなります
か。 

A. Android Enterprise とアプリとデータの復元は同時にご利用できません。 

復元のために Google アカウントを入力する必要がありますが、入力を行うと afw 識別子や Google 

Workspace（旧 G Suite）アカウントの入力ができなくなるため、必ず「新規端末としてセットアップ」を

選んでください。 

なお、初期化前のデータを復元したい場合は、SD カード等にデータをバックアップしキッティング後に 

バックアップしたデータを移行してください。 

 

Q6  管理コード：O-A-kit006 
QR コードキッティングで使う QR コードはどこに記載されていますか。 

A. 管理サイトの［機器］→［認証手順］の順でクリックしてください。 

Android 用エージェントの中の「キッティング用 QR コード」をクリックすると 

Device Owner Mode キッティング用 QR コードが表示されます。 
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Q7 管理コード：O-A-kit007 
QR コードキッティングの際に、端末を初期化せず QR コードを読み取って認証することはできます
か。 

A. QR コードリーダーでキッティング用の QR コードを読んで認証することはできません。 

キッティングを行うには、端末を工場出荷状態（初期設定画面）にする必要があります。 

端末初期化後、所定の手順でインストールされる専用の QR コードリーダーで QR コードを読み取ってくだ

さい。 

 

「Android キッティングマニュアル」 9.1 QR コードでキッティングする 

［https://www.optim.co.jp/promotion/smsm/pdf/Android_Kitting.pdf］  

 

Q8 管理コード：O-A-kit008 
Android 端末をキッティングしたいです。 

A. キッティング手順は以下の通りです。 

■手順 

①「Android 対応端末表」を参考に、管理する端末が SMSM に対応しているか確認します。 

②Android Enterprise の設定を行います。 

③端末をキッティングします。 

 

「Android 対応端末表」 

[https://www.optim.co.jp/promotion/smsm/pdf/SupportedDevices.pdf] 

 

「はじめてお使いになる方へ」 

5.1 Android 端末の導入 

6.4 機器のキッティングを行う 

[https://www.optim.co.jp/promotion/smsm/pdf/FirstTimeUserManual.pdf] 
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◆運用方法-Android-連絡先 に関する FAQ 

Q1 管理コード：O-A-con001 
連絡先配信機能は、何の項目をキーにして Android 端末の電話帳に登録していますか。 

A. 以下の項目をキーにしています。 

●姓 

●名 

●電話番号 

以上の項目がすべて一致するデータが既に端末に存在する場合は、そのデータを登録することはできませ

ん。 

 

Q2 管理コード：O-A-con002 
連絡先配信機能で、連絡先の変更や削除はできますか。 

A. 基本プランの場合、連絡先の変更や削除はできません。 

4G LTE ケータイプランの場合、共有アドレス帳機能を利用することにより、連絡先の変更及び削除が 

実施可能です。 

（エージェントのバージョンが v.7.4.200 以前では対応していません。） 

 

Q3 管理コード：O-A-con003 
1 件の連絡先に複数の電話番号やメールアドレスを登録できますか。 

A. 基本プランの場合は、1 件の連絡先に登録できる電話番号やメールアドレスは 1 つまでです。 

同じ人の複数の電話番号等を登録する場合は、連絡先を複数設定する必要があります。 

4G LTE ケータイプランの場合は、電話番号とメールアドレスは 3 つまで登録することができます。 

（エージェントのバージョンが v.7.4.200 以前では対応していません。） 
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◆運用方法-Android-アプリケーション禁止 に関する FAQ 

Q1 管理コード：O-A-afi001 
アプリケーション禁止を設定したら起動禁止できますが、禁止したアプリケーションのアイコンを非
表示にできませんか。 

A. アプリケーション禁止で禁止したアイコンを非表示にすることはできません。 

アプリケーションを非表示にする場合は、「アプリケーション非表示」機能を利用してください。 

 

なお、「アプリケーション非表示」機能は非表示にしたアプリケーション自体を停止させるため、 

バックグラウンドで起動させたいアプリケーションは非表示に設定しないよう注意してください。 

また、設定するアプリケーションにより OS の動作に支障をきたす場合があります。 

システムアプリをアプリケーション非表示にする場合は、慎重に設定してください。 

 

Q2 管理コード：O-A-afi002 
設定にも禁止制限をかけているのですが、TOP 画面の上をスライドすると GPS を OFF にできて
しまいます。何か制御する方法はありますか。 

A. 端末の上部をスライドさせて表示される画面（通知センター、ステータスバーなど）の各項目については 

制御が行えません。 

GPS の ON/OFF の検知の場合は、管理サイトで、次の手順で「通知設定」を設定すると管理者が検知通知 

を受け取れるようになります。 

 

■手順 

①［設定］→［サービス環境設定］→［通知設定］をクリックする 

②「ログメール通知」の［編集］をクリックする 

③以下を設定する  

●メール通知タイミング：「随時」に設定 

●メール通知対象ログ：位置情報設定の変更 

●メール送信先（カスタム）：管理者以外のメールアドレスへ送りたい場合に設定 

④［保存］を選択する 

 

こちらを設定していただくことによって、同期により GPS 設定の変更が管理サイトへ通知された後、 

数分後に対象のメールアドレスへ変更された旨の通知メールが届くようになります。 

 

Q3 管理コード：O-A-afi003 
電話アプリの使用を制限することはできますか。 

A. 「アプリケーション非表示」機能をご利用いただくことで、電話アプリの発信及び着信への応答を制限する 

ことができます。 

ただし、着信音やバイブレーションまでは制限できません。 

詳細につきましては以下資料後をご参照ください。 

 

「管理サイトリファレンスマニュアル」7.10.3 アプリケーション非表示 

[https://www.optim.co.jp/promotion/smsm/pdf/ManagementSite_Reference.pdf] 
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Q4 管理コード：O-A-afi004 
PWA(Progressive Web Apps)は、「アプリケーション禁止」にて使用を禁止・許可を設定すること
はできますか。 

A. はい、設定することができます。 

ただし、PWA(Progressive Web Apps)は、アプリケーションのパッケージ名がインストール毎に変わる仕様

となっています。 

また、「アプリケーション禁止」機能は設定したパッケージ名が完全一致している場合のみ動作する仕様と

なっています。 

そのため、インストール毎に設定を作成する必要があります。 

 

設定の手順については以下を参照してください。 

「管理サイトリファレンスマニュアル」7.5.1 アプリケーション禁止 

［https://www.optim.co.jp/promotion/smsm/pdf/ManagementSite_Reference.pdf］  
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◆運用方法-Android-アプリケーション配信 に関する FAQ 

Q1 管理コード：O-A-ano001 
インハウスアプリ（自社製アプリ）を配信したいのですが、配信はできますか。 

A. Android Enterprise のアプリケーション配信にて「限定公開アプリ」として配信設定を行えば、 

インハウスアプリ（自社製アプリ）も配信することができます。 

詳細は以下のマニュアルを参照してください。 

 

「Android Enterprise アプリケーション配信手順書」2.3 オリジナルアプリをインストールする 

［https://www.optim.co.jp/promotion/smsm/pdf/AE_ApplicationDistribution.pdf］ 

 

Q2 管理コード：O-A-ano002 
アプリケーション配信でどのようにアプリケーションを配信できますか。 

A. Android のアプリケーション配信の方法は、アプリケーション配信設定や端末などにより異なります。 

詳細は以下のマニュアルを参照してください。 

 

「Android Enterprise アプリケーション配信手順書」 

［https://www.optim.co.jp/promotion/smsm/pdf/AE_ApplicationDistribution.pdf］ 

 

Q3 管理コード：O-A-ano003 
Android Enterprise のアプリケーション配信設定で「指定アプリのみインストール可能」から「全
てのアプリをインストール可能」に設定を変更した場合、配信したアプリケーションは端末から削除
されますか。 

A. 「指定アプリのみインストール可能」から「全てのアプリをインストール可能」に設定を変更しても 

端末からアプリケーションは削除されません。 

ただし、以下の設定に変更した場合はアプリケーションが削除されます。 

●「指定アプリのみインストール可能」から「設定なし」に変更した場合 

●「指定アプリのみインストール可能」から、対象アプリが含まれていない 

「指定アプリのみインストール可能」の設定に変更した場合 

 

Q4 管理コード：O-A-ano004 
Google Play ストアの使用を禁止しているとき、アプリケーションの強制インストールはできます
か。 

A. アプリケーション禁止の「禁止するアプリケーションを指定」で Google Play ストアを禁止していても、 

強制インストールはできます。 

 

Q5 管理コード：O-A-ano005 
Android Enterprise のアプリケーション配信で「すべてのアプリをインストール可能」に設定して
いる状態で、「指定アプリのみインストール可能」の設定をすることはできますか。 

A. できません。Android Enterprise をご利用の場合、一台の端末に対して「すべてのアプリをインストール 

可能」と「指定アプリのみインストール可能」を両方設定することはできません。 

 

Q6 管理コード：O-A-ano006 
Android Enterprise で配信したアプリケーションでアプリ内課金をしようとしたら「(アプリケーシ
ョン名)は停止しました」と表示が出た後アプリが強制終了してしまいました。原因を教えてくださ
い。 

A. 「アプリ内課金あり」のアプリケーションを Android Enterprise で配信した場合、 

追加機能の購入などはできません。 

本挙動は Google の仕様に基づいています。 
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Q7 管理コード：O-A-ano007 
Android Enterprise のアプリケーション配信を利用して、「Google Play 開発者サービス」をアッ
プデートしたいです。指定のバージョンもしくは最新バージョンにアップデートできますか。 

A. 指定のバージョンへのバージョンアップはできませんが、 

アプリケーション配信設定にて「指定アプリのみインストール可能」の「強制インストール：する」を 

指定して配信することで、最新バージョンがリリースされた際に自動的に最新バージョンにアップデート 

することはできます。 

手順につきましては以下のマニュアルをご参照ください。 

「Android Enterprise アプリケーション配信手順書」2.2 アプリを強制インストールする 

［https://www.optim.co.jp/promotion/smsm/pdf/AE_ApplicationDistribution.pdf］ 

 

Q8 管理コード：O-A-ano008 
Android Enterprise で配信したアプリケーションをアンインストールされないように制限すること
はできますか。 

A. アプリケーションのアンインストールを禁止する設定はございません。 

しかし、アプリケーション配信設定が当たっていれば同期の度に再配信されます。 

 

Q9 管理コード：O-A-ano009 
アプリケーション禁止設定で Google Play ストアを設定している場合、アプリケーション配信で配
信したアプリケーションはアップデートされますか。 

A. アプリケーション禁止で Google Play ストアが禁止されていても、 

端末側で Google Play ストア内の「アプリの自動更新」設定が「ネットワークの指定なし」もしくは 

「Wi-Fi 経由のみ」に設定していればアプリケーションはアップデートされます。 

 

Q10 管理コード：O-A-ano010 
アプリケーション配信で配信したアプリケーションのアップデートを禁止することはできますか。 

A. managed Google Play ストア上で表示されているアプリケーションのアップデートは禁止できません。 

本挙動は Google の仕様に基づいています。 

 

Q11 管理コード：O-A-ano011 
アプリケーション配信の設定を別の設定にした場合、差し替え前の設定で配信されたアプリケーショ
ンは端末から削除されますか。 

A. 差し替えた後の設定に含まれないアプリケーションは削除されます。 

例えば、配信設定 A に「a」「b」「c」というアプリケーションが設定されており 

配信設定 B に「b」「d」「e」というアプリケーションが設定されていた場合、 

配信設定 A から配信設定 B に差し替えると、アプリケーション「a」「c」は端末から削除され、「b」は 

削除されません。 

 

Q12 管理コード：O-A-ano012 
「指定アプリのみインストール可能」で配信を行った後に「すべてのアプリを許可」に変更した場
合、アプリケーションのログイン情報は引き継がれますか。 

A. はい。ログイン情報は引き継がれます。 

「指定したアプリのみインストール可能」の設定から「すべてのアプリを許可」に変更しても配信している 

アプリケーションに影響はございません。 
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Q13 管理コード：O-A-ano013 

管理者が許可したアプリのみを利用者が自由にインストールすることはできますか。 
A. 許可アプリのみを自由にインストールすることはできます。 

配信設定を「企業許可アプリのみインストール可能」に設定してください。 

 

「Android Enterprise アプリケーション配信手順書」 

 2.7 管理者が承認したアプリのみインストールを許可する 

［https://www.optim.co.jp/promotion/smsm/pdf/AE_ApplicationDistribution.pdf］ 

 

Q14 管理コード：O-A-ano014 

AndroidEnterprise のアプリケーション配信にて、「全てのアプリをインストール可能」から「指
定アプリのみインストール可能」に変更した場合、インストール済みのアプリケーションは利用可能
ですか。 

A. 「全てのアプリをインストール可能」によりインストールされたアプリケーションは、 
本変更によりアンインストールされることはなく、引き続き利用可能です。 

 

しかし、該当アプリケーションが「指定アプリのみインストール可能」のアプリ個別設定に指定されていな

い場合、バージョンアップができない点にご注意ください。 詳細は以下のマニュアルを参照してください。 

 

「Android Enterprise アプリケーション配信手順書」2.2.1 アプリ個別設定を作成する 

[https://www.optim.co.jp/promotion/smsm/pdf/AE_ApplicationDistribution.pdf] 

 

また、上記設定を行ってしまうと、以降、別の Android Enterprise アプリケーション配信設定に切り替えた

際、アプリケーションのアンインストールが実行される可能性がありますのでご注意ください。 

 

Q15 管理コード：O-A-ano015 

Android Enterprise アプリケーション配信設定にて、「全てのアプリをインストール可能」の設定
を適用している状態で、手動でインストールしたアプリケーションがあります。 
その後、「指定アプリのみインストール可能」に設定を変更した場合、手動でインストールしたアプ
リケーションはアンインストールされますか。 

A. 手動でインストールしたアプリケーションはアンインストールされません。  

 

Q16 管理コード：O-A-ano016 

Android Enterprise のアプリケーション配信で、配信設定を割当てない（設定なし）場合、端末側
の Google Play ストアではどのような状態になりますか。 

A. 端末側の Google Play ストアではアプリケーションが表示されず、インストールができない状態と 

なります。 

 

Q17 管理コード：O-A-ano017 

管理サイトから機器を削除した場合、アプリケーション配信で配信したアプリケーションはどうなり
ますか。 

A. アプリケーション配信にてインストールされたアプリケーションは削除されせん。 

ただし、端末が管理対象外となるため、アプリケーションのアプリケーションの継続動作やインストール状

態をを保証する事はできません。 
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Q18 管理コード：O-A-ano018 

管理サイトで設定している内容（ランタイムパーミッションなど）と、「権限移譲対象アプリ」から
の処理はどちらが優先されますか。 

A. 管理サイトの設定と権限移譲対象アプリの設定では、あとから行った設定が有効となります。 

ただし、管理サイトの設定と異なる権限移譲対象アプリの設定をあとから行った場合は、端末の挙動が管理

サイトの設定内容と異なってしまうため、管理上どのアプリに対してどの設定を行ったかを把握しておく必

要があります。 

 

「権限移譲対象アプリ」は［個別アプリケーション］の「アプリケーションへの権限移譲」で設定します。 

詳細については、以下を参照してください。 

 

「管理サイト リファレンス マニュアル」7.5.7 Android Enterprise／個別アプリケーション 

[ https://www.optim.co.jp/promotion/smsm/pdf/ManagementSite_Reference.pdf ]  
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◆運用方法-Android-Android Enterprise に関する FAQ 

Q1 管理コード：O-A-aen001 
AndroidEnterprise で配信したアプリケーションを自動バージョンアップさせるための条件を教え
てください。 

A. Managed Google Play ストアで公開したアプリケーションおよび限定公開アプリは、 

以下の条件を満たしていれば自動アップデートの対象となります。 

●managed Google Play ストアにアプリの最新バージョンが公開されていること 

●限定公開アプリの場合は、managed Google Play ストアに apk ファイルの最新バージョンを 

アップロードしていること 

●アプリケーション配信設定で該当アプリを登録した「アプリ個別設定」が指定され、 

「強制インストール」の「する」にチェックが入っていること 

●Google Play ストア上で「ネットワークの指定なし」「Wi-Fi 経由のみ」のどちらかで設定されて 

いること 

※アップデートの挙動は Google の仕様になります。 

※OS バージョン、 Google Play ストアのバージョンによって表示が異なる場合がございます。 

 

Q2 管理コード：O-A-aen002 
AndroidEnterprise で利用している端末でプリインストールアプリのアップデートを行いたいで
す。設定方法を教えてください。 

A. 以下の操作が必要となります。 

①［設定］→［Android］→［アプリケーション］→［Android Enterprise］→［個別アプリケーション］に 

遷移します 

②［＋］で新規作成します 

③アップデートしたいプリインストールアプリを登録した設定を作成します 

④［設定］→［Android］→［アプリケーション］→［Android Enterprise］→［アプリケーション配信］ 

にて、③のアプリ個別設定を指定します 

⑤「強制インストールする」にチェックを入れ保存します 

⑥組織（ユーザー）に⑤で保存したアプリケーション配信設定を割り当てます 

⑦同期します 

 

「Android Enterprise アプリケーション配信手順書」3.3 プリインストールアプリを自動アップデートする 

[https://www.optim.co.jp/promotion/smsm/pdf/AE_ApplicationDistribution.pdf]  
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Q3 管理コード：O-A-aen003 
Android 端末に Web クリップを配信できますか。 

A. Web クリップの配信は iOS が提供している機能になります。 

こちらと同じことを Android で行いたい場合は、Android Enterprise のウェブアプリを配信するという 

方法で実現できる可能性がございます。 

ウェブアプリの配信手順は以下になります。 

※Web クリップは iOS の提供機能になります。 

ウェブアプリは、Android Enterprise の提供機能になります。 

配信したウェブアプリが Web クリップと同じ動作になるかは事前にご確認をお願いいたします。 

■手順 

①［設定］→［アプリケーション］→［Android Enterprise］→［個別アプリケーション］にて  

「＋」ボタンをクリックし、新規作成します 

②設定名を入力します 

③［アプリを選択する］をクリックします 

④［ウェブアプリ］をクリックします 

⑤「＋」で新規作成します 

⑥「タイトル」「URL」を入力し「作成」をクリックします 

⑦［設定］→［アプリケーション］→［Android Enterprise］→［アプリケーション配信］にて 

「＋」ボタンをクリックし、新規作成します 

⑧配信設定名を入力します 

⑨「指定のアプリのみインストール可能」を選択し、手順「⑥」で作成した配信設定を選択します 

※強制配信したい場合は「強制インストール」にチェックを入れます 

⑩［保存］をクリックします 

⑪適用する機器に紐づくのユーザー［その他］→［設定］項目にて手順「⑩」で保存した設定を選択します 

⑫［保存］をクリックします 

⑬適用したい機器を同期します 

 

Q4 管理コード：O-A-aen004 
端末のロック画面に「この端末は組織によって管理されています」と表示されます。表示されないよ
うにすることはできますか。 

A. Device Owner Mode が有効の端末で表示されます。 

本メッセージは Google の仕様のため、SMSM で表示の制御を行うことはできません。 

 

Q5 管理コード：O-A-aen005 
Google アカウントでキッティングした後に、端末側で Google アカウントが必要なアプリケーショ
ンを開いて Google Workspace（旧 G Suite）のアカウントを入れたらどうなりますか。 

A. 仕事用アカウントが外れ、Android Enterprise の管理ができなくなります。 

また、Google Workspace（旧 G Suite）側で MDM 管理の設定が作成されている場合、競合が発生し

SMSM が正しく動作しない 

可能性があります。 

Google Workspace（旧 G Suite）アカウントを使用してアプリケーションを使う場合は、以下どちらかの運

用を検討してください。 

●Google Workspace（旧 G Suite）アカウント連携で利用する 

「Android キッティングマニュアル」4 Google Workspace（旧 G Suite） アカウントで Android 

Enterprise 連携を行う「https://www.optim.co.jp/promotion/smsm/pdf/Android_Kitting.pdf］ 

●以下の行ったうえで運用してください。 

●Google Workspace（旧 G Suite）管理コンソールで「端末管理機能」を「無効」に設定する 

●Google Workspace（旧 G Suite）管理コンソールで「ユーザー切り替え」を「無効」に設定する 

●SMSM 管理サイトで「セキュリティ設定」の「アカウント制限」を「制限する」に設定する 
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Q6 管理コード：O-A-aen006 
端末側で Google アカウントを追加できないようにアカウント制限をかけつつ、Google ドライブな
ど Google アカウントが必要なアプリケーションはアカウントを入れて使わせたいです。設定方法を
教えてください。 

A. Google Workspace（旧 G Suite）で Android Enterprise と連携することで、個別の G suite アカウントを 

利用して Google のアプリケーションを利用することができます。 

以下の 2 つの設定を行ってください。 

 

●管理サイトで［設定］→［Android］→［Device Owner Mode］→［セキュリティ設定］で 

「アカウント制限：制限する」の設定を作成し、制限したい機器に適用する。 

●［設定］→［サービス環境設定］→［Android Enterprise(企業アカウント登録)］で 

Google Workspace（旧 G Suite）アカウントを登録し、端末をキッティングする。 

※キッティング手順は以下のマニュアルを参照してください。 

「Android キッティングマニュアル」 

［https://www.optim.co.jp/promotion/smsm/pdf/Android_Kitting.pdf］ 

 

Q7 管理コード：O-A-aen007 
Google Workspace（旧 G Suite） のデバイス管理を利用している状態から SMSM の Android 
Enterprise 連携に移行したいです。どうしたらいいですか。 

A. Google Workspace（旧 G Suite）のデバイス管理から Android Enterprise への移行は、Android Enterprise

初期導入の手順と同様の操作になります。 

移行用の特別な操作はございません。 

なお、Google Workspace（旧 G Suite）のデバイス管理で使用していた機能ついては、Android Enterprise

では設定を引き継ぐことができません。あらかじめご了承ください。 

 

「Android キッティングマニュアル」4 Google Workspace（旧 G Suite） アカウントで Android 

Enterprise 連携を行う［https://www.optim.co.jp/promotion/smsm/pdf/Android_Kitting.pdf］ 
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Q8 管理コード：O-A-aen008 
Android 端末を初期化せずにライセンス認証する方法はありますか。 

A. 初期化せずにライセンス認証を行うことはできません。 

各種キッティング方法は以下のマニュアルを参照してください。 

「Android キッティングマニュアル」 

［https://www.optim.co.jp/promotion/smsm/pdf/Android_Kitting.pdf］ 

 

Q9 管理コード：O-A-aen009 
他社 MDM の登録に使用した Google アカウントは、SMSM の企業用アカウントとして使用できま
すか。 

A. 他社 MDM で Android Enterprise の登録に使用している Google アカウントは、SMSM で併用することはで 

きません。 

紐づいている EMM を解除するか、新しく Google アカウントを作成して、再度企業アカウント登録を 

行ってください。 

 

Q10 管理コード：O-A-aen010 
Android Enterprise でキッティングした後、SMSM から端末に設定していた設定を変更することは
できますか。 

A. キッティング後に設定を変更することは可能です。 

ただし、キッティングした機器に紐づけられているユーザーのみ変更はできません。 

 

Q11 管理コード：O-A-aen011 
Android Enterprise の企業アカウント登録に使用する Google アカウントに個人のアカウントを使
用できますか。 

A. 登録は可能ですが、管理用に Google アカウントを作成することを推奨しています。  

 

Q12 管理コード：O-A-aen012 
「Android Enterprise アカウント登録」にて Google アカウントを登録しキッティングした後に、
端末側で Google アカウントが必要なアプリケーションを開いて G suite のアカウントを入れたら
どうなりますか。 

A. G suite 側で MDM 管理の設定が作成されている場合、競合が発生し SMSM が正しく動作しない 

可能性があります。 

 

G suite アカウントを使用してアプリケーションを使う場合は、以下の設定を行ったうえで運用してくださ

い 

 ●G Suite 管理コンソールで「端末管理機能」を「無効」に設定する 

 ●G Suite 管理コンソールで「ユーザー切り替え」を「無効」に設定する 

 ●SMSM 管理サイトで「セキュリティ設定」の「アカウント制限」を「制限する」に設定する 

 

また、「Android Enterprise アカウント登録」にて G suite アカウントを登録し運用する方法もご検討くだ

さい。 

詳細は、以下を参照してください。 

「Android キッティングマニュアル」4 G Suite アカウントで Android Enterprise 連携を行う 

[https://www.optim.co.jp/promotion/smsm/pdf/Android_Kitting.pdf］ 
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Q13 管理コード：O-A-aen013 
Android Enterprise 事前設定をせずにキッティングをしました。あとから Google アカウントや 
Google Workspace（旧 G Suite）アカウントを追加したい場合、端末の初期化が必要になります
か。 

A. Google アカウントを追加する場合は初期化は不要です。 

Google Workspace（旧 G Suite）アカウントを追加したい場合は初期化が必要です。  
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◆運用方法-Android-ウイルス対策オプション に関する FAQ 

Q1 管理コード：O-A-ant001 
KDDI Smart Mobile Safety Manager AntiVirus を利用したいです。どうしたらよいですか。 

A. 「KDDI Smart Mobile Safety Manager AntiVirus」を使用するには「ウイルス対策オプション」の 

ご契約が必要です。 

「KDDI Smart Mobile Safety Manager」をインストール後、以下の手順で管理サイト操作及びアプリケー 

ションをインストールしてください。 

■手順 

①「ウイルス対策機能」より詳細設定を行います。詳細は、以下をご参照ください。 

「管理サイト リファレンスマニュアル」7.4.5 ウイルス対策機能 

［https://www.optim.co.jp/promotion/smsm/pdf/ManagementSite_Reference.pdf］ 

②手順「①」で設定した内容を機器に反映させます。詳細は、以下をご参照ください。 

「管理サイト リファレンスマニュアル」4.1.8.3 （設定－Android）パッケージ 

［https://www.optim.co.jp/promotion/smsm/pdf/ManagementSite_Reference.pdf］ 

③機器への配信設定を行います。 

「KDDI Smart Mobile Safety Manager AntiVirus」は機器登録されている機種すべてに 

配布されるのではなく、個別に配信設定を行う必要があります。詳細は以下をご参照ください。 

「管理サイト リファレンスマニュアル」4.1.8.1（設定－Android）設定の割り当て 

［https://www.optim.co.jp/promotion/smsm/pdf/ManagementSite_Reference.pdf］ 

④同期して、端末へ設定を反映します。 

⑤端末に「KDDI Smart Mobile Safety Manager AntiVirus」をインストールします。 

詳細は、以下をご参照ください。 

「Android クライアント リファレンスマニュアル」25.1 インストールする 

［https://www.optim.co.jp/promotion/smsm/pdf/Android_ClientReference.pdf］  

 

Q2 管理コード：O-A-ant002 
ウイルス対策のパターンファイルアップデートは、いつ実行されますか。また、差分アップデートで
すか。フルサイズのパターンファイルアップデートですか。 

A. 過去のパターンファイルのアップデート日を起点とし、指定されたスケジュール経過後の 

00:00～00:20 内のランダムな時間に、パターンアップデートを実施します。 

 

基本的には差分アップデートとなりますが、最新のパターンファイルより 7 世代以上前の古いパターン 

ファイルからアップデートを行う場合は、フルサイズのパターンファイルアップデートとなります。 

 

Q3 管理コード：O-A-ant003 
ウイルス対策オプションのパターンファイルアップデートにて「パターンファイルアップデート後の
スキャン実施」にチェックを入れた場合のスキャンの範囲を教えてください。 

A. 端末の内部ストレージ及び、外部ストレージにインストールされているスキャン対象が全てスキャン 

されます。 

 

ただし、Android 6.0 以上の端末でストレージ権限が許可されていない場合は、ストレージ(内臓ストレージ

および SD カード)上のファイルのスキャンと削除ができません 。 

インストールされているアプリのみのスキャンになります。 

 

Q4 管理コード：O-A-ant004 
「Safety Manager AntiVirus」を利用するとどのようなことができますか。機能の詳細を教えてく
ださい。 

A. 導入時にインストールされている、また導入後に新規インストールされた不正なアプリケーションを 

検知して削除を促します。 

管理サイトから、スキャンポリシーを適用させたり、対策状況監視や脅威検知ログを確認できます。 
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◆運用方法-Android-対応機種 に関する FAQ 

Q1 管理コード：O-A-sde001 

Android 端末の対応機種を知りたいです。確認方法を教えてください。 

A. 「Android エージェント対応端末表」を参照しててください。 

「Android エージェント対応端末表」 

［https://www.optim.co.jp/promotion/smsm/pdf/SupportedDevices.pdf］ 
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◆運用方法-Android-機種変更 に関する FAQ 

Q1 管理コード：O-A-mch001 
機種変更をしました。同じ設定を反映させるのに、どのような手順が必要ですか。 

A. 「KDDI Smart Mobile Safety Manager」の設定は、SIM（電話番号）ではなく機器の固有情報（IMEI 等） 

に紐づき設定しているため、機種変更後の機種への設定が必要です。 

また、端末側でライセンス解除やリセットを行っても管理サイトに［機器］情報が残り、請求対象となって 

しまいますので、管理サイトで機種変更前の機器情報を削除する必要があります。 

以下の手順で機種変更後の端末に設定を反映してください。 

■手順 

①マニュアルサイト掲載の「Android キッティングマニュアル」を参照し、エージェントの 

インストール、ライセンス認証を行ってください。 

「Android キッティングマニュアル」 

［https://www.optim.co.jp/promotion/smsm/pdf/Android_Kitting.pdf］ 

②機種変更前の端末に設定していた設定内容を、機種変更後の端末に反映してください。 

③古い機器情報を管理サイトから削除してください。 

④機種変更前の端末を別の用途で利用する場合は、エージェントのライセンス解除及び 

アンインストールを行ってください。 

iOS の場合は、MDM 構成プロファイルも削除してください。 

 

  

https://smsmfaq.smartmanager.jp/kddiproduct/ausl/web/index.html
https://www.optim.co.jp/promotion/smsm/pdf/Android_Kitting.pdf


 

「目次」に戻る  FAQ は FAQ サイトに移行しました。FAQ サイトへはこちらから遷移してください。 

62 

 

◆運用方法-Android-エージェント に関する FAQ 

Q1 管理コード：O-A-age001 

従来版エージェントとストア版エージェントを両方インストールしてしまいました。片方をアンイン
ストールする方法を教えてください。 

A. 以下の手順に従って操作を行ってください。 

＜Android Enterprise で認証していない端末でストア版エージェントを認証した場合＞ 

①ストア版エージェントを起動して［終了］をタップします。 

起動したエージェントがストア版か従来版かの確認方法につきましては、 

アプリケーション起動後トップ画面の左下にあるバージョン値の「()」内をご確認ください。 

※「(Store)」と記載されている場合はストア版エージェントでございます。 

※パスワードを聞かれる場合は、管理サイトのエージェント共通管理をご確認ください。 

■パスワード確認手順 

［設定］→［管理アプリの通信と動作］→［エージェント共通管理］の 

「端末でのエージェント停止・ライセンス解除・アンインストールの制限」項目 

②「①」を実施した後に［アンインストール］をタップします。 

※この時もパスワードを聞かれる場合は上記のパスワードを入力します。 

③従来版エージェントを起動し［ライセンス解除］をタップします。 

※パスワードは「①」と同様のパスワードになります。 

④「③」を実施した後に［ライセンス認証］をタップして通常通りライセンス認証作業を実施します。 

ライセンス認証作業につきましてはマニュアルをご参照ください。 

「Android キッティングマニュアル」 

［https://www.optim.co.jp/promotion/smsm/pdf/Android_Kitting.pdf］ 

 

＜Android Enterprise で認証している端末で従来版を認証した場合＞ 

※注意※操作には端末の初期化が伴います。 

①ストア版エージェントを起動して［終了］をタップします。 

※パスワード聞かれた場合は、管理サイトのエージェント共通管理をご確認ください。 

■パスワード確認手順 

［設定］→［管理アプリの通信と動作］→［エージェント共通管理］の 

「端末でのエージェント停止・ライセンス解除・アンインストールの制限」項目 

②［端末初期化］をタップし端末を初期化します。 

③再度 Android Enterprise のキッティング手順に沿ってキッティングを行ってください。 

「Android キッティングマニュアル」 

［https://www.optim.co.jp/promotion/smsm/pdf/Android_Kitting.pdf］ 

 

なお、ストア版エージェントは v.9.5.111.0 以降、Device Owner Mode で認証していない端末ではライセ

ンス認証はできないよう仕様変更しております。 
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◆運用方法-Android-スクリーンロック に関する FAQ 

Q1 管理コード：O-A-slo001 
スクリーンロックが実行された時に、画面にメッセージを出せますか。 

A. スクリーンロックの画面になった際にメッセージを表示させる機能はございません。 

 

Q2 管理コード：O-A-slo002 
「スクリーンロック」の設定を解除し、端末で自由に設定できるようにしたい。どうすればよいです
か。 

A. 端末に割り当たっている［スクリーンロック］の設定を「設定なし」にするだけでは、 

端末のパスワードポリシーを解除することができません。 

解除したい場合は、［スクリーンロック］の設定で「パスワードポリシー」を「制限なし」の設定を 

作成し、端末に適用してください。 

※端末に割り当たっている［スクリーンロック］の設定を「設定なし」にするだけでは、 

端末のパスワードポリシーを解除することができません。 

「設定なし」にした場合に端末側の設定がどのようになるかについては、以下を参照してください。 

 

「管理サイト リファレンスマニュアル」15.1 「（設定なし）」とした場合の各種設定の挙動 

［https://www.optim.co.jp/promotion/smsm/pdf/ManagementSite_Reference.pdf］ 
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◆運用方法-Android-位置情報 に関する FAQ 

Q1 管理コード：O-A-lin001 
Android 端末の位置情報を変更させないようにする方法を教えてください。 

A. 以下の手順で Secure Shield の設定および Device Owner Mode のセキュリティ設定の両方を 

行ってください。 

なお、従来版の認証方法の場合は位置情報の変更を制御することはできません。 

Device Owner Mode および Android Enterprise をご利用ください。 

■Secure Shield の設定手順 

※事前に Secure Shield 対応端末であるかをご確認ください。 

「Android エージェント対応端末表」 

［https://www.optim.co.jp/promotion/smsm/pdf/SupportedDevices.pdf］ 

①［設定］をクリックします 

②［Android］をクリックします 

③［セキュリティ］をクリックします 

④［Secure Shield］にて［＋］ボタンをクリックします 

⑤設定名を記入し、［有効］欄にチェックを入れます 

⑥［設定位置情報サービス］欄にチェックを入れて保存します 

⑦端末に適用します 

 

■Device Owner Mode のセキュリティ設定手順 

①［設定］をクリックします 

②［Android］をクリックします 

③［Device Owner Mode］をクリックします 

④［セキュリティ設定］にて［＋］ボタンをクリックします 

⑤設定名を記入し、「ステータスバー」欄で［無効にする］にチェックを入れ保存します 

⑥端末に適用します 

 

Q2 管理コード：O-A-lin002 
Android 端末の位置情報設定（無線ネットワーク/GPS 機能）を変更することはできますか。 

A. SMSM にて端末の位置情報を強制的に変更する機能はございません。 

 

しかし Android9 以降かつ位置情報設定の「無線ネットワーク」と「GPS 機能」が共に有効の場合、

「7.10.2 セキュリティ設定（DOM）：位置情報設定の変更」を禁止する事で、設定およびステータスバー

からの位置情報設定変更ができないように制限することが可能です。 

 

詳細は以下のマニュアルを参照してください。 

「管理サイトリファレンスマニュアル」7.10.2 セキュリティ設定（DOM） 

［https://www.optim.co.jp/promotion/smsm/pdf/ManagementSite_Reference.pdf] 
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Q3 管理コード：O-A-lin003 
位置情報の測位と送信はどのような契機で行われますか。 

A. 測位と送信の契機は以下になります。 

※位置情報は、測位と送信を行って管理サイト上に表示されます。 

「管理サイト リファレンス マニュアル」4.1.10.5 （情報－Android）位置 

[https://www.optim.co.jp/promotion/smsm/pdf/ManagementSite_Reference.pdf] 

 

＜測位の契機＞ 

●端末を起動したとき 

●端末のエージェントで［同期］をタップしたとき 

●管理サイトの［設定］→［Android］→［セキュリティ］→［位置情報管理］で作成した 

「エージェントによる測位」の設定内容に準じた条件が発生したとき（エージェントの起動時や、 

分単位、時間単位、日数単位など） 

●管理サイトの［機器］→［一覧］→［詳細］で［同期］をクリックしたとき 

●エージェント以外の他のアプリが測位したとき（利用条件に合わない他のアプリでも、 

位置情報が管理サイトに表示されます） 

 

※本アプリで測位を行った時点で他のアプリが取得した位置情報が最新の場合は、 

その位置情報が本アプリの位置情報として使用されます。 

※［位置情報管理］の「エージェントによる測位」で［測位しない］を選択した場合は、 

「管理サイトの［機器］→［一覧］→［詳細］で［同期］をクリックしたとき」、 

「管理サイトと位置情報の送受信を行うアプリを起動したとき」のみ測位の契機になります。 

 

＜送信の契機＞ 

●管理サイトから手動で同期を行ったとき 

●端末のエージェントで［同期］をタップしたとき 

●管理サイトの［機器］→［一覧］→［詳細］で［同期］をクリックしたとき 

●管理サイトと位置情報の送受信を行うアプリを起動したとき（利用条件に合わない他のアプリでも、 

位置情報が管理サイトに表示されます） 

 

※送信される位置情報は、送信を行う時点で端末に保存されている最新の位置情報が送信されます。  
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◆運用方法-Android-+browser Safety Manager に関する FAQ 

Q1 管理コード：O-A-bsa001 

Android 端末で+browser Safety Manager をデフォルトブラウザにする方法を教えてください。 

A. 以下の手順に従って設定を行ってください。 

＜端末側の操作でデフォルトブラウザに設定する場合＞ 

●デフォルトブラウザが未選択の場合 

①ブラウザアプリをタップします 

②デフォルトブラウザ選択のダイアログより「+browser Safety Manager」を選択します 

③常時を選択します 

●「Chrome」やその他ブラウザアプリが既にデフォルトブラウザになっている場合 

①［設定］→［アプリ］→［歯車マーク］>ブラウザアプリから「+browser Safety Manager」を 

選択します 

上記の設定を行っていただくことで、以降 URL をタップすると 

「+browserSafetyManager」が起動し、対象ページへアクセスされるようになります。 

 

＜管理サイト側で設定する場合＞ 

アプリケーション非表示にて+browser 以外のブラウザアプリを制限することで 

デフォルトブラウザにします 

※前提※ 

●エージェントが ver9.5.111.0 以上のストア版であること 

●DeviceOwnerMode が有効であること 

 

■手順 

①［設定］→［Android］→［DeviceOwnerMode］→［アプリケーション非表示］をクリックします 

②［＋］を押して設定を新規作成します 

③制限したいブラウザアプリのパッケージ名を指定します（複数可） 

④対象機器に作成したアプリケーション非表示設定を割り当て後、同期を実施します 

※注意事項※ 

設定するアプリケーションにより OS の動作に支障をきたす場合があります。 

（エージェント停止、OS 強制再起動を繰り返す、Android Recovery 画面になるなど） 

システムアプリをアプリケーション非表示にするときは、慎重に設定してください。 

どのような挙動になるかについてはご利用の端末や OS に依存するため、 

弊社ではアプリケーションについてのご案内はできかねます事、ご了承ください。 

 

Q2 管理コード：O-A-bsa002 

特定のサイトを「+browser Safety Manager」で開いた状態で端末の再起動すると、該当サイトの
タブが閉じてしまいます。タブを開いたままにする方法はありますか。 

A. 「+browser Safety Manager」では、タブの状態を保存・再表示する仕様はございません。 

再起動により自動的にタブを閉じる仕様となっています。 

そのため、タブを開いたままにする機能はございません。 

 

Q3 管理コード：O-A-bsa003 

+browser Safety Manager で PDF ファイルを表示することはできますか。 

A. +browser Safety Manager では、PDF ファイルを表示することはできません。 
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◆運用方法-Android-Device Owner Mode に関する FAQ 

Q1 管理コード：O-A-dow001 

Device Owner Mode を使用しない場合、どういったデメリットがありますか。 

A. Device Owner Mode を未使用の場合、以下の制限・利用ができなくなります。 

①利用者によるエージェントアンインストールができるようになります。 

（アンインストール抑止ができません） 

②スクリーンロックパスワード変更ができなくなります。 
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◆運用方法-Android-アプリケーション検知 に関する FAQ 

Q1 管理コード：O-A-ade001 

Android でアプリケーションの削除を制限する機能はありますか。 

A. アプリケーションの削除を制限する機能はございません。 

回避策として、「アプリケーション検知」機能を利用することで、インストールが必要なアプリケーション

が、インストールされていない場合、管理者に通知されます。 

下記手順でアプリケーション検知の設定を行ってください。 

 

■手順 

●「アプリケーション検知」設定を割り当てる 

①［設定］→［Android］→［アプリケーション］→［アプリケーション検知］を選択します 

②「＋」にて新規作成を行います 

③設定名を入力します 

④「インストール推奨アプリケーション」より、「＋」にて行追加を行います 

⑤以下の値を入力します 

 ●アプリケーション名 

 ●パッケージ名 

 ●バージョン条件 

 ※記載方法については、下記マニュアルをご参照ください。 

⑥「保存」をクリックします 

⑦［機器］→［一覧］→［該当端末の詳細］→［設定の割り当て］を選択します 

⑧「アプリケーション検知」にて手順⑥で作成した設定名を選択し「保存」します 

⑨同期を実施します 

 

「管理サイトリファレンスマニュアル」8.5.8 アプリケーション検知 

［https://www.optim.co.jp/promotion/smsm/pdf/ManagementSite_Reference.pdf］ 

 

●「通知先のメールアドレス」を設定する 

①［設定］→［サービス環境設定］→［通知設定］を選択します 

②「ログメール通知」の「編集」をクリックします 

③「メール通知対象ログ」より「アプリケーション検知」にチェックし「保存」します 

④以下の通り設定します 

 ＜管理者を送信先に設定する場合＞ 

 「管理者」にチェックを入れます 

 ＜管理者以外の指定アドレスを送信先に設定する場合＞ 

 「メール送信先(カスタム)」に「＋」にて行追加を行い、指定のメールアドレスを入力します 

⑤「保存」をクリックします 

⑥同期を実施します 

 

「管理サイトリファレンスマニュアル」/12.1 通知設定 

［https://www.optim.co.jp/promotion/smsm/pdf/ManagementSite_Reference.pdf］  
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◆運用方法-Android-テザリング に関する FAQ 

Q1 管理コード：O-A-tet001 

テザリング機能は制限できますか。 

A. 管理サイトの「セキュリティ設定」→「無線とネットワーク」の「テザリング設定の変更」を「禁止」に 

設定することで制限可能です。 

 

詳細は、以下を参照してください。 

「管理サイト リファレンスマニュアル」(7.10.2 セキュリティ設定（DOM）) 

[https://www.optim.co.jp/promotion/smsm/pdf/ManagementSite_Reference.pdf] 

 

※なお、Google Play システム アップデートが 2021 年 3 月 1 日よりも古い、一部の Android11 端末では、 

テザリング設定が禁止にならない場合があることが報告されております  
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◆運用方法-Android-デバイス管理者権限 に関する FAQ 

Q1 管理コード：O-A-dad001 

Android Enterprise にてキッティングした端末は、管理者権限（root 権限）がない状態でキッティ
ングされますか。 

A. はい。管理者権限（root 権限）がない状態でキッティングされます。 
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◆運用方法-Android-動作環境 に関する FAQ 

Q1 管理コード：O-A-oen001 

eSIM は利用できますか。 

A. 以下の資料に記載の端末は利用可能です。 

 

「デュアル SIM（eSIM）対応制約事項一覧」 

[https://www.optim.co.jp/promotion/smsm/pdf/eSIM_SupportedDevices.pdf] 

 

Q2 管理コード：O-A-oen002 

他社の eSIM を使用する場合、［ダウンロードされた eSIM を消去］にチェックを入れずに、
SMSM からリモートワイプや端末操作で初期化を行ったときは、どちらの場合も再キッティング後
に APN 設定は必要でしょうか。 

A. SMSM からリモートワイプで初期化した場合と端末操作で初期化した場合のどちらの場合も、 

「ダウンロードされた eSIM を消去」へチェックを入れなかったときは、再キッティング後に APN 設定が必

要となります。 

※他社の eSIM で「ダウンロードされた eSIM の消去」へチェックを入れずに初期化した場合、eSIM プロフ

ァイルは削除されず、APN 設定は削除されます。 

 

詳細は以下のマニュアルを参照してください。 

「FAQ マニュアル」端末名 AQUOS sense6s（SHG07） 

[https://www.optim.co.jp/promotion/smsm/pdf/eSIM_SupportedDevices.pdf]  
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◆運用方法-Android-クライアント証明書 に関する FAQ 

Q1 管理コード：O-A-cce001 

配信したクライアント証明書を管理画面から削除することはできますか。 

A. 配信したクライアント証明書を管理画面から削除することはできません。削除いただく場合は、端末側にて 

削除していただく必要があります。 

  

■手順 

①端末にて［設定アプリ］を開きます 

②[セキュリティ]をタップします 

③[暗号化と認証情報]をタップします 

④[ユーザー認証情報]をタップします 

⑤削除するクライアント証明書をタップします 

⑥認証情報の詳細のダイアログで、[削除]をタップします 

※OS バージョン及び機種によって項目名に差分があります 
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◆運用方法-Android-端末保護機能 に関する FAQ 

Q1 管理コード：O-A-dpr001 

Android 端末の端末保護機能を管理サイトから解除することはできますか。 

A. 端末保護機能に対する解除機能はありません。 

一度ログインしてアクティベートを行っていただき、設定画面からログアウトした後で再度初期化を行って

ください。 
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◆運用方法-Android-スクリーンロックパスワード変更 に関する FAQ 

Q1 管理コード：O-A-slp001 

スクリーンロックパスワードの変更で何も入力せずに変更を実行した場合は、パターンロックや指紋
認証も解除されますか。 

A. 以下の前提条件を満たしている場合は、スクリーンロックパスワードの変更で何も入力せずに変更を 

実行した場合は、パターンロックや指紋認証も解除されます。 

 

●「スクリーンロックパスワード変更の事前設定」が完了している 

●画面ロック（スクリーンロック）機能でパスワードポリシーを指定していない 
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◆運用方法-Android-同期 に関する FAQ 

Q1 管理コード：O-A-syn001 

Wi-Fi のみで SMSM を運用できますか。 

A. Wi-Fi のみで SMSM を運用できます。  

 

Q2 管理コード：O-A-syn002 

Android の同期はどのような契機で行われますか。 

A. Android の同期は、以下の契機で行われます。 

●端末を起動したとき 

●ライセンスを認証したとき 

●管理サイトの［設定］→［Android］→［管理アプリの通信と動作］の「管理サーバーの通信間隔」で設

定されている通信間隔で通信が行われたとき 

●端末のエージェントで［同期］をタップしたとき 

●管理サイトの［機器］→［一覧］→［詳細］で［同期］をクリックしたとき 

 

Android エージェントは独自の Push 方式を採用しているため、［エージェント個別管理］設定で、Push 通

知の使用や停止などを行うことができます。 

「管理サイト リファレンス マニュアル」13.7 Android エージェント個別管理 

[https://www.optim.co.jp/promotion/smsm/pdf/ManagementSite_Reference.pdf]  
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◆運用方法-iOS-機器 に関する FAQ 

Q1 管理コード：O-I-ase001 
使用している端末が監視対象モード有効か無効を確認する方法を教えてください。 

A. 以下どちらかの手順で監視対象モードの有効/無効をご確認ください。 

■管理サイト確認手順 

①［機器］をクリックします。 

②該当機器を選択します。 

③情報欄の［デバイス］をクリックします。 

④「監視対象」にて確認可能です。 

 

■端末側の確認手順 

①［設定］をタップします。 

②［設定］の最上部にて以下の文言が記載されていれば有効の状態です。 

※OS バージョンにより文言が異なる可能性がございます。 

============== 

この「(機種名)」は「(構成プロファイルの組織名)」によって監視および管理されています。 

============== 

「監視対象の iPhone、iPad、iPod touch を使う」［https://support.apple.com/ja-jp/HT202837］  
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◆運用方法-iOS-認証 に関する FAQ 

Q1 管理コード：O-I-kit001 
エージェントのアクティベーションコードの記載場所を教えてください。 

A. 管理サイトの［機器］→［一覧］→一覧より対象を選択→［エージェント］をクリックすると、 

アクティベーションコードを確認できます。  

 

Q2 管理コード：O-I-kit002 
iOS 端末で再度ライセンス認証を行いたい場合はどうしたらよいですか。 

A. 以下のマニュアルを参照のうえ、再度ライセンス認証を行ってください。 

「iOS キッティングマニュアル」 

［https://www.optim.co.jp/promotion/smsm/pdf/iOS_Kitting.pdf］ 

 

Q3 管理コード：O-I-kit003 
機種変更を行う場合のライセンス認証手順はどうしたらよいですか。 

A. 「KDDI Smart Mobile Safety Manager」の設定は、SIM（電話番号）ではなく機器の固有情報（IMEI 等） 

に紐づき設定しているため、機種変更後の機種への設定が必要です。 

また、端末側でライセンス解除やリセットを行っても管理サイトに［機器］情報が残り、請求対象になるた

め、管理サイトで機種変更前の機器情報を削除する必要があります。 

以下の手順で機種変更後の端末に設定を反映してください。 

エージェントのインストールは、エージェントをご利用になる場合のみ行ってください。 

■手順 

①新しい機種でライセンス認証（MDM 構成プロファイルのインストール）を行う 

②エージェントのインストールおよび認証を行う 

③旧端末の機器情報を管理サイトから削除する 

 

認証手順については以下を参照してください。 

「iOS キッティングマニュアル」 

［https://www.optim.co.jp/promotion/smsm/pdf/iOS_Kitting.pdf］ 

 

Q4 管理コード：O-I-kit004 
iOS 端末をキッティングしたいです。どうしたらよいですか。 

A. キッティング手順は以下の通りです。 

■手順 

①Apple Push 証明書を登録します。 

②Apple Business Manager の事前登録を行います。 

③必要に応じて「Automated Device Enrollment（ADE）」「App とブック」の事前設定を行います。 

④端末をキッティングします。 

 

「はじめてお使いになる方へ」5.2 iOS 端末の導入

[https://www.optim.co.jp/promotion/smsm/pdf/FirstTimeUserManual.pdf] 
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◆運用方法-iOS-同期 に関する FAQ 

Q1 管理コード：O-I-syn001 
iOS の定期同期の間隔は 8 時間とのことですが、この間隔の調整はできますか。 

A. iOS 端末と管理サイト間の定期同期の間隔の変更はできません。  

 

Q2 管理コード：O-I-syn002 
Wi-Fi のみで SMSM を運用できますか。 

A. Wi-Fi のみで SMSM を運用できます。  
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◆運用方法-iOS-アプリケーション配信 に関する FAQ 

Q1 管理コード：O-I-ano001 
アプリケーション配信機能で、最新バージョンのアプリケーションを配信させることはできますか。 

A. アプリケーション配信機能では、「Store ID で指定したアプリケーションを配信する」機能になります。 

どのバージョンが配信されるかについては、Apple 社側の仕様に準じます。 

 

Q2 管理コード：O-I-ano002 
アプリケーションのバージョンアップを個別（端末ごと）に配信する方法はありますか。 

A. バージョンアップを行うポリシーが設定された「アプリケーション配信」設定と、ポリシーの設定されて 

いない「アプリケーション配信」設定を用意し、端末ごとに切り替えることで実現可能です。 

以下の手順で設定を作成し、機器に割り当ててください。 

■手順 

①管理対象アプリポリシーで、「自動的にバージョンアップする」を含む設定(設定 A)と、 

「自動的にバージョンアップしない」を含む設定(設定 B)を作成します 

②アプリケーション配信設定で同じアプリケーションを含む設定を 2 つ作成します 

この時、片方のアプリケーション配信設定の「ポリシー」欄には「設定 A」のポリシーを指定し、 

もう一方のアプリケーション配信設定には「設定 B」のポリシーを指定します 

③［機器］→該当機器を選択→［詳細］→［設定の割り当て］にて［編集］をクリックします 

④バージョンアップを行いたい機器には「設定 A」を含むアプリケーション配信設定を、 

バージョンアップをさせたくない機器には「設定 B」を含むアプリケーション配信設定を指定します 

⑤［保存］をクリックします 

⑥［同期］をクリックします 

 

Q3 管理コード：O-I-ano003 
SIM を差し替えた場合、どのような影響がありますか。 

A. 設定は SIM ではなく端末（IMEI 等）に紐づいているため、SIM を差し替えても端末に反映している設定に 

は影響ありません。 

 

Q4 管理コード：O-I-ano004 
エージェントをタップしたら「このアプリケーションは○○が管理されています」というようなポッ
プアップが表示されるのですがどういう契機ですか。 
※○○は管理サイトに登録している企業名です。 

A. 本メッセージは端末が非監視対象であり、端末側で手動でインストールしたアプリケーションを後から管理 

サイトで管理対象として配信した場合に、ポップアップが表示します。 

 

Q5 管理コード：O-I-ano005 
管理者の任意で端末にアプリケーションを配信したり、アプリケーションを削除できるようにしたい
のですが、できますか。 

A. アプリケーション配信で、対象のアプリケーション配信設定の「管理」の「有効」にチェックを入れ 

ていただくことにより管理者の任意でアプリケーション配信・削除ができるようになります。 

詳細は、以下を参照してください。 

「管理サイト リファレンスマニュアル」8.5.6 アプリケーション配信 

［https://www.optim.co.jp/promotion/smsm/pdf/ManagementSite_Reference.pdf］ 
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Q6 管理コード：O-I-ano006 
アプリケーション配信利用時に端末のポップアップ表示に記載される企業名を変更することはできま
すか。 

A. アプリケーション配信のポップアップ画面で表示している企業名を変更する場合は、 

変更申込書でのお申し込みが必要です。KDDI の担当営業にお問い合わせください。 

 

Q7 管理コード：O-I-ano007 
アプリケーション配信後に設定を差し替えたいです。差し替え前と差し替え後のどちらにも同じアプ
リケーションが登録されていた場合は配信後の挙動はどうなりますか。 

A. アプリケーション配信を実施しその後に別の配信設定に変更した際に、設定内に重複しているアプリケーシ 

ョンがあった場合は重複しているアプリケーションの再インストールは行われません。 

以下のような動作になります。 

■動作の流れ 

①アプリケーション配信設定（設定 X）にアプリケーション A、アプリケーション B、アプリケーション C 

を設定し配信します 

②アプリケーション配信設定（設定 X）にアプリケーション A、アプリケーション B、アプリケーション 

C、アプリケーション D に差し替えて配信します 

⇒端末にはアプリケーション D のみ配信されます 

 

Q8 管理コード：O-I-ano008 
アプリケーション配信中に端末の画面で対象のアプリケーションが「待機中」と表示される場合と、
表示されない場合は何が違いますか。 

A. アプリケーション配信で配信したアプリケーションのインストール処理は、iOS 側の処理になるため、 

「待機中」の表示条件については Apple に問い合わせてください。 

 

Q9 管理コード：O-I-ano009 
構成プロファイルで App Store を禁止にしている状態で、App とブック(旧 VPP)を使用しないでア
プリケーションを配信する方法はありますか。 

A. 以下の手順でアプリケーションを配信してください。 

なお、前提条件として端末が App Store にサインインしている必要があります。 

 

■手順 

①管理サイトの［設定］→［iOS］→［アプリケーション］→［アプリケーション配信］を選択します 

②「＋」で新規作成します 

③「設定名」に任意の値を入れます 

④「Store ID」欄に配信したいアプリケーションの Store ID を入力します 

⑤「管理」欄にチェックを入れます 

※「ポリシー」欄は任意で指定してください。 

⑥［保存］をクリックします 

⑦［機器］→該当機器を選択→［設定の割り当て］にて［編集］をクリックします 

⑧手順「⑥」で保存した設定名を選択します 

⑨［保存］をクリックします 

⑩「同期」をクリックします 
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Q10 管理コード：O-I-ano010 
構成プロファイルで App Store を禁止にしている状態で、アプリケーションのバージョンアップは
できますか。 

A. はい。「自動的にバージョンアップする」を有効にした管理対象アプリポリシーを使用することで 

App Store を禁止していてもバージョンアップすることは可能です。 

以下の手順でアプリケーション配信設定を作成し、機器に適用してください。 

■手順 

①管理サイトの［設定］→［iOS］→［アプリケーション］→［管理対象アプリポリシー］を選択します 

②「+」で新規作成します 

③「ポリシー名」に任意の値を入れます 

④「アプリのバージョンアップ」の「自動的にバージョンアップする」にチェックを入れます 

⑤「保存」をクリックします 

⑥管理サイトの［設定］→［iOS］→［アプリケーション］→［アプリケーション配信］を選択します 

⑦「＋」で新規作成します 

⑧「設定名」に任意の値を入れます 

⑨「Store ID」欄に配信したいアプリケーションの Store ID を入力します。 

⑩「管理」欄にチェックを入れてください。 

⑪「ポリシー」欄に手順「⑤」で保存したポリシー名を指定します。 

⑫［保存］をクリックします 

⑬［機器］→該当機器を選択→［設定の割り当て］にて［編集］をクリックします。 

⑭手順「⑫」で保存した設定名を選択します。 

⑮［保存］をクリックします。 

⑯「同期」をクリックします。 

 

Q11 管理コード：O-I-ano011 
アプリケーション配信からアプリカタログへ移行する際、インストール済の端末に影響はあります
か。 

A. アプリケーション配信からアプリカタログへ移行しても該当のアプリケーションの設定がアプリカタログに 

登録がされていれば影響はありません。 

ただし、以下の点に注意して移行してください。 

 

以下の手順で移行してください。 

■手順 

①アプリカタログの配信設定に、アプリケーション配信から移行したいアプリケーションを管理対象 

アプリとして登録します 

②アプリケーション配信設定から、対象のアプリケーションを削除します 

※先にアプリケーション配信設定からアプリケーションを削除すると、 

端末からアプリケーションが削除されてしまいます。 

移行したいアプリケーションの登録を先に行ってください。 

※アプリカタログ側の設定でアプリケーションを登録する際には必ず管理対象アプリとして登録 

してください。 

※アプリカタログの「カタログ配信対象」で「組織」もしくは「ユーザー分類」を選んでいる場合は、 

対象の端末が該当の「組織」もしくは「ユーザー分類」に割り当てられている必要があります。 

 

●アプリケーション配信とアプリカタログで同一の管理対象アプリポリシーを利用する場合は、 

「自動的にバージョンアップする」と「バージョンアップ要求を許可する」どちらか一方の 

チェックボックスにのみチェックを入れてください。 
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Q12 管理コード：O-I-ano012 
アプリカタログで配信したアプリケーションを自動でアップデートするにはどうしたらいいですか。 

A. 管理対象アプリポリシーで「自動的にバージョンアップする」を設定することで 

アプリカタログからインストールしたアプリケーションを自動的にバージョンアップできます。 

以下の手順で設定してください。 

■手順 

①管理サイトの［設定］→［iOS］→［アプリケーション］→［管理対象アプリポリシー］を選択します 

②「+」で新規作成します 

③「ポリシー名」に任意の値を入れます 

④「アプリのバージョンアップ」の「自動的にバージョンアップする」にチェックを入れます 

※この時「バージョンアップ要求と許可する」は選択しないでください。 

⑤［保存］をクリックします 

⑥［設定］→［iOS］→［アプリケーション］→［管理対象アプリポリシー］にて配信している 

アプリカタログをクリックします 

⑦［編集］をクリックします 

⑧自動アップデートしたいアプリケーションの行で、［管理］にチェックを入れます 

※すでにチェックが入っている場合はこの操作は不要です。 

⑨「ポリシー」欄に手順「⑤」で保存したポリシー名を指定します 

⑩［保存］をクリックします 

⑪［機器］→該当機器を選択→［詳細］にて［同期］をクリックします 

 

Q13 管理コード：O-I-ano013 
端末側のスクリーンタイムを利用し、AppStore を非表示にしている状態でアプリケーションの配信
はできますか。 

A. はい。管理対象アプリとして配信することで、AppStore を非表示の場合でもアプリケーションの配信は 

可能です。 

配信方法は以下の 3 種類です。いずれかで設定してください。 

なお、こちらの配信方法であればアプリカタログを利用しての配信でもインストール可能です。 

 

●管理対象アプリとしてアプリケーション配信をする 

※事前に AppStore にログインしたうえで、スクリーンタイムで AppStore を禁止する必要があります。 

●端末に「App とブック」ライセンス (旧 VPP ライセンス)を割り当てる配信 

※App とブックの事前設定を行っていただく必要があります。 

※この方法の場合、AppStore にログインする必要はありません。 

●ユーザーに「App とブック」ライセンスを割り当てる配信 

※事前に App とブックの事前設定を行っていただく必要があります。 

※管理サイトから配布する App とブックの参加依頼を許可するために AppStore にログインする必要が 

あります。 

AppStore にログインしたうえでスクリーンタイムで AppStore を禁止してください。 

 

「iOS アプリケーション配信手順書」 

3.2 管理対象アプリをインストールする 

3.3 アプリを強制インストールする 

3.4 アプリ管理用の共通 Apple ID でアプリをインストールする 

3.6 VPP を利用してアプリカタログからアプリをインストールする 

［https://www.optim.co.jp/promotion/smsm/pdf/iOS_ApplicationDistribution.pdf］ 
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Q14 管理コード：O-I-ano014 
App とブック(旧 VPP)を利用したアプリケーション配信で、使用している AppleID とは別 AppleID
を端末側で所持しても配信に問題はありませんか。 

A. 端末に「App とブック」ライセンス(旧 VPP ライセンス)を割り当てる配信方法は、 

端末側で別の AppleID を所持していても配信に問題はありません。 

ユーザーに「App とブック」ライセンスを割り当てる配信方法は、端末側で別の Apple ID でログインしてい 

るとアプリケーション配信ができません。 

必ず App とブック(旧 VPP)に紐づく Apple ID でログインしてください。 

 

Q15 管理コード：O-I-ano015 
App とブック(旧 VPP)を利用してアプリケーション配信を行った後に「App とブック」ライセンス
(旧 VPP ライセンス)を一時的に他のトークンに譲渡した場合、端末に何か影響はありますか。 

A. 一時的に他のトークンにライセンスを譲渡しても端末側に影響はありません。 

ただし、他のトークンに譲渡した結果ライセンスが不足してしまうと、端末にライセンスが付与されてい 

ない状態となるため、早めにライセンス数の調整を行い元のライセンス付与状態にもどしてください。 

※Apple の仕様により、端末のライセンス付与状態が確認できない場合は端末側に警告のポップアップが 

表示されます。 

また、ポップアップが表示されてから 30 日後にライセンス付与状態が確認できない場合は、 

アプリケーションが削除される場合があります。 

 

Q16 管理コード：O-I-ano016 
管理対象アプリポリシーで「自動的にバージョンアップする」を設定をした場合、アプリケーション
がバージョンアップされるタイミングを教えてください。 

A. 端末側でのアップデートタイミングは Apple の仕様に依存します。 

管理サイト側で毎時 9 分（1 時間に 1 度）に Apple のサーバーからアップデートの情報を取得します。 

バージョンアップ可能であれば、次回の同期時に端末にバージョンアップの指示を行います。 

端末側で指示を受け取り次第、バージョンアップの処理が実行されます。 

 

Q17 管理コード：O-I-ano017 
端末側で「App の自動アップデート」が「ON」、SMSM 側で「管理対象アプリポリシー」にて
「自動的にバージョンアップ」が「しない」の場合、アプリケーションのアップデートは実行されま
すか。 

A. アプリケーションのインストール方法によって挙動が異なります。 

 

＜App Store 経由でアプリを手動インストールしている場合＞ 

●端末にて App Store から手動インストールしているアプリケーションは自動アップデートが行われま 

す。 

 

＜アプリケーション配信をご利用の場合＞ 

●「アプリケーション配信」にて「管理：有効」かつ、「ポリシー：（設定なし）」として配信している 

アプリアプリケーションは自動アップデートが行われます。 

 

＜「App とブック」ライセンスをご利用かつアプリケーション配信をご利用の場合＞ 

●ユーザー割当ての「App とブック」管理配布しているアプリケーションは自動アップデートが行われま 

す。 

 ※ユーザー割り当ての場合、設定の適用には、ライセンスが割り当てられた Apple ID でデバイスにて 

サインインしている必要があります 

 

●機器割り当ての「App とブック」管理配布しているアプリケーションは自動アップデートされません。  
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Q18 管理コード：O-I-ano018 
端末側で「App の自動アップデート」が「OFF」、SMSM 側で「管理対象アプリポリシー」にて
「自動的にバージョンアップ」が「する」の場合、アプリケーションのアップデートは実行されます
か。 

A. アプリケーションのインストール方法によって挙動が異なります。 

 

＜App Store 経由でアプリを手動インストールしている場合＞ 

●端末にて App Store からインストールしているアプリケーションは自動アップデートされません。 

 

＜アプリケーション配信をご利用の場合＞ 

●「アプリケーション配信」にて「管理：有効」かつ、「ポリシー：（設定なし）」として配信している 

アプリケーションは自動アップデートされません。 

 

＜管理対象アプリポリシー設定をご利用の場合＞ 

●管理対象アプリポリシーを割り当てられたアプリケーションは自動アップデートが行われます。 

 ※「App とブック」ライセンスを利用の場合、ユーザー割り当て、機器割り当てに関係なく 

自動アップデートされます。  

 

Q19 管理コード：O-I-ano019 
アプリケーション配信を利用しカスタム App/カスタムアプリを配信する際、アプリケーションの容
量制限はありますか。 

A. カスタム App/カスタムアプリをアプリケーション配信で配信する場合は容量制限はありません。 

 

Q20 管理コード：O-I-ano020 
管理サイトから機器を削除した場合、アプリケーション配信やアプリカタログで配信したアプリケー
ションはどうなりますか。 

A. アプリケーション配信やアプリカタログで配信したアプリケーションは削除されません。 

ただし、端末が管理対象外となるため、アプリケーションのアプリケーションの継続動作や 

インストール状態を保証する事はできません。 

 

また、MDM 構成プロファイルを削除した場合や、管理領域ワイプを実行した場合は、アプリケーション配

信やアプリカタログで配信した管理対象アプリは削除されます。 

非管理対象アプリ（手動で App Store からインストールしたアプリ）は削除されません。 
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◆運用方法-iOS-エージェント に関する FAQ 

Q1 管理コード：O-I-age001 
エージェント認証で、アクティベーションコードの入力を省略したいです。何か方法はありますか。 

A. ポータルを利用してエージェントの認証作業をするとアクティベーションコードを入力せず自動で認証する 

ことができます。 

以下の手順でエージェントのインストールおよび認証を行ってください。 

■手順 

＜エージェントのインストール＞ 

※エージェントをインストール済みの場合は、スキップしてください。 

①「ポータル」をタップします 

②ポータル画面で、［エージェントを認証する］をタップします 

③［App Store からインストール］をタップします 

④App Store に移動します。のポップアップが表示されるので、［OK］をタップします 

⑤App Store で開きますか？のポップアップが表示されるので、［開く］をタップします 

⑥App Store のエージェントのページへ移動するため、［インストール］をタップします 

※インストール完了後、一度、端末のホーム画面に戻ってください。 

 

＜エージェントの認証＞ 

①ポータルをタップします 

②ポータル画面で、［エージェントを認証する］をタップします 

③ポータル画面で、［起動して認証］をタップします 

④「KDDI Manager で開きますか？」のポップアップが表示されるので、［開く］をタップします 

 

Q2 管理コード：O-I-age002 
iOS エージェントで認証しないと使えない機能はありますか。 

A. エージェントのインストール・認証を行われないと 

利用できない機能につきましては下記のとおりです。 

●位置情報測位・送信 

●Jailbreak 検知 

●メッセージ通知 ※オプション機能になります 

●+browser Safety Manager ※オプション機能になります 
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◆運用方法-iOS-構成プロファイル に関する FAQ 

Q1 管理コード：O-I-cpr001 
iPhone／iPad の構成プロファイルが削除されたことを確認する方法はありますか。 

A.［機器］→［一覧］から確認できます。 

構成プロファイルが削除されると「通信日時」欄の末尾に「（管理外）」と赤字で表示されます。 

また、構成プロファイルが削除された端末とは通信が行われないため、最終通信時間が更新されません。 

 

Q2 管理コード：O-I-cpr002 
複数の構成プロファイルを適用させたときに競合が発生した場合、端末ではどのような挙動になりま
すか。 

A. 複数の構成プロファイルを適用させた場合、パスコード・制限等のセキュリティに関する設定項目はすべて 

マージされます。 

設定が異なる項目については、セキュリティがより厳しいほうが採用されます。 

例） 

------------------------------ 

構成プロファイル A： 

●Apple Configurator 2 および iTunes からの App のインストールを許可「しない」 

●カメラの使用を許可「する」 

構成プロファイル B： 

●Apple Configurator 2 および iTunes からの App のインストールを許可「する」 

●カメラの使用を許可「しない」 

------------------------------ 

例題のような内容の「構成プロファイル A」と「構成プロファイル B」を配信する場合、適用後の機器側の

状態は、以下のようになります。 

●Apple Configurator 2 および iTunes からの App のインストールを許可「しない」 

●カメラの使用を許可「しない」 

 

Q3 管理コード：O-I-cpr003 
音声コントロールの制限はできますか。 

A. いいえ。音声コントロールの制限はできません。  

 

Q4 管理コード：O-I-cpr004 
端末利用者による Apple ID の変更の制御はできますか。 

A. 以下の手順を行うことにより Apple ID 変更不可の設定ができます。 

■手順 

①端末で固定化したい Apple ID でログインします 

②管理サイトで［設定］→［iOS］→［構成プロファイル］→［構成プロファイルアップロード］から新規

プロファイルを作成します 

③「iOS 制限設定」タブを開き、「アカウント設定の変更を許可（監視対象のみ）」のチェックを外した制

限を作成します 

④［設定］→［構成プロファイル］→［構成プロファイル］で新規に作成し上記で作成した構成プロファイ

ルを設定するか、既存の構成プロファイルに上記で作成した構成プロファイルを追加します 

⑤［機器］→［一覧］→該当機器を選択→［設定の割り当て］にて「構成プロファイル」の［編集］から④

で構成プロファイルを割り当てます 

⑥同期します 

※端末で Apple ID のログインを行う前に上記構成プロファイルを割り当てた場合、Apple ID でログイン 

ができなくなりますのでご注意ください。  
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Q5 管理コード：O-I-cpr005 
構成プロファイルアップロードで設定できる Web フィルタリングを利用できる条件を教えてくださ
い。 

A. 構成プロファイルを使って Web フィルタリングを制限する場合、端末を監視対象モードにする必要がありま 

す。 

 

Q6 管理コード：O-I-cpr006 
「iPhone を探す」の設定を端末ユーザーが変更できないようにする方法を教えてください。 

A. 構成プロファイルアップロードにて以下の項目を指定することで制限可能です。 

※本機能は監視対象端末にのみ利用可能な機能です。 

＜設定項目＞ 

［構成プロファイルアップロード］→［iOS 制限設定］→［機能の制限］ 

項目名：アカウント設定の変更を許可(監視対象のみ) しない 

 

Q7 管理コード：O-I-cpr007 
AppStore を非表示にする方法を教えてください。 

A. 構成プロファイルアップロードにて以下のどちらかの項目を設定することで AppStore を非表示にすること 

が可能です。 

＜設定項目＞ 

［構成プロファイルアップロード］→［iOS 制限設定］→［機能の制限］ 

項目名：Apple Configurator 2 および iTunes からの App のインストールを許可 しない 

App Store からの App のインストールを許可(監視対象のみ) しない 

※監視対象かつ iOS9.0 以上の端末でのみ有効です 

「管理サイト リファレンスマニュアル」8.3.2.4 ［iOS 制限設定］タブの［機能の制限］の編集 

［https://www.optim.co.jp/promotion/smsm/pdf/ManagementSite_Reference.pdf］ 
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Q8 管理コード：O-I-cpr008 
iOS 端末で使えるアプリケーションを一部制限する方法を教えてください。 

A. 構成プロファイルアップロードにて以下の項目を設定することでアプリケーションの制限を行うことが可能 

です。 

＜設定項目＞ 

※設定する機器が監視対象端末であることが前提です 

［構成プロファイルアップロード］→［iOS 制限設定］→［App の制限］ 

項目名：App の使用を制限(監視対象のみ) 

※ドロップダウンリストで以下どちらかを選択し、対象のアプリケーション ID を入力してください 

●「一部の App のみを許可」：許可するアプリケーションを指定します 

●「一部の App のみを許可しない」：禁止するアプリケーションを指定します 

「管理サイト リファレンス マニュアル」8.3.2.5 ［iOS 制限設定］タブの［App の制限］の編集 

［https://www.optim.co.jp/promotion/smsm/pdf/ManagementSite_Reference.pdf］ 

 

＜アプリケーション ID の確認方法＞ 

すでに端末にインストールされている場合 

①［機器］→［対象機器］→［詳細］をクリックします 

②［情報］→［アプリケーション］をクリックします 

③対象アプリケーション右端の［詳細］をクリックします 

  

端末にインストールされていない場合 

①iTunes プレビューというサイトで該当のアプリケーションを検索します 

②該当のアプリケーションのページ URL の「id」以降の数字を確認します 

③「http://itunes.apple.com/lookup?country=JP&id=」の「JP6id=」以降に手順「②」で確認した数字を

入れ Web で検索します 

④テキストがダウンロードされるので起動し、「bundle」という項目がアプリケーション ID になります 

「管理サイトリファレンスマニュアル」8.5.8 アプリケーション検知 アプリケーション ID の調べかた 

［https://www.optim.co.jp/promotion/smsm/pdf/ManagementSite_Reference.pdf］ 

 

Q9 管理コード：O-I-cpr009 
構成プロファイルアップロードにて「アカウント設定の変更を許可(監視対象のみ)」を「許可しな
い」設定にした場合、端末側で制御できる項目を教えてください。 

A. Apple ID でサインインが、必要となる以下の項目を制御可能です。該当項目はグレーアウトし変更できなく

なります。 

 

 ●設定アプリ→［Apple ID］ 

 ●設定アプリ→［メッセージ］ 

 ●設定アプリ→［FaceTime］ 

 ●設定アプリ→［メール］→［アカウントを追加］ 

 ●設定アプリ→［連絡先］→[アカウントを追加］ 

 ●設定アプリ→［カレンダー］→[アカウントを追加］ 

 ●設定アプリ→［メモ］→[アカウントを追加］ 

 ●設定アプリ→［リマインダー］→[アカウントを追加］ 

※OS バージョンによって項目名に差分があります 

※OS バージョンによってグレーアウトし変更できなくなる項目が追加・変更される場合があります 

 

「管理サイト リファレンス マニュアル」 8.3.2.4 ［iOS 制限設定］タブの［機能の制限］の編集 

［https://www.optim.co.jp/promotion/smsm/pdf/ManagementSite_Reference.pdf］ 

 

Q10 管理コード：O-I-cpr010 
モバイル回線を利用したアプリケーションの自動バージョンアップを禁止することはできますか。 

A. モバイル回線を利用したアプリケーションの自動バージョンアップを制限することはできません 
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Q11 管理コード：O-I-cpr011 
iOS 端末のホーム画面から一番左にスワイプして表示される「検索」や一番右にスワイプして表示さ
れる「App ライブラリ」を非表示にすることはできますか。 

A. 「検索」や「App ライブラリ」を非表示にする機能はございません。 

 

Q12 管理コード：O-I-cpr012 
標準のカメラアプリを禁止し、読み取り専用のアプリで QR コードを読み取ることだけ許可したいで
す。設定方法を教えてください。 

A. 「構成プロファイルアップロード」の「App の使用を制限」で「カメラ(com.apple.camera)」を制限する 

ことで、カメラの制限を行い QR コードの読み取りを許可させることが可能です。 

 

詳細は、以下を参照してください。 

「管理サイト リファレンス マニュアル」8.3.2.5 ［iOS 制限設定］タブの［App の制限］の編集 

［https://www.optim.co.jp/promotion/smsm/pdf/ManagementSite_Reference.pdf］ 

 

Q13 管理コード：O-I-cpr013 
管理サイトにて「アクセスポイント名 (APN)」の設定を作成・配信することはできますか。 

A. 「アクセスポイント名 (APN)」の設定を管理サイトにて作成することは出来ません。 

 

Apple Configurator2 にて作成した「アクセスポイント名 (APN)」の設定を含む構成プロファイルを、 

管理サイトにアップロードすることで、管理下の機器に配信することが可能です。 

 

構成プロファイルのアップロードについては、以下を参照してください。 

「管理サイト リファレンスマニュアル」8.3.1 構成プロファイルアップロード 

［https://www.optim.co.jp/promotion/smsm/pdf/ManagementSite_Reference.pdf］ 

 

Q14 管理コード：O-I-cpr014 
iOS 端末のウィジェットを制限することはできますか。 

A. iOS 端末のウィジェットを制限する機能はありません。 

ウィジェットに追加可能なアプリの利用を制限、または、「ホーム画面レイアウト」を設定することで 

ウィジェット画面の編集を無効化することが可能です。 

 

詳細は以下のマニュアルを参照してください。 

「管理サイト リファレンスマニュアル」8.3.2.5 ［iOS 制限設定］タブの［App の制限］の編集 

[https://www.optim.co.jp/promotion/smsm/pdf/ManagementSite_Reference.pdf] 

 

「管理サイト リファレンスマニュアル」8.7.2 ホーム画面レイアウト（監視対象のみ） 

[https://www.optim.co.jp/promotion/smsm/pdf/ManagementSite_Reference.pdf] 

 

Q15 管理コード：O-I-cpr015 
構成プロファイルの「コンテンツフィルタ設定」にて「http://」または「https://」で登録する必
要がありますが、ワイルドカードを利用することはできますか。 

A. ワイルドカードを利用することはできません。 

URL を全て登録する必要があります。 

なお、URL は前方一致していれば制限される仕様となっています。 

 

Q16 管理コード：O-I-cpr016 
iPhone の「シングル App モード」設定は制御できますか。 

A. 「シングル App モード」を設定する機能はありません。  
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Q17 管理コード：O-I-cpr017 
構成プロファイルアップロードの「メール設定」にある「所属ユーザーの情報を利用」にチェックを
入れた場合、どこの値を参照するかを教えてください。 

A. 機器に割り当てられているユーザーの下記項目を参照しています。 

 

＜構成プロファイル内「メール設定」項目＞ 

●[ユーザー情報]ユーザ表示名：名前 

●[ユーザー情報]メールアドレス：メールアドレス 

●[受信メール]ユーザー名：ユーザーID 

●[送信メール]ユーザー名：ユーザーID 

 

Q18 管理コード：O-I-cpr018 
iOS にてファイルのダウンロードや保存を禁止することはできますか。 

A. 構成プロファイルの機能制限で、端末上のデータに対して保存の制限やダウンロードを制限する機能はござ

いません。 

 

機能の制限にある「管理対象外出力先で管理対象ソースからの書類を許可」「管理対象出力先で管理対象外

ソースからの書類を許可」を無効にしても、管理対象アプリで指定されたコンテンツにアクセス（共有）で

きなくなるのみで制限はできません。 

 

Q19 管理コード：O-I-cpr019 
［構成プロファイルアップロード］の［近くのデバイスの新規設定を許可(監視対象のみ)］は、どの
ような機能を制限するのでしょうか。 

A. クイックスタート機能を禁止します。 

クイックスタート機能とは、iOS 端末のデータを近くにある初期状態の iOS 端末に、Bluetooth を使用して

自動的にデータを移行する iOS の機能です。 

初期状態の iOS 端末が近くにあっても、クイックスタート機能が起動しないため、iOS 端末の誤動作を防止

することができます。 

 

クイックスタート機能については、以下を参照してください。 

「クイックスタートを使って新しい iPhone、iPad、iPod touch にデータを移行する」 

［https://support.apple.com/ja-jp/HT210216］ 

 

Q20 管理コード：O-I-cpr020 
［構成プロファイルアップロード］の［パスコード設定］タブに表示されている［自動ロックまでの
最長時間］と［デバイスロックの最大猶予期間］は、どのような機能ですか。 

A. ［自動ロックまでの最長時間］は、一定時間端末を使用しない場合に端末の画面をロックする機能です。 

画面をロックするまでの時間を設定します。 

 

［デバイスロックの最大猶予期間］は、端末の画面ロック後、一定時間パスコードを入力せずロックを解除

できるようにする機能です。 

設定した時間内であれば、画面ロック中はパスコードを入力しなくてもロックを解除できます。 

一定時間内に端末を使用する／使用をやめるを繰り返し行う場合、使用をやめてロック状態となった端末を

再び使用するときは、パスコードの入力が不要になります。 

管理サイトで［デバイスロックの最大猶予期間］を設定した場合、端末側では設定した時間内でロックされ

るまでの時間を変更することができます。 

たとえば、管理サイトで［デバイスロックの最大猶予期間］を［1 時間］に設定した場合、 

端末側では［(なし)］［即時］［1 分］［5 分］［15 分］［1 時間］のいずれかに、ロックまでの時間を変

更することができます。 
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Q21 管理コード：O-I-cpr021 
構成プロファイルでカメラを制限したいのですが、FaceID は使いたいです。どちらの運用も両立さ
せることはできますか。 

A. FaceID を設定後に、カメラを禁止する構成プロファイルを端末にインストールすることで両立することがで

きます。 

 

以下の手順で設定することができます。 

操作を始める前に、iOS 端末にパスコードを設定してください。 

 

①端末を認証します。 

②FaceID をセットアップします。 

③端末をスリープ状態にします。 

④電源ボタンを押して端末を起動し、画面を注視してロックが解除されることを確認します。 

⑤管理サイトから、カメラを禁止する構成プロファイルを端末に送信してインストールします。 

⑥ふたたび端末をスリープ状態にしたあと、電源ボタンを押して端末を起動し、画面を注視して 

再度ロックが解除されることを確認します。 

 

※設定後に新規の FaceID をセットアップすることはできません。  
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◆運用方法-iOS-オリジナルアプリ登録 に関する FAQ 

Q1 管理コード：O-I-oap001 
オリジナルアプリのアプリケーション名をバージョンアップのタイミングで変更したいです。設定方
法を教えてください。 

A. 以下の手順で、オリジナルアプリのバージョンアップ時にアプリケーション名の変更を行ってください。 

既に配信しているアプリケーション（ipa）およびマニフェストファイル（plist）と、 

アプリケーション名変更後のアプリケーション（ipa）およびマニフェストファイル（plist）にある Bundle 

ID を同一の値に設定してください。 

この Bundle ID が、管理画面でマニフェストファイル登録時に表示される「アプリケーション ID」と同一の

ものになります。 

 

■手順 

①管理サイトにて［設定］→［iOS］→［アプリケーション］→［オリジナルアプリ登録］に遷移します 

②バージョンアップ前の設定セットを選択し、［編集］をクリックします 

③「ipa ファイル」の「アップロード」にチェックを入れ、［参照］でアプリケーション名を変更したアッ

プデート用の ipa ファイルを指定し、保存します。 

 

Q2 管理コード：O-I-oap002 
オリジナルアプリの配信方法について、マニフェストファイル（plist）なしで配信できますか。 

A. マニフェストファイル（plist）なしで配信できます。 

オリジナルアプリ登録で、「ipa ファイルをアップロード」を選択することで、同封されているマニフェス

トファイルを自動で登録するこができます。詳細は、以下を参照してください。 

「管理サイト リファレンスマニュアル」8.5.4 オリジナルアプリ登録 

［https://www.optim.co.jp/promotion/smsm/pdf/ManagementSite_Reference.pdf］ 

 

Q3 管理コード：O-I-oap003 
配信済みオリジナルアプリのバージョンアップ方法を教えてください。 

A. 以下の手順に従って、オリジナルアプリのアップデートを行ってください。 

■手順 

①管理サイト［オリジナルアプリ登録］→［新規作成］にて新しいバージョンのアプリ設定を作成します 

※アプリケーション ID が同一のものは 3 つまで作成可能です。 

②［アプリケーション配信設定］→［該当の設定を選択］（古いバージョンが入った設定を選択します） 

③オリジナルアプリ一覧 欄にて［+］を押し、手順「①」にて作成したバージョン 

（バージョンアップする内容）のアプリを追加、保存 

④端末に設定を適用し、同期 

なお、マニュアルにアップデート時の留意事項等の記載がございますので併せてご参考ください。 

「管理サイト リファレンス マニュアル」8.5.4 オリジナルアプリ登録 

［https://www.optim.co.jp/promotion/smsm/pdf/ManagementSite_Reference.pdf］ 
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◆運用方法-iOS-ADE(旧 DEP) に関する FAQ 

Q1 管理コード：O-I-dep001 
ADE(旧 DEP)を利用して iOS 端末を非監視対象モードにしたいのですが、できますか。 

A. iOS13.0 未満の端末の場合は、以下の手順で監視対象モードから非監視対象モードに変更できます。 

以下の手順で非管理対象モードの設定を行ってください。 

■手順 

①管理サイトの［設定］→［iOS］→［ADE］→［ADE 定義ファイル］で、「監視対象モードに設定する」

のチェックを外した「ADE 定義プロファイル」を作成します 

②［機器］→［一覧］→一覧より対象を選択→［設定の割り当て］にて［編集］をクリックします 

③「ADE 定義プロファイル」の［編集］をクリックし、手順「①」で作成した ADE 定義プロファイルを 

割り当てる 

④対象端末の初期化を行う 

⑤初期化が終了し、非監視対象モードになる 

iOS13.0 以上の端末の場合は、ADE を利用すると自動的に監視対象モードになるため変更できません。 

 

Q2 管理コード：O-I-dep002 
ADE(旧 DEP) 機器を 管理から外すにはどうしたらよいですか。 

A. 以下の手順で機器を削除してください。 

■手順 

①［機器］→該当機器選択→［詳細］→［設定の割り当て］にて 「ADE 定義プロファイル」を 

「(設定なし)」に変更し「ADE と同期」をクリックします 

②該当機器を削除します 

③ABM のサイトにて割当を解除します 

  

■割り当て解除手順 

※ABM、ASM どちらも同じ操作手順になります 

①ABM のサイトにて「デバイス」をクリック 

②割り当てを解除したい機器を選択します 

③「デバイス管理を編集」をクリックします 

※下記どちらかを選択していただくことで割り当て解除が可能です 

デバイスの割り当て解除：該当企業への割り当てを解除します。 

デバイスの所有を解除：ADE 端末の登録情報を削除します 

＜注意＞ 

「デバイスの所有を解除」を行うと ABM/ASM からシリアルを登録して再割り当てができなくなります。 

再度 ADE 機器としてお使いいただく場合は、Apple Configurator2 から ADE 化していただく必要がござ

います。 

 

Q3 管理コード：O-I-dep003 
ADE のキッティング中に表示される「リモートマネージメントから離れる」を非表示にする方法は
ありますか。 

A. Apple 側の仕様のため、非表示にはできません。  

 

Q4 管理コード：O-I-dep004 
ABM で「デバイスの所有を解除」を行った場合、ADE を利用中の端末はどうなりますか。 

A. 次回端末初期化後のアクティべート時までは ADE 端末として使用できます。 
ただし、初期化を行うと ADE 端末としては使うことができなくなります。 

 

また、「デバイスの所有を解除」の操作を行うと、ABM 側で ADE 機器としての情報が削除されるため 

再度 ADE 端末として利用するには Apple に申請をするか、Mac 端末に接続して Apple Configrator2 

から ADE 端末の登録を行う必要があります。 
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Q5 管理コード：O-I-dep005 
ADE の利用申し込みをしたのですが、利用できるようになったかを確認したいです。確認する方法
を教えてください。 

A. 管理サイトの以下の場所に［ADE］の項目が表示されていれば適用されています。 

■確認箇所 

［設定］→［iOS］→画面左側のメニュー 

 

Q6 管理コード：O-I-dep006 
ADE 定義プロファイルの「セットアップアシスタントの省略する手順」で設定した内容は、端末に
割り当てた後に変更することはできますか。 

A. 作成した ADE 定義プロファイルの設定を後から編集することはできません。 

変更する場合は管理サイトで別の ADE 定義プロファイルを作成し、端末に割り当てたうえで端末を初期化 

してください。 

 

Q7 管理コード：O-I-dep007 
使用している端末の監視対象モードを無効から有効にする方法を教えてください。 

A. 監視対象モードを有効にする場合、ADE を利用して再キッティングしてください。 

ADE の再キッティングには初期化が伴います。 

管理画面からの機器削除は必要ありません。 

 

手順については以下を参照してください。 

「iOS キッティングマニュアル」4 ADE を利用してライセンス認証を行う 

[https://www.optim.co.jp/promotion/smsm/pdf/iOS_Kitting.pdf] 

 

Q8 管理コード：O-I-dep008 
Apple Configurator 2 で MDM サーバを登録したいのですが、その際記載する MDM サーバの 
URL を教えてください。 

A. 「MDM サーバのホスト名または URL」欄には、下記の値をご入力ください。 

https://ausl.smartmanager.jp/企業コード/setup/ios/dep_enroll?auth_code=認証コード 

 

Apple Configurator 2.13 による Manual ADE 利用手順

[https://www.optim.co.jp/promotion/smsm/pdf/SMSM_AppleConfigurator_ManualADE.pdf] 
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◆運用方法-iOS-App とブック(旧 VPP) に関する FAQ 

Q1 管理コード：O-I-vpp001 
App とブック(旧 VPP) でアプリケーションを配布した後、アプリケーションの最新版を全端末へ配
布し、更新させたい場合の手順を教えてください。 

A. まず、以下のマニュアルを参考に App とブックの配信設定の設定を行ってください。 

＜アプリケーション配信設定＞ 

「iOS アプリケーション配信手順書」 

3.3 アプリを強制インストールする 

3.4 アプリ管理用の共通 Apple ID でアプリをインストールする 

［https://www.optim.co.jp/promotion/smsm/pdf/iOS_ApplicationDistribution.pdf］ 

 

アプリケーション配信後、管理対象アプリポリシーの設定を「自動的にバージョンアップ する」に変更し、

再度同期を行ってください。 

 

Q2 管理コード：O-I-vpp002 
App とブック(旧 VPP)でアプリケーションを配布した後、アプリケーションの新バージョンがリリ
ースされても、購入済みの古いバージョンを継続で利用したい場合に、アップデートさせない手順を
教えてください。 

A. アプリケーションのアップデートを制限する機能はありません。 

以下のマニュアルを参考に App とブックの配信設定の設定を行ってください。 

＜アプリケーション配信設定＞ 

「iOS アプリケーション配信手順書」 

3.3 アプリを強制インストールする 

3.4 アプリ管理用の共通 Apple ID でアプリをインストールする 

［https://www.optim.co.jp/promotion/smsm/pdf/iOS_ApplicationDistribution.pdf］ 

※管理対象アプリポリシー作成時に「自動的にバージョンアップ しない」を含む設定を作成してください。 

 

Q3 管理コード：O-I-vpp003 
機器の「App とブック」設定(旧 VPP 設定)で「個別設定」、「取消」、「削除」のボタンが表示さ
れません。原因を教えてください。 

A. 組織の「App とブック」設定(旧 VPP 設定)でユーザーを選択している状態で、機器の所属が「ユーザー」に 

なっている場合は、「取消」や「削除」のボタンは表示されません。 

 

Q4 管理コード：O-I-vpp004 
1 つの "「App とブック」場所のトークン" (旧 VPP サーバートークン)を複数の MDM で併用する
ことはできますか。 

A. 1 つの "「App とブック」場所のトークン" (旧 VPP サーバートークン)を複数の MDM で併用することは 

できません。 

1 つの MDM に対して 1 つの "「App とブック」場所のトークン" を使用してください。 
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Q5 管理コード：O-I-vpp005 
組織の「『App とブック』ライセンス付与対象」(旧 VPP ライセンス付与対象)を「機器」にして、
機器の「所属」を「組織」にして配信しています。機器の所属を「組織」から「ユーザー」に変えた
場合、インストールしたアプリケーションに何か影響はありますか。 

A. 所属を変更しても、アプリケーション配信の設定を解除しない限り 

すぐにアプリケーションがアンインストールされることはありません。 

ただし、所属を変更することにより機器に割り当てられていた「App とブック」設定(旧 VPP 設定)が 

解除され、ライセンス付与状態ではなくなります。 

この状態が続くと、Apple のポリシー変更等でアンインストール対象となる場合があるので、 

ユーザーもしくは端末に「App とブック」ライセンス(旧 VPP ライセンス)を割り当て直し、 

再度ライセンスを付与してください。 

■手順 

＜端末に「App とブック」ライセンスを割り当てる場合＞ 

①管理サイトで［機器］→該当機器を選択→［詳細］→［設定］→［他の設定を見る］→ 

［「App とブック」設定］に遷移します 

②［新規作成］をクリックします 

③「『App とブック』ライセンス」を選択します 

④「『App とブック』アプリライセンス付与」欄で、［+］をクリックします 

⑤配信済みのアプリケーションを選択します 

⑥［保存］をクリックします 

⑦［設定］→［iOS］→［アプリケーション］→［「App とブック」ライセンス］に遷移します 

⑧［更新］をクリックします 

※この時「未割り当て数」の数字が減り「使用数」の数字が増えることを確認してください。 

⑨［機器］→該当機器を選択→［詳細］にて［同期］をクリックします 

 

＜ユーザーに「App とブック」ライセンスを割り当てる場合＞ 

①管理サイトで［ユーザー］→機器に当てるユーザーを選択→［「App とブック」設定］に遷移します 

②［新規作成］をクリックします 

③「『App とブック』ライセンス」を選択します 

④「『App とブック』アプリライセンス付与」欄で、［+］をクリックします 

⑤配信済みのアプリケーションを選択します 

⑥［保存］をクリックします 

⑦［同期］をクリックします 

⑧端末側で「App とブック参加依頼」のポップアップが表示されたら「続ける」をタップします 

⑨［Agree］をタップします 

⑩管理サイトで［設定］→［iOS］→［アプリケーション］→［「App とブック」ライセンス］に 

遷移します 

⑪［更新］をクリックします 

※この時「未割り当て数」の数字が減り「使用数」の数字が増えることを確認してください。 

⑫［機器］→該当機器を選択→［詳細］にて［同期］をクリックします 

 

Q6 管理コード：O-I-vpp006 
"「App とブック」場所のトークン" (旧 VPP サーバートークン)を管理サイトに複数登録しても問題
はありませんか。 

A. 問題ないです。 

"「App とブック」場所のトークン"  (旧 VPP サーバートークン)を複数登録しても適用してる端末などには 

に影響は出ません。 

設定するうえでライセンスを付与するトークンを間違えないように注意してください。 

 

Q7 管理コード：O-I-vpp007 
1 つの ABM アカウントで複数の企業の ADE や "「App とブック」場所のトークン" (旧 VPP サー
バートークン) を管理できますか。 

A. 1 つの ABM アカウントで複数のトークンを管理することはできます。 
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Q8 管理コード：O-I-vpp008 
「App とブック」ライセンス (旧 VPP ライセンス)の有効期限が切れた場合、App とブック(旧 
VPP)を利用して配信しているアプリケーションの自動アップデートは行われますか。 

A. 「App とブック」ライセンス (旧 VPP ライセンス)の有効期限が切れた場合、自動アップデートは行われ 

ません。 

 

Q9 管理コード：O-I-vpp009 
iOS の App とブックを使用したアプリケーション配信で配信されるアプリの順番は、アプリ名の順
番で決まりますか。それとも管理サイトの順番に関係無くランダムに配信されますか。 

A. 前提として、アプリケーション配信の流れは以下のとおりです。 

①管理サイトから端末へアプリケーション配信の通知を送る 

②通知を受け取り次第、端末でインストール/アップデートを行う 

 

管理サイトから端末にアプリケーション配信の通知を送る際は、 

［設定］→［iOS］→［アプリケーション］→［アプリケーション配信］で登録したアプリケーション順に

通知します。 

 

通知を受け取った端末がインストール/アップデートを行う順番は iOS の仕様に依存します。 

詳細な仕様に関しては Apple に問い合わせてください。 
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◆運用方法-iOS-Web フィルタリング に関する FAQ 

Q1 管理コード：O-I-wfi001 
構成プロファイルの Web フィルタリング機能と設定テンプレートにある Web フィルタリング機能
の違いを教えてください。 

A. 構成プロファイル内の「Web フィルタリング」に関しては、Safari に対する制限機能になります。 

設定テンプレート内の「Web フィルタリング」に関しては、+browser Safety Manager に対しての制限機

能になります。 

それぞれの利用条件は以下のとおりです。 

 

＜構成プロファイルの Web フィルタリング機能＞ 

利用前提：端末を監視対象モードにしていただく必要があります。 

ブラウザーは Safari を利用していただく必要があります。 

機能：アダルトコンテンツの制限と、URL 指定によるホワイトリスト/ブラックリストの設定が可能です。 

 

＜オプションの Web フィルタリング機能＞ 

Web フィルタリング機能が利用できるオプションは以下の二つがあり、それぞれで以下のようになってお

ります。 

①インターネット接続管理 

利用前提：ブラウザーは専用の「+browser Safety Manager」を利用していただく必要があります。 

また、エージェント「KDDI Smart Mobile Safety Manager」をインストールしていただく必要がありま

す。 

機能：URL によるホワイトリスト、ブラックリストの設定が可能です。 

②Web フィルター 

利用前提：ブラウザーは専用の「+browser Safety Manager」を利用していただく必要があります。 

また、エージェント「KDDI Smart Mobile Safety Manager」をインストールしていただく必要がありま

す。 

機能：URL 指定によるホワイトリスト、ブラックリストの設定のほかに、カテゴリ指定によるホワイトリ 

スト、ブラックリストの設定が可能です。 
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◆運用方法-iOS-設定全般 に関する FAQ 

Q1 管理コード：O-I-set001 
すでに設定セットが適用されている管理対象端末に、別の設定セットを適用させるとどうなります
か。 

A. 新たに設定したものが上書き適用され、設定内容が変更されます。 

ただし、iOS の場合は削除禁止設定にした構成プロファイルをインストールした端末へ、 

別の削除禁止設定にした構成プロファイル配信すると、手順によって構成プロファイルが消失したり一部機

能の上書きが発生します。詳細は以下 URL でご確認ください。 

 

「構成プロファイル設定の注意事項について」 

［https://www.optim.co.jp/promotion/smsm/pdf/profilesettingnotice.pdf］ 
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◆運用方法-iOS-Web クリップ に関する FAQ 

Q1 管理コード：O-I-wcl001 
構成プロファイルアップロードの「Web クリップ」で配信した Web クリップは+browser Safety 
Manager 等、任意のブラウザーで使用できますか。 

A. +browser Safety Manager では使用できません。 

Safari を含むサードパーティー製のブラウザーが Web フィルタリングの対象になります。 

Web フィルタリング機能が有効となるブラウザーは以下を確認しております。 

======== 

●Safari 

●Google Chrome 

●Fire Fox 

●ドルフィンブラウザ 

●+browser Safety Manager 

●Opera Mini 

●Smooz 

======== 

 

Q2 管理コード：O-I-wcl002 
Web クリップのデフォルトブラウザを管理サイトから設定することはできますか。 

A. Web クリップのデフォルトブラウザを管理サイトから設定することはできません。  

 

Q3 管理コード：O-I-wcl003 
Web クリップでリダイレクトする URL を設定することはできますか。 

A. はい。設定できます。 

設定の手順については以下を参照してください。 

「管理サイトリファレンスマニュアル」Web クリップ設定 

［https://www.optim.co.jp/promotion/smsm/pdf/ManagementSite_Reference.pdf］ 
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◆運用方法-iOS-共有アドレス帳 に関する FAQ 

Q1 管理コード：O-I-sad001 
4GLTE ケータイ向けで利用できる共有アドレス帳は、iOS でも利用できますか。 

A. 共有アドレス帳は、4GLTE ケータイ向けの機能となります。 

iOS では使用できません。 
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◆運用方法-iOS-位置情報 に関する FAQ 

Q1 管理コード：O-I-lin001 
位置情報の測位と送信はどのような契機で行われますか。 

A. 測位と送信の契機は以下になります。 

※ここでは、エージェントが AppSwitcher 上にある場合の測位、送信の契機を記載しています。エージェン

トが AppSwitcher 上にない場合や紛失モードの場合の契機については、以下を参照してください。 

 

「管理サイト リファレンス マニュアル」 iOS 端末の位置情報の諸条件 

[https://www.optim.co.jp/promotion/smsm/pdf/ManagementSite_Reference.pdf] 

※位置情報は、測位と送信を行って管理サイト上に表示されます。 

「管理サイト リファレンス マニュアル」 4.1.10.14（情報－iOS）位置 

[https://www.optim.co.jp/promotion/smsm/pdf/ManagementSite_Reference.pdf] 

 

＜測位の契機＞ 

●エージェントを認証したとき 

●エージェントが起動したとき 

●エージェントがバックグラウンドで動作しているとき 

●端末のエージェントで［同期］をタップしたとき 

●管理サイトの［機器］→［メッセージ通知］で作成したメッセージを送信し、端末で受信後にメッセージ

を表示したとき 

●管理サイトの［位置情報更新］をクリックしたとき 

●Background Fetch によって、管理サイトと位置情報の送受信を行うアプリが起動したとき 

●キャリアの基地局が変わったとき（OS 側の仕様） 

 

＜送信の契機＞ 

●エージェントを認証したとき 

●エージェントが起動したとき 

●端末のエージェントで［同期］をタップしたとき 

●管理サイトの［機器］→［メッセージ通知］で作成したメッセージを送信し、端末で受信後にメッセージ

を表示したとき 

●管理サイトの［位置情報更新］をクリックしたとき 

●Background Fetch によって、管理サイトと位置情報の送受信を行うアプリが起動したとき 

●キャリアの基地局が変わったとき（OS 側の仕様） 

 

※送信される位置情報は、送信を行う時点で端末に保存されている最新の位置情報が送信されます。 

 

Q2 管理コード：O-I-lin002 
取得済みの全ての位置情報を CSV で出力することはできますか。 

A. 取得済みの全ての位置情報を CSV で出力することはできません。 

最新の 1 件のみ CSV で出力することが可能です。 

 

Q3 管理コード：O-I-lin003 
iOS 端末の位置情報設定を変更することはできますか。 

A. SMSM にて端末の位置情報設定を強制的に変更する機能はありません。 
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◆運用方法-iOS-アプリカタログ に関する FAQ 

Q1 管理コード：O-I-aca001 
プリインストールアプリをアプリカタログで配信することはできますか。 

A. プリインストールアプリをアプリカタログで配信することは可能です。 

ただし、プリインストールアプリは管理対象として配信できないため「非管理対象アプリ」として 

アプリカタログでの配信を行ってください。 

 

詳細は、以下を参照してください。 

「iOS 用 アプリケーション配信手順書」1.1 アプリケーション配信とは 

[https://www.optim.co.jp/promotion/smsm/pdf/iOS_ApplicationDistribution.pdf] 

「iOS 用 アプリケーション配信手順書」3.7 「App とブック」を利用せずアプリカタログからアプリをイ

ンストールする 

[https://www.optim.co.jp/promotion/smsm/pdf/iOS_ApplicationDistribution.pdf]  
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◆運用方法-iOS-連絡先 に関する FAQ 

Q1 管理コード：O-I-con001 
Android の「連絡先」機能のように、iOS にて連絡先を端末に反映する方法を教えてください。 

A. SMSM には、iOS にて連絡先を端末に反映する機能はございません。 

しかし、Excahnge や CardDav などの外部サービスを用いて MDM を経由し、連絡先を端末へ配信すること

ができます。 

 

Apple Configurator2 を使用する手順は以下のとおりです。 

■構成プロファイルの作成・配信手順 

①「CardDAV サーバー」と連絡先情報（CardDAV）を用意する 

②Apple Configurator2 を起動する 

③「ファイル」→「新規プロファイル」をクリックし、新規作成のページを開く 

④一覧から「連絡先」を選択する 

⑤構成プロファイルの作成に必要な情報を入力し、構成プロファイルを作成する 

 

構成プロファイルのアップロードについては、以下を参照してください。 

「管理サイト リファレンスマニュアル」8.3.1 構成プロファイルアップロード 

［https://www.optim.co.jp/promotion/smsm/pdf/ManagementSite_Reference.pdf］  

 

Q2 管理コード：O-I-con002 
iOS 端末にて発信制限はできますか。 

A. iOS は発信先制限の機能はありません。 
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◆運用方法-iOS-OS アップデート に関する FAQ 

Q1 管理コード：O-I-oup001 
「OS アップデート」を実行後、端末側で指示を受け取れなかった場合どうなりますか。 

A. 端末が管理サーバーと同期が可能となり、アップデートの指示を受け取ることができたタイミングで 

「OS アップデート」が実行されます。 

 

なお、リモート指示については Apple の仕様により有効期限があります。「OS アップデート」を実行から

7 日経過後に同期が行われた場合、指示は実行されません。 
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◆運用方法-iOS-テザリング に関する FAQ 

Q1 管理コード：O-I-tet001 
テザリング機能は制限できますか。 

A. テザリング機能の制限設定を管理サイトにて作成することは出来ません。 

 

Apple Configurator2 にて作成した「インターネット共有設定の変更を許可」の設定を含む構成プロファイル

を、管理サイトにアップロードしていただくことで、管理下の機器に配信することが可能です。 

 

構成プロファイルのアップロードについては、以下を参照してください。 

「管理サイト リファレンスマニュアル」8.3.1 構成プロファイルアップロード 

［https://www.optim.co.jp/promotion/smsm/pdf/ManagementSite_Reference.pdf］ 
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◆運用方法-iOS-ユーザー に関する FAQ 

Q1 管理コード：O-I-use001 
端末からユーザーを作成することは制限できますか。 

A. 端末側からのユーザー作成を制限することは出来ません。 

回避策として、「エージェント」アプリが認証・インストールされていないことを前提に、 

「ポータル」を非表示にすることで、端末からのユーザー作成を制限することができます。  

 

また、組織が設定されている場合も端末側からユーザー作成を行うことができません。 

 

■手順 

※前提※ 

●エージェントアプリが認証・インストールされていないこと。 

 

①［設定］→［サービス環境設定］→［ポータル表示］をクリックします。 

②「編集」をクリックします。 

③「iOS ポータル」にて「非表示」を選択し「保存」をクリックします。 

④［機器］→［一覧］→［該当機器の詳細］→［同期］を実行します。 

  

「管理サイト リファレンスマニュアル 」11.4 ポータル表示 

［https://www.optim.co.jp/promotion/smsm/pdf/ManagementSite_Reference.pdf］  
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◆運用方法-iOS-動作環境 に関する FAQ 

Q1 管理コード：O-I-oen001 
eSIM は利用できますか。 

A. 以下の資料に記載の端末は利用可能です。 

 

「デュアル SIM（eSIM）対応制約事項一覧」 

[https://www.optim.co.jp/promotion/smsm/pdf/eSIM_SupportedDevices.pdf] 
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◆運用方法-iOS-+browser Safety Manager に関する FAQ 

Q1 管理コード：O-I-bsa001 
+browser Safety Manager で PDF ファイルをダウンロードすることはできますか。 

A. +browser Safety Manager では、PDF ファイルをダウンロードすることはできません。 
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◆運用方法-iOS-リモートワイプ に関する FAQ 

Q1 管理コード：O-I-rwi001 
アクティベーションロック解除の手順を教えてください。 

A. アクティベーションロックを解除する手順は以下の通りです。 
 

■手順 

①［設定］→［iOS］→［管理アプリの通信と動作］をクリックします 

②[MDM 構成プロファイル共通管理]欄の［編集］をクリックします 

③「許可する」を選択し［保存]をクリックします 

④同期して、端末へ設定を反映します 

⑤［機器］→［一覧］からアクティベーションロックを解除する機器を選択します 

⑥「操作」の［他の操作を見る］をクリックします 

⑦「アクティベーションロック解除」が表示されていることを確認します 

⑧端末をリモートワイプもしくは手動で初期化を行います 

⑨端末の初期設定画面を進み、アクティベーションロック画面が表示される事を確認します 

⑩［機器］→［一覧］からアクティベーションロックを解除する機器を選択します 

⑪「操作」の［他の操作を見る］から「アクティベーションロック解除」より「同意する」にチェックを 

入れ「実行」をクリックします 

⑫［機器］→該当機器の［詳細］→［ログ］にて下記のログが表示されていることを確認します 

 ●「機器｢(機器名)｣のアクティベーションロックが解除されました。(Bypass Code 表示)を確認」 

 ※端末のアクティベーションロック画面のまま画面が進まない場合は一度戻るボタンをタップしてくだ 

さい 

 

詳細は、以下を参照してください。 

「管理サイト リファレンスマニュアル」4.12.9.12 アクティベーションロックを解除する（iOS） 

［https://www.optim.co.jp/promotion/smsm/pdf/ManagementSite_Reference.pdf］ 
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◆運用方法-iOS-シングル App モード に関する FAQ 

Q1 管理コード：O-I-sam001 
端末と通信ができないのですが、端末からシングル APP モードを解除する方法を教えてください。 

A. 端末を監視対象に設定した方法により、解除方法が異なります。 
以下のいずれかの方法で解除してください。 

 

●端末を監視対象に設定した方法が ADE 定義プロファイルで、条件 1、条件 2 を満たしている場合は、 

任意の Mac OS PC に接続して Apple Configurator 2 で解除してください。 

条件 1：［構成プロファイルアップロード］→［iOS 制限設定］の「Configurator 以外のホストとの 

ペアリングを許可(監視対象のみ)」を無効にした設定を割り当てていない 

条件 2：［ADE 定義プロファイル］の「Mac とのペアリングを許可する」を有効にした設定を割り当て 

ている 

●端末を監視対象に設定した方法が Apple Configurator 2 で、監視対象にするために利用した 

MAC アドレスが接続先の MAC アドレスの場合は、監視対象にするために利用した Mac OS PC に接続 

し、Apple Configurator 2 で解除してください。 

 

●上記の方法で解除できない場合や、条件 1、条件 2 のいずれかしか満たしていない場合、監視対象にする 

ために利用した MAC アドレスが接続先の MAC アドレスではない場合は、USB イーサーネット変換アダ 

プタなどを用意できるのであれば、有線 LAN でネットワークに接続して管理サイトで以下の操作を行い、 

解除することもできます。 

 

①［機器］→［一覧］→iOS 端末の機器名または＞｛＞はアイコンです｝ →［設定の割り当て］→ 

［シングル APP モード］の［編集］の順にクリックします。 

②［シングル APP モード］のリストボックスから［（設定内）］を選択して［保存］をクリックします。 

③同期をクリックします。 

 

「管理サイト リファレンス マニュアル」8.3.1.4 ［iOS 制限設定］タブ 

[https://www.optim.co.jp/promotion/smsm/pdf/ManagementSite_Reference.pdf] 

 

「管理サイト リファレンス マニュアル」8.4.2 ADE 定義プロファイル 

[https://www.optim.co.jp/promotion/smsm/pdf/ManagementSite_Reference.pdf] 

※Apple Configurator 2 の詳細については、Apple にお問い合わせください。  
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◆運用方法-Windows-認証 に関する FAQ 

Q1 管理コード：O-W-kit001 
エージェントを止めようとするとパスワードの入力を求められます。どうしたらよいですか。 

A. エージェントの一時停止、エージェントのアンインストール、ライセンス認証解除など、エージェントの使 

用を停止する場合にはパスワードの入力が必要な場合があります。管理者へお問い合わせください。 

 

Q2 管理コード：O-W-kit002 
エージェントをインストールさせた Windows 端末のデータを他の端末に複製（クローニング）する
ことで、複数台の端末を同時にキッティングすることはできますか。 

A. 親となる Windows 端末のデータを別端末に複製する場合、エージェントのインストールまでは可能です。 

エージェント認証作業は別途行って頂く必要があります。 
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◆運用方法-Windows-エージェント に関する FAQ 

Q1 管理コード：O-W-age001 
エージェントの操作マニュアルを閲覧したいです。どのマニュアルを見ればよいですか。 

A. 以下のマニュアルを参照してください。 

「Windows クライアントリファレンスマニュアル」 

［https://www.optim.co.jp/promotion/smsm/pdf/Windows_ClientReference.pdf］ 
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◆運用方法-Windows-機器検出 に関する FAQ 

Q1 管理コード：O-W-nma001 
機器検出機能を停止させる設定方法を教えてください。 

A. 「管理外機器の検出」を無効にすると、機器検出機能の停止が可能になります。 

以下の手順で「管理外機器の検出」を無効にしてください。 

 

＜認証済み機器を個別に設定する場合＞ 

①［サイトマップ］→「Windows」の［エージェント個別管理］をクリックする 

②対象の設定を選択して、「編集」をクリックする 

③「管理外機器の検出」で［無効］を選択し、「保存」をクリックする 

④［機器］→対象機器を選択→［>］  →「設定」の［設定の割り当て］をクリックする 

⑤［エージェント個別管理］→［編集］をクリックする 

⑥手順 3 で作成した設定を選択し、「保存」をクリックする 

⑦「同期」をクリックする 

※手順 4 で選択した対象機器のみ機器検出機能が停止します。全機器に設定する場合は、「全機器一括設

定」を使用してください。 

 

＜対象のネットワーク内の機器全てに対して設定する場合＞ 

①［設定］→［Windows］→［管理アプリの通信と動作］→［編集］をクリックする 

②「ライセンス認証オプション」の［なし］を選択し、［保存］をクリックする 

③［サイトマップ］→「機器」の［ネットワーク］をクリックする 

④エージェント認証済の対象のネットワークを選択して、［編集］をクリックする 

⑤「管理外機器の検出」で［無効］を選択し、「保存」をクリックする 

※既に機器検出機能が有効な端末には、すぐに反映されません。端末の再起動を行ってください。 
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◆運用方法-Windows-スクリーンロック に関する FAQ 

Q1 管理コード：O-W-slo001 
端末から設定した管理用・利用者の[プロパティ]→[パスワードの有効期限]を SMSM から「無制
限」に設定することはできますか。 

A. SMSM から「無制限」に設定することはできません。 

 

SMSM からパスワードの有効期限を無期限に設定した場合でも、 

端末の管理用・利用者の[プロパティ]→[パスワードの有効期限]→[パスワードを無期限にする]の設定は無効

となります。 
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◆運用方法-Windows-リモートワイプ に関する FAQ 

Q1 管理コード：O-W-rwi001 
Windows 端末側で BitLocker を利用した暗号化設定をしています。追加で SMSM で暗号化を実施
した場合、回復キーはどうなりますか。また、回復キーの確認方法を教えてください。 

A. 事前に登録されていた回復キーと SMSM で追加された回復キーの、双方をご利用いただけます。 

  

ただし、複数の回復キーが登録されても、管理サイトには、SMSM で追加されたキーのみが表示されます。 

 

■確認手順 

①［機器］をクリックします 

②該当機器を選択します 

③情報欄の［セキュリティ］をクリックします 

④「ドライブ暗号化」の「回復キー」にて確認可能です 
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◆運用方法-Windows-システム設定・診断 に関する FAQ 

Q1 管理コード：O-W-sds001 
ドライブ空き容量診断の「診断」にチェックを入れた場合、空き容量の状態診断はどのように行われ
ますか。また、その確認方法を教えてください。 

A. 空き容量の状態診断は、端末のシステムドライブに対して実行され、空き容量が 950MB 未満の場合に 

以下のアラートが機器ログに出力されます。 

 

「機器「(端末名)」のエージェントがアラートを検出しました:「ドライブ空き容量診断」 

※システムドライブとは、システムディレクトリ（デフォルトでは C:\Windows\System32）が存在するド

ライブを指します。 

  

端末空き容量詳細は、 

［機器］→［一覧］→［対象機器の詳細］→［情報：デバイス］で確認することができます。 

 

「管理サイトリファレンスマニュアル」4.1.10.24 （情報－Windows）デバイス 

[https://www.optim.co.jp/promotion/smsm/pdf/ManagementSite_Reference.pdf] 

 

Q2 管理コード：O-W-sds002 
「システム設定・診断」のドライブ空き容量診断の「診断」にチェックをした場合、どのタイミング
で診断が行われますか。 

A. 定期的に診断されます。 

診断は同期時に実行され、本機能で定義された条件と異なる場合、管理サイトに状態を報告します。 

 

Q3 管理コード：O-W-sds003 
許可デバイスを設定するために、デバイスのハードウェア ID を確認した際、値が複数行表示されま
した。「外部デバイス」の「許可デバイス(ハードウェア ID)」に全ての値を入力する必要はありま
すか。 

A. 必ずしもすべての行を入力する必要はございません。 

ハードウェア ID は複数の異なるデバイスにも同一の ID が付与されている場合があるため、複数行の値を入

力した場合、それらに該当する複数のデバイスをまとめて許可することが可能です。 

 

本機能は指定されたすべてのハードウェア ID を許可デバイスとして処理いたします。接続されたデバイス

のハードウェア ID と指定されたハードウェア ID を比較し、ひとつでも同一のものがあれば許可されること

となりますので、結果として設定予定のないデバイスが許可されないようご注意ください。 

 

運用に合わせて許可するハードウェア ID を選択していただき、特定の機器のみを許可する場合につきまし

てはインスタンスパスまたはシリアル ID での指定もご検討ください。 
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◆運用方法-Windows-モバイルホットスポット に関する FAQ 

Q1 管理コード：O-W-mhs001 
モバイルホットスポット機能は制限できますか。 

A. モバイルホットスポット機能を制限することはできません。  
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◆運用方法-Windows-動作環境 に関する FAQ 

Q1 管理コード：O-W-oen001 
eSIM は利用できますか。 

A. eSIM には対応しておりません。 
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◆運用方法-Windows-位置情報 に関する FAQ 

Q1 管理コード：O-W-lin001 
位置情報の測位と送信はどのような契機で行われますか。 

A. 測位と送信の契機は以下になります。 

※位置情報は、測位と送信を行って管理サイト上に表示されます。 

「管理サイト リファレンス マニュアル」 4.1.10.29 （情報－Windows）位置 

[https://www.optim.co.jp/promotion/smsm/pdf/ManagementSite_Reference.pdf] 

 

＜測位の契機＞ 

●端末を起動したとき 

●端末のエージェントで［同期］をクリックしたとき 

●管理サイトの［設定］→［Windows］→［セキュリティ］→［位置情報管理］で作成した 

「エージェントによる測位」の設定内容に準じた条件が発生したとき 

（分単位、時間単位、日数単位の測位など） 

●端末の［位置情報］設定を［オフ］から［オン］に変更したとき 

●管理サイトの［機器］→［一覧］→［詳細］で［同期］をクリックしたとき 

●端末を移動したとき（OS が位置情報の測位します） 

●エージェント以外の他のアプリが測位したとき（利用条件に合わない他のアプリでも、 

位置情報が管理サイトに表示されます） 

※本アプリで測位を行った時点で他のアプリが取得した位置情報が最新の場合は、 

その位置情報が本アプリの位置情報として使用されます。 

※［位置情報管理］の「エージェントによる測位」で［測位しない］を選択した場合は、 

「［位置情報］設定を［オフ］から［オン］に変更したとき」、「端末を移動したとき」のみ 

測位の契機になります。 

 

＜送信の契機＞ 

●端末のエージェントで［同期］をクリックしたとき 

●管理サイトの［設定］→［Windows］→［セキュリティ］→［位置情報管理］で作成した 

「エージェントによる測位」の設定内容に準じた条件が発生したとき 

（分単位、時間単位、日数単位の測位など） 

●管理サイトの［機器］→［一覧］→［詳細］で［同期］をクリックしたとき 

●管理サイトと位置情報の送受信を行うアプリを起動したとき 

（利用条件に合わない他のアプリでも、位置情報が管理サイトに表示されます） 

 

※送信される位置情報は、送信を行う時点で端末に保存されている最新の位置情報が送信されます。 

※取得した位置情報の水平精度が「3000m」未満の場合、位置情報を送信します。 
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◆運用方法-Mac-認証 に関する FAQ 

Q1 管理コード：O-M-kit001 
Mac 端末で再度ライセンス認証を行いたい場合はどうしたらよいですか。 

A. 以下のマニュアルを参照のうえ、再度ライセンス認証を行ってください。 

「Mac OS キッティングマニュアル」 

［https://www.optim.co.jp/promotion/smsm/pdf/MacOS_Kitting.pdf］ 
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◆運用方法-Mac-証明書 に関する FAQ 

Q1 管理コード：O-M-cer001 
サーバーに配置された Apple Push 証明書と端末側の証明書が同一であることを確認したい時には
どうすればよいですか。 

A. 管理サイト側の Apple Push 証明書のトピック値を確認します。 

Mac 端末側では、［Apple アイコン］→［この Mac について］→［詳しい情報］→［システムレポート］

→［ソフトウェア］欄のプロファイルを選択し、対象のプロファイル内のトピック値を確認します。 

上記 2 つのトピック値が同一であるか確認してください。 
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◆運用方法-4GLTE ケータイ管理サイト-機器 に関する FAQ 

Q1 管理コード：O-FPAW-ase001 
管理サイトで端末のシリアル番号の確認方法を教えてください。 

A. 以下の手順で端末のシリアル番号をご確認ください。 

■管理サイト確認手順 

①［機器］をクリックします。 

②「CSV 一括エクスポート」をクリックします。 

③「詳細な機器情報を全て出力する」にチェックを入れます。 

④「作成」をクリックします。 

⑤エクスポートした CSV ファイルにてシリアル番号が確認できます。 

 

Q2 管理コード：O-FPAW-ase002 
機器にユーザーが紐づいているかの確認方法を教えてください。 

A. 以下の手順で機器に設定されているユーザーをご確認ください。 

■管理サイト確認手順 

①［機器］をクリックします。 

②該当機器を選択します。 

③上部の「所有者」にて確認可能です 

※設定されていない場合は「(なし)」と記載されます。 

 

Q3 管理コード：O-FPAW-ase003 
管理サイト＞［機器］にて表示される各端末の「機器名」の編集方法を教えてください。 

A. 以下の手順で「機器名」を変更してください。 

■手順 

①［機器］をクリックします。 

②該当機器を選択します。 

③［設定を変更する］をクリックします。 

④「機器名」を変更したら［保存］をクリックします。 

※端末側から変更することはできません。 
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◆運用方法-4GLTE ケータイ管理サイト-認証 に関する FAQ 

Q1 管理コード：O-FPAW-kit001 
ライセンス認証完了時に設定が割り当たるようにしたいのですが、どうしたらよいですか。 

A. 以下の手順でライセンス認証完了時に端末に設定を割り当てることができます。 

■手順 

①端末でライセンス認証を行う前に、管理サイトでライセンス認証待ち機器を作成します 

※ライセンス認証待ち機器作成時に、端末と紐づけるため、以下の情報が必要です。 

●電話番号 

②管理サイトで制限設定やポリシーなどを作ります 

③手順「②」で作った設定セットを 1.で作ったライセンス認証待ち機器に割り当てます 

④端末でライセンス認証を行います 

※手順「①」で作ったライセンス認証待ち機器と紐づく情報に基づいて管理サイト側で端末情報が更新さ 

れ、手順「③」で端末に割り当てた設定セットが配信され、端末に割り当たります。  
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◆運用方法-4GLTE ケータイ管理サイト-解約 に関する FAQ 

Q1 管理コード：O-FPAW-can001 
SMSM を解約したいです。解約時に管理サイト側、端末側で何か操作が必要でしょうか。 

A. はい。解約前に以下の操作を行ってください。 

 

■端末からエージェントおよび構成プロファイルをアンインストールする 

＜FP 端末の場合＞ 

①［メニュー］→［アプリサービス］から［KDDI Safety Manager］を起動します。 

②［ライセンス解除］をタップします。 

※パスワードを求められる場合は、管理サイトの以下の項目を確認してください。 

［設定］→［Android］→［管理アプリの通信と動作］の 

「端末でのエージェント停止・ライセンス解除・アンインストールの制限」欄 

③［アンインストール］をタップします。 

 

■管理サイトから機器を削除する 

＜4GLTE ケータイプランの場合＞ 

①［機器］からエージェントをアンインストールした機器をクリックします。 

②［機器を削除する］をクリックします。  

 

 

 

  

https://smsmfaq.smartmanager.jp/kddiproduct/ausl/web/index.html


 

「目次」に戻る  FAQ は FAQ サイトに移行しました。FAQ サイトへはこちらから遷移してください。 

126 

 

◆運用方法-4GLTE ケータイ管理サイト-ユーザー に関する FAQ 

Q1 管理コード：O-FPAW-use001 
管理サイトの上部に表示されている「ユーザー名」を変更したいのですが、どうしたらいいですか。 

A. 「ユーザー名」は「KDDI Business Online Support」にて作成・編集が可能です。  
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◆運用方法-4GLTE ケータイ管理サイト-組織 に関する FAQ 

Q1 管理コード：O-FPAW-oun001 
組織ごと（Ａ，Ｂ，Ｃ）に、管理者権限を割り振ることはできすか。 

A. 4G LTE プランでは、組織ごとに管理者権限の割り振りを行うことが出来ません。  
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◆運用方法-4GLTE ケータイ-リモートワイプ に関する FAQ 

Q1 管理コード：O-FP-rwi001 
リモートワイプした後に位置情報は取得できますか。 

A. リモートワイプは端末を初期化してしまうため、リモートワイプ後は位置情報が取得できなくなります。  

 

Q2 管理コード：O-FP-rwi002 
端末の電源がオフの状態でリモートロックやリモートワイプの指示を出した場合、どのような挙動に
なりますか。 

A. 端末の電源がオンとなり、SMSM サーバーに同期を行った際、端末に出した指示が実行されます。 

なお、リモート指示に有効期限はございません。 

 

同期が行われる前に、管理サイトから機器を削除した場合及び、端末にて再度ライセンス認証を行った場合

は指示が実行されません。 

 

Q3 管理コード：O-FP-rwi003 
紛失端末にリモート操作（ロック・ワイプ）を実行しました。対象の端末が指示を受け取る前に、管
理サイトから機器情報を削除するとどうなりますか。 

A. 機器削除を行われると、事前に実施されたリモート操作（ロック・ワイプ）は、破棄され端末側では実行 

されません。 

 

なお、通信が再開しても、事前に実施されたリモート操作（ロック・ワイプ）は、破棄されているため、同

様に端末側では実行されません。 
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◆運用方法-4GLTE ケータイ-認証 に関する FAQ 

Q1 管理コード：O-FP-kit001 
キッティング時、Wi-Fi 環境下で認証作業を行ってもよいですか。 

A. Wi-Fi 環境下で認証作業を行っていただいて問題ございません。 

Wi-Fi のみで通信している場合は、管理サイトの［同期］ボタンをクリックしても同期は実行されません。 

同期が必要な場合は、エージェントの画面から同期してください。 

 

Q2 管理コード：O-FP-kit002 
認証コードはどこに表記がありますか。 

A. 管理サイトログイン後のトップ画面、別画面からはトップタブを押下していただいた画面の下へスクロール 

し、「認証コード」欄をご確認ください。詳細は、以下を参照してください。 

「4GLTE ケータイ向け 管理サイトマニュアル」 

［https://www.optim.co.jp/promotion/smsm/pdf/4GLTE_ManagementSite.pdf］ 

 

Q3 管理コード：O-FP-kit003 
エージェントを停止しようとするとパスワードの入力を求められます。どうしたらよいですか。 

A. エージェントの終了、エージェントのアンインストール、ライセンス認証解除など、エージェントの利用を 

停止する場合にはパスワードの入力が必要な場合があります。 

管理サイトの以下の場所に記載されている解除用のパスワードを端末側に入力してください。 

＜確認箇所＞ 

［メニュー］→［環境設定］→［エージェント共通管理］の 

「端末でのエージェント停止・ライセンス解除・アンインストールの制限」 
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◆運用方法-FP-アプリケーション禁止 に関する FAQ 

Q1 管理コード：O-FP-afi001 
管理サイトから各端末へ初期化が出来ない様に制限をかける事はできますか。 

A. 管理サイトからの操作で初期化を制限することはできません。  

 

Q2 管理コード：O-FP-afi002 
「ブラウザ」でインターネットを使わせたくないです。制限を書けることはできますか。 

A. 4G LTE ケータイプランの場合、アプリケーション禁止で「ブラウザ」の起動を禁止することが可能です。 

以下のアプリケーション名とパッケージ名を利用してください。 

＜アプリケーションの情報＞ 

アプリケーション名：ブラウザ 

パッケージ名：com.android.browser 

 

Q3 管理コード：O-FP-afi003 
４GLTE ケータイで Web アプリケーションを禁止することはできますか。 

A. Web ショートカットアプリケーションはアプリケーション禁止では禁止することが出来ません。 

「Web フィルター（オプション）」をご利用いただく方法でのみ禁止が可能です。 

「ブラウザ」を禁止する場合は「アプリケーション禁止」で制御可能です。 

「プリインストール アプリケーション禁止 可否一覧」 

［https://www.optim.co.jp/promotion/smsm/pdf/FPAppslist.pdf］ 

 

Q4 管理コード：O-FP-afi004 
ワンセグを制限する方法を教えてください。 

A. ［メニュー］→［アプリケーション禁止］ にて制限可能です。 

アプリケーション名、パッケージ名については、「プリインストール アプリケーション禁止 可否一覧」の

「TV」の項目をご参照ください。 

「プリインストール アプリケーション禁止 可否一覧」 

［https://www.optim.co.jp/promotion/smsm/pdf/FPAppslist.pdf］ 

 

Q5 管理コード：O-FP-afi005 
アプリケーションの通知を制御する機能はありますか。 

A. アプリケーションの通知を制御する機能はございません。  
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◆運用方法-4GLTE ケータイ-位置情報 に関する FAQ 

Q1 管理コード：O-FP-lin001 
GRATINA4G の端末側の位置情報設定を管理サイト側で設定できませんか。 

A. 端末側の位置情報に必要な設定を管理サイト側から遠隔で設定することはできません。  

 

Q2 管理コード：O-FP-lin002 
位置情報の更新がされないのですが、端末側でどの様な操作をすれば、定期的位置取得が可能になり
ますか。 

A. 位置情報を取得するためには、端末本体とエージェント、管理サイトの設定が必要です。 

以下をご確認ください。 

<管理サイトの設定> 

「エージェントによる測位」で、「定期的に測位する」に設定する。 

※「エージェント起動時のみ測位する」の場合は端末再起動、エージェントのライセンス認証、OS 

仕様によるエージェントが再起動、ユーザー操作によるエージェント再起動時のみ取得します。 

 

<エージェントの設定> 

位置情報取得を許可する。 

※エージェント起動→メニュー→位置情報→許可する 

 

<端末本体の設定> 

①「GPS による位置測位」/「ネットワークによる位置測位」のいずれかによる測位を可能にしていること 

※可能な限り、位置情報設定モードを「高精度」に設定してください。 

②バックグラウンドデータを有効にしていること。 

※［メニュー］→［設定］→［無線・ネットワーク］→［データ使用料］→［KDDI Safety Manager］の 

「バックグラウンド データを制限する」を OFF にする。 

③エコモードなどの省電力モードを無効にしていること。 

※メニュー→設定→エコ・電池→エコモード を OFF にする。 

詳細な情報については以下の設定注意事項をご確認ください。 

「位置情報取得の設定注意事項」 

［https://www.optim.co.jp/promotion/smsm/pdf/location_notice.pdf］  
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◆運用方法-4GLTE ケータイ-共有アドレス帳 に関する FAQ 

Q1 管理コード：O-FP-sad001 
端末から手動で登録した連絡先を共有アドレス帳配信を行い変更を加えることが出来ますか。 

A. 端末から手動で登録した連絡先を変更操作することが出来ません。  

 

Q2 管理コード：O-FP-sad002 
共有アドレス帳で配信された後にグループ分けを利用者側で行うことはできますか。 

A. 2017 年 10 月 13 日よりグループ No.としてナンバーでグループ配信が可能となりました。 

エージェントのバージョンが 7.4.240.0 未満の場合は、共有アドレス帳で配信したデータのグループ 

設定の編集は行えません。 

エージェントのバージョンが 7.4.240.0 以上の場合は、配信したグループ名は、端末側で編集は可能 

ですが、管理サイトへは反映されません。  

 

Q3 管理コード：O-FP-sad003 
共有アドレス帳の配信されたことを確認するにはどうしたらよいですか。 

A. 管理サイト上で共有アドレス帳を修正し配信した場合、管理・機器ログ画面で、以下のログを確認できす。 

===================== 

機器「（機器名）」のエージェントが共有アドレス帳の設定を行いました。 

===================== 

 

Q4 管理コード：O-FP-sad004 
ビジネス便利パックから SMSM へ共有アドレス帳を移行する場合など、赤外線通信や SD カード
などで連絡帳データを移行し、その後に管理サイトから既に端末内にある連絡帳データを配信した場
合はどのようになりますか。 

A. アドレスデータが重複します。 

SMSM ではアドレスデータで判断しておらず、管理サイトから配信した共有アドレス帳と、それ以外で登録

したアドレス帳データとして判断している仕様のためです。 

 

Q5 管理コード：O-FP-sad005 
共有アドレス帳は複数作成できますか。複数作成できる場合、何件まで作成できますか。 

A. 複数作成することができます。上限は 50 件です。  

 

Q6 管理コード：O-FP-sad006 
共有アドレス帳を管理画面から適用する以外に端末へ適用する方法はありますか。 

A. ありません。管理画面からのみ配信可能です。  

 

Q7 管理コード：O-FP-sad007 
共通アドレス帳を複数パターン（A、B）管理サイトへ登録した場合、A を配信したのち B を同じ
端末へ再度配信し直すと、端末側の連絡帳データは A から B に置き換わりますか。 

A. はい。置き換わります。  
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Q8 管理コード：O-FP-sad008 
共有アドレス帳配信以外の方法で登録した連絡先を重複させたくない場合、何か方法はありますか。 

A. 共有アドレス帳は 「端末側に共有アドレス帳配信以外の方法で登録したアドレスデータ」を管理していない 

ため、共有アドレス帳と同じ情報の登録があった場合に重複を避ける方法はありません。  

 

Q9 管理コード：O-FP-sad009 
一度配信した共有アドレス帳のデータのアップデートをする手順を教えてください。 

A. 以下の手順で、配信中の共有アドレス帳の内容を更新することができます。 

■手順 

①配信中の共有アドレス帳ポリシーからファイルをエクスポートします 

②エクスポートしたファイルの内容を編集します 

（a）変更がある場合は変更箇所を修正します 

（b）新規登録の場合は追加します 

（c）削除の場合は、削除（削除する:1）の列に「1」を記入します 

③編集完了後、元の共有アドレス帳ポリシーに編集済みファイルを再インポートします 

 

以上で、共有アドレス帳のデータの更新が終わり、次回端末同期時に、更新した共有アドレス帳が配信され

ます。 

※共有アドレス帳に登録しているデータは、CSV ファイルの「GUID」の値で管理しています。アドレス帳

を更新するときは、エクスポートした CSV ファイルの「GUID」の値は変更しないでください。 

 

Q10 管理コード：O-FP-sad010 
共有アドレス帳を配信後に、端末側で個人で連絡先を登録し、その後共有アドレス帳を再配信した場
合に、個人が登録した連絡先は残りますか。 

A. 端末側で登録したアドレスは共有アドレス帳配信後にも残ります。  

 

Q11 管理コード：O-FP-sad011 
共有アドレス帳は組織毎に配信が行えますか。 

A. 以下の手順で組織をご利用いただくことで配信ができます。 

■手順 

①組織を作成します 

②管理プロファイルを作成し、組織に配信したい共有アドレス帳の設定を割り当てます 

③手順「①」で作成した組織に手順「②」で作成した管理プロファイルを割り当てます 

④手順「①」で作成した組織にグループ化したいユーザーを紐づけます 

●ユーザー画面で、組織に含めたいユーザーを選択し、組織欄で手順「①」で作成した組織を選択します 

⑤手順「④」で組織に紐づけたユーザーと配信対象の機器を紐づけます 

●機器画面で対象の機器を選択し、所有者で手順「④」で組織に紐づけたユーザーを選択します 

以上を実施した後に同期を行うと、組織に紐づいた機器に、割り当てた共有アドレス帳を配信でき 

ます。 
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Q12 管理コード：O-FP-sad012 
共有アドレス帳で配信した連絡先の削除方法を教えてください。 

A. 配信済みの連絡先を削除する場合は、以下の手順で操作してください。 

■手順 

①［メニュー］→［共有アドレス帳］をクリックします 

②対象の設定を選択し、「共有アドレス帳エクスポート」ををクリックします 

③ダウンロードした CSV ファイルを Excel 等で開き編集を行います 

※M 列「削除(削除する:1)」：1 を入力 

④［共有アドレス帳インポート］をクリックし、［次へ］ををクリックします 

⑤参照より編集した CSV ファイルを選択し、アップロードします 

⑥問題が無ければ［インポート実行］をクリックします 

⑦［メニュー］→［管理プロファイル］をクリックします 

⑧該当の共有アドレス帳の設定が当たっている管理プロファイルをクリックします 

⑨同期します 
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◆運用方法-4GLTE ケータイ-設定バックアップ に関する FAQ 

Q1 管理コード：O-FP-sba001 
定期バックアップの復元コードの確認方法を教えてください。 

A. 管理サイト画面の［メニュー］ の［管理・機器ログ］をクリックして表示する管理・機器ログ画面から確認 

することができます。 

キーワード検索できますので、ここで機器名、または復元など入力すると絞り込めます。 

定期的にバックアップがある場合は、以下のいずれかのログがあり、「復元コード」部分に復元コードが表

示されています。 

●「エージェントがバックアップへ復元しました: 復元コード」 

●「エージェントが即時バックアップを行いました: 復元コード」 
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◆運用方法-4GLTE ケータイ-パスワードポリシー に関する FAQ 

Q1 管理コード：O-FP-ppo001 
端末側のパスワード設定を「数字のみ」に強制できますか。 

A. OS の仕様上「数字のみ」のパスワードを強制的に設定要求をすることはできません。 
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◆運用方法-4GLTE ケータイ-管理プロファイル に関する FAQ 

Q1 管理コード：O-FP-pro001 
特定機能を特定時間だけ自動的に無効にすることはできますか。 

A. 該当する機能はありません。 

設定を無効にするには、該当機能を無効にした管理プロファイルを作成し、制限を無効にしたい期間、 

端末に適用し、その後設定を戻してください。 
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◆運用方法-4GLTE ケータイ-同期 に関する FAQ 

Q1 管理コード：O-FP-syn001 
Wi-Fi のみで SMSM を運用できますか。 

A. Wi-Fi のみで使用することはできますが、推奨しておりません。 

Wi-Fi のみでの運用の場合、管理画面からの「同期する」「ロックする」「ワイプする」については、 

即時反映ができません。 

即時反映するには端末側のエージェントアプリより、手動で同期を実行する必要があります。 
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◆運用方法-4GLTE ケータイ-発信先制限 に関する FAQ 

Q1 管理コード：O-FP-dre001 
特定の番号に発信ができないように制限することはできますか。 

A. 特定の番号を指定して発信制限をすることはできません。 

しかし「発信先制限」機能をご利用いただくことで、共有アドレス帳に登録されていない電話番号への 

発信を制限することが可能です。 

 

詳細は、以下を参照してください。 

「4G LTE ケータイ向け 管理サイトマニュアル」 3.4.3 デバイス制限設定 3.4.3.2 デバイス制限の入力値 

[https://www.optim.co.jp/promotion/smsm/pdf/4GLTE_ManagementSite.pdf] 

 

「4G LTE ケータイ向け 管理サイトマニュアル」 3.4.6 共有アドレス帳設定 

[https://www.optim.co.jp/promotion/smsm/pdf/4GLTE_ManagementSite.pdf] 

 

 

  

https://smsmfaq.smartmanager.jp/kddiproduct/ausl/web/index.html
https://www.optim.co.jp/promotion/smsm/pdf/4GLTE_ManagementSite.pdf
https://www.optim.co.jp/promotion/smsm/pdf/4GLTE_ManagementSite.pdf


 

「目次」に戻る  FAQ は FAQ サイトに移行しました。FAQ サイトへはこちらから遷移してください。 

140 

 

◆トラブルシュート-管理サイト-機器 に関する FAQ 

Q1 管理コード：T-AW-ase001 
管理サイトから機器を削除してしまいました。再度管理下に戻すには、どうしたらよいですか。 

A. 端末側の操作で再度認証してください。 

各 OS の認証方法は以下を参照してください。 

「Android キッティングマニュアル」 

［https://www.optim.co.jp/promotion/smsm/pdf/Android_Kitting.pdf］ 

「iOS キッティングマニュアル」 

［https://www.optim.co.jp/promotion/smsm/pdf/iOS_Kitting.pdf］ 

「Windows キッティングマニュアル」 

［https://www.optim.co.jp/promotion/smsm/pdf/Windows_Kitting.pdf］ 

 

Q2 管理コード：T-AW-ase002 
エージェントは起動しているが管理サイトに機器が表示されません。 

A. 以下 2 点を確認してください。 

①エージェントのライセンス認証を行っているか。 

エージェントの機能を使用するためには、ライセンス認証を行う必要があります。 

エージェントを起動させ、ライセンス認証を行ってください。 

ライセンス認証の手順は、以下を参照してください。 

 

「Android キッティングマニュアル」ライセンス認証を行う 

※キッティング方法により操作が異なる場合があります。キッティング方法をご確認のうえ、 

該当の小項目の「ライセンス認証を行う」を参照してください。 

［https://www.optim.co.jp/promotion/smsm/pdf/Android_Kitting.pdf］ 

 

②インターネットに接続できているか。 

管理サイトへ反映させるためにはインターネットへ接続できている必要があります。 

ご使用の Android 端末がインターネットに接続できているかご確認ください。 

 

Q3 管理コード：T-AW-ase003 
MDM 構成プロファイルへの設定は行ったが管理サイトに表示されません。 

A. インターネットに接続できていますか。 

管理サイトへ反映させるためにはインターネットへ接続できている必要があります。 

ご使用の iPhone／iPad がインターネットに接続できているかご確認ください。 

 

Q4 管理コード：T-AW-ase004 
管理サイトにて電話番号の情報が表示されません。原因と対処法を教えてください。 

A. SIM カードが挿入されていないまたは、端末が SIM カードを認識していない可能性があります。 

SIM カードの状態をご確認ください。 

 

SMSM の仕様では、端末に SIM が挿入されている際、SIM の持っている電話番号情報を取得して、 

該当項目へ表示します。 

SIM を挿入していない状態または、端末が SIM カードを認識していない状態で電話番号情報を取得すると、 

電話番号の項目は空欄となります。 
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Q5 管理コード：T-AW-ase005 
管理サイトにて「OS アップデート」が表示されません。どうしたらよいでしょうか。 

A. 以下「OS アップデート」が表示される条件を満たしているか確認してください。 

 

①iOS 端末の OS が 12.3 以上 

②iOS 端末の監視対象が有効 

③管理サイトへのログインユーザーが該当機器に対して操作権限以上の権限を持つ（管理者権限を持つ） 

④iOS 端末で OS アップデート情報が検知されている、かつ、検知したアップデート情報が管理サイトに 

反映されている 

 

OS アップデートの条件を満たしているにも関わらず、OS アップデートが表示されない場合、 

以下の対処方法をお試しください。 

 

①管理サイトにて［機器］→［一覧］→［該当機器の詳細］→［同期］を実行 

②端末を再起動してください 

 

Q6 管理コード：T-AW-ase006 
管理サイトの［機器］→［詳細］画面にて特定の iOS 端末の「位置」の表示が消えました。原因と
対処法を教えてください。 

A. 「位置」の表示が消える原因は以下の通りです。 

 

●ライセンス認証済みの端末の MDM 構成プロファイル削除を行い、再度ライセンス認証を実施した場合 

●ライセンス認証済み端末の初期化した場合 

●エージェントアプリがアンインストールされた状態で同期を実行した場合 

 

ライセンス認証、エージェントのインストール及び認証を行ってください 

 

詳細は、以下を参照してください。 

「iOS キッティングマニュアル」 

［https://www.optim.co.jp/promotion/smsm/pdf/iOS_Kitting.pdf］ 

 

Q7 管理コード：T-AW-ase007 
管理サイトの［機器］→［詳細］画面にて特定の iOS 端末の「位置」が表示されません。原因と対
処法を教えてください。 

A. 位置情報を取得するための諸条件を満たしていない可能性があります。 
諸条件詳細は以下のマニュアルを参照してください。 

 

「管理サイト リファレンスマニュアル」4.1.10.14 (情報-iOS)位置 ◆ iOS 端末の位置情報の諸条件 

[https://www.optim.co.jp/promotion/smsm/pdf/ManagementSite_Reference.pdf] 

 

Q8 管理コード：T-AW-ase008 
管理サイトの［機器］→［詳細］画面にて特定の Windows 端末の「位置」が表示されません。原因
と対処法を教えてください。 

A. 位置情報を取得するための諸条件を満たしていない可能性があります。 

諸条件詳細は以下のマニュアルを参照してください。 

 

「管理サイト リファレンスマニュアル」4.1.10.28 （情報－Windows）位置 ◆ Windows 端末の位置情報

の諸条件 

[https://www.optim.co.jp/promotion/smsm/pdf/ManagementSite_Reference.pdf] 

 

  

https://smsmfaq.smartmanager.jp/kddiproduct/ausl/web/index.html
https://www.optim.co.jp/promotion/smsm/pdf/iOS_Kitting.pdf
https://www.optim.co.jp/promotion/smsm/pdf/ManagementSite_Reference.pdf
https://www.optim.co.jp/promotion/smsm/pdf/ManagementSite_Reference.pdf


 

「目次」に戻る  FAQ は FAQ サイトに移行しました。FAQ サイトへはこちらから遷移してください。 

142 

 

Q9 管理コード：T-AW-ase009 
［機器］→［一覧］→［対象機器の詳細］→［情報：デバイス］の「ホームのキャリアネットワーク
名」が「（Unknown）」となる原因を教えてください。 

A. iOS12 以降、Apple の仕様変更により、現在取得できない値となっています。 

「（Unknown）」となるのは仕様です。 

 

Q10 管理コード：T-AW-ase0010 
ウイルス対策ソフトとスパイウェア対策ソフトをインストールしているのに、「セキュリティ」画面
の「ウイルス対策ソフト」と「スパイウェア対策ソフト」が空欄になります。原因を教えてくださ
い。 

A. 対象のソフトが、ウイルス対策ソフト・スパイウェア対策ソフトとして Windows に登録されていないこと 

が原因と考えられます。 

この場合、SMSM ではソフトがインストールされていないと判断し、「ウイルス対策ソフト」や「スパイウ

ェア対策ソフト」を空欄で表示します。 

 

以下の手順で、SecurityCenter、および SecurityCenter2 の情報を表示し、Windows に登録されている各ソ

フトの情報を確認します。 

 

■ウイルス対策ソフトの確認方法 

①スタートメニューから、Powershell を起動します。 

②以下のコマンドを実行します。 

 Get-WmiObject -Namespace root/SecurityCenter AntiVirusProduct 

③続けて以下のコマンドを実行します。 

 Get-WmiObject -Namespace root/SecurityCenter2 AntiVirusProduct 

 

■スパイウェア対策ソフトの確認方法 

①スタートメニューから Powershell を起動します。 

②以下のコマンドを実行します。 

 Get-WmiObject -Namespace root/SecurityCenter AntispywareProduct 

③続けて以下のコマンドを実行します。 

 Get-WmiObject -Namespace root/SecurityCenter2 AntispywareProduct 

 

※いずれのコマンドでも情報が表示されなかった場合は、ウイルス対策ソフト・スパイウェア対策ソフトと 

して Windows OS に登録されていいないため、SMSM では「未インストール」であると判断した状 

態になります。 

※ソフトが Windows OS に登録されない原因については、SMSM で判断できません。 

ウイルス対策ソフト・スパイウェア対策ソフトの製造、または販売元へお問い合わせください。  
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◆トラブルシュート-管理サイト-ユーザー に関する FAQ 

Q1 管理コード：T-AW-use001 
新規でユーザー登録ができません。原因を教えてください。 

A. お申し込みの内容により、お申し込みのライセンス数を超えてのライセンス認証は行えません。 

お申し込みライセンス数は、以下の場所で確認できます。 

■確認手順 

トップページ→［利用状況］→「ユーザーライセンス数（使用数/契約数）」の「契約数」 
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◆トラブルシュート-管理サイト-Apple Push 証明書 に関する FAQ 

Q1 管理コード：T-AW-apu001 
誤った Apple Push 証明書を登録してしまいました。どうしたらよいですか。 

A. 再度正しい Apple Push 証明書をご登録し直してください。 

そのときには、正しい Apple Push 証明書をご登録されたときに利用した Apple ID でログインしてくだい。 

 

Q2 管理コード：T-AW-apu002 
Apple Push 証明書を削除してしまい、新しい証明書をセットしました。 
その後、同期がとれなくなったので、元に戻し、元の証明書を更新しました。 
もう一度端末を管理下に戻すにはどうしたらよいですか。 

A. 誤った Apple Push 証明書を登録後、正しい Apple Push 証明書に戻した場合、管理サイトから同期を行う 

ことで再度管理下に置くことができます。 

 

Q3 管理コード：T-AW-apu003 
Apple Push 証明書を発行しようとしたら Apple 側のサイトの表示がおかしくなりました。どうし
たらよいですか。 

A. 利用するブラウザによって表示がおかしくなる場合があります。 

別のブラウザーで閲覧するできるかをお試しください。 

 

Q4 管理コード：T-AW-apu004 
Apple ID のサイトで、「MDM プロファイルトピック」と同一の UID 値の証明書が見当たらないの
ですがどうすればよいですか。 

A. Apple ID のログイン情報が異なっていると思われます。Apple ID の確認をお願いいたします。  

 

Q5 管理コード：T-AW-apu005 
「機器「○○」の MDM 構成プロファイルについて同期ができなくなりました。機器の再認証を行
ってください。」という、ログが表示されましたがどうしたらよいですか。 
※○○には管理サイトで登録している機器名が表示されます。 

A. 以下が原因の場合、本ログが表示されます。 

①Apple Push 証明書の更新に失敗した。 

※証明書を削除した、誤った Apple ID で登録した場合を含みます。 

⇒正しい Apple Push 証明書で更新作業を行ってください。 

②端末側で、MDM 構成プロファイルを削除した。 

⇒端末側で再度キッティングしてください。 
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◆トラブルシュート-管理サイト-ログイン に関する FAQ 

Q1 管理コード：T-AW-log001 
管理サイトが開けません。どうしたらよいですか。 

A. 以下を確認のうえ管理サイトにアクセスしてください。 

①インターネットに接続できているか。 

管理サイトを使用するにはインターネットへ接続できている必要があります。 

ご利用のパソコンがインターネットに接続できているかご確認ください。 

 

②ご使用のパソコンが動作環境を満たしているか。 

本製品の動作環境は、以下を参照してください。 

「管理サイト リファレンスマニュアル」1.4 管理サイト動作環境 

［https://www.optim.co.jp/promotion/smsm/pdf/ManagementSite_Reference.pdf］ 

 

Q2 管理コード：T-AW-log002 
入力するログイン情報がわかりません。どうしたらよいですか。 

A. KDDI 法人お客さまセンターにお問い合わせください。 

 

Q3 管理コード：T-AW-log003 
「ログイン状態を保持」にチェックを入れたが、自動的にログインできません。 

A. 自動的にログインする期間は「ログイン状態に保持」にチェックを入れてから 14 日間です。 

14 日間を過ぎると、再度入力が必要となります。 

また、1 度ログアウトすると、自動的にログインする機能は無効となります。 

再度ログイン情報を入力し、ログインしてください。 
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◆トラブルシュート-管理サイト-CSV に関する FAQ 

Q1 管理コード：T-AW-csv001 
CSV インポート時に「413 Request Entity Too Large」というエラー画面が表示されました。 

A. インポートしている CSV ファイルのサイズが上限を超えると本エラーが発生します。 

インポートできるファイルサイズは 10MB までです。 

ファイルサイズを 10MB 以下になるよう修正し、インポートし直してください。 
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◆トラブルシュート-管理サイト-ウイルス対策オプション に関する FAQ 

Q1 管理コード：T-AW-ant001 
ウイルス対策を申し込んだのに管理サイトでウイルス対策を設定できる項目がないです。考えられる
原因を教えてください。 

A. 本製品で提供しているウイルス対策ソフト｢KDDI Smart Mobile Safety Manager AntiVirus｣をご利用になる 

場合は、ご利用になる Android 機器に対してオプションパッケージの割り当てが必要となります。 

［機器］→［一覧］→該当機器選択→［設定］→［他の設定を見る］→［パッケージ］にて［編集］を押し

ウイルス対策ソフトのパッケージにチェックを入れ保存してください。 

「管理サイトリファレンスマニュアル」4.1.8.3 （設定－Android）パッケージ 

［https://www.optim.co.jp/promotion/smsm/pdf/ManagementSite_Reference.pdf］ 

「管理サイトリファレンスマニュアル」4.1.10.7 （情報－Android）ウイルス対策ソフト 

［https://www.optim.co.jp/promotion/smsm/pdf/ManagementSite_Reference.pdf］  
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◆トラブルシュート-管理サイト-オリジナルアプリ登録 に関する FAQ 

Q1 管理コード：T-AW-oap001 
“マニフェストファイル「XXXX.plist」は不正です”と表示されましたがどうしたらよいですか。 

A. マニフェストファイルの以下の値のいずれかが正しくないと、本メッセージが表示されます。 

値の見直してください。 

●bundle-identifier 

●bundle-version 

●title 
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◆トラブルシュート-管理サイト-リモートロック に関する FAQ 

Q1 管理コード：T-AW-rlo001 
機器を紛失してしまったので、至急リモートロックしたいです。設定方法を教えてください。 

A. 以下の手順でリモートロックを行ってください。 

■手順 

＜iPhone／iPad の場合＞ 

①［機器］→［一覧］からロックする機器を選択します。 

②「操作」の［リモートロック］をクリックし、ロックする設定を行ってください。 

③［実行］をクリックします。詳細は、以下を参照してください。 

「管理サイト リファレンスマニュアル」4.1.9.6 （操作－iOS）リモートロック 

［https://www.optim.co.jp/promotion/smsm/pdf/ManagementSite_Reference.pdf］ 

 

＜Android 端末の場合＞ 

①［機器］→［一覧］からロックする機器を選択します。 

②「操作」の［リモートロック］をクリックし、ロックする設定を行ってください。 

③［実行］をクリックします。詳細は、以下を参照してください。 

「管理サイト リファレンスマニュアル」4.1.9.2 （操作－Android）リモートロック 

［https://www.optim.co.jp/promotion/smsm/pdf/ManagementSite_Reference.pdf］ 

 

＜Windows の場合＞ 

①［機器］→［一覧］からロックする機器を選択します。 

②「操作」の［リモートロック］をクリックし、ロックする設定を行ってください。 

③［実行］をクリックします。詳細は、以下を参照してください。 

「管理サイト リファレンスマニュアル」4.1.9.16 （操作－Windows）リモートロック 

［https://www.optim.co.jp/promotion/smsm/pdf/ManagementSite_Reference.pdf］ 
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◆トラブルシュート-管理サイト-Android Enterprise に関する FAQ 

Q1 管理コード：T-AW-aen001 
Android Enterprise 導入の際に、Google アカウント登録を新規作成から行おうとしたところ「リ
ンクを保護者のアカウントにリンクする」というページに遷移してしまいました。どうしたらよいで
すか。 

A. Google アカウント作成時に入力いただいた生年月日が、Google のアカウント所有条件を満たしていないと 

「リンクを保護者のアカウントにリンクする」というページに遷移します。 

下記 Google 社のサイトをご確認のうえ、条件を満たす設定に修正してください。 

「Google アカウントヘルプ」Google アカウントの年齢条件 

［https://support.google.com/accounts/answer/1350409?hl=ja］ 
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◆トラブルシュート-管理サイト-かんたん初期設定 に関する FAQ 

Q1 管理コード：T-AW-ese001 
「かんたん初期設定」で設定を作成しようとしたが、「EasySetup が登録されているため、簡単初
期設定が設定できません。設定名を変更してください」と表示され設定することができません。どう
したらいいですか。 

A. 既にかんたん初期設定で設定を作成している可能性があります。 

作成されている「EasySetup」の名称を他の設定名に変更の上、再度、「かんたん初期設定」を実行してく

ださい。 
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◆トラブルシュート-管理サイト-アプリケーションレポート に関する FAQ 

Q1 管理コード：T-AW-are001 
アプリの名称が App Store 上とアプリケーションレポート上で異なっている原因を教えてくださ
い。 

A. 表記が異なる原因は、App Stpre 上で表示されるアプリ名称と、アプリケーションが保持している 
アプリ名称が別物であり、提供者によるアプリ名称の設定が異なるためとなります。 

 

SMSM で取得しているアプリ名称は、アプリケーションが保持しているアプリ名であるため、 

App Store 上にあるアプリ名称とは同一ではございません。 

 

App Store 上のアプリ名称は提供者が任意で設定が可能なため、 

アプリ名称が必ずしもアプリケーションレポートのアプリ名称と、 

同一もしくは正式名称とならないことがございます。 
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◆トラブルシュート-Android-ウイルス対策オプション に関する FAQ 

Q1 管理コード：T-A-ant001 
ウイルス対策ソフトの保護状態が、管理サイトと端末で異なっています。原因を教えてください。 

A. 以下の状態である場合、管理サイトと端末で表示が異なります。 

＜端末側でのみ「保護されていません」と表示されている場合＞ 

●リアルタイムスキャンを“無効”とした設定セットを適用している 

●パターンファイルアップデートを“なし”とした設定セットを適用している 

●手動検索を一度も実行（要完了）していない 

 

＜管理サイト側でのみ「保護されていません」と表示されている場合＞ 

●「パターンファイル最終更新チェック日時」が「状態取得日時」の 15 日以上前である 

●「スキャン最終実行日時」が「状態取得日時」の 15 日以上前である 

 

Q2 管理コード：T-A-ant002 
管理サイトではウイルス対策の設定を作成したのですが、ウイルス対策のインストールが通知され
ず、App Manager に表示されないのですがどうしたらよいですか。 

A. 機器に「ウイルス対策」のパッケージが適用されていない場合、App Manager に「KDDI Smart Mobile  

Safety Manager AntiVirus」が表示されません。 

以下の手順でご確認ください。 

■手順 

①管理サイト「機器」より対象の機器を選択します 

②［他の設定を見る］→［パッケージ］を選択し、［編集］をクリックして「ウイルス対策」にチェックを 

入れます 

 

Q3 管理コード：T-A-ant003 
KDDI Smart Mobile Safety Manager AntiVirus がインストールできません。どうしたらよいです
か。 

A. ご使用の Android 端末が動作環境を満たしていますか。 

KDDI Smart Mobile Safety Manager AntiVirus の動作環境は、以下を参照してください。 

「Android クライアント リファレンスマニュアル」1.5 Android ウイルス対策機能動作環境 

［https://www.optim.co.jp/promotion/smsm/pdf/Android_ClientReference.pdf］ 
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◆トラブルシュート-Android-アプリケーション配信 に関する FAQ 

Q1 管理コード：T-A-ano001 
閉域網利用の環境下で、アプリケーション配信でアップデートを行ったところ、一部の端末ができま
せんでした。原因を教えてください。 

A. 閉域網環境下でご利用の場合、端末で以下の設定が行われていないと、アプリケーション配信が行われない 

場合があります。 

■手順 

①Android の設定を選択します 

②一覧から Google を選択します 

③セキュリティの項目を選択します 

④アプリケーションの確認を選択します 

⑤各項目のスイッチを OFF に設定します 

※OS や端末毎に設定手順が変わる場合があります。 

 

Q2 管理コード：T-A-ano002 
アプリケーション配信で配信したアプリケーションをインストール中に「スキャンできませんでし
た」というエラーが表示され、ダウンロードまでは問題ありませんがインストールができません。 

A. エラーは、「Lookout for au」というセキュリティソフトによるものです。 

回避策として、ダウンロード後に表示される、端末の通知画面からインストールを実施してください。 

SMSM で提供しているアプリケーション（ウイルス対策オプションにより配信されるウイルス対策アプリ、 

インターネット接続管理オプションや Web フィルターオプションにより配信される +browser safety 

manager 等）は、App Manager を利用してインストールを実施してください。 

 

Q3 管理コード：T-A-ano003 
Android Enterprise で「企業許可アプリのみインストール可能」の設定をしていますが、個別アプ
リケーションに設定しているアプリケーションが端末側で表示されません。原因を教えてください。 

A. 指定したアプリケーションが企業許可アプリに表示されているかを確認してください。 
詳細は以下を参照してください。 
「Android Enterprise マニュアル」3.1 企業許可アプリ 
［https://www.optim.co.jp/promotion/smsm/pdf/Android_Enterprise.pdf］ 
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Q4 管理コード：T-A-ano004 
「アプリ情報の取得に失敗しました。(notFound: No enterprise was found for the given id.) 」
というエラーが出てアプリケーション配信ができません。原因と対処法を教えてください。 

A. ［設定］→［サービス環境設定］→［Android Enterprise(企業アカウント登録)］にて Google アカウントを 

削除している、もしくは GooglePlay（https://play.google.com/work）で「管理者設定」の「組織の情報」

を削除した場合にエラーが発生することを確認しています。 

また、企業アカウント登録に使用した Google アカウントが凍結された場合にも本エラーが発生する場合が

あります。 

こちらは Google の仕様で表示されるエラーのためアカウント凍結についての詳細は Google にお問い合わせ

ください。  

 

Q5 管理コード：T-A-ano005 
「Android Enterprise のアプリ配信が失敗しました。: 配信対象アプリを確認後、もう一度機器同
期を行ってください(notFound: No device was found for the given id.)」のエラーログが出てア
プリケーションが配信されません。対処法を教えてください。 

A. 本エラーログは、キッティング後に Google と MDM 間でのユーザー紐付け処理が完了する前に 

アプリケーション配信設定が送信された場合に発生します。 

［機器］→該当機器の［詳細］→［デバイス］→［Android Enterprise］欄が「連携済」になっていること

を確認のうえ、再度管理サイトから同期を行ってください。 

 

なお、もし［Android Enterprise］欄が「連携済」にならない場合は以下をご確認のうえ、 

設定が反映されるまでお待ちください。 

●該当機器にユーザーが紐づいているか 

⇒管理サイトの［機器］→該当機器を選択→［詳細］の「所属」欄にユーザーが設定されていない 

場合は、［編集］をクリックし、ユーザーを選択してください。 

●端末側のインターネット接続状況に問題がないか 

⇒https://ausl.smartmanager.jp/login のページが表示できるかご確認ください。 

つながらない場合はネットワーク管理者にご確認ください 
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Q6 管理コード：T-A-ano006 
Android Enterprise で設定したアプリケーションが配信がされません。原因と対処法を教えてくだ
さい。 

A. アプリケーションが配信されない場合は、以下を確認してください。 

 

●［機器］→該当機器選択→［詳細］で表示される、通信日時が更新されているか 

 ⇒通信日時が更新されない場合は、端末側の状態や通信状況を確認してください。 

 

●組織（ユーザー）にアプリケーション配信設定が正しく割り当てられているか 

 ⇒管理サイトの［組織(ユーザー)］→該当組織(ユーザー)選択→［設定］に設定が割当たっているか 

  を確認してください。 

 ※組織に設定を割り当てている場合は、［ユーザー］→該当ユーザー選択 でユーザーが組織に 

  紐づいているかもご確認ください。 

 

●アプリを配信する端末に、ユーザーが正しく割り当てられているか 

 ⇒管理サイトの［機器］→該当機器の［詳細］でユーザーが割当たっているかを確認してください。 

 

●「Android Enterprise ユーザー」欄が「連携済」になっているか 

 ⇒［機器］→該当機器を選択→［詳細］→［デバイス］の「Android Enterprise ユーザー」欄を 

  確認してください。 

 

●企業アカウント登録に使用した Google アカウントが凍結されていないか 

 ⇒企業アカウント登録で使用した Google アカウントで、Google のサービスにログインできるかを 

  確認してください。 

 

●「企業許可アプリ」にアプリが正しく割り当てられているか 

 ⇒管理サイトの［設定］→［Android］→[アプリケーション]→［Android Enterprise］→ 

  ［企業許可アプリ］にアプリが追加されているか確認し、追加されていない場合はアプリを追加 

  してください。 

 

●上記の端末側の条件を満たしていてもインストールができない場合は、アプリケーション配信設定 

 で［配信］をクリックし、アプリケーション配信設定が割り当てられているユーザーの端末に、 

 アプリを一括で配信してください。 

 ⇒詳細については、以下を参照してください。 

  「Android Enterprise マニュアル」の「3.5.4 アプリを一括で配信する場合」 

 

アプリケーション配信設定を行った日の翌朝まで待つと配信が行われるケースもあります。 

アプリケーション配信設定の方法については以下のマニュアルを参照してください。 

 

「Android Enterprise アプリケーション配信手順書」 

［https://www.optim.co.jp/promotion/smsm/pdf/AE_ApplicationDistribution.pdf］  
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Q7 管理コード：T-A-ano007 
Android Enterprise でアプリケーション配信をしたら、端末側で「サーバーからの情報の取得中に
エラーが発生しました。df-charta-01」というエラーが出ました。対処法を教えてください。 

A. SMSM からアプリケーション配信の指示は出ており、端末側で情報を受け取れていない場合に 

端末側で本エラーメッセージが発生する場合があります。 

モバイル回線から Wi-Fi に変えるなど、端末側のアクセスポイントを変えて再度同期を行ってください。 

なお、こちらは Google 側で表示しているメッセージのため、上記で改善しない場合は Google にお問い 

合わせください。 

 

Q8 管理コード：T-A-ano008 
アプリケーションを利用しようとすると、「利用するためにはアプリの更新が必要です。更新します
か？」と表示されますが、更新をしようとすると、「管理者からこのアイテムへのアクセス権を与え
られていません。」と表示され更新ができません。原因と対処法を教えてください。 

A. 当該アプリケーションが、管理者によって許可アプリに登録されていないために発生しています。 

端末に適用しているアプリケーション配信の設定にて、該当アプリケーションを許可することで、 

アプリケーションの更新及び利用が可能です。 

アプリケーション配信設定をご確認の上、以下の手順を行ってください。 

 

＜指定アプリのみインストール可能を設定している場合＞ 

■手順 

①［設定］→［Android］→［アプリケーション］→［Android Enterprise］→［企業許可アプリ］をクリッ

クします 

②［アプリを選択する］をクリックします 

③該当アプリケーションを選択して、［選択］をクリックします 

④［設定］→［Android］→［アプリケーション］→［Android Enterprise］→［個別アプリケーション］に

て、「+」をクリックします 

⑤「アプリ設定」に任意の値を入力、「アプリ選択」にて該当アプリケーションを選択し「保存」をクリッ

クします 

⑥［設定］→［Android］→［アプリケーション］→［Android Enterprise］→［アプリケーション配信］→

該当設定を選択→［編集］をクリックします 

⑦「+」をクリックします 

⑧手順 2 で作成した設定を追加します 

⑨［保存］をクリックします 

⑩［機器］→該当機器を選択→［詳細］にて、［同期］をクリックします 

 

 端末側にて、アプリケーションを更新および利用できるかご確認ください。 

 

＜企業許可アプリのみインストール可能を設定している場合＞ 

■手順 

①［設定］→［Android］→［アプリケーション］→［Android Enterprise］→［企業許可アプリ］をクリッ

クします 

②［アプリを選択する］をクリックします 

③該当アプリケーションを選択して、［選択］をクリックします 

④［機器］→該当機器を選択→［詳細］にて、［同期］をクリックします 

 

Q9 管理コード：T-A-ano009 
端末の設定アプリから「管理アカウント」が消えてしまい、Android Enterprise で設定したアプリ
ケーションが配信がされません。対処方法を教えてください。 

A. 端末にインストールされているエージェントバージョンによって対処方法が異なります。 

■エージェントバージョンが 9.11.107.0 未満の場合 

端末を初期化後、再度キッティングしてください。 

 

■エージェントバージョンが 9.11.107.0 以上の場合 

同期を実施することで復旧されます。 

https://smsmfaq.smartmanager.jp/kddiproduct/ausl/web/index.html
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◆トラブルシュート-Android-アプリケーション禁止 に関する FAQ 

Q1 管理コード：T-A-afi001 
アプリケーション禁止を行ったら、禁止していないパッケージ名のアプリケーションも使用できなく
なりました。 

A. 他のパッケージ名のアプリケーションであっても、禁止したパッケージ名のアプリケーションを機能として 

使用する場合、その機能が使えなくなります。  

 

Q2 管理コード：T-A-afi002 
電話着信時に、着信音・バイブが鳴動できません。考えられる原因と対処法を教えてください。 

A. アプリケーション禁止のブラックリスト設定が影響している可能性があります。 

着信があった時間に、管理画面上で以下のログが表示されているかをご確認ください。 

 

--- 

機器｢(機器名)｣のエージェントがアプリケーション｢<アプリケーション名> (<パッケージ名>)｣の画面 

 ｢<画面名> (<アクティビティ名>)｣をアプリケーション禁止により終了させました。 

--- 

 

ログが表示されている場合は、以下の手順を行ってください。 

 

■手順 

①［設定］→［Android］→［アプリケーション］→［アプリケーション禁止］をクリックします 

②対象の設定を選択し、該当のアプリケーション名・パッケージ名の「×」をクリックします 

③「削除しますか」のダイアログが表示された場合「OK」をクリックします 

④同期を実施します 
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◆トラブルシュート-Android-認証 に関する FAQ 

Q1 管理コード：T-A-kit001 
エージェント認証後、ユーザー登録を行いたいが白い画面が表示されたまま止まってしまいます。ど
うしたらよいですか。 

A. WebView を最新バージョンに更新すると改善します。以下の手順で、WebView をアップデートしてくださ

い。 

■手順 

①Play ストアを起動します 

※Google アカウントでログインする必要があります。Google アカウントが未登録の場合は、 

登録してください。 

②メニューから［マイアプリ&ゲーム］を選択します 

③一覧から［Android システムの WebView］を選択します 

④［更新］を選択します 

 

Q2 管理コード：T-A-kit002 
「認証に失敗しました。ネットワーク接続やライセンス情報を確認してください」と出て認証できま
せん。対処法を教えてください。 

A. 認証時の入力内容が誤っている可能性があります。 

認証画面で「QR コードによる認証情報入力」をタップし、管理サイトの［機器］→［認証手順］の「エー

ジェント認証用 QR コード」を読み込んでください。 

上記を行っても認証できない場合は、通信環境をご確認ください。 

 

Q3 管理コード：T-A-kit003 
キッティング中に「リセット保護が有効になっています」というポップアップが出ました。原因と対
処法を教えてください。 

A. 初期化前に Google アカウントでログインしていると、Google の「スマートフォンの保護機能」により 

本メッセージが表示されることがあります。 

一度ログインしてアクティベートを行っていただき、設定画面からログアウトした後で再度初期化を 

行ってください。 

 

Q4 管理コード：T-A-kit004 
キッティングが完了したはずなのに「ライセンス解除」が活性化しています。原因を教えてくださ
い。 

A. 端末側でキッティングが終わっても、管理サイトでにユーザーを紐づけて Android Enterprise を連携済の 

状態にしないと「ライセンス解除」ボタンは活性化したまになります。 

管理サイトで該当機器ににユーザーを紐づけて同期を行ってください。 

 

Q5 管理コード：T-A-kit005 
「当エージェントは Device Owner Mode でのキッティングが必要です。詳細はマニュアルを参照
してください」というポップアップが出て認証ができません。原因と対処法を教えてください。 

A. 認証を行う際に、Google Play ストアからエージェントをインストールし認証しようとすると本メッセージ 

が表示されます。 

端末を初期化し、以下のマニュアルを参照のうえキッティングしてください。 

 

「Android キッティングマニュアル」 

［https://www.optim.co.jp/promotion/smsm/pdf/Android_Kitting.pdf］ 

※キッティングの方法は複数ございます。選択したキッティング方法に沿った手順を実施してください。 

 

  

https://smsmfaq.smartmanager.jp/kddiproduct/ausl/web/index.html
https://www.optim.co.jp/promotion/smsm/pdf/Android_Kitting.pdf


 

「目次」に戻る  FAQ は FAQ サイトに移行しました。FAQ サイトへはこちらから遷移してください。 

160 

 

Q6 管理コード：T-A-kit006 
QR コードでキッティングした時、「端末をセットアップできません。管理アプリをダウンロードで
きませんでした。」と表示されます。原因と対処法を教えてください。 

A. キッティング時に読み込んだ QR コードが最新でない場合に本エラーが発生します。 

以下の手順で最新の QR コードを表示して、そちらを端末で QR コードを端末で読み取ってください。 

■手順 

①管理サイトの［機器］→［認証手順］をクリックします 

②「キッティング用 QR コード」をクリックします。 

 

Q7 管理コード：T-A-kit007 
Google Workspace（旧 G Suite）アカウントキッティング時、ライセンス認証をしようとしたとこ
ろ「ライセンス認証に失敗しました。ネットワーク接続やライセンス認証を確認下さい」表示されま
した。考えられる原因を教えてください。 

A. 考えられる原因は以下のとおりです。 

 

●Android Enterprise 企業アカウント登録にて Google Workspace（旧 G Suite）アカウントが登録されて

いない  

 管理サイトにて企業アカウント登録の状態をご確認の上、実施してください。 

 

 「Android キッティングマニュアル」4.2 Google Workspace（旧 G Suite） アカウントを登録する 

  ［https://www.optim.co.jp/promotion/smsm/pdf/Android_Kitting.pdf］ 

 

●有効なネットワークに接続されていない 

 インターネットに接続可能なモバイル通信または Wi-Fi に接続してご実施ください。 

 

●入力されている内容が誤っている 

 「Google Workspace（旧 G Suite）アカウントのメールアドレス」及び「企業コード、認証コード」の 

入力内容を再度ご確認ください。 

 

●入力したユーザーが Google Workspace（旧 G Suite）管理コンソール、管理サイトに登録されていない 

 以下資料箇所の手順に沿って Google Workspace（旧 G Suite）アカウントのメールアドレスが 

登録された、ユーザーを作成し、再度ご実施ください。 

 

 「Android キッティングマニュアル」4.3 ユーザーを作成する 

  ［https://www.optim.co.jp/promotion/smsm/pdf/Android_Kitting.pdf］ 

 

●機器が既に存在しておりユーザーが既に紐づいている 

 該当機器情報を 1 度削除していただき、ライセンス認証をご実施ください。 

 

 「管理サイト リファレンスマニュアル」 4.1.7 機器の個別削除 

［https://www.optim.co.jp/promotion/smsm/pdf/ManagementSite_Reference.pdf］ 
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◆トラブルシュート-Android-エージェント に関する FAQ 

Q1 管理コード：T-A-age001 
Android のバージョンを 7 にアップグレードすると「動作が停止しました。」という現象が起きて
しまいますが、どうしたらよいですか。 

A. エージェントのバージョンが「8.1.202.0」未満の場合は Android 7 に対応していないため、動作が停止、 

または終了してしまいます。 

Android 7 にバージョンアップし、エージェントのバージョンが「8.1.202.0」未満で「動作が停止しまし 

た。」と表示が出てしまう場合には、エージェントの再インストールをお願いします。 

 

Q2 管理コード：T-A-age002 
エージェントがインストールできません。どうしたらよいですか。 

A. 以下をご確認ください。 

●インターネットに接続できていますか。 

●誤った URL や QR コードを読み込んでいませんか。 

●Lookout for au が動作を妨げている場合がありますので、一度 Lookout for au を無効化してインストー

ルしてください。 

※アプリケーションの無効化手順：「設定」→「アプリ」→「Lookout for au」→「無効にする」 

エージェントインストール後、再度有効にしてご利用頂けます。 

●動作環境を満たしていますか。 

エージェントの動作環境は、以下を参照してください。 

「Android キッティングマニュアル」1.3 動作環境 

［https://www.optim.co.jp/promotion/smsm/pdf/Android_Kitting.pdf］ 

 

Q3 管理コード：T-A-age003 
エージェントのライセンス認証が行えません。どうしたらよいですか。 

A. 以下をご確認ください。 

●インターネットに接続できていますか。 

●企業コードや認証コードが間違っていませんか。 

●ライセンス認証前に、Web フィルタリングの設定を行っていませんか。 

●お申込みライセンス数が超えていませんか。 

お申し込みライセンス数は、管理サイトのダッシュボードにある利用状況、もしくは契約数で確認できま 

す。 

 

Q4 管理コード：T-A-age004 
Android 端末の言語を英語に変更したのに、エージェントの言語が変更されません。 

A. 一部の画面ではすぐに言語が変更されません。Android 端末を再起動してください。  
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◆トラブルシュート-Android-デバイス管理者権限 に関する FAQ 

Q1 管理コード：T-A-dad001 
「『機器(機器名)』の操作者がデバイス管理者権限を無効にしました。」という通知が来ました。 
通知が発生する原因を教えてください。 

A. Google ポリシー変更に伴い SMSM ver.9.3.104.0 以降、 

デバイス管理者設定を端末操作にて変更可能とする対応を行いました。 

端末操作にて、［設定］→［セキュリティ］→［端末管理アプリ］ の「KDDI Safety Manager」のチェッ

クを外し無効とした際に該当のログが出力され管理者に通知が送信されます。 

該当の通知を受信した際には操作者に変更しないよう喚起していただき、 

端末のデバイス管理者設定を再度有効に戻してください。 

なお、「デバイス管理者権限」が無効化されている状態の場合、次のような機能が利用不可になります。 

 

●スクリーンロックポリシーが強制されず、自由に変更可能になります。 

●カメラ禁止機能が利用出来ません(Android 4.0 以降のみ)。 

●リモート操作(リモートロック、スクリーンロックパスワード変更、リモートワイプ）が利用出来ません。 

※リモートロックは OS 標準のスクリーンロックをご利用頂けなくなるもので 

独自リモートロック画面は「デバイス管理者権限」が無効化されていてもご利用頂くことが可能です。 

●Android エージェントのアンインストール抑止機能が利用出来ません。 

※Android 7 以降では、Device Owner Mode を利用しない限りはこれまでも 

アンインストール抑止不可です。 

※「デバイス管理者権限」が無効の時に上記操作を行うと、 

管理サイトに失敗した旨のログが表示されます。 

 

  

https://smsmfaq.smartmanager.jp/kddiproduct/ausl/web/index.html


 

「目次」に戻る  FAQ は FAQ サイトに移行しました。FAQ サイトへはこちらから遷移してください。 

163 

 

◆トラブルシュート-Android-カメラ禁止 に関する FAQ 

Q1 管理コード：T-A-caf001 
カメラの制限を行ってから、使用できなくなったアプリケーションがあります。原因を教えてくださ
い。 

A. OS が Android4.0 未満の場合は、カメラの制限を行うと、カメラを使用するアプリケーションも使用できな

くなります。  
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◆トラブルシュート-Android-Android Enterprise に関する FAQ 

Q1 管理コード：T-A-aen001 
Android Enterprise でアプリケーション配信の設定を行ったが端末にアプリがインストールされま
せん。Google Play ストアをタップしても managed Google Play ストアの画面にならず、ログイ
ンを求められます。考えられる原因を教えてください。 

A. Android Enterprise の連携が完了していない可能性がございます。 

管理サイトの以下の項目が「連携済」になっているかをご確認ください。 

［機器］→該当機器選択→［詳細］→［情報］→［デバイス］→［AndroidEnterprise］→

［AndroidEnterprise ユーザー］ 

「(Unknown) 」と表示されている場合は以下をご確認ください。 

 

●Android Enterprise の認証方法でキッティングを行っているか 

●該当機器にユーザーが紐づいているか 

※紐づいていない場合は［機器］→該当機器選択→［詳細］にて該当機器にユーザーを 

選択してください。 

※機器を組織に紐づけている場合「連携済」になりません。 

組織をユーザーに紐づけ、ユーザーを機器に紐づけてください。 

「AndroidEnterprise マニュアル」3.5 組織またはユーザーに割り当て 

［https://www.optim.co.jp/promotion/smsm/pdf/Android_Enterprise.pdf］ 

●端末上で設定→アカウントにて「仕事用アカウント」以外のアカウントでログインしていないか 

 

Q2 管理コード：T-A-aen002 
企業アカウント登録で「Google アカウント」にチェックを入れ「アカウント登録」をクリックした
ら「G Suite は現時点では managed Google Play アカウントに対応していません」という表示が
出ました。どうしたらいいですか。 

A. 操作している PC が Google Workspace（旧 G Suite）アカウントでログインしていると本エラーが 

発生します。 

本挙動は Google の仕様によるものです。 

一度 Google Workspace（旧 G Suite）アカウントをログアウトして再度登録の手順を行うか、G suite 連携

の手順でキッティングを行ってください。 

 

「Android キッティングマニュアル」3 Google アカウントで Android Enterprise 連携を行う 

［https://www.optim.co.jp/promotion/smsm/pdf/Android_Kitting.pdf］ 

「Android キッティングマニュアル」4 Google Workspace（旧 G Suite）アカウントで Android Enterprise 

連携を行う［https://www.optim.co.jp/promotion/smsm/pdf/Android_Kitting.pdf］ 

 

Q3 管理コード：T-A-aen003 
企業アカウントを登録する時に Google の画面へ遷移すると「この企業はすでに他の EMM に登録さ
れています」と表示されます。原因と対処法を教えてください。 

A. 操作している PC でログインしている Google アカウントが、既に別の EMM に紐づいている場合に本画面が 

表示されます。 

紐づいている EMM を解除するか、新しく Google アカウントを作成して、再度企業アカウント登録を 

行ってください。 
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Q4 管理コード：T-A-aen004 
機器情報でユーザーを変更しようとしたら「ユーザーは変更できません。機器をワイプ後、管理サイ
トから機器の情報を削除し、再度認証しなおしてください。」と表示され変更できません。原因を教
えてください。 

A. Android Enterprise を連携してる機器はユーザーの変更ができません。 

ユーザーを変更する場合は端末を初期化し、管理サイト上で機器を削除したうえで再度キッティングしてく

ださい。 

 

「Android キッティングマニュアル」10 端末の所有者を変更する場合 

［https://www.optim.co.jp/promotion/smsm/pdf/Android_Kitting.pdf］ 

 

Q5 管理コード：T-A-aen005 
個別アプリケーションを登録しようとしたら「別のパッケージ名で新しい APK ファイルをアップロ
ードしてください」と表示されました。原因を教えてください。 

A. 登録しようとした apk ファイルがパッケージ名の登録条件を満たしていない場合に本エラーが表示されま 

す。 

パッケージ名のルールは、Google 側の仕様に準拠しています。 

弊社で確認している範囲の発生条件は以下のとおりです。 

 

①同じパッケージ名の apk ファイルが既に Google Play 上に存在している。 

Google Play のルールで、既に同じパッケージ名が 

Google Play に存在する場合、その APK のアップロードができません。 

 

②apk ファイル内のパッケージ名に「com.test」や「com.example」という文字が含まれている。 

Google Play 側で「com.test」や「com.example」の様にパッケージ名に「test」や「example」という 

文字が含まれている場合、アップロードが禁止されておりますのでエラーが発生いたします。 

※パッケージ名はプログラムをビルドする際に指定するものでファイル名とは異なります。 

※パッケージ名の値につきましては、アプリ開発元にご確認ください。 

 

Q6 管理コード：T-A-aen006 
管理サイトで「登録したアカウントではゼロタッチを使用できません。登録したアカウントのゼロタ
ッチ認証をしてください。」のエラーが出ました。原因と対処法を教えてください。 

A. 本メッセージは、Android Device Provisioning Partner API が使用不可な状態にあるか 

ゼロタッチポータルサイトに customer 情報が一つも登録されていない場合に表示されます。 

以下の状態であるかを確認してください。 

 

①ゼロタッチポータルにアクセスし、利用規約に同意してください。 

以下のマニュアルの手順を行ってください。 

「Android キッティングマニュアル」5.2.3 利用規約に同意する 

［https://www.optim.co.jp/promotion/smsm/pdf/Android_Kitting.pdf］ 

 

また、Android キッティングマニュアルの「5.2.4 API 設定および JSON ファイルのダウンロードを 

行う」手順【13】にて「API が有効です」と表示されていることを確認してください。 

 

②申請時の Google アカウントでゼロタッチポータルサイトにログインが可能か確認してください。 

●ゼロタッチポータルサイト 

https://partner.android.com/zerotouch 

 

ログインできない場合は、端末購入元の操作で登録した際に、利用企業の情報に誤りがある 

可能性があります。 

申請及びゼロタッチポータルサイトのログインに関しては端末購入元にご確認ください。 

 

③端末購入時にゼロタッチ端末として登録されているか端末購入もとに確認してください。 
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Q7 管理コード：T-A-aen007 
AndroidEnterprise でアプリケーション配信の設定を行ったが端末にアプリがインストールされま
せん。GooglePlay ストアをタップしても ManagedGooglePlay ストアの画面にならず、ログイン
を求められます。考えられる原因を教えてください。 

A. AndroidEnterprise の連携が完了していない可能性があります。 

管理サイトの以下の項目が「連携済」になっているかをご確認ください。 

［機器］→該当機器選択→［詳細］→［情報］→［デバイス］→［AndroidEnterprise］→

［AndroidEnterprise ユーザー］ 

 

■「(Unknown) 」と表示されている場合は以下を確認してください 

●該当機器にユーザーが紐づいているか 

※紐づいていない場合は［機器］→該当機器選択→［詳細］にて該当機器にユーザーを 

選択してください。 

※機器を組織に紐づけている場合「連携済」になりません。 

組織をユーザーに紐づけ、ユーザーを機器に紐づけてください。 

「AndroidEnterprise マニュアル」3.5 組織またはユーザーに割り当て 

［https://www.optim.co.jp/promotion/smsm/pdf/Android_Enterprise.pdf］ 

●端末上で設定→アカウントにて「管理アカウント」以外のアカウントでログインしていないか 

※「管理アカウント」以外のアカウントでログインしている場合は、「管理アカウント」で再ログインをし

てください。 

 

■「連携済み 」と表示されている場合は以下を確認してください 

●端末上で設定→アカウントにて「管理アカウント」が削除されていないか 

※削除されている場合は管理コード：T-A-ano009 をご参照ください 

 

Q8 管理コード：T-A-aen008 
AGoogle Play ストアに関する設定をしていないにも関わらず、Google Play ストアを開くと「一
致する検索結果がありません」と表示されています。原因と対処方法を教えてください。 

A. Android Enterprise「アプリケーション配信」設定の割り当てを行っていない場合に、「一致する検索結果が

ありません」と表示されます。 

 

アプリケーション配信設定を作成の上、設定を割り当ててください。 

 

詳細は、以下を参照してください。 

「Android Enterprise アプリケーション配信手順書」 

［https://www.optim.co.jp/promotion/smsm/pdf/AE_ApplicationDistribution.pdf］ 
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◆トラブルシュート-Android-連絡先 に関する FAQ 

Q1 管理コード：T-A-con001 
配信済みの連絡先の内容を変更して再度配信した場合に変更内容が反映されません。どうしたらよい
ですか。 

A. 配信済みの連絡先に対し、更新・削除を行うことは出来ません。 

配信時「姓」「名」「電話番号」が一致している連絡先がある場合管理サイトにて配信しようとしている連

絡先は配信対象外となります。 

※いずれかが一致していない場合は、新たな連絡先として生成されます。 
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◆トラブルシュート-Android-Secure Shield に関する FAQ 

Q1 管理コード：T-A-ssh001 
SecureShield の設定を端末に行っているのに、設定が反映しません。考えられる原因を教えてくだ
さい。 

A. ご利用の端末が SecureShield に対応していない場合、設定は反映ないため「+Setting Safety Manager 

動作状況」に記載の端末かをご確認ください。 

SecureShield は、「+Setting Safety Manager 動作状況」に記載のある端末のみ対応とさせていただいて

おります。 

「+Setting Safety Manager 動作状況」 

［https://www.optim.co.jp/promotion/smsm/pdf/SettingSafetyManager.pdf］ 

 

なお、対応していない端末に対し Secure Shield の設定を適用すると、管理サイト上で以下のログが出力さ

れます。 

=============== 

機器｢(機器名)｣のエージェントは Secure Shield に対応していません。 

=============== 
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◆トラブルシュート-Android-スクリーンロック に関する FAQ 

Q1 管理コード：T-A-slo001 
スクリーンロックの設定を適用した後、再度「端末の設定を変更しない」の状態に戻してもロックさ
れてしまいます。 

A. 「端末の設定を変更しない」は、現在適用しているパスワードポリシーから変更を行いません。 

以前に設定したものがあればその設定が残ります。 

「制限なし」にチェックを入れたスクリーンロックの設定セットを作成し機器に適用後、 

端末側でスクリーンロックの設定を外してください。 

 

Q2 管理コード：T-A-slo002 
Android 7 にアップデートしたあと、スクリーンロックパスワードの変更を実施しましたが、変更
後のパスワードを入力してもロック解除ができません。どうしたらよいですか。 

A. Android 7.0 以降の OS でスクリーンロックを利用する場合、以下の 2 つの条件が満たされている必要が 

あります。 

条件が満たされていない場合、管理サイトからスクリーンロックパスワードの変更を実施しても 

変更できません。 

●エージェントのバージョンが 8.1.202.0 以上である。 

●端末が Device Owner Mode になっている。Device Owner Mode については、 

以下を参照してください。 

「Android キッティングマニュアル」 

［https://www.optim.co.jp/promotion/smsm/pdf/Android_Kitting.pdf］ 
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◆トラブルシュート-Android-スクリーンロックパスワード変更 に関する FAQ 

Q1 管理コード：T-A-slp001 
スクリーンロックパスワード変更を実施したときに動作しない場合があるのはなぜですか。 

A. リモート操作でスクリーンロックパスワード変更を実施しても、パスワード変更が反映されない場合は、 

以下の２点があります。 

 

＜Android 7.0 以上の場合＞ 

デバイスオーナーモード、または Android Enterprise で利用いただく必要があります。 

デバイスオーナーモード、または Android Enterprise でない場合、リモート操作でスクリーンロックパス

ワード変更ができません。 

 

＜「パスワードポリシー」を満たしていない場合＞ 

管理サイトの［スクリーンロック］設定で、「パスワードポリシー」を指定している場合、 

条件を満たすパスワードを設定する必要があります。 

［スクリーンロック］の設定にある「パスワードポリシー」をご確認のうえ、スクリーンロックパスワード

変更を実施してください。 

 

Q2 管理コード：T-A-slp002 
「スクリーンロックパスワード変更」を実施しても端末に変更内容が反映されません。どうしたらい
いですか。 

A. 以下のどちらかの場合、パスワード変更が反映しません。 

 

＜端末と正常に通信ができない状態となっている場合＞ 

■手順 

①［機器］→該当機器の［詳細］の［同期］をクリックします 

②［機器］→該当機器の［詳細］にて「通信日時：1 分以内前」であることを確認します 

③［機器］→該当機器の［詳細］→［スクリーンロックパスワード変更］をクリックします 

④「新規パスワード」を入力し、「実行」をクリックします 

⑤［機器］→該当機器の［詳細］→［ログ］にて下記のログが表示されていることを確認します 

●「機器｢(機器名)｣のエージェントがスクリーンロックの設定を行いました。」 

 

＜端末が「ダイレクトブートモード」になっている場合＞ 

Android 端末の機能に「ダイレクトブートモード(Direct Boot Mode)」というものがございます。 

この状態になっている場合には、SMSM より「スクリーンロックパスワード変更」等の、 

リモート操作の命令を受け付けない仕様となっております。 

この場合、「スクリーンロックパスワード変更」を実行することが出来ません。 

※ver9.9.101.0 以降では「リモートワイプ」の実行のみ可能となりました。 

 

パスワードを失念した場合は、端末を初期化後、再度キッティングしてください。 

 

Q3 管理コード：T-A-slp003 
Android 8、Android 9 で管理サイトよりスクリーンロックパスワードの変更を実施しましたが、変
更後のパスワードを入力してもロック解除ができません。どうしたらよいですか。 

A. スクリーンロックパスワード変更の事前設定において生体認証を利用すると、スクリーンロックパスワード 

の変更に失敗します。事前設定では生体認証を利用しないでください。 

 

詳細は以下のマニュアルを参照してください。 

「Android クライアント リファレンスマニュアル」4 スクリーンロックパスワードの変更 

［https://www.optim.co.jp/promotion/smsm/pdf/Android_ClientReference.pdf］ 
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◆トラブルシュート-Android-同期 に関する FAQ 

Q1 管理コード：T-A-syn001 
Android 端末にて同期ができません。原因と対処方法を教えてください。 

A. 端末側にて同期をするための条件を満たしていない可能性があります。 

確認方法と回避方法の詳細は、以下のマニュアルを参照してください。 

「Android クライアントマニュアル」29.1 同期ができないときは

［https://www.optim.co.jp/promotion/smsm/pdf/Android_ClientReference.pdf］ 
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◆トラブルシュート-Android-セキュリティ設定 に関する FAQ 

Q1 管理コード：T-A-sse001 
端末の［設定］→［システム］→［バックアップ OFF］をタップすると「管理者により無効にされ
ています」や「バックアップサービス無効」と表示され、バックアップが有効化できません。原因と
対処法を教えてください。 

A. 端末にインストールされているエージェントバージョンによって原因・対処方法が異なります。 

 

■エージェントバージョンが 9.11.106.0 未満の場合 

Google の仕様上、Android6.0 以降であり、Device Owner Mode の場合（※）、Google のバックアップサ

ービスが利用できません。 

バックアップを行う場合は、SD カードなどを利用してください。 

※最新のマニュアルに記載のキッティングを行った端末は、Device Owner Mode となります。 

 

■エージェントバージョンが 9.11.106.0 以上の場合 

Google のバックアップサービスを利用するためには、Google アカウントへのログイン、または新規作成が

必要となります。そのため、Google バックアップサービスの利用を許可する設定が必要です。 

手順は以下の通りです。  

 

■手順 

①管理サイトで［設定］→［Android］→［Device Owner Mode］→［セキュリティ設定］をクリックしま

す 

②「該当設定」にて、「編集」をクリックします 

③「Google のバックアップサービスの利用」を「許可」にします 

④「アカウントの追加と削除」を「許可」にします 

⑤「保存」をクリックします 

⑥同期を実施します 
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◆トラブルシュート-Android-ゼロタッチ に関する FAQ 

Q1 管理コード：T-A-zer001 
他の MDM でゼロタッチ登録している端末を SMSM でも管理したいのですが、［ゼロタッチ登録サ
ーバ同期］をクリックしても 機器一覧に表示されません。なぜでしょうか。 

A. 複数の MDM で一つの端末を管理することはできません。 

ゼロタッチポータルで他の MDM に割り当てられている端末を管理サイトに取り込む場合は、以下の操作を

行ってください。 

 

①ゼロタッチポータルの「デバイス」画面で、該当デバイスの設定を「設定が見つかりません」に変更し、 

割り当てを解除します。 

 

②管理サイトで［設定］→［Android］→［ゼロタッチ登録］→［機器一覧］の順にクリックし、表示され 

る画面で［ゼロタッチ登録サーバ同期］をクリックします。  

 

Q2 管理コード：T-A-zer002 
アカウントの削除（［設定］→［Android］→［ゼロタッチ登録］→［利用登録］→［アカウント削
除］）を行った端末を、もう一度ゼロタッチ登録し、管理サイトで［ゼロタッチ登録サーバ同期］を
クリックしたのですが、端末が読み込まれません。どうしたらよいですか。 

A. 一度アカウントの削除を行った端末を改めてゼロタッチ登録する場合は、以下の操作を行ってください。 

 

①ゼロタッチポータルの「デバイス」画面で、該当デバイスの設定を「設定が見つかりません」に変更し、

割り当てを解除します。 

②管理サイトで［設定］→［Android］→［ゼロタッチ登録］→［機器一覧］の順にクリックし、表示され

る画面で［ゼロタッチ登録サーバ同期］をクリックします。  
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◆トラブルシュート-Android-位置情報 に関する FAQ 

Q1 管理コード：T-A-lin001 
エージェントをバージョンアップしてから、位置情報の通知がステータスバーから消えません。該当
の通知をオフにしたいので、対処法を教えてください。  

A. 位置情報の通知は、通知領域より消すことができない仕様となります。 

 

Google のプライバシーポリシーの強化により、位置情報を利用する機能を有しているアプリケーションは、

明示的に位置情報取得していることを提示することが定められております。 

 

詳細は、以下資料をご覧ください。 

「SMSM_バージョンアップ概要資料（ver.9.10.1）」位置情報アクセスポリシー対応 

［https://www.optim.co.jp/promotion/smsm/pdf/SMSM_9_10_1_Version_up.pdf］ 

 

 

  

https://smsmfaq.smartmanager.jp/kddiproduct/ausl/web/index.html
https://www.optim.co.jp/promotion/smsm/pdf/SMSM_9_10_1_Version_up.pdf


 

「目次」に戻る  FAQ は FAQ サイトに移行しました。FAQ サイトへはこちらから遷移してください。 

175 

 

◆トラブルシュート-Android-Device Owner Mode に関する FAQ 

Q1 管理コード：T-A-dom001 
端末の Play ストアで「Play プロテクト」の「スキャン」項目がグレーアウトしておりタップできま
せん。原因と対処方法教えてください。 

A. 管理サイトの「アプリ確認の強制」設定にて「強制する」を割り当てていないことが原因で、 

該当項目がグレーアウトとなっています。 

 

以下手順を行い、解消されることを確認してください。 

 

■手順 

①［設定］→［Android］→［Device Owner Mode］→［セキュリティ設定］より対象の設定を選択します 

②「編集」をクリックします 

③「アプリ確認の強制」の項目にて「強制する」を選択します 

④「保存」をクリックします 

⑤同期を実施します 

 

「管理サイト リファレンスマニュアル」(7.10.2 セキュリティ設定（DOM）) 

[https://www.optim.co.jp/promotion/smsm/pdf/ManagementSite_Reference.pdf]  
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◆トラブルシュート-iOS-アプリケーション配信 に関する FAQ 

Q1 管理コード：T-I-ano001 
「機器「(機器名)」にアプリケーション「(アプリケーション ID)」のインストールを通知できませ
んでした: App “(アプリケーション ID)”はすでに管理対象としてスケジュールされています。
(MCMDMErrorDomain:12026)」というエラーが出てアプリケーション配信ができません。原因と
対処法を教えてください。 

A. 本エラーが発生した場合、以下をお試しください。 

①配信対象のアプリケーションが 150MB を超えている場合があります。サイズが 150MB を超えるものを

配信するには、Wi-Fi 環境へ接続してください。 

②対象の iOS 機器を再起動（電源 OFF して電源 ON にする）してください。 

 

Q2 管理コード：T-I-ano002 
ポータル内でアプリケーション一覧が表示されません。原因を教えてください。 

A. ［機器］→該当機器を選択→［詳細］→［設定の割り当て］にて「アプリケーション配信」設定に配信した

い設定が割り当たっているかをご確認ください。 

なお、設定していても以下に当てはまる場合は表示されませんのでご注意ください。 

●対象のアプリケーションが、B2B アプリケーションの場合、表示されません。 

●管理サイトのアプリケーション一覧で、対象アプリケーションの管理が有効になっている場合、 

自動でアプリケーションがインストールされるため、ポータルの配信アプリケーション一覧には表示され

ません。 

 

Q3 管理コード：T-I-ano003 
「機器「(機器名)」にアプリケーション「(アプリケーション ID)」のインストールを通知できませ
んでした: iTunes Store アカウントにログインしてください。(MCMDMErrorDomain:12040)」と
いうエラーが出てアプリケーション配信ができません。原因と対処法を教えてください。 

A. 該当の端末が、「iTunes Store と App Store」に Apple ID でサインインされていないため、 

アプリケーション配信が機能せずこのエラーが発生します。 

端末側の「iTunes Store と App Store」へのサインイン状況をご確認ください。 

 

Q4 管理コード：T-I-ano004 
インストールされているアプリケーションがアプリケーション一覧から消える事象が発生します。 
原因を教えてください。 

A. Apple 社の仕様により、アプリケーションがバージョンアップ中やインストール中、停止中の場合、 

iOS 端末から該当アプリケーションの情報が取得できなくなるため、一時的にアプリケーション一覧に表示

されなくなります。 

バージョンアップが完了後に同期が行われますと、再度アプリケーション一覧に表示されるようになりま

す。 

 

Q5 管理コード：T-I-ano005 
アプリケーション配信で配信したアプリケーションを端末利用者が削除した場合、改めてインストー
ルするまでインストールを促すポップアップが表示され続けますか。 

A. 非管理対象でアプリケーション配信を行った場合は、インストールを促すポップアップは表示されません。 

管理対象でアプリケーション配信している場合は、同期の度にインストールを促すポップアップが表示され

ます。 

なお、管理対象アプリであっても、App とブック(旧 VPP)を利用して配信している場合はポップアップは表

示されずにインストールが実行されます。 
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Q6 管理コード：T-I-ano006 
アプリケーション配信で配信したアプリケーションが端末上で待機中となりインストールできなくな 
りました。どうしたらよいですか。 

A. 以下の手順で、インストールを行っているアプリケーションを削除し、再度配信を実施してください。 

■手順 

①端末の「待機中」となっているアイコンを長押しする 

②［×］をタップし、アプリケーションを削除する 

③端末を同期し、再度配信を実施する 

 

Q7 管理コード：T-I-ano007 
アプリケーション配信を実行してアイコンがインストール中になっていたのですがアイコンが消えま
した。原因を教えてください。 

A. 以下の設定になっていると、アプリケーションが配信できず、アイコンが消えてしまいます。 

●構成プロファイルの「制限」タブにある「App のインストールを許可」の設定が「しない」に 

なっている。 

●上記の状態で、さらに、構成プロファイルの「制限」タブにある「App」にある「App の使用制限（監視

対象のみ）」の項目が「一部の App のみを許可」になっており、配信対象のアプリケーションが登録さ

れていない。 

 

アプリケーション配信を利用する場合は、「App のインストールを許可」を「する」にしていただき、 

「App の使用制限（監視対象のみ）」の項目が「一部の App のみを許可」の場合には、配信対象のアプリ

ケーションを登録してください。 

 

Q8 管理コード：T-I-ano008 
プリインストールのアプリケーションを削除してしまいました。アプリケーション配信で配信できま
すか。 

A. Apple の仕様により、MDM（SMSM）からの配信はサポートしていないため、 

手動で App Store からインストールするか、非管理対象としての配信であればできます。 

非管理対象としての配信手順は、以下の方法でインストールをお試しください。 

※プリインストールアプリ：最初から端末にインストールされているアプリケーション 

 

■手順 

①管理サイトにログインします 

②［設定］→［iOS］→［アプリケーション］をクリックします 

③［アプリケーション配信］をクリックします 

●「設定名」に任意の値を入力してください。 

●「App Store アプリ一覧」の「Store ID」を入力してください。 

●管理：チェックは入れないでください。 

④［保存］をクリックします 

⑤［機器］→［一覧］→対象機器を選択→［設定の割り当て］をクリックします 

⑥手順「④」で保存したアプリケーション配信の設定セットを選択し、［保存］をクリックします 

⑦同期を実行します 

⑧端末側でポータルを開き［アプリケーションをインストールする］をタップします 

⑨インストールしたいアプリケーションのインストールボタンをタップします 

⑩App Store が起動するので、インストールボタンを選択する 

※端末によってはクラウドマークの場合もございます。 
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Q9 管理コード：T-I-ano009 
App とブック(旧 VPP)で配信したアプリケーションをアンインストールするにはどうしたらいいで
すか。 

A. 以下のいずれかの条件を満たすとサイレントアンインストールされます。 

●対象のアプリケーションをアプリケーション配信設定から削除し、機器に同期する 

●対象のアプリケーション配信設定の「管理」のチェックを外し、機器に同期する 

●対象のアプリケーション配信設定を機器から外し同期する 

 

Q10 管理コード：T-I-ano010 
iOS にてアプリケーションの自動バージョンアップが行われません。どうしたらいいですか。 

A. 管理サイトの［機器］＞該当機器の［詳細］→［ログ］にて、以下のログが表示されているかをご確認くだ

さい。 

 

--- 

機器「(機器名)」にアプリケーション「(対象アプリケーション名)」のバージョンアップを通知しました。 

機器「(機器名)」にアプリケーション「(対象アプリケーション名)」のバージョンアップします。 

--- 

 

＜ログがある場合＞ 

SMSM からは、正常にアップデートの命令が出力されており、端末側にて実行されていない状態です。 

端末でのアプリケーションのバージョンアップ実行については、Apple の仕様に依存いたします。 

 

＜ログがない場合＞ 

以下をご確認ください。 

 

●自動バージョンアップの設定が行われているか 

 ［設定］→［iOS］→［アプリケーション］→［アプリケーション配信］にて該当設定を選択し、 

「ポリシー」に自動バージョンアップを行う設定が適用されているかを確認 

 

●管理対象アプリポリシーの設定が正しく行われているか 

 ［設定］→［iOS］→［アプリケーション］→［管理対象アプリポリシー］にて該当設定を選択し、 

「アプリのバージョンアップ：自動的にバージョンアップする」が選択されているかを確認 

 

●公開されているアプリケーションのバージョンと、端末内のアプリケーションのバージョンが 

同一でないか 

 ①SMSM 管理サイト［機器］→該当機器の［詳細］→［アプリケーション］→［該当アプリケーション］

→［バージョン］にて、現在インストールされているアプリケーションのバージョンを確認 

 ②App Store「アップデート履歴」のバージョンより、現在インストールされているアプリケーションの 

バージョンと同一でないことを確認 

 

●対象のアプリケーションが端末の OS バージョンに対応しているか 

 ①SMSM 管理サイト［機器］→該当機器の［詳細］→［OS］より現在の端末の OS バージョンを確認 

 ②App Store［情報］→［互換性］より、OS バージョンが対応しているかを確認 

 

●端末と同期は取れているか  
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Q11 管理コード：T-I-ano011 
アプリカタログにて「強制アップデート」をクリックしたら「認証情報が使用できなくなりました。
再度ログインしてください。」エラーが表示されました。原因と対処方法を教えてください。 

A. SMSM 管理サーバにて該当の機器が確認できない場合、該当エラーが表示されます。 

機器の登録が削除されているまたは、機器の認証エラーが発生している可能性があります。 

削除されている場合は、 端末で再認証をしていただく必要があります。 

 

Q12 管理コード：T-I-ano012 
App Store からアプリのインストールをしようとしたら、「入手」ボタンがグレーアウトしてインス
トールできません。対処方法を教えてください。 

A. 管理サイトの設定ではなく、iOS 側または通信環境に問題がある可能性があります。 

以下事項を確認してください。 

 

●ASM から発行されている管理対象 Apple ID を使用している 

 ASM から発行されている管理対象 Apple ID を端末に入力している場合は、App Store からアプリをイン

ストールできません。 

 詳細については、以下の Apple のサイトを参照してください。 

 「教育機関向けの管理対象 Apple ID について」  

 https://support.apple.com/ja-jp/HT205918 

 ※「閲覧はできますが、無料／有料のいずれも購入できません。」という記載が該当します。 

 対処方法：個人の Apple ID を作成し、使用してください。 

 ［！］Apple Business Manager で作成した管理対象 Apple ID も同様です。 

 

●デバイスの空き容量が不足している 

 対処方法：不要なアプリやデータを削除し、空き容量を確保してください。 

 

●通信できていない 

 対処方法：ネットワーク環境や通信状況を確認し、通信可能な状態であることを確認してください。 

 

これらの事項を確認しても問題が解決しない場合は、Apple へお問い合わせください。  
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◆トラブルシュート-iOS-+browser Safety Manager に関する FAQ 

Q1 管理コード：T-I-bsa001 
端末ユーザーが手動でお気に入り登録したページが、アプリケーションを立ち上げ直すと消えてしま
います。どうしたらよいですか。 

A. ［設定］→［iOS］→［インターネット］→［Web フィルタリング］にて「URL フィルタリング設定：許

可する URL  

を指定する」に設定していると、許可されていない Web ページはお気に入りから削除されます。 

「URL フィルタリング設定：禁止する URL を指定する」に設定していると禁止設定に含まれている Web 

ページはお気に入りから削除されます。 

禁止する URL の設定をご確認いただき禁止対象に該当しない様に設定してください。 

「管理サイト リファレンスマニュアル」8.6.1 Web フィルタリング 

［https://www.optim.co.jp/promotion/smsm/pdf/ManagementSite_Reference.pdf］ 
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◆トラブルシュート-iOS-構成プロファイル に関する FAQ 

Q1 管理コード：T-I-cpr001 
構成プロファイルのインストールに失敗します。原因を教えてください。（※監視対象と非監視対象
による設定項目の差分がある場合） 

A. 構成プロファイルの設定項目により、配信可能となる端末が監視対象の端末と、非監視対象の端末と分かれ 

る場合がありますので、ご注意ください。 

構成プロファイルの設定項目には、監視対象の端末にのみ適用できる項目が存在します。 

監視対象端末のみ適用可能な項目の詳細は、以下を参照してください。 

「管理サイト リファレンスマニュアル」8.3.1 構成プロファイルアップロード 

［https://www.optim.co.jp/promotion/smsm/pdf/ManagementSite_Reference.pdf］ 

 

監視対象の端末にのみ適用可能な項目にチェックを入れた状態で、非監視対象の端末に配信しようとする

と、構成プロファイルのインストールに失敗します。 

ただし、［機能の制限］タブ内のペイロードについては、監視対象端末のみが対象の項目を非監視対象端末

に配信しても、設定が無効なだけで構成プロファイルのインストール自体は成功します。 

 

Q2 管理コード：T-I-cpr002 
構成プロファイルのインストールに失敗します。原因を教えてください。（※矛盾する設定を含んで
いる場合） 

A. 構成プロファイルの設定項目内で相反する設定を含んでいる構成プロファイルを配信するとインストールに 

失敗します。 

例えば、以下の設定をした場合に発生します。 

●［iOS 制限設定］の［機能の制限］タブ：パスコード変更を許可しない 

●［パスコード］タブ：任意の制約を含める 

 

Q3 管理コード：T-I-cpr003 
構成プロファイル配信後に、iOS 端末側で Wallet が起動できなくなりました。回避方法を教えてく
ださい。 

A. 構成プロファイルの iOS 制限設定にある「ロック画面での Wallet 通知を許可」を「しない」にすると、iOS 

端末側で Wallet が起動できなくなります。 

「ロック画面での Wallet 通知を許可」を「する」にした設定を端末に適用してください。 

 

Q4 管理コード：T-I-cpr004 
「機器「(機器名)」への構成プロファイル「(プロファイル名)」のインストールが一時的に延期され
ました。」というログが表示される原因について教えてください。 

A. 端末がスリープ状態かつロックがかかっている状態の場合に本ログが表示されます。 

この状態の時には、iOS の仕様により、端末に構成プロファイルはインストールされず、 

待機する形となります。 

インストールを実行させるためには、端末を起動いただき、ロックを解除していただく必要があります。 
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Q5 管理コード：T-I-cpr005 
構成プロファイルの「アダルトコンテンツを制限」を利用中に特定のアドレスが見れなくなる原因と
回避策を教えてほしい。 

A. 構成プロファイルの「アダルトコンテンツを制限」につきましては Apple 社の仕様となり、 

非公開情報のため原因は不明です。 

構成プロファイルの Web フィルタリング設定で、例外設定として「許可する URL」に"見れなくなった特定

のアドレスを登録すれば表示できます。 

https のアドレスも許可したい場合は、以下のように 2 つ設定する必要がございます。 

例： 

"https://ausl.smartmanager.jp" 

"http://ausl.smartmanager.jp" 

 

Q6 管理コード：T-I-cpr006 
iOS 端末で利用中の電話アプリで、連絡帳の参照ができなくなりました。どうしたらよいですか。 

A. iOS のバージョン 11.3 以降では、ＭＤＭで配信した連絡帳を電話アプリで参照するためには以下の設定が 

必要になります。 

※iOS11.3 未満でも発生する場合は、以下の設定をお試しください。 

 

●構成プロファイルの制限設定で以下の設定を行う 

①［設定］→［iOS］→［構成プロファイル］→［構成プロファイルアップロード］→設定を選択→ 

［iOS 制限設定］の、「管理対象外出力先で管理対象ソースからの書類を許可」を「許可する」に 

設定する。 

 

●ＭＤＭで配信する連絡帳を読み込む側のアプリケーションを管理対象として設定する 

①［設定］→［iOS］→［アプリケーション］→［アプリケーション配信］で、設定を作成し、管理対象に

したいアプリケーションを入力する。その際、［管理］にチェックを入れる。 

※他に管理対象アプリを配信している場合は、新規作成の際に手順「①」の設定に既存アプリの設定が 

含まれていないと、配信時にアンインストールされます。 

必ず配信済みの管理対象アプリの設定を含めて作成してください。 

※既存の設定に追加(変更)する場合は、管理対象にしたいアプリケーションを追加し、［管理］にチェッ

クを入れてください。 

②端末に「①」で作成した設定を割り当て、同期する 

③端末側へ同期が届くと、端末側でポップアップ画面が表示される 

「App 管理の変更企業コードに App"管理対象にしたアプリ名"の管理を許可しますか？App データは 

管理対象になります。」と表示されるので、［管理］を押下する 

 

Q7 管理コード：T-I-cpr007 
MDM 構成プロファイルのインストール中に途中でキャンセルをしてしまいました。どうしたらよ
いですか。 

A. 再度、最初から MDM 構成プロファイルをインストールしてください。 

MDM 構成プロファイルのインストール方法は、以下を参照してください。 

「iOS キッティングマニュアル」 

［https://www.optim.co.jp/promotion/smsm/pdf/iOS_Kitting.pdf］ 

 

Q8 管理コード：T-I-cpr008 
MDM 構成プロファイルのインストール中に「サーバー証明書は無効です。」というメッセージが表
示 されました。どうすればよいですか。 

A. iPhone／iPad の日時設定が正しく設定されていない場合があります。iPhone／iPad の日時設定を正しく設

定し直してください。 
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Q9 管理コード：T-I-cpr009 
MDM 構成プロファイルを誤って削除してしまいました。どうしたらよいですか。 

A. 再度、iPhone／iPad を認証してください。詳細は、以下を参照してください。 

「iOS キッティングマニュアル」 

［https://www.optim.co.jp/promotion/smsm/pdf/iOS_Kitting.pdf］ 

 

Q10 管理コード：T-I-cpr010 
iOS 端末がパソコンとペアリングできません。原因と対処方法を教えてください。 

A. ≪監視対象端末ではない場合≫ 

SMSM にて接続に関しての制御は行っておりません。 

 

≪監視対象端末である場合≫ 

●構成プロファイル「Apple Configurator 2 以外のホストとのペアリングを許可(監視対象のみ)：しない」 

●ADE 定義プロファイル「Mac とのペアリングを許可する：しない」 

上記設定していると、PC に接続していただいた際、他の PC との接続が許可されなくなります。 

以下の手順にて設定を変更の上解消されるかをご確認ください。 

 

≪構成プロファイル「Apple Configurator 2 以外のホストとのペアリングを許可(監視対象のみ)：しない」

にしていた場合≫ 

■手順 

 ＜構成プロファイルアップロードを編集＞ 

 ①［設定］→［iOS］→［構成プロファイル］→［構成プロファイルアップロード］→［該当設定］→

［機能制限］にて、［編集］をクリックします。 

 ②「Apple Configurator 2 以外のホストとのペアリングを許可(監視対象のみ)」にチェックを入れ、 

［保存］をクリックします。 

 

 ＜設定を適用＞ 

 ①［機器］→［該当機器］→［詳細］→［設定の割り当て］→［構成プロファイル］にて、 

［編集］をクリックします。 

 ②手順「①」で作成した設定が含まれる構成プロファイルを選択し、［保存］をクリックします。 

 ③［機器］→［該当機器］→［詳細］より、「同期」をクリックします。 

 ④［機器］→［該当機器］→［詳細］→［ログ］にて、「機器｢(機器名)｣に構成プロファイル 

(プロファイル名)｣をインストールしました。」が表示されていることを確認します。 

  

≪ADE 定義プロファイル「Mac とのペアリングを許可する：しない」にしていた場合≫ 

詳細は、管理コード：T-I-dep009 をご参照ください。  

 

Q11 管理コード：T-I-cpr011 
iOS 端末のコントロールセンターに QR コードのアイコンが表示されなくなりました。どうしたらい
いですか。 

A. 「構成プロファイルアップロード」の「App の使用を制限」で「一部の App のみを許可」を指定している

場合、コントロールセンターに QR コードのアイコンが表示されなくなります 

こちらは iOS 13 以上の、Apple の仕様です。 
 
「App の使用を制限」の「一部の App のみを許可」に、 
アプリケーション ID「com.apple.BarcodeScanner」を設定して下さい。 

 

「管理サイトリファレンスマニュアル」8.3.1.4［iOS 制限設定］タブの画面（App の制限） 

［https://www.optim.co.jp/promotion/smsm/pdf/ManagementSite_Reference.pdf］ 

 

  

https://smsmfaq.smartmanager.jp/kddiproduct/ausl/web/index.html
https://www.optim.co.jp/promotion/smsm/pdf/iOS_Kitting.pdf
https://www.optim.co.jp/promotion/smsm/pdf/ManagementSite_Reference.pdf


 

「目次」に戻る  FAQ は FAQ サイトに移行しました。FAQ サイトへはこちらから遷移してください。 

184 

 

Q12 管理コード：T-I-cpr012 
設定アプリより「iCloud Drive」を ON にできません。対処法を教えてください。 

A. 構成プロファイルアップロードにて、「アカウント設定の変更を許可(監視対象のみ) 」が 

「しない」に設定をされている可能性がございます。 

「する」に設定を変更してください。 

 

■手順 

①［設定］→［iOS］→［構成プロファイル］→［構成プロファイルアップロード］→該当設定→ 

［iOS 制限設定］→［機能の制限］をクリックします 

②［編集］をクリック、「アカウント設定の変更を許可(監視対象のみ) 」にチェックを付け、 

［保存］をクリックします 

③［機器］→該当機器→［詳細］にて、［同期］をクリックします  

 

Q13 管理コード：T-I-cpr013 
構成プロファイル「署名用証明書」の「*.smartmanager.jp」の有効期限が切れています。SMSM
の利用に影響はありますか。 

A. 有効期限が切れている場合でも利用には影響ありません。 

該当署名用証明書(*.smartmanager.jp)は、ライセンス認証時に、接続する MDM サーバーの信頼を証明する

ために使用するものであり、ライセンス認証以降は使用しません。 

 

ライセンス認証以降は MDM 構成プロファイル（署名証明書）の期限を開発元で更新しているため、

「*.smartmanager.jp」の有効期限が切れてもお客様の端末が管理できなくなることはございません。 

 

Q14 管理コード：T-I-cpr014 
端末の Safari にて「履歴と Web サイトデータを削除」がグレーアウトしておりタップできませ
ん。原因と対処方法教えてください。 

A. 「構成プロファイルアップロード」の『コンテンツフィルタ設定』を行っていると、該当項目が 

グレーアウトします。 

こちらは Apple の仕様です。 

 

「履歴と web サイトデータを消去」を利用したい場合は、「コンテンツフィルタ設定」の設定を解除してく

ださい。 

 

「管理サイトリファレンスマニュアル」8.3.2.8 ［その他▼］タブの編集/コンテンツフィルタ設定 

［https://www.optim.co.jp/promotion/smsm/pdf/ManagementSite_Reference.pdf］ 

 

Q15 管理コード：T-I-cpr015 
構成プロファイルを設定したところ、端末の iMessage がグレーアウトしておりタップできませ
ん。原因と対処方法教えてください。 

A. 構成プロファイルアップロードにて、「アカウント設定の変更を許可(監視対象のみ) 」が「しない」に 

設定をされていることが原因です。「する」に設定を変更してください。 

 

■手順 

①［設定］→［iOS］→［構成プロファイル］→［構成プロファイルアップロード］→該当設定→ 

［iOS 制限設定］→［機能の制限］をクリックします 

②［編集］をクリック、「アカウント設定の変更を許可」にチェックを付け、［保存］をクリックします 

③［機器］→該当機器→［詳細］にて、［同期］をクリックします 
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Q16 管理コード：T-I-cpr016 
パスコードオプションが表示できない原因と対処方法について教えてください。 

A. 「構成プロファイルアップロード」の「パスコード設定」で「英数字の値が必要：はい」に設定している 

場合、パスコードオプションが表示されなくなります。 

 

パスコードオプションを表示させたい場合は、 

「パスコード設定」にて「英数字の値が必要：いいえ」を設定ください。 

 

「管理サイトリファレンスマニュアル」8.3.2.3 ［パスコード設定］タブの編集 

［https://www.optim.co.jp/promotion/smsm/pdf/ManagementSite_Reference.pdf］ 
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◆トラブルシュート-iOS-ADE(旧 DEP) に関する FAQ 

Q1 管理コード：T-I-dep001 
管理サイトの ADE(旧 DEP)トークン登録画面のアカウント情報が消えています。どうしたらよいで
すか。 

A. Apple 社の ABM の利用規約が更新されている場合があります。 

この場合、新しい利用規約に「同意」していない場合、ADE トークンのアカウント情報が取得できません。 

Apple 社側のサイト ABM へログインし、利用規約の更新に伴う同意を実行されているかご確認ください。 

同意しても ADE トークン登録画面のアカウント情報が表示されない場合は、以下の手順で、 

再度管理サイトに ADE トークンをアップロードしてください。 

■手順 

①以下のマニュアルを参照し、更新作業を行います 

「ABM サーバートークン年次更新マニュアル」 

［https://www.optim.co.jp/promotion/smsm/pdf/ABMServerToken_AnnualUpdate.pdf］ 

②管理サイトの［設定］→［iOS］→［ADE］→［ADE 機器管理］をクリックします 

③機器が表示されることを確認します 

※すべての端末を取得しますので、お時間がかかる場合があります 

※表示されない場合、［ADE と同期］をクリックしてください 

※登録した ADE トークンを削除しないようご注意ください 

 

Q2 管理コード：T-I-dep002 
ADE(旧 DEP)端末を追加登録したときに管理サイトに反映されません。どうしたらよいですか。 

A. お客様環境の管理サイトの「ADE トークン登録」画面につきまして、「アカウント情報」に「アカウント情 

報が取得できませんでした」と表示されているかご確認ください。 

＜表示されていない場合＞ 

「ADE 機器再読込」をクリックしていただき、「ADE 機器管理」画面の確認をお願いいたします。 

※反映にはお時間がかかる場合がございます 

 

＜表示されている場合＞ 

以下の方法で、一度「Apple Business Manager」より、再度 ADE トークンを取得していただき、 

管理サイトの「ADE トークン登録」へアップロードを行い、「ADE 機器再読込」をクリックして、ご確認

ください。 

 

■手順 

①以下のマニュアルを参照し、更新作業を行います 

「ABM サーバートークン年次更新マニュアル」 

［https://www.optim.co.jp/promotion/smsm/pdf/ABMServerToken_AnnualUpdate.pdf］ 

②管理サイトの［設定］→［iOS］→［ADE］→［ADE 機器管理］をクリックします 

③機器が表示されることを確認します 

※すべての端末を取得しますので、お時間がかかることがあります。 

※表示されない場合、［ADE と同期］をクリックしてください。 

※登録した ADE トークンを削除しないようご注意ください。 
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Q3 管理コード：T-I-dep003 
ADE(旧 DEP)定義プロファイルを設定した機器で iPhone／iPad の初期設定をしたが、エラーとな
り進みません。どうしたらよいですか。 

A. 端末を初期化後、再度初期設定を行ってください。 

■初期設定手順 

①初期設定で新しい iPhone として登録します 

②ホーム画面まで進められる場合は初期設定完了後に「設定」から端末の初期化を行います 

 

初期設定で新しい iPhone として登録し、ホーム画面まで進められない場合は、iPhone を USB ケーブルで 

Mac と接続して iTunes を起動して初期化してください。 

 

Q4 管理コード：T-I-dep004 
デバイスに ADE(旧 DEP)定義プロファイルを割り当て、ADE 機器管理で同期しても表示されない機
器があります。 

A. ADE サーバーと管理サイトの通信がうまくいっていない場合があります。 

ADE トークン登録を実施後、再度お試しください。 

■ADE トークン登録手順 

①以下のマニュアルを参照し、更新作業を行います 

「ABM サーバートークン年次更新マニュアル」 

［https://www.optim.co.jp/promotion/smsm/pdf/ABMServerToken_AnnualUpdate.pdf］ 

②管理サイトの［設定］→［iOS］→［ADE］→［ADE 機器管理］をクリックします 

③機器が表示されることを確認します 

※すべての端末を取得しますので、お時間がかかる場合がございます 

※表示されない場合、［ADE と同期］をクリックしてください 

※登録した ADE トークンを削除しないようご注意ください 

 

Q5 管理コード：T-I-dep005 
初期設定で「"ｘｘｘ"からの最終構成を待っています」と表示され、進めなくなりました。どうした
らいいですか。 

A. 端末アクティベーション時の一時的な通信障害により発生することがあります。 

既に機器情報に紐づいておりますため［機器］→［一覧］→［対象機器の詳細］の「同期」を実施くださ

い。 

＜同期をしても改善しない場合＞ 

SMSM 管理画面トップページの「Apple Push 証明書登録」の有効期限が期限内であることを確認してくだ

さい。 

期限切れの場合は、Apple Push 証明書の更新を実施ください。 

 

＜Apple Push 証明書が期限内の場合＞ 

全ての端末で該当事象が発生しているかを確認してください。 

一部端末で発生している場合は、初期化の上、再度初期設定をお試しください。 

 

＜全ての端末で該当事象が発生している場合＞ 

管理サイトに登録されている Apple Push 証明書が「Revoke(取り消し)」となっている可能性があります。 

以下の手順で改善されるかをご確認ください。 

■手順 

①管理サイトにて［設定］→［サービス環境設定］＞［Apple Push 証明書］より CSR ファイルを 

ダウンロードします 

②「Apple Push Certificates Portal（https://identity.apple.com/pushcert/）」にサインインします 

③「Status」が「Revoked」となっている当該証明書の[Renew]を押下し、ダウンロードした 

CSR ファイルを選択して[Upload]をクリックします 

④ダウンロードした証明書ファイル(PEM)を、管理サイトの「ApplePush 証明書登録」へ 

アップロードします 

⑤「保存」をクリックします 
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Q6 管理コード：T-I-dep006 
「ADE 機器管理（旧 DEP 機器管理）」の画面で端末が追加されません。どうしたらいいですか 

A. ［ADE トークン登録］（旧 DEP サーバートークン登録）画面で［ADE 機器再読込］を押して改善するか確

認してく 

ださい。 

改善しない場合は、以下の手順で ADE トークンを削除し、ADE トークンの再登録をしてください。 

なお、ADE トークンを削除すると ADE 定義プロファイルを再度作成する必要があります。 

あらかじめ ADE 定義プロファイルの内容を確認したうえで ADE トークンを削除してください。 

 

■ADE トークン再登録の流れ 

＜トークンの削除手順＞ 

①管理サイトの［設定］→［iOS］→［ADE］→［ADE トークン登録］を選択します 

②「トークンを削除」をクリックします 

※ポップアップが表示されるので「OK」をクリックします 

 

＜トークンの登録手順＞ 

①［新規作成］をクリックします 

②［ダウンロード］をクリックし、PEM ファイルをダウンロードします 

③ABM（AppleBusinessManager）にサインインしていただき［設定］→［MDM サーバー］欄で 

トークン削除前に登録していた MDM サーバートークンを選択します 

④［編集］をクリックします 

⑤「MDM サーバーの設定」欄の［新規アップロード］をクリックします 

⑥手順「②」でダウンロードした PEM ファイルを選択します 

⑦［保存］をクリックします 

⑧［トークンをダウンロード］をクリックし、ADE トークンをダウンロードします 

⑨管理サイトの「ADE トークン登録」にて［アップロード］をクリックします 

⑩手順「⑧」でダウンロードしたトークンを選択します 

⑪［保存］をクリックします 

⑫［設定］→［iOS］→［ADE］→［ADE 機器管理］画面に機器が表示されているか確認します。 

⑬表示されていない場合は「ADE サービスと同期」をクリックします 

 

ADE 定義プロファイルの作成方法は以下のマニュアルを参照してください。 

「iOS キッティングマニュアル」4.1.3 ADE 定義プロファイルを作成する 

［https://www.optim.co.jp/promotion/smsm/pdf/iOS_Kitting.pdf］ 

 

Q7 管理コード：T-I-dep007 
「ADE サーバーとの同期を行いましたが、一部の機器へのプロファイル割り当てまたは割り当ての
解除に失敗しました」というエラーが発生しました。原因と対処法を教えてください。 

A. 以下の状態でエラーメッセージが発生する場合があります。 

●ADE サーバー（旧 DEP サーバー）の情報が何らかの原因で取得ができず、Apple 側の最新情報と 

差分が発生している 

●ADE サーバー上で該当の端末が削除されている 

 

［設定］→［iOS］→［ADE］→［ADE トークン登録］にて［ADE 機器再読込］をクリックし 

機器情報を読み込み直してください。 

 

※ライセンス情報の更新には、通常「ADE 機器管理」画面の［ADE サービスと同期］を使用しますが 

［ADE サービスと同期］は前回から変更した情報しか取得しないため、画面の内容と実際の 

ライセンス割り当て状況の間に誤差が発生してしまう場合があります。 

その場合は［ADE 機器再読込］を使用して ADE トークンの情報をすべて更新してください。 
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Q8 管理コード：T-I-dep008 
「この iPhone は監視されています。」というメッセージが表示されます。原因を教えてください。 

A. 本メッセージは、端末が監視対象の時に表示されます。 

「用語集」 

［https://www.optim.co.jp/promotion/smsm/pdf/Glossary.pdf］ 

 

Q9 管理コード：T-I-dep009 
ADE（旧 DEP）端末がパソコンとペアリングできません。原因を教えてください。 

A. ADE 定義プロファイル（旧 DEP 定義プロファイル）の「Mac とペアリングを許可する」設定が「いいえ」

になっている可能性があります。 

「Mac とペアリングを許可する」を「はい」に指定した ADE 定義プロファイルを新しく作成し、 

端末に適用後再度キッティングを行ってください。 

 

Q10 管理コード：T-I-dep010 
「ADE サーバーとの通信に失敗しました」と表示された際の原因と対処方法を教えてください。 

A. 以下のケースにて、ADE サーバー（旧 DEP サーバー）と通信ができなくなることが過去事例に判明してお

ります。 

 

●ADE トークン（旧 DEP サーバトークン）をダウンロード後、15～30 分前後利用しなかった場合 

●ADE(旧 DEP)の利用規約が更新されている場合 

 iOS の新規バージョンが発表されたタイミングなどに、一緒に ADE の利用規約が更新される場合があり、 

規約の同意を行わないと、 特定タイミングで ADE サーバと通信できなくなります。 

●ADE サーバにログインする際の AppleID のパスワードを変更した場合 

  

対処方法につきましては、ADE トークンの再登録にて解消することを確認しています。 

 

■手順 

①［設定］→［iOS］→［ADE］→［ADE トークン登録］より、［トークンを削除］を押下します 

②［編集］→［ダウンロード］より、「PEM ファイル」をダウンロードします 

③ABM（AppleBusinessManager）にサインイン後、［設定］→［対象 MDM サーバー］を選択し 

［編集］を押下します 

 ※ABM にサインイン後、利用規約が更新され、再度同意する旨のポップアップが表示される場合は 

同意する必要があります。 

④「MDM サーバー設定」にダウンロードした「PEM ファイル」を選択し適用 

⑤［トークンをダウンロード］を押下 

⑥「ADE トークン登録」へダウンロードしたトークンを登録 

※手順⑤にて、MDM サーバートークンをダウンロード後には、即時、手順⑥を実施する必要があります。 

 

なお、ADE トークンを再登録した場合には、ADE 定義プロファイルの再作成する必要があります。 

既存キッティング済み端末には影響はありません。 

新しくサーバートークンを登録し直した後にキッティングする端末では、既存の ADE 定義プロファイルが利

用できません。  
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Q11 管理コード：T-I-dep011 
ADE(旧 DEP)サーバートークン登録画面にて「アカウント情報が取得できませんでした。」表示さ
れ、サーバー名等の情報が表示されません。原因と対処法を教えてください。 

A. 以下の状態にて、該当事象が発生することを確認しております。 

 

●Apple 社側で ADE の利用規約の更新、および同意を求められている状態になっている。 

●ADE 定義プロファイルが無効になっている。 

●Apple ID に変更が生じた。 

 

以下の手順で、改善するかをご確認ください。 

 

＜ADE 機器再読込の実行＞ 

［設定］→［iOS］→［ADE］→［ADE サーバートークン登録］にて「ADE 機器再読込」を実行し、 

「アカウント情報」が表示されるかをご確認ください。 

 

アカウント情報が表示されている画面のイメージは以下のマニュアルをご参照ください。 

「管理サイトリファレンスマニュアル」（8.4.1 ADE サーバートークン登録◆ 画面（登録後））

［https://www.optim.co.jp/promotion/smsm/pdf/ManagementSite_Reference.pdf］  

 

＜ADE サーバートークン登録の削除と再登録＞ 

 ■手順 

 ①SMSM 管理サイト［設定］→［iOS］→［ADE］→［ADE サーバートークン登録］にて 

「トークン削除」をクリックし、「OK」をクリックします 

 ②［編集］→「1. サーバー公開鍵証明書(PEM)ファイルの生成とダウンロード」→［ダウンロード］を 

クリックし、PEM ファイルをダウンロード、任意の場所に保存します 

  ※ブラウズは閉じずに上画面を保持 

 ③ABM（AppleBusinessManager）にサインイン、［設定］→［対象 MDM サーバー］の「編集」を 

クリックします 

  ※ファイル名：「ADE_public_key_cer.pem」 

 ④「MDM サーバの設定」→［新規アップロード］をクリックし、手順③にて保存した PEM ファイルを 

アップロードします 

 ⑤「トークンをダウンロード」をクリックし、任意の場所に保存します 

  ※ファイル名：「xxx_Token_yyyy-mm-ddxxx-xx-xxx_xxx.p7m」 

 ⑥手順「②」で保持していた画面にて「3. サーバートークンファイルの登録 」→［参照］を 

クリックし、手順「⑦」にて保存したトークンをアップロードします 

 ⑦［設定］→［iOS］→［ADE］→［ADE サーバートークン登録］にサーバー名等の情報が表示されて 

いることを確認します 

 

 ※利用するトークンは、時間経過により利用できなくなるケースがあります。取得後は即時、 

アップロードを行ってください。 

 ※ADE サーバートークンを削除することで、既存の ADE 定義プロファイルが利用できなくなります。 

  ADE 定義プロファイルはキッティング時のみ適用される為、削除・再作成を行っても既存端末に 

影響はありません。 

  

＜ADE 定義プロファイルの再作成・既存 ADE 定義プロファイルの削除＞ 

 詳細は、以下を参照してください。 

 「iOS キッティングマニュアル」4.1.3 ADE 定義プロファイルを作成する 

 ［https://www.optim.co.jp/promotion/smsm/pdf/iOS_Kitting.pdf］ 

 「iOS キッティングマニュアル」4.1.4 ADE 定義プロファイルを適用する 

 ［https://www.optim.co.jp/promotion/smsm/pdf/iOS_Kitting.pdf］ 
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Q12 管理コード：T-I-dep012 
初期設定で「"ｘｘｘ"から構成をインストール中プロファイルをインストールできませんでしたプロ
ファイル"jp.smartmanager.ausl.mdm_configuration"は対話形式でインストールする必要があり
ます」と表示され、進めなくなりました。どうしたらいいですか。 

A. 端末が iOS13 以降の ADE（旧 DEP）端末の場合、OS の不具合により発生することがあります。 

端末を初期化の上、再度キッティングを実施してください。 

 

Q13 管理コード：T-I-dep013 
リモートマネージメントの画面で、「お使いの iPhone の構成を（会社名）からダウンロードできま
せんでした。 無効なプロファイル」と表示され、先に進めません。対処方法を教えてください。 

A. 以下内容をご確認してください。 

 

＜通信環境に問題がないか＞ 

●通信環境に問題がないかを確認してください。 

 

＜ADE 利用時の準備が正しくできているか＞ 

●シリアル番号が Apple Business Manager 上に登録されているか確認してください。 

●登録したシリアルを使って SMSM を使った ADE 機器としての登録が出来るか確認してください。 

●シリアル番号が Apple Business Manager 上に登録されていない場合は、以下を参照し登録をしてくださ

い。 

 

 詳細は以下のマニュアルを参照してください。 

 「iOS キッティングマニュアル」 4.1 ADE を利用するための準備をする 

 [https://www.optim.co.jp/promotion/smsm/pdf/iOS_Kitting.pdf] 

   

＜ADE 定義プロファイルを適用しているか＞ 

●ADE 定義プロファイルが適用した上で、アクティベーションを実施しているか確認してください。 

 

 詳細は以下のマニュアルを参照してください。 

 「iOS キッティングマニュアル」4.1.3 ADE 定義プロファイルを作成する 

 [https://www.optim.co.jp/promotion/smsm/pdf/iOS_Kitting.pdf] 

 

＜不整合な ADE サーバートークン、ADE 定義プロファイルを適用している＞ 

●ADE サーバートークンや ADE 定義プロファイルに不整合がある可能性があります。 

 ADE サーバートークンと ADE 定義プロファイルは紐付いているため、ADE サーバートークンを更新して

いる場合は、ADE 定義プロファイルの再作成が必要です。 

 そのため、ADE 定義プロファイルを再作成、適用後、再アクティベーションを行ってください。 

 

 詳細は以下のマニュアルを参照してください。 

 「iOS キッティングマニュアル」4.1.3 ADE 定義プロファイルを作成する 

 [https://www.optim.co.jp/promotion/smsm/pdf/iOS_Kitting.pdf] 
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◆トラブルシュート-iOS-認証に関する FAQ 

Q1 管理コード：T-I-kit001 
iOS 端末をキッティング中に「ライセンス認証中」の画面から進みません。どうしたらいいですか。 

A. 「ライセンス認証中」の画面から進まない場合、以下を確認することで解決する場合があります。 

 

●ApplePush 証明書の値を確認 

■手順 

①［設定］→［サービス環境設定］→［Apple Push 証明書］を選択します。 

②「トピック」の値を記録します。 

③「編集」より「2. 証明書ファイルの取得」の URL へアクセスします。 

  ※ https://identity.apple.com/pushcert/ 

④証明書一覧の各「i」のボタンより「UID=」の値と手順２で記録した値が一致するかを確認します。 

   

≪一致する証明書がある場合≫ 

該当証明書の「Status」が「Revoked」となっているかを確認してください。「Revoked」となっている場

合、「Renew」より Apple Push 証明書の更新を実施ください。 

 

≪一致する証明書がない場合≫ 

新しい Applepush 証明書の登録を行なってください。 

上記対応後、端末にて再度ライセンス認証を行ってください。 

  

●通信状況の確認 

 接続する回線から、別の Wi-Fi 回線またはキャリア回線に変更して確認します。 

※ネットワーク環境の不具合により、Apple との通信ができていない可能性も考えられます。 

  

●再ライセンス認証 

APNs サーバー（Apple 社側のサーバー）の処理が失敗している可能性がございます。 

■手順 

①端末を再起動します。 

②構成プロファイルを削除します。 

③時間をおいてライセンス認証を実行します。 

  

●「Safari」の Cookie 設定確認・履歴の削除 

■手順 

①OS11 以降の場合：［設定］→［Safari］→［すべての Cookie をブロック］が「オン」でないことを 

確認します。 

②端末にて［設定アプリ］→［Safari］→［履歴と Web サイトデータを消去］を実行します。 

   

●初期化・再キッティング 

■手順 

①管理サイトにて［機器］→［対象機器］→［詳細］→［この機器を削除する］を押下します。 

②端末を初期化します。 

③キッティングを実行します。 

 

Q2 管理コード：T-I-kit002 
ポータルを「非表示」設定にしているため、エージェントの認証はアクティベーションコードを使用
しています。認証時に誤って別の端末のアクティベーションコードを使用してしまった場合はどうし
たらいいですか。 

A. エージェントアプリをアンインストールしたうえで、再度インストールし認証してください。 

そのまま利用すると、管理サイトに登録されている機器と実際の端末が異なってしまい、管理・運用に影響

がでる恐れがあります。 
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◆トラブルシュート-iOS-Web フィルタリングに関する FAQ 

Q1 管理コード：T-I-wfi001 
Safari 利用時に「以下のページは制限されているのでブラウズが出来ません"（URL）"」と表示さ
れます。原因と対処法を教えてください。 

A. 該当ページが「コンテンツフィルタ設定」の「アダルトコンテンツを制限」により、アクセス制限の対象と 

なっている可能性があります。 

 

以下の手順にて、対象サイト自体を「許可された URL」にすることで制限の対象から外すことが可能です。 

 

■手順 

①［設定］→［iOS］→［構成プロファイル］→［構成プロファイルアップロード\を選択します。 

②対象のプロファイル名を選択します。 

③［その他］→［コンテンツフィルタ設定］を選択します。 

④編集を選択します。 

⑤「許可された URL」に「（制限対象になっている URL）」を設定して保存します。 

⑥同期を行います。 
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◆トラブルシュート-iOS-App とブック(旧 VPP)に関する FAQ 

Q1 管理コード：T-I-vpp001 
「機器「(機器名)」にアプリケーション「(アプリケーション ID)」のインストールを通知できません
でした: iTunes Store ID “(StoreID)”で App のライセンスを取得できませんでした。
(MCMDMErrorDomain:12064)」というエラーが出てアプリケーション配信ができません。原因と
対処法を教えてください。 

A. App とブック(旧 VPP)を利用した配信に失敗する原因によって、対応が異なります。該当の手順に従って対 

応してください。 

 

＜iTunes Store アカウントハッシュが異なっている場合＞ 

App とブックを利用した配信ができない原因として、iOS 機器とユーザーの iTunes Store アカウントハッシ

ュが異なっている場合があります。 

iOS 機器に設定されている Apple ID が、App とブック招待時に利用した Apple ID と異なる場合、 

App とブックを利用した配信ができません。 

iTunes Store アカウントハッシュの確認方法はそれぞれ以下になります。 

■iOS 機器の確認手順 

①［機器］→［一覧］画面→対象の iOS 機器を選択します 

②［情報］の［他の情報を見る］→［デバイス］をクリックし、「その他の情報」パネルの 

「iTunes Store アカウントハッシュ」を確認 

■ユーザーの確認手順 

①［ユーザー］→［一覧］画面から対象のユーザーを選択 

②［「App とブック」設定］を選択し、「参加済みの iTunes Store アカウントハッシュ」を確認 

iTunes Store アカウントハッシュが異なっている場合、ユーザーの［「App とブック」設定］の画面に 

［参加依頼再実行］ボタンが表示されます。ボタンをクリックしたあと、端末側で参加依頼に同意したあ

とに、App とブックの配信を再度お試しください。 

 

＜App とブックの参加依頼が正常に終了していない場合＞ 

管理画面のログに「MCMDMErrorDomain:12064」のエラーコードが表示された場合の原因として、 

App とブックの参加依頼が正常に終了していない場合があります。 

以下の手順で、［「App とブック」設定］の「参加依頼のステータス」をご確認ください。 

 

■手順 

①［ユーザー］→［一覧］画面から対象のユーザーを選択 

②［「App とブック」設定］を選択し、「参加依頼のステータス」を確認 

③参加依頼の手続きが終了していると「参加済み」が表示され、終了していないと「参加依頼中」が表示 

されます。 
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Q2 管理コード：T-I-vpp002 
App とブック(旧 VPP)のアプリケーション配信を行ったところ「機器「(機器名)」への参加依頼が
失敗しました: MDM 要求が無効です。(MCMDMErrorDomain:12008)」というエラーが出ました。
原因と回避策を教えてほしい。 

A. App とブックのユーザー指定配信時に出力されるログになります。考えられる原因は以下のとおりです。 

●App Store の仕様を禁止している 

ユーザー指定配信を行う際に、事前に「参加依頼」に同意する必要がありますが、同意するために一度 

App Store にサインインしなければなりません。 

［設定］→［iOS］→［構成プロファイル］→［構成プロファイルアップロード］→［iOS 制限設定］で

該当機器に割り当たっている構成プロファイルの「Apple Configurator および iTunes からの App のイ

ンストールを許可」が"しない"となっていると、「参加依頼」を受け取ることができず、本エラーが発生

します。 

 

「AppleConfigurator および iTunes からの App のインストールを許可」を一時的に"する"にしていた

だくことでアプリケーションの配信ができます。 

アプリケーション配信後、必要に応じて、「App のインストールを許可」を再度"しない"に設定してくだ

さい。 

 

●端末所有者が「参加依頼」を促すポップアップに対して「キャンセル」などをタップし同意していない 

ユーザー指定配信を行う際に、端末側にポップアップが表示されますが、ポップアップに対して同意の 

操作を行ってないと参加依頼を承諾できず、本エラーが発生します。 

端末所有者に「参加依頼」に同意していただくよう事前にご連絡ください。 

 

Q3 管理コード：T-I-vpp003 
「App とブック」ライセンス(旧 VPP ライセンス)の［更新］ボタンを押したら「『App とブック』
ライセンスの更新に失敗しました。」というメッセージが出ました。原因と対処法について教えてく
ださい。 

A. 以下のどちらかの原因で処理が正常に行われなかった場合、本エラーが発生します。 

 

●Apple で更新処理に失敗した  

●Apple から何らかのエラーが返ってきて更新処理が行えなかった 

 

※こちらが原因の場合、本エラーメッセージが表示された時に管理ログが出力されます。 

ログ文言：「(アプリ名)」のライセンス割り当ての更新が失敗しました。 

 

エラーが発生した場合は、一度時間をおいて［更新］ボタンを押してください。 
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Q4 管理コード：T-I-vpp004 
「登録済のトークンと異なるトークンであるか、もしくは登録済のトークンが他のサービスで利用さ
れた可能性があります。 
トークンを登録する場合は一度削除を行い再登録してください。」と表示されます。対応方法を教え
てください。 

A. 「App とブック」トークンを削除、再登録する必要があります。 

以下の手順で「App とブック」トークンを再登録してください。 

 

■事前準備 

「App とブック」トークンを削除した場合、 

「「App とブック」設定テンプレート」、ユーザー、機器、組織の「App とブック」設定が消える仕様とな

っております。 

設定を削除する前に上記設定状況を控えてください。 

また、設定が消えることで、「App とブック」のライセンスが紐付いていない状態になるため、そのまま利

用を続けると Apple からの警告が表示されます。 

以降の設定を早々にご対応ください。 

 

■トークンの削除手順 

トークンの削除方法は以下のマニュアルを参照してください。 

「Apple Business Manager(ABM) 運用マニュアル」3.1.1 「App とブック」場所のトークンの取得 

[https://www.optim.co.jp/promotion/smsm/pdf/ABM_Operation.pdf] 

 

 

■トークンの登録手順 

トークンの登録方法は以下のマニュアルを参照してください。 

「管理サイトリファレンスマニュアル」2.4.4 削除 

[https://www.optim.co.jp/promotion/smsm/pdf/ManagementSite_Reference.pdf] 

 

＜「App とブック」の再設定＞ 

「App とブック」の設定方法は以下のマニュアルを参照してください。 

「App とブック 運用マニュアル」 

[https://www.optim.co.jp/promotion/smsm/pdf/VPP_Operation.pdf] 

 

Q5 管理コード：T-I-vpp005 
App とブック(旧 VPP)を使用して配信済みのアプリケーションの App 内課金ができません。対処
方法を教えてください。 

A. 「『App とブック』ライセンス付与対象」(旧 VPP ライセンス付与対象)を「機器」にして配信している 

場合、App 内課金はできません。 

 

App 内課金サービスを利用したい場合には、Apple ID を使用して App とブックのユーザー指定配信にする

必要がございます。 

 

アプリ内課金後は、端末の Apple ID に課金データが紐付きます。 

そのため、当該アプリ課金後 App とブックの機器指定配信は運用できません。 

 

配信手順詳細は、以下を参照してください。 

「iOS アプリケーション配信手順書」3.4 アプリ管理用の共通 Apple ID でアプリをインストールする 

［https://www.optim.co.jp/promotion/smsm/pdf/iOS_ApplicationDistribution.pdf］  
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◆トラブルシュート-iOS-同期 に関する FAQ 

Q1 管理コード：T-I-syn001 
iOS 端末が管理サイトで「管理」→「通信日時 MDM（構成プロファイル）」の表示が赤字で「同
期不可」となっています。どうすれば機器の同期ができますか。 

A. 無通信時に MDM 構成プロファイルが削除されるなどして、APNs により同期できないことが検知された 

場合に「管理」→「通信日時 MDM（構成プロファイル）」に赤字で「同期不可」が表示されます。 

再び同期を行えるようにするためには、以下の手順に従って、端末側で MDM 構成プロファイルの再イン

ストール・再認証を行っていただく必要があります。 

 

■手順 

①端末側の MDM 構成プロファイルのアンインストールを行う。詳細は、以下を参照してください。 

「iOS クライアント リファレンスマニュアル」18.1 MDM 構成プロファイルのアンインストールを行う 

［https://www.optim.co.jp/promotion/smsm/pdf/iOS_ClientReference.pdf］ 

②端末側に MDM 構成プロファイルのインストール（ライセンス認証）を行う。詳細は、以下を参照して

ください。 

「iOS キッティングマニュアル」3.1 MDM 構成プロファイルをインストールする 

［https://www.optim.co.jp/promotion/smsm/pdf/iOS_Kitting.pdf］ 

※ADE(旧 DEP) の設定で「端末から MDM 構成プロファイルの削除を禁止」している場合は、 

初期化によって MDM 構成プロファイルを削除していただく手順となります。 

 

Q2 管理コード：T-I-syn002 
iOS 端末にて同期ができません。原因と対処方法を教えてください。 

A. 考えられる要因を下記に記載させていただきます。 

ご確認いただき該当している場合、回避方法をご実施いただきますようお願いいたします。 

  

●Apple Push 証明書の有効期限が切れていないか 

 確認方法：管理サイトの［トップ画面］→［Apple Push 証明書登録］の「証明書」欄 

 回避方法：Apple Push 証明書の更新作業を行う 

  

●Apple Push 証明書の更新時に別の証明書を登録していないか 

 確認方法：管理サイトの［機器］→該当機器選択→［詳細］→［デバイス］の 

「MDM プロファイルトピック」の値と管理サイトの［トップ画面］→［Apple Push 証明書登録］の 

「トピック」の値が一致しているか 

 回避方法：該当機器の［MDM プロファイルトピック］の値と同じ証明書を SMSM に登録する 

  

●端末側で構成プロファイルを削除していないか 

 確認方法：端末の［設定］→［一般］→［デバイス管理］ 

 回避方法：MDM 構成プロファイルを再インストールし再認証する 

  

●機内モードが ON になっていないか 

 確認方法：端末の［設定］→［機内モード］ 

 回避方法：［機内モード］を OFF にする 

  

●帯域制限を使用している場合、通信要件を満たしているか 

 確認方法：ネットワーク管理者にお問い合わせください 

 回避方法：制限いているサービスの設定で、SMSM の通信要件を満たすようポートを許可する 

 

●端末の電源がオフとなっていないか 

 回避方法：電源をオンにしていただき、同期をご実施ください。 

 

●有効な SIM によるモバイル通信もしくは有効な Wi-Fi アクセスポイントに接続されているか 

 回避方法：通信が良好な Wi-Fi に接続いただき、同期をご実施ください。 

 

●圏外及び電波が届かない場所で利用していないか 

 回避方法：通信が可能な環境にて、同期をご実施ください。 
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上記全てに該当しない場合、可能であれば MDM 構成プロファイルのアンインストール及び、 

再度ライセンス認証を行っていただき、改善されるかをご確認ください。" 

 

※OS 毎に表示項目名や手順が異なる場合があります 
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◆トラブルシュート-iOS-アプリカタログ に関する FAQ 

Q1 管理コード：T-I-aca001 
アプリカタログにて「強制アップデート」をクリックしたら「当該アプリはバージョンアップ許可さ
れていません。」エラーが表示されました。原因と対処方法を教えてください。 

A. 管理対象アプリポリシーのと「バージョンアップ要求を許可する」が許可されていないことが原因で該当エ

ラーが表示されます。 

以下手順を行い、解消されることを確認してください。 

 

■手順 

①［設定］→［iOS］→［アプリケーション］→［管理対象アプリポリシー］をクリックします。 

②既存の設定から「編集」をクリックします。 

③「バージョンアップ要求を許可する」にチェックを入れ［保存］をクリックします。 

④［設定］→［iOS］→［アプリケーション］→［アプリカタログ] 

⑤既存の設定から「編集」をクリックします。 

⑥App Store アプリ一覧にて、該当アプリの「管理」にチェックを入れ、［ポリシー］で③で作成した 

管理対象アプリポリシーを選択します。 

⑦［保存］をクリックします。 

⑧［機器］→該当機器→［詳細］にて、［同期］をクリックします  

 

Q2 管理コード：T-I-aca002 
アプリカタログにて「強制アップデート」をクリックしたら「当該アプリの「App とブック」ライ
センスが機器またはユーザに割り当たっていません。」エラーが表示されました。原因と対処方法を
教えてください。 

A. 「App とブック」ライセンス (旧 VPP ライセンス)が正しく割当たっていないことが原因で該当エラーが表

示されます。 

以下設定を確認してください。 

 

●該当アプリの「App とブック」ライセンス(旧 VPP ライセンス)が未割当になっていないか 

■確認手順 

①［設定］→［iOS］→［アプリケーション］→［「App とブック」ライセンス］ 

②該当アプリの「未割当数」が「0」になっていることを確認 

③「0」になっていない場合は「更新」をクリックする 

 

●管理サイトにて、「App とブック」設定がマニュアル通り正しく設定できているか 

「App とブック」ライセンスをユーザーに割り当てている場合は以下をご参照ください 

「管理サイト リファレンスマニュアル」5.1.4 ［「App とブック」設定］タブ 

［https://www.optim.co.jp/promotion/smsm/pdf/ManagementSite_Reference.pdf］ 

「App とブック」ライセンスを機器に割り当てている場合は以下をご参照ください 

「管理サイト リファレンスマニュアル」4.1.8.11 （設定－iOS）「App とブック」設定 

［https://www.optim.co.jp/promotion/smsm/pdf/ManagementSite_Reference.pdf］  
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Q3 管理コード：T-I-aca003 
アプリカタログで「当該アプリは現在利用できません。」というエラーが表示されました。原因と対
処方法を教えてください。 

A. 管理サイト上のアプリカタログ設定から当該アプリの管理が無効になっている、または削除されていること

が原因で該当エラーが表示されます。 

以下設定を確認してください。 

 

●アプリカタログ設定から当該アプリの設定が削除されていないか 

■確認手順 

①［設定］→［iOS］→［アプリケーション］→［アプリカタログ］ 

②該当アプリの設定が存在することを確認します 

 

削除されている場合は、アプリカタログ設定を再作成し、アプリカタログの同期を行ってください。 

 

●アプリカタログ設定から当該アプリの設定が無効になっていないか 

①［設定］→［iOS］→［アプリケーション］→［アプリカタログ］に遷移します 

②該当アプリの設定の「管理」が「有効」になっていることを確認します 

③「無効」になっている場合は[編集]をクリックします 

④「有効」にチェックを入れ、「ポリシー」のプルダウンメニューより管理対象アプリポリシーに 

「バージョンアップ要求を許可」にチェックが入った設定を選択します 

⑤[保存]をクリックします  
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◆トラブルシュート-iOS-連絡先 に関する FAQ 

Q1 管理コード：T-I-con001 
端末に登録された連絡先をダウンロードし、別の連絡先アプリにアップロードしようとしたところ失
敗しました。原因と対処方法を教えてください。 

A. 構成プロファイルの「管理対象出力先で管理対象外ソースからの書類を許可」の項目が該当している可能性

があります。 

 

「管理対象出力先で管理対象外ソースからの書類を許可」の項目が禁止されている場合は、下記手順で許可

設定を行ってください。 

 

■手順 

①［設定］→［iOS］→［構成プロファイル］→［構成プロファイルアップロード］→該当設定→ 

［iOS 制限設定］→［機能の制限］をクリックします 

②［編集］をクリック、「管理対象出力先で管理対象外ソースからの書類を許可」にチェックを付け、 

［保存］をクリックします 

③［機器］→該当機器→［詳細］にて、［同期］をクリックします  
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◆トラブルシュート-iOS-同期不可検知 に関する FAQ 

Q1 管理コード：T-I-nsy001 
同期不可検知、または管理外検知が表示されてしまいました。どうしたらよいですか。 

A. 以下の手順に従って対応してください。 

■手順 

＜MDM 構成プロファイル同期不可検知日時が表示されている場合＞ 

最初に登録した Apple ID とは別の Apple ID で Apple Push 証明書を登録している場合があります。 

MDM 構成プロファイルを削除し、再度認証してください。 

ADE 端末の場合は、再認証ができないため端末を初期化してください。 

 

＜エージェント同期不可検知日時が表示されている場合＞ 

エージェントアプリケーションの再度認証してください。 
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◆トラブルシュート-iOS-ホーム画面レイアウト に関する FAQ 

Q1 管理コード：T-I-hsc001 
iOS 端末でアプリケーションの移動ができなくなりました。原因を教えてください。 

A. ホーム画面レイアウトの設定を端末に適用していると、端末側でアプリケーションの移動ができなくなりま 

す。 

アプリケーションを移動する際は、［設定］→［iOS］→［便利機能］→［ホーム画面レイアウト(監視対象

のみ)］にて管理者様の操作で配置場所を指定していただく必要がございます。 

 

Q2 管理コード：T-I-hsc002 
ホーム画面レイアウトを設定しているとアプリケーションの削除ができません。原因と対処法を教え
てください。 

A. iOS の仕様上、ホーム画面レイアウトを設定している場合、アプリケーションを削除することができません。 

アプリケーションの削除を行う場合は、ホーム画面レイアウトの設定を外してください。 
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◆トラブルシュート-iOS-ポータル に関する FAQ 

Q1 管理コード：T-I-por001 
ライセンス認証後のポータルにてユーザー登録画面が表示されません。原因を教えてください。 

A. 管理サイトの機器が組織に直接所属している場合、 

ライセンス認証後のポータルにてユーザー登録を行うことが出来ません。 

 

管理サイトの機器を組織から外していただくか、ユーザーを介して組織に所属させることで、 

ポータルよりユーザー登録及び変更を行うことが可能となります。 

 

Q2 管理コード：T-I-por002 
端末にてポータルのアイコンを押下すると「長時間アクセスがなかったためサーバーから切断されま
した」と表示され、ポータルのホーム画面が開けません。どうしたらいいですか。 

A. 端末側のトークンと管理サイト上のトークンが不一致により認証エラーとなった際に、該当のメッセージが

表示されます。 

表示された場合は以下を確認してください。 

 

●管理サイトと端末の同期を実行する 

 ポータルは、同期が実行されるごとに生成されますので、 

 同期がとれない状態ですと、ポータル画面は表示できません。 

 

●Cookie の設定を見直す 

 ポータルでは Cookie を利用しているため、 

 Cookie の利用を許可に設定してください。 

 

Q3 管理コード：T-I-por003 
ポータルを非表示設定にしたにも関わらず、急にポータルが表示されてしまいました。原因を教えて
ください。 

A. KDDI のキッティングサービスを利用している場合はデフォルトで「表示」の設定になります。 

 

また、SMSM を利用中で「ポータル」を「非表示」に設定にしている場合でも、キッティング代行時に「表

示」の設定に変更されます。 

 

※本設定は、キッティング時に端末と同期を行うために必要な設定のため。 

※「非表示」の設定を希望する場合は、個別調整が必要となります。 
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Q4 管理コード：T-I-por004 
共有 iPad ではない端末で「ポータル表示」設定にて表示の設定をしていますが、ポータルが表示さ
れません。原因と対処法を教えてください。 

A. App の制限機能が影響している可能性があります。 

 

［構成プロファイルアップロード］→［ App の制限］の、 

「 App の使用を制限(監視対象のみ)」が「一部の App のみを許可」の設定が適用している場合、 

「ポータル」は Web  クリップのアプリケーションのため、 

「Web クリップ（com.apple.webapp）」を設定してください。 

   

■手順 

①［設定］→［iOS］→［構成プロファイルアップロード］をクリックします 

②［iOS 制限設定］→［App の制限］→［編集］をクリックします 

③「+」をクリックし、行を追加します 

④「com.apple.webapp」を入力し「保存」をクリックします 

⑤［機器］→［一覧］→［該当機器の詳細］→［同期］をクリックします 

 

「管理サイト リファレンスマニュアル」8.3.2.5 ［iOS 制限設定］タブの［App の制限］の編集 

［https://www.optim.co.jp/promotion/smsm/pdf/ManagementSite_Reference.pdf］  
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◆トラブルシュート-iOS-クライアント証明書 に関する FAQ 

Q1 管理コード：T-I-cce001 
配信したクライアント証明書のファイルは端末のどこに保存されますか。 

A. インストールは OS 側が実行するため、機種などにより保存先が異なります。 

SMSM ではクライアント証明書の配信までを実行します。 

 

「クライアント証明書ファイルの保存先」は、端末メーカーへお問い合わせください。 
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◆トラブルシュート-iOS-ローミング設定 に関する FAQ 

Q1 管理コード：T-I-roa001 
「「(機器名)」にローミング設定の変更を行いました。」のログが頻発しています。原因と対処方法
を教えてください。 

A. iOS12 以降の端末に対して「ローミング設定」の「音声ローミング」が有効の設定を割り当てると、 

「「(機器名)」にローミング設定の変更を行いました。」のログが同期毎に出力されます。 

 

原因は Apple の仕様変更で、iOS12 以降より端末の［設定]→[モバイル通信］より「音声ローミング」に該

当する項目が削除されたためです。 

上記ログが出力されている状況で、その他機能に対する影響は現状ございません。 

 

以下の手順にて設定を変更の上、解消されるかをご確認ください。 

 

■手順 

①[設定]→[iOS]→[便利機能]→[ローミング設定]より対象の設定を選択します 

②「編集」をクリックします 

③「音声ローミング設定 」の項目にて「無効にする」を選択します 

④「保存」をクリックします 

⑤同期を実施します 

 

Q2 管理コード：T-I-roa002 
「ローミング設定」にて「音声ローミング」が有効の設定を適用しています。機器ログに、 
「機器｢(機器名)｣にローミング設定の変更を行います。」「機器｢(機器名)｣にローミング設定の変更
を行いました。」のログが複数表示されていますが、正しい動作でしょうか。 

A. 正しい動作です。 

「ローミング設定」にて「音声ローミング」が有効の設定を適用している場合、同期が実行される毎に 

ログが発出されます。 

なお、ログが複数出力されている状況でも、その他機能に対する影響はありません。 
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◆トラブルシュート-iOS-リモートワイプ に関する FAQ 

Q1 管理コード：T-I-rwi001 
リモートワイプ（管理領域）を実行しましたが、端末の設定アプリ上部に「この iPhone（iPad）
は、"xxx"によって監視および管理されています」と表示されています。 
この表示の原因と、削除する方法を教えてください。 

A. 「この iPhone（iPad）は、"xxx"によって監視および管理されています」という表示は、 

監視対象端末の場合に発生します。 

 

リモートワイプ（管理領域）を実行することで SMSM の管理下から外れますが、監視対象端末の場合、

SMSM の管理化から外れた場合でも、監視対象の状態が継続されます。 

 

該当の表示を削除したい場合は、端末の初期化を実行してください。 

 

Q2 管理コード：T-I-rwi002 
「アクティベーションロックの解除」が表示されません。原因と対処法を教えてください。 

A. 以下「アクティベーションロックの解除」が表示される条件を満たしているか確認してください。 

●監視対象端末である。 

●端末の「機器」に表示されるアクティベーションロックステータスが「有効」になっている。 

●エージェント共通管理のアクティベーションロックの設定が「許可する」になっている。 

●端末の Bypass Code が取得できている。 

●端末側で Apple ID サインイン済みかつ iPhone/iPad を探すが有効になっていること 

 

詳細は、以下を参照してください。 

「管理サイト リファレンス マニュアル」4.12.9.12 アクティベーションロックを解除する（iOS） 

［https://www.optim.co.jp/promotion/smsm/pdf/ManagementSite_Reference.pdf］ 
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◆トラブルシュート-iOS-App Configration に関する FAQ 

Q1 管理コード：T-I-aco001 
「App Configuration」の設定に失敗します。原因と対処方法を教えてください。 

A. 構成プロファイルの設定項目内で相反する設定を含んでいる構成プロファイルを配信すると失敗します。 

例えば、以下の設定をした場合に発生します。 

●端末のシリアル番号が設定されていない 

●「App Configuration」の設定内容が正しくない 

 

■端末のシリアル番号の確認手順 

①［機器］をクリックします 

②該当機器を選択します 

③情報欄の［デバイス］をクリックします 

④「基本」の「シリアル番号」にて確認可能です 

 

■「App Configuration」の設定内容の確認 

個別のアプリケーションの設定方法については、ご案内はできかねます。「App Configuration」の設定内容

をご確認のうえ、アプリケーションの管理者、開発元にご確認ください。  
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◆トラブルシュート-iOS-パスコード削除 に関する FAQ 

Q1 管理コード：T-I-pde001 
パスコード入力を指定回数間違ってしまい、ロックがかかってしまいました。管理サイトから 
パスコード削除を行うことはできますか。 

A. 端末との同期が取れている場合は、パスコード削除を実行するこがでできます。 

 

詳細は、以下を参照してください。 

「管理サイト リファレンスマニュアル」4.1.9.5 （操作－iOS）パスコード削除 

［https://www.optim.co.jp/promotion/smsm/pdf/ManagementSite_Reference.pdf］ 

 

※Wi-Fi のみで運用していた場合、電池切れ等で電源がオフになった場合、パスコードを入力しないと Wi-Fi

接続できませんのでご注意ください。 
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◆トラブルシュート-iOS-MAC アドレス に関する FAQ 

Q1 管理コード：T-I-mad001 
Wi-Fi 接続時に MAC アドレス認証を行っていたが、iOS14 にアップデートしたら利用できなくなり
ました。原因と対処法を教えてください。 

A. iOS14 以降、Apple の仕様変更のため、MAC アドレスがランダム化されたことが原因です。 

以下の手順にて、特定の SSID に対して MAC アドレスのランダム化を OFF にすることで、利用可能とな

ります。 

 

■手順 

①管理サイトで［設定］→［iOS］→［構成プロファイル］→［構成プロファイルアップロード］から 

新規プロファイルを作成します 

②「Wi-Fi 設定」タブを開き、対象の SSID 接続先情報を入力します 

③「関連付けを回避するための MAC ランダム化を無効にする」の「有効」にチェックを入れ[保存]します 

④［設定］→［構成プロファイル］→［構成プロファイル］で新規に作成し上記で作成した構成プロファイ

ルを設定するか、既存の構成プロファイルに上記で作成した構成プロファイルを追加します 

⑤［機器］→［一覧］→該当機器を選択→［設定の割り当て］にて「構成プロファイル」の 

［編集］から④で構成プロファイルを割り当てます 

⑥同期します 

 

「管理サイトリファレンスマニュアル 」8.3.2.7 ［Wi-Fi 設定］タブの編集 

［https://www.optim.co.jp/promotion/smsm/pdf/ManagementSite_Reference.pdf］  
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◆トラブルシュート-iOS-シングル App モード に関する FAQ 

Q1 管理コード：T-I-sam001 
シングル APP モードの設定を割り当てたら、端末の画面に「アクセスガイドが利用できません」と
表示され、操作ができなくなりました。原因と対処方法を教えてください。  

A. 対象のアプリが端末にインストールされていない場合や、対象のアプリが起動できない場合に、端末の 

画面に「アクセスガイドが利用できません」と表示され、操作ができなくなります。 

 

＜対象アプリが端末にインストールされていない場合＞ 

●［アプリケーション］の一覧で対象アプリのインストール状況を確認します。端末にアプリが 

インストールされていない場合は、管理対象アプリとして対象のアプリをアプリケーション配信などで 

アプリを配信し、端末にインストールしてください。 

●削除してしまったプリインストールアプリなど、端末にインストールされていないプリインストール 

アプリを対象アプリに指定してしまった場合は、それぞれの端末で App Store から再度インストールし 

直してください。 

※App Store からインストールできない場合の回避策はありません。可能であれば別のアプリの指定を検討

してください。 

※iOS 端末ではプリンストールされているアプリが、iPad OS 端末ではプリンストールされていない場合な

どがあります。プリインストールアプリをシングル APP モードに設定する場合は、対象のアプリがプリンス

トールされているか必ず確認してください。 

※［アプリケーション］の一覧でプリインストールアプリは確認できません。 

 

「管理サイト リファレンス マニュアル」4.1.10.13 （情報－iOS）アプリケーション 

[ https://www.optim.co.jp/promotion/smsm/pdf/ManagementSite_Reference.pdf] 

 

＜対象アプリが起動できない状態にある場合＞ 

オリジナルアプリを対象アプリに指定している場合、オリジナルアプリが管理対象アプリとして配信されて

おらず、信頼が確立されていないため、起動ができない状態です。管理サイトの［アプリケーション配信］

で、「オリジナルアプリ」の「管理」を有効にしてください。 

 

「管理サイト リファレンス マニュアル」 8.5.6 アプリケーション配信 

[https://www.optim.co.jp/promotion/smsm/pdf/ManagementSite_Reference.pdf] 
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Q2 管理コード：T-I-sam002 
シングル APP モードの対象に指定したアプリが自動アップデートされません。 
原因を教えてください。 

A. 対非管理対象として配信されたアプリはアップデートされません。 

自動アップデートを有効にした管理対象アプリとして、対象のアプリを App ストアから再配信してくださ

い。 

※プリインストールアプリは管理対象として配信できないため、本事象の回避策はありません。 

 

①［設定］→［iOS］→［アプリケーション］→［管理対象アプリポリシー］→［+］の順に 

クリックします。 

②表示された画面で「ポリシー名」の入力と［自動的にバージョンアップする］にチェックを入れて、 

［保存］をクリックします。 

③［設定］→［iOS］→［アプリケーション］→［アプリケーション配信］→［+］の順にクリックします。 

④表示された画面で「設定名」を入力し、「App Store アプリ一覧」の［+］の順にクリックします。 

⑤「Stoer ID」を入力し、［有効］にチェックを入れ、手順 1 で作成したポリシーをリストボックスから 

選択して［保存］をクリックします。 

⑥［設定］→［iOS］→［アプリケーション］→［シングル APP モード（監視対象のみ）］→［+］の順に 

クリックしします。 

⑦表示された画面で「設定名」と「アプリケーション ID (Bundle Identifier)」を入力し、「上記の内容を 

理解したうえで同意します。」にチェックを入れて［保存］をクリックします。 

⑧［機器］→［一覧］→iOS 端末の機器名または＞｛＞はアイコンです｝の順にクリックします。 

⑨［設定の割り当て］をクリックします。 

⑩［シングル APP モード］の［編集］をクリックします。 

⑪［シングル APP モード］のリストボックスから、手順 6 で作成したシングル APP モードの設定を選択

し、［保存］をクリックします。 

⑫［同期］をクリックします。 

 

「管理サイト リファレンス マニュアル」8.5.3 管理対象アプリポリシー 

[https://www.optim.co.jp/promotion/smsm/pdf/ManagementSite_Reference.pdf] 

 

「管理サイト リファレンス マニュアル」8.5.6 アプリケーション配信 

[https://www.optim.co.jp/promotion/smsm/pdf/ManagementSite_Reference.pdf] 

 

「管理サイト リファレンス マニュアル」8.5.7 シングル APP モード（監視対象のみ） 

[https://www.optim.co.jp/promotion/smsm/pdf/ManagementSite_Reference.pdf] 
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◆トラブルシュート-iOS-設定アプリ に関する FAQ 

Q1 管理コード：T-I-sap001 
端末の設定アプリ上部に「この iPhone（iPad） 
は、"xxx"によって監視および管理されています」と表示されています。「"xxx"」で表示されている
名前を変えることはできますか。 

A. SMSM から変更することはできません。 

表示名は ABM のアカウント名(組織)です。 

こちらの情報は ABM にログイン頂き、［設定］＞［登録情報］にて確認可能ですが、変更については

Apple にご確認ください。 

 

 

  

https://smsmfaq.smartmanager.jp/kddiproduct/ausl/web/index.html


 

「目次」に戻る  FAQ は FAQ サイトに移行しました。FAQ サイトへはこちらから遷移してください。 

215 

 

◆トラブルシュート-Windows-認証 に関する FAQ 

Q1 管理コード：T-W-kit001 
エージェントのライセンス認証が行えません。どうしたらよいですか。 

A. 以下をご確認ください。 

●インターネットに接続できていますか。 

ライセンス認証を行うにはインターネットへ接続できている必要があります。 

ご使用の Windows 機器がインターネットに接続できているかご確認ください。 

●企業コードや認証コードが間違っていませんか。 

入力した企業コードや認証コードが正しくないとライセンス認証を完了することができません。 

入力した企業コード、または認証コードをもう一度確認してください。 

●ライセンス数は足りていますか。 

お申し込みの内容により、お申し込みのライセンス数を超えてのライセンス認証は行なえません。 

お申し込みのライセンス数については管理者へお問い合わせください。 

 

Q2 管理コード：T-W-kit002 
ライセンス認証の解除が行えません。 

A. エージェントは起動していますか。 

ライセンス認証の解除を行うためにはエージェントが起動している必要があります。 

以下のマニュアルを参照し、エージェントを起動させてからライセンス認証を解除してください。 

「Windows クライアント リファレンスマニュアル」8 エージェントの利用停止 

［https://www.optim.co.jp/promotion/smsm/pdf/Windows_ClientReference.pdf］ 
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◆トラブルシュート-Windows-エージェント に関する FAQ 

Q1 管理コード：T-W-age001 
エージェントがインストールできません。どうしたらよいですか。 

A. ご使用の Windows 機器が動作環境を満たしていますか。 

本製品の動作環境は、以下を参照してください。 

「Windows キッティングマニュアル」 

［https://www.optim.co.jp/promotion/smsm/pdf/Windows_Kitting.pdf］ 

 

Q2 管理コード：T-W-age002 
エージェントは起動しているが端末の管理･運用ができていません。どうしたらよいですか。 

A. 以下をご確認ください。 

●エージェントは管理サイトと通信できていますか。 

Windows 機器の管理･運用を行うためにはエージェントが管理サイトと通信する必要があります。 

エージェントと管理サイトの通信状態はタスクトレイアイコンで確認することができます。 

以下のマニュアルを参照し、エージェントが管理サイトと通信できているかご確認ください。 

「Windows クライアント リファレンスマニュアル」2.2 画面の見かた 

［https://www.optim.co.jp/promotion/smsm/pdf/Windows_ClientReference.pdf］ 

●エージェントのライセンス認証は行っていますか。 

エージェントの機能を使用するためには、ライセンス認証を行う必要があります。 

ライセンス認証の方法は、以下を参照してください。 

「Windows キッティングマニュアル」 

［https://www.optim.co.jp/promotion/smsm/pdf/Windows_Kitting.pdf］ 
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◆トラブルシュート-Windows-リモートロック に関する FAQ 

Q1 管理コード：T-W-rlo001 
勝手にロック画面が出てきてパスワードの入力を求められました。どうしたらよいですか。 

A. 管理者がリモートロック機能を使用した場合、解除にパスワードの入力が必要な場合があります。 

管理サイトの以下の場所に記載されている解除用のパスワードを端末側に入力してください。 

＜確認箇所＞ 

［設定］→［Windows］→［管理アプリの通信と動作］の 

「端末でのエージェント停止・ライセンス解除・アンインストールの制限」 
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◆トラブルシュート-Windows-外部デバイス に関する FAQ 

Q1 管理コード：T-W-ede001 
USB デバイスまたは、SD デバイスが禁止できません。原因を教えてください。 

A. 『禁止できる外部デバイスのパターン一覧』に記載のないデバイスを使用されている可能性がございます。 

外部デバイス設定では、外部デバイスの列挙子、サービスおよびクラス GUID の組み合わせが特定のパター

ンに該当する場合のみ、「禁止」の設定が有効になります。 

 

「管理サイトリファレンスマニュアル」10.3.7.1 外部デバイス 

※「◆ 禁止できる外部デバイスのパターン一覧」欄 

［https://www.optim.co.jp/promotion/smsm/pdf/ManagementSite_Reference.pdf］ 
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◆トラブルシュート-Windows-SIM 抜き差し監視 に関する FAQ 

Q1 管理コード：T-W-smo001 
SIM の抜き差しを行っていないのに、ロック画面が表示されます。対処法を教えてください。 

A. Windows の「WWAN Auto Config」サービスのスタートアップの種類を「自動」に変更することによって 

改善する場合があります。 

 

■「WWAN Auto Config」サービスの設定値を確認する手順 

 ①デスクトップ上のタスクバー左下にある「Windows マーク」を右クリックします 

 ② ［Windows PowerShell(管理者)］をクリックします 

 ③以下のコマンドを入力、Enter をクリックします 

  get-service WwanSvc | select-object displayname,name,starttype 

   

  出力された情報が以下の場合、サービスは「手動」に設定されています。 

  DisplayName     Name    StartType 

  -----------     ----    --------- 

  WWAN AutoConfig WwanSvc    Manual 

 

■「WWAN Auto Config」サービスを設定値を変更する手順 

 ①上記手順「①」と同様に PowerShell を管理者として実行します 

 ②以下のコマンドを入力、Enter をクリックします 

  set-service -Name WwanSvc -StartupType Automatic 

 ③設定状態を確認の為、以下のコマンドを入力、Enter をクリックします 

  get-service WwanSvc | select-object displayname,name,starttype 

  

  出力された情報が以下の場合、サービスは「自動」に設定されています。 

   DisplayName     Name    StartType 

   -----------     ----    --------- 

   WWAN AutoConfig WwanSvc Automatic 

  

 ④機器を再起動の為、以下のコマンドを入力、Enter をクリックします 

  Restart-Computer -Force 
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◆トラブルシュート-Windows-位置情報 に関する FAQ 

Q1 管理コード：T-W-lin001 
Windows 端末の位置情報の諸条件を満たしているにも関わらず、管理サイトにて位置情報が確認で
きません。原因を教えてください。 

A. 端末で測位した位置情報の精度が低い事が原因の可能性があります。 

 

エージェントは、端末で測位した位置情報の緯度・経度を管理サイトに送信しますが 

精度が 3000m よりも高い場合は、管理サイトへ位置情報を送信しない仕様となっています。 

 

位置情報の精度は、該当端末のオペレーションログ※（Operation ログ）から確認できます。 

以下（例）の「精度」にあたる欄を該当端末で確認してください。 

 

※オペレーションログ： C:\ProgramData\KDDI\Safety Manager\log\Operation\配下にあるログファイ

ル 

 

 （例）Position: 35.5629321740976 139.377503553093 16 2016-05-29T11:20:44.999000 (Satellite), 

SRID: 4326 

    上記記載があった場合、それぞれの値は以下を意味しております。 

    また、ログの末尾に「*」が記載されている情報は管理サイトへ送信しています。 

    -------------------------------- 

     35.5629321740976 → 緯度 

     139.377503553093 → 経度 

     16 → 精度（単位:m） 

     2016-05-29T11:20:44.999000 → 取得日時／Windows 時間、情報を更新した情報 

     Satellite → 取得元情報（Satellite は、GPS での取得を表しています） 

     SRID: 4326 → 空間参照系 

    -------------------------------- 

 

なお、精度は Windows の仕様のため、精度を上げる方法は端末メーカーに問い合わせてください。 
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◆トラブルシュート-Mac-認証 に関する FAQ 

Q1 管理コード：T-M-kit001 
ライセンス認証が行えません。どうしたらよいですか。 

A. 以下をご確認ください。 

●インターネットに接続できているか 

 ライセンス認証を行うにはインターネットへ接続できている必要があります。 

 ご使用の Mac OS 端末がインターネットに接続できているかご確認ください。 

 

●企業コードや認証コードが間違っているか 

 入力した企業コードや認証コードが正しくないとライセンス認証を完了することができません。 

 入力した企業コード、または認証コードをもう一度確認してください。 

 

●ライセンス数は足りているか 

 お申し込みの内容により、お申し込みのライセンス数を超えてライセンス認証を行うことはできません。 

お申し込みのライセンス数については以下の場所から確認できます。 

 

●プロファイルの認証に失敗しているか 

Mac OS の初回のライセンス認証時は、認証が成功しない場合があります。 

プロファイルをインストールしたあと、1 分程度待ってもインストールできない場合は、ダウンロードし

たプロファイルを削除し、「※インストール画面が表示されない場合はこちらを押してください。 」か

ら再度プロファイルをダウンロードして、もう一度インストールしてください。 

＜確認箇所＞ 

管理サイト→［トップ］→［機器ライセンス(使用数/契約数)］の「契約数」欄 

 

●Safari の設定を確認してください。 

 Safari の設定で Cookie を受け入れない状態になっていると、ライセンス認証は行なえません。 

 Safari メニューで［環境設定…］をクリックし、［セキュリティ］→［Cookie の受け入れ］→［常に 

受け入れる］を選択します。  
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◆トラブルシュート-Mac-プロファイル に関する FAQ 

Q1 管理コード：T-M-pro001 
プロファイルへの設定は行ったが管理サイトに表示されません。どうしたらよいですか。 

A. 管理サイトへ反映させるためにはインターネットへ接続できている必要があります。 

ご使用の Mac 端末がインターネットに接続できているかご確認ください。 

 

Q2 管理コード：T-M-pro002 
プロファイルのインストール中に途中でキャンセルをしてしまいました。どうしたらよいですか。 

A. 再度、最初からプロファイルをインストールしてください。 

プロファイルのインストール方法は、以下を参照してください。 

「Mac OS キッティングマニュアル」 

［https://www.optim.co.jp/promotion/smsm/pdf/MacOS_Kitting.pdf］ 

 

Q3 管理コード：T-M-pro003 
プロファイルのインストール中に「サーバー証明書は無効です。」というメッセージが表示されまし
た。 

A. Mac 端末の日時設定が正しく設定されていない場合があります。Mac の日時設定を正しく設定し直して 

ください。 

 

Q4 管理コード：T-M-pro004 
プロファイルを誤って削除してしまいました。どうしたらよいですか。 

A. 再度、Mac 端末を登録してください。詳細は、以下を参照してください。 

「Mac OS キッティングマニュアル」 

［https://www.optim.co.jp/promotion/smsm/pdf/MacOS_Kitting.pdf］ 
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◆トラブルシュート-4GLTE ケータイ管理サイト-機器 に関する FAQ 

Q1 管理コード：T-FPAW-ase001 
エージェントは起動しているが管理サイトに表示されません。どうしたらよいですか。 

A. 以下をご確認ください。 

●エージェントのライセンス認証は行っていますか。 

エージェントの機能を使用するためには、ライセンス認証を行う必要があります。 

エージェントを起動させ、ライセンス認証を行ってください。 

ライセンス認証の手順は、以下を参照してください。 

「4GLTE ケータイ向け クイックスタートマニュアル」 

［https://www.optim.co.jp/promotion/smsm/pdf/4GLTE_QuickStart.pdf］ 

●インターネットに接続できていますか。 

管理サイトへ反映させるためにはインターネットへ接続できている必要があります。 

ご使用の 4G LTE ケータイ端末がインターネットに接続できているかご確認ください。 

 

Q2 管理コード：T-FPAW-ase002 
管理サイトの［機器］→［詳細］画面にて「位置」が表示されません。原因と対処法を教えてくださ
い。 

A. 位置情報を取得するための諸条件を満たしていない可能性があります。 

諸条件詳細は以下のマニュアルを参照してください。 

 

「4G LTE ケータイ向け 管理サイトマニュアル」3.4.5.3 位置情報の諸条件

[https://www.optim.co.jp/promotion/smsm/pdf/4GLTE_ManagementSite.pdf] 
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◆トラブルシュート-4GLTE ケータイ管理サイト-リモートロック に関する FAQ 

Q1 管理コード：T-FPAW-rlo001 
機器を紛失してしまったので、至急リモートロックしたいです。設定方法を教えてください。 

A. 以下の手順でリモートロックを行ってください。 

■手順 

①［機器］からロックする機器を選択します。 

②画面右の［所有者の機器］より［ロックする］をクリックします。詳細は、以下を参照してください。 

「4G LTE ケータイ向け 管理サイトマニュアル」2.3.3.1 機器にロックをかける 

［https://www.optim.co.jp/promotion/smsm/manual.html］ 
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◆トラブルシュート-4GLTE ケータイ管理サイト-同期 に関する FAQ 

Q1 管理コード：T-FPAW-syn001 
機種変更後通信日時が更新されていません。解決方法を教えてください。 

A. 下記手順にて、管理サイトでご確認いただいている機器が正しい機器かをご確認ください。 

■手順 

①端末側で［設定］をタップします 

②［その他設定］をタップします 

③［端末情報］をタップします 

④［端末の状態］をタップします 

⑤［SIM のステータス］をタップします 

⑥「電話番号」欄を確認します 

⑦管理サイトにて［機器］をクリックします 

⑧「検索条件」のプルダウンから「電話番号」を選択します 

⑨手順「⑥」で確認した値を検索ボックスに入力し［検索］をクリックします 

⑩表示された機器情報の通信日時をご確認ください 
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◆トラブルシュート-4GLTE ケータイ管理サイト-共有アドレス帳 に関する FAQ 

Q1 管理コード：T-FPAW-sad001 
「「機器「（機器名）」のエージェントが共有アドレス帳の設定に失敗しました。」という、ログが
表示されましたがどうしたらよいですか。 

A. 設定に失敗している場合、再度同期を行うことで解消されます。 

同期で解消しない場合は、以下手順を行い、共有アドレス帳が配信されるかをご確認ください。 

 

■手順 

①［メニュー］→［管理プロファイル］より対象の管理プロファイルを選択します 

②［編集］をクリックします 

③「共有アドレス帳」の設定を「(設定なし)」にして［保存］を選択します 

④［同期］を選択し端末と同期が取れているか確認（エージェント下部の通信日時と比較）します 

⑤［編集］を選択し、「共有アドレス帳」の設定に②で外した共有アドレス帳設定を選択し［保存］を 

選択します 

⑥［同期］を選択します 

 

Q2 管理コード：T-FPAW-sad002 
共有アドレス帳の CSV にて「電話番号 2」と「電話番号 3」の情報を入れ替え、インポートしても
端末側に反映されません。原因と対処方法を教えてください。 

A. 「共有アドレス帳」の設定は、設定内容の順序を問わず件数と番号データが一致しているかを基準に判定 

しているため電話番号 2 と電話番号 3 を入れ替えても変更する対象にはなりません。 

 

順序のみを変更する場合は、以下の操作を行ってください。 

■手順 

①「共有アドレス帳」の設定を任意の値に変更します 

②端末より該当連絡先データを削除します 

③［同期する］をクリックします 
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◆トラブルシュート-4GLTE ケータイ-アプリケーション禁止 に関する FAQ 

Q1 管理コード：T-FP-afi001 
アプリケーション禁止を設定しても禁止できないアプリケーションがあります。 

A. Web クリップなど、アプリケーションを起動すると Web ページを開く仕組みの場合、 

アプリケーション禁止だけでは禁止できない場合があります。 

Web 画面に遷移するアプリケーションは、バックグラウンドで URL を利用しているため 

併せて「Web フィルタリング」機能を使用してアプリケーション内で遷移先の URL を禁止してくだい。 
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◆トラブルシュート-4GLTE ケータイ-認証 に関する FAQ 

Q1 管理コード：T-FP-kit001 
エージェントのライセンス認証が行えません。どうしたらよいですか。 

A. 以下をご確認ください。 

●インターネットに接続できているか 

ライセンス認証を行うにはインターネットへ接続できている必要があります。 

ご使用の 4G LTE ケータイ端末がインターネットに接続できているかご確認ください。 

●企業コードや認証コードが間違っていないか 

入力した企業コードや認証コードが正しくないとライセンス認証を完了することができません。 

入力した企業コード、または認証コードをもう一度確認してください。 

●ライセンス数は足りているか 

お申し込みの内容により、お申し込みのライセンス数を超えてのライセンス認証を行うことは 

できません。 

お申し込みのライセンス数については以下の場所から確認してください。 

＜確認箇所＞ 

管理サイト→［トップ］→［機器数/契約数］の「契約数」欄 

 

  

https://smsmfaq.smartmanager.jp/kddiproduct/ausl/web/index.html


 

「目次」に戻る  FAQ は FAQ サイトに移行しました。FAQ サイトへはこちらから遷移してください。 

229 

 

◆トラブルシュート-4GLTE ケータイ-エージェント に関する FAQ 

Q1 管理コード：T-FP-age001 
エージェントがインストールできません。どうしたらよいですか。 

A. ご使用の 4G LTE ケータイ端末が動作環境を満たしていますか。 

エージェントの動作環境は、以下を参照してください。 

「ABM サーバートークン年次更新マニュアル」 

［https://www.optim.co.jp/promotion/smsm/pdf/4GLTE_Agent.pdf］ 
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◆トラブルシュート-4GLTE ケータイ-同期 に関する FAQ 

Q1 管理コード：T-FP-syn001 
4G LTE ケータイ端末にて同期ができません。原因と対処方法を教えてください。 

A. 端末側にて同期をするための条件を満たしていない可能性があります。 

下記、確認方法と回避方法をご確認ください。 

 

●端末の電源がオフになっていないか 

●有効な SIM によるモバイル通信もしくは有効な Wi-Fi アクセスポイントに接続されているか 

●圏外及び電波が届かない場所で利用していないか 

●SMSM エージェントの認証が解除されていないか 

 確認方法：［アプリサービス］→［KDDI Safety Manager］の「ライセンス認証」ボタンが有効であるか 

 

●モバイルデータ制限が有効になっていないか 

 確認方法：［設定］→［無線・ネットワーク］→［データ使用量］の「モバイルデータ制限」 

 回避方法：「無効」に設定する 

 

●［設定］→［無線・ネットワーク」→［データ使用量］→［メニュー］→［バックグラウンドデータを制

限］が有効になっていないか 

 

Q2 管理コード：T-FP-syn002 
KYF42 で同期ができません。原因と対処法を教えてください。 

A. エージェントインストール時に以下の操作を行うと、同期ができなくなります。 

 

■事象発生までの操作手順 

①「データ通信を行う可能性のあるアプリが更新されました。制限を解除するとデータ通信量が発生する 

場合があります。」というダイアログが表示された際、「制限を解除しない」を選択 

②「本アプリの利用にはパケット通信料が発生します。よろしいですか？」というダイアログにて、 

「はい（今回のみ）」を選択 

 

本操作にて同期ができなくなった場合は、端末の［設定］→［無線・ネットワーク］→［データ通信制限］

にて、KDDI Safety Manager の設定を「制限中」から「動作可」に変更してください。 

 

また、エージェントインストール時は、「データ通信を行う可能性のあるアプリが更新されました。制限を

解除するとデータ通信量が発生する場合があります。」というダイアログが表示された際、「制限を解除す

る」を選択してください。  
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◆トラブルシュート-4GLTE ケータイ-パスコード削除 に関する FAQ 

Q1 管理コード：T-FP-pde001 
パスコード入力を指定回数間違ってしまい、ロックがかかってしまいました。管理サイトからパスコ
ード削除を行うことはできますか。 

A. パスワードポリシーが設定されていないかつ、端末との同期が取れている場合は 

パスコード削除を実行することができます。 

以下の手順にてご確認ください。 

 

■手順 

①［機器］をクリックします 

②該当機器を選択します 

③［パスワードを変更する］をクリックします 

④「この端末のパスワードを変更する」のポップアップにて、 

［新規パスワード］［新規パスワード(再入力)］を空欄の状態にします 

※値が入力されている場合は、削除します 

⑤［実行］をクリックします 

 

※Wi-Fi のみで運用していた場合、設定は即時反映されず、次回定期同期時にパスコードが削除されます  
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◆トラブルシュート-4GLTE ケータイ-共有アドレス帳 に関する FAQ 

Q1 管理コード：T-FP-sad001 
既に配信しているアドレス帳（A）に、更新（追加削除など）したアドレス帳（B）を送信すると、
上書きされずに追加登録され、アドレスデータの重複が生じるのですがどうしたらよいですか。 

A. 詳しい手順については以下の回避方法をご確認ください。 

「4G LTE ケータイ共有アドレス帳重複の回避方法」 

［https://www.optim.co.jp/promotion/smsm/pdf/FPHowToAvoidContactDuplication.pdf］ 

 

Q2 管理コード：T-FP-sad002 
共有アドレス帳ポリシーの設定画面で連絡先データの一部を削除するため、CSV 編集後ファイルを
インポート･取り込みしましたが、連絡先削除した内容が反映されません。 

A. CSV ファイルで、削除したい対象データの「削除（削除する:1）」欄に 1 を入力していただいたか 

確認してください。 

 

Q3 管理コード：T-FP-sad003 
CSV インポートについて、1 つの CSV の中に携帯と内線情報など電話番号を 3 つまで入れているの
ですが、インポートすると 1 つしか登録ができません。 

A. エージェントバージョンが 7.4.220.0 未満を利用している場合に、共有アドレス帳機能をご利用された場 

合、連絡先 1 件に対する電話番号の登録は 1 つのみです。 

共有アドレス帳機能をご利用になる場合は、エージェントバージョンをご確認いただき、最新のバージョン

にアップデートしてからご利用ください。 

 

Q4 管理コード：T-FP-sad004 
共有アドレス帳を使用したら、CSV に書き込んだ「名前」と「読み仮名」がそれぞれ別の連絡先と
して端末に登録されます。原因を教えてください。 

A. 「＋メッセージ」と、SMSM の「共有アドレス帳」機能を利用している場合、 

電話帳に登録するアドレス帳のデータと不整合が発生する場合があります。 

 

「＋メッセージ」のデータと「SMSM」が共有アドレス帳として登録したデータが 

「電話帳」内部で紐づいてしまい、「＋メッセージ」上にない情報のみ新しい連絡先として 

登録される事象を確認しています。 

 

以下の手順で、共有アドレス帳の設定を「（設定なし）」で同期後、 

再度設定を割り当てて配信することで改善するかを確認してください。 

 

■手順 

①管理サイトで［メニュー］→［管理プロファイル］に遷移します 

②［新規作成」で現在適用している管理プロファイルと同様の設定を作成します 

※このとき「共有アドレス帳」のみ「（設定なし）」にしてください。 

③［機器］→該当の機器を選択→［設定を変更する］にて 

「プロファイル」欄に、手順「②」で作成したプロファイルを設定します 

④［保存］をクリックします 

⑤［同期する］をクリックします 

⑥端末の電話帳より配信済みの連絡先が削除されていることを確認 

※電話帳の情報が残っている場合は共有アドレス帳ではないので、手動で削除してください。 

⑦［機器］→該当の機器を選択→［設定を変更する］にて 

「プロファイル」にもともと設定していた設定値を選択します 

⑧［保存］をクリックします 

⑨「同期する」をクリックします 
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◆トラブルシュート-4GLTE ケータイ-スクリーンロックパスワード設定 に関する FAQ 

Q1 管理コード：T-FP-fsp001 
スクリーンロックパスワード変更をしたときに動作しなくなりました。対応方法を教えてください。 

A. 管理者が設定している「パスワードポリシー」の条件を満たしていないときに動作しない場合があります。 

管理サイトの「パスワードポリシー」の設定条件をご確認のうえ、スクリーンロックパスワード変更を実施

してください。 

 

Q2 管理コード：T-FP-fsp002 
管理サイトから GRATINA KYF42 のパスワード変更を行った後、端末側で操作ができなくなりまし
た。どうしたらよいですか。 

A. ［電源／終話キー］を長押しして終了し、再度端末を起動してください。 
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