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SMSMver.9.8.0 対応内容一覧
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SMSMver.9.8.0 対応内容一覧

Android Enterprise「アプリ構成」をご利用のお客様に重要なお知らせがございます。

必ず、その他対応内容 「Android Enterprise アプリ構成設定方法変更」をご確認ください。



管理サイト
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クライアント証明書一括削除機能

概要
アップロードされているクライアント証明書を一括削除することができます。
従来、クライアント証明書の削除は、画面上より1枚ずつ(1設定セットずつ)選択し、削

除する必要がありましたが、 本バージョンアップにより、CSVファイルを用いてクライ
アント証明書を一括で削除することが可能です。

設定＞OS選択(Android/iOS/Windows)＞証明書管理＞クライアント証明書一括削除

「ダウンロード」ボタンから、既にアップロードされているクライアン
ト証明書の一覧をダウンロードします。
その後、削除したいクライアント証明書名の右側にある[S]削除フラグへ
「D」と入力します。
編集したCSVファイルをアップロード及びインポートすることで、一括
削除することができます。

※注意事項※ iOS端末では、管理サイト上で証明書を削除すると、端末上からも削除されますが、
Android/Windowsは、端末側では削除されず、残ります。

CSVファイル



iOS
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OSアップデート指示/情報取得機能

概要

iOS端末へOSアップデートを指示する機能及び、OSアップデートに関する情報取得機
能を追加します。管理者からOSアップデートを促すことで、OS側の不具合修正や新機
能の適用を迅速に行うことができます。

・OSアップデート指示機能

対象のiOS端末がアップデート可能な最新バージョンへ、アップデートを促すことができます。

・OSアップデート情報取得機能

対象のiOS端末がアップデート可能な最新バージョンに関する情報等を取得し、管理サイトへ
表示します。

OSアップデート指示

OSアップデート

情報取得

利用条件

• iOS 12.3 以降(アップデート前の

バージョン値)

• 端末が監視対象モードである
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OSアップデート指示/情報取得機能

OSアップデート指示機能 利用方法(機器個別)

1. [機器]画面から機器を選択し、[他の操作を見る]を押下します。 2. [OSアップデート]を

押下します。

※最新のOSアップデートが存在しない場合は上記

「OSアップデート」パネルが非表示になります。
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OSアップデート指示/情報取得機能

OSアップデート指示機能 利用方法(機器個別)

3. アップデート時の動作を選び、[同意する]にチェックを入れた後、[実行]を押下します。
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OSアップデート指示/情報取得機能

OSアップデート指示機能 利用方法(一括指示)

1. [機器]＞[全機器一括設定]を押下し、OSアップデートを行いたい端末の項目名を押下します。ここで

は「全ての機器」に対してOSアップデートを実行します。

2. [その他]＞[iOSリモート操作]の順に押下します。
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OSアップデート指示/情報取得機能

OSアップデート指示機能 利用方法(一括指示)

3. OSアップデートのパネルより、OSアップデートの動作を選択し、 [同意する]にチェックを入れた後、

[実行]を押下します。
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OSアップデート指示/情報取得機能

OSアップデート情報取得機能 利用方法

1. [機器]画面から機器を選択し、[デバイス]を押下します。 2. [機器]画面のOSアップデート

情報パネルに表示されます。

アップデートのステータス種別

未ダウンロード

ダウンロード中

ダウンロード済み

(Unknown)
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OSアップデート指示/情報取得機能

注意事項

次のようなケースにおいてOSアップデート指示に失敗し、リトライする可能性があり
ます。リトライ回数に上限はなく、同期毎に実施されます。

• ダウンロードやインストールするために十分な空き容量がない

• ダウンロードやインストールに必要なバッテリー残量がない

• ネットワークの状態が悪い、もしくはモバイル通信状態になっている

• 通話中であった
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iOSエージェント自動認証機能

概要

iOSエージェントを起動するだけで、認証を完了する機能を追加します。

これまでの課題

iOSエージェントの認証には、Safariの利用及び、Safariにて表示したポータルより
[エージェントを認証する]ボタンの押下が必要でした。※手動認証は可能

そのため、Safari以外のブラウザを利用している場合に認証を行うことができない、ま
た、キッティング時にポータルから[エージェントを認証する]を押下し忘れ、後から端
末利用者に複雑な認証手順を案内しなければならず、管理者・端末利用者ともに負担と
なっていました。

利用可能 利用不可
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iOSエージェント自動認証機能

本バージョンアップ後にできること

・Safariが禁止されている環境であっても、iOSエージェントの認証を完了させることができます。

・MDM構成プロファイルのインストール後、iOSエージェントを起動するだけで認証作業が完了す
るため、キッティング時にポータル上の操作を行わなかった場合でも、端末利用者への案内が簡易
になります。

利用手順比較

バージョンアップ以前

1 MDM構成プロファイルインストール

2 iOSエージェントインストール

3 認証ボタン(ポータル)を押下

4 起動して認証ボタン(ポータル)を押下

5 iOSエージェント起動

6 認証完了

バージョンアップ以降

1 MDM構成プロファイルインストール

2 iOSエージェントインストール

3 iOSエージェント起動

4 認証完了

※いずれの場合も、エージェント起動後に必要に応じて

位置情報取得/通知表示への権限許可は必要です。

※初回インストール時にはプライバシーポリシーへの同

意が必要です。



15

© 2019 KDDI

iOSエージェント自動認証機能

iOSエージェント自動認証機能 設定方法(管理サイト)

iOSのApp Configuration設定を用いて、認証に必要な情報を端末に送る必要があります。以下の設定は
キッティング前(端末認証前)に実施いただくとスムーズに認証を完了させることができます。

1. アプリケーション配信設定を作成します。

[設定]＞[iOS]＞[アプリケーション]＞[アプリケーション配信]の順に押下し、設定セットを新規作

成します。

2. Store IDに「547474814」を入力、管理の[有効]にチェックをいれ、[保存]を押下します。

管理が有効でない場合、App Configurationを

利用することができませんので、必ずチェック

を入れてください。
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iOSエージェント自動認証機能

iOSエージェント自動認証機能 設定方法(管理サイト)

3. App Configuration設定を作成します。

[設定]＞[iOS]＞[アプリケーション]＞[App Configuration]の順に押下し、設定セットを新規作成し

ます。

4. アプリケーション名「KDDI Smart Mobile Safety Manager」を選択した後、設定値を以下の通り入

力し、[保存]を押下します。

Key Type Value

company_cod
e

String 企業コード名

server_url String
https://ausl.smartmanager.jp
/

activation_cod
e

String
%MDM_ACTIVATION_CODE
%

※%MDM_ACTIVATION_CODE%は

機器個別のアクティベーションコードに

自動変換されます
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iOSエージェント自動認証機能

iOSエージェント自動認証機能 設定方法(管理サイト)

5. 再度、アプリケーション配信設定画面へ遷移し、編集画面を表示します。

6. App Configurationの下に表示されているプルダウンにて、前ページで作成したApp Configuration

設定を選択し、[保存]を押下します。

7. 設定テンプレートによるデフォルト

設定をご利用いただくか、機器画面

よりライセンス認証待ち機器を作成

し、登録した機器に対して作成した

アプリケーション配信設定を、割り

当てます。

以上で管理サイトの
設定は完了です
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iOSエージェント自動認証機能

iOSエージェント自動認証機能 設定方法(iOS端末)

1. MDM構成プロファイルをインストールし、認証を行います。

• http://ausl.smartmanager.jp/iからのインストール、DEPを用いたインストールどちらでも構いません。

2. iOSエージェントをインストールします。

• アプリケーション配信設定を割り当てているため、自動インストールもしくはダイアログが表示されインストール

が促されます。

3. iOSエージェントのアイコ

ンを押下し、起動します。

4. プライバシーポリシーの内

容を確認の上、同意します。

5. 認証完了です。

必要に応じて、位置情報、通知表示のダイ

アログに対し、同意します。

http://biz3.optim.co.jp/i
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クライアント証明書 複数紐付け機能

概要
iOS端末に紐づくクライアント証明書を最大5枚まで設定することができます。
従来、1台のiOS端末に紐づくクライアント証明書は1枚のみ設定可能でしたが、本

バージョンアップにより、用途が異なるものなど、複数のクライアント証明書を1台
のiOS端末に紐付け、配信することができます。

機器＞一覧＞詳細＞他の設定を見る＞クライアント証明書

「編集」ボタンから、2枚目
以降のクライアント証明書を
紐付けることが可能です。
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VPN設定

クライアント証明書 複数紐付け機能

本対応に伴い、iOS端末に紐づくクライアント証明書のうち、1枚を「デフォルト」に
指定するようになります。
「デフォルト」に指定されたクライアント証明書は、「構成プロファイルアップロー
ド」のVPN設定等で(機器に設定されているクライアント証明書)と設定している場合に
参照されます。
本バージョンアップ時にiOS端末に紐づくクライアント証明書は、すべてこの「デフォ
ルト」として扱われます。

以下の設定例の場合、デフォルトのクライアント証明書「0006」は、構成プロファイ
ルアップロードの「VPN設定」の構成プロファイルに参照されます。

(機器に設定されているクライア
ント証明書)が選択されている

【機器一覧】 【構成プロファイルアップロード】

「クライアント証明書（デフォルト）」に
て、ファイル名を選択することによりデ
フォルト指定する事ができます。

0006



21

© 2019 KDDI

クライアント証明書 複数紐付け機能

概要
iOS端末とクライアント証明書を、CSVファイルを用いて一括で紐付ける機能を追加し

ます。
iOS端末に対し、複数のクライアント証明書を一括で紐付けることができ、効率よく設定
を行うことができます。

機器＞CSVでクライアント証明書紐付け

CSVファイル

「ダウンロード」ボタンから、機器と既に紐付けられた
クライアント証明書の一覧をダウンロードします。
必要に応じて、「デフォルト」＋4枚＝最大5枚のクライ
アント証明書名を入力し、紐付けます。



Android
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Android 10 対応

概要

本バージョンより、Android 10のサポートを開始します。

なお、Android は機種(モデル)とOSの組み合わせでサポート対象が決めております。お使いの端末
をAndroid 10にアップデートする際は、サポート対象のサービスかつ対応機種であることを必ずご
確認ください。

サポート対象（※今回公開されるver.9.8.0よりサポートいたします。）

・ストア版SMSM Androidエージェント

・ストア版SMSM +browser 

・ストア版SMSM Safety Manager Antivirus
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Android 10 対応

制約事項＜ストア版Androidエージェント＞
MACアドレスについて

制約事項概要 Android 10の端末識別子として、MACアドレスが利用できません。

調査結果及び
対応予定

OSの仕様変更によるものです。現在、弊社製品による改修にて対応可能か、調査を行っております。

回避方法 ライセンス認証待ち機器を登録される際は、シリアル番号や電話番号を端末識別子としてご利用く
ださい。

制約事項概要 NFCキッティングを実施することができません。

調査結果及び
対応予定

本制約はOS側の仕様変更によるものであり、本製品の改修による対応予定はございません。

回避方法 QRコード、afw識別子、ゼロタッチ登録などによるキッティングをご利用ください。

制約事項概要 「データ出力NFC利用」の制限を行うことができません。「データ出力NFC利用」の制限は管理サ
イト内の以下メニューより設定可能です。
・[設定]>[Android]>[Device Owner Mode]>[セキュリティ設定]>設定セット項目内[データ出
力NFC利用]

調査結果及び
対応予定

本制約はOS側の仕様変更によるものであり、本製品の改修による対応予定はございません。

回避方法 ございません。

NFCキッティングについて

データ出力NFC利用について
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Android 10 対応

制約事項概要 QRコードキッティングを行うと、次の事象が発生します。
・任意権限「ストレージ」を有効にできない
・任意権限「位置情報権限」設定時に「常に許可」が選択できない

上記事象により、下記機能が利用できません。

・root化検知機能
・ファイル配信機能(オプション)
・ウイルス対策機能(オプション)
・端末情報管理
・Zone Management

・位置情報取得
・プロキシ
・Wi-Fi設定(オプション)
・Wi-Fiフィルタリング(オプション)

上記事象により、「位置情報権限について」（ページ記載）に記載の機能をご利用する際に影響が
ございます。

＜ストア版Androidエージェント＞

QRコードキッティングについて
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Android 10 対応

制約事項概要 位置情報権限を許可しない場合、次の機能が利用できません。
・「プロキシ設定」機能
・「バックアップ」機能において、
・「Wi-Fiネットワーク」項目のバックアップ
・「Wi-Fi」機能のSSID設定後における自動再接続機能
・「Wi-Fiフィルタリング」機能
Android 9の状態でキッティングし、Android 10へアップデートした場合は影響ございません。

調査結果及び
対応予定

OSの仕様変更によるものです。現在、弊社製品による改修にて対応可能か、調査を行っております。

回避方法 初期キッティング時の任意権限選択画面にて「位置情報権限」を「常に許可」にしてください。
キッティング後は、Androidエージェントアプリ内メニューから「権限」を選択し、「位置情報権
限」を「常に許可」にしてください。

＜ストア版Androidエージェント＞

位置情報権限について
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Android 10 対応

＜ストア版Androidエージェント＞

制約事項に関連した、位置情報権限に関する仕様変更について

Android 10において、以下の通り位置情報権限について仕様変更がございました。キッティングの際に
ご注意ください。

• アプリケーションに対して位置情報権限を付与する際、「常に許可する(有効)」「許可しない(無
効)」に加えて、「アプリの使用中のみ許可」という設定項目が増えました。

• エージェントの位置情報権限を使用する機能を利用する場合は、「常に許可する(有効)」をご選択く
ださい。

• なお、Android 9以前をご利用のお客様にて、位置情報権限を「有効」にしてご利用いただいていた
場合は、Android 10に更新後もそのままご利用いただけます。
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Android 10 対応

制約事項概要 Safety Manager AntiVirusがフォアグラウンドにない場合、マルウェア検出時に、マルウェア削除
を促すダイアログが表示されません。
これまで、マルウェア検出時には通知領域への通知表示及びダイアログの表示を行っておりました
が、このうちダイアログが表示されません。通知からはマルウェアの削除を行うことができません。
マルウェア検出時は、管理サイト上のログ画面に検出された旨が表示されます。

調査結果及び
対応予定

OSの仕様変更によるものです。現在、弊社製品による改修にて対応可能か、調査を行っております。

暫定対応 次ページ以降をご参照ください。

＜ストア版Safety Manager AntiVirus＞

マルウェア検出時のダイアログ表示について
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Android 10 対応

＜ストア版Safety Manager AntiVirus＞

マルウェア検出時のダイアログ表示について – 回避方法 –

マルウェア検出時には、以下の手順で削除を行ってください。

1. ホーム画面等からSafety 

Manager AntiVirusを起動し、

[不正アプリ対策]を押下します。

2. [検索開始]を押下します。 3. 手動スキャンが始まりますので、

完了を待ちます。
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Android 10 対応

＜ストア版Safety Manager AntiVirus＞

マルウェア検出時のダイアログ表示について – 回避方法 –

4. スキャン完了後、検索結果一覧に

マルウェアアプリが表示されます

ので、削除ボタン(ゴミ箱)を押下

します

5. 確認を求めるダイアログが表示さ

れますので、[OK]ボタンを押下

します。

6. マルウェアの削除が完了します。
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ロック画面の機能制限

概要
端末でロック画面を表示している際にも利用可能な各種機能(通知の表示、カメラ機能等)を一括も

しくは個別に制限する設定を追加します。これまで以上に強固なセキュリティ設定を行うことができ
るようになります。

設定＞Android＞セキュリティ＞画面ロック にて設定可能

例：スクリーンロック画面に表示される通知を制限した場合

【通常(制限なし)】 【すべての通知を制限】 【業務領域内アプリの通知を制限】
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ロック画面の機能制限

設定項目

設定項目 制限内容

1 制限しない 機能が制限されない状態です。

2 全て制限する 4～8の機能を全て制限します。
なお、Android Enterpriseの仕様上、今後ロック画面上で利用可能な機能のうち、本
機能で制限可能なものが増えた場合、現在KDDI Smart Mobile Safety Managerの管
理サイト上に設定項目がないものであっても、制限されます。

3 制限機能を指定する 以下の5つから必要な制限機能を選択します。

4 端末ロック中のカメラ カメラボタン(画面上)からのカメラ起動を制限します。物理ボタンからのカメラ起動
に関しては、端末によって制限されない場合があります。
※本機能を利用していない場合でも、設定＞Android＞機能制限＞カメラにてカメラ
を禁止している場合は、ロック画面上には表示されません。
※本機能を用いて制限した場合は、スクリーンロック解除前のみ制限され、ロック解
除後にはカメラ機能を利用できます。

5 すべての通知 すべての通知が非表示となります。※前ページ【すべての通知を制限】を参照。

6 業務領域内アプリの通知 業務領域内アプリの通知において、内容の表示が制限されます。※前ページ【業務領
域内アプリの通知を制限】を参照。※業務領域外のアプリについては、システムアプ
リやメーカーアプリといった初期インストール済みアプリなどが該当します。

7 信頼できるエージェント スマートロック機能によるスクリーンロックの解除を制限できます。
※スマートロックとは、Android 5.0 以降に、OS標準機能として搭載された 信頼でき
る場所、顔、声、端末などによるロック画面を解除する機能です。

8 指紋によるロック解除 指紋によるロック画面解除を制限します。
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ロック画面の機能制限

＜注意＞
本機能をご利用いただくには、エージェントに対し（既存でご利用のお客様は）、新た

な権限(画面ロックの一部の機能を無効化)を必ず許可いただく必要があります。Google 
Play storeから新バージョンをインストール後、以下のフローに沿って権限許可をお願い
いたします。
本手順は、エージェントを新規インストール（新規キッティング）する場合は不要です。

※ 上記の権限設定を促す画面は、「ロック画面の機能制限」のご利用状況に関わらず表示されます。
※ 権限を許可するまで、設定を促す画面が表示されます。

1. エージェントアプリの
アイコンをタップし、
起動します。

2. [設定を行う]を
押下します。

3. [OK]を押下しま
す。

4. [この端末管理アプリを有
効にする]を押下します。
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ロック画面の機能制限

本機能の設定状況確認方法
設定状況は機器画面より確認することができます。

機器＞一覧＞詳細＞デバイス＞スクリーンロックパネル内

制限機能を指定する

以下のいずれかが表示されます。

• 制限しない
• 最新バージョンにエー

ジェントがバージョン
アップされた端末はすべ
て「制限しない」が表示
されます。

• 権限を許可していない場
合も、「制限しない」が
表示されます。

• 全て制限する
• 制限機能を指定する
• (Unknown)
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ロック画面の機能制限

エージェントを自動アップデートする方法
以下、２つの方法がございます。
①SMSM管理サイト上で、ストア版エージェントが強制インストールされる設定をする。

https://www.optim.co.jp/promotion/smsm/pdf/ManagementSite_Reference.pdf
「7.5.2 アプリケーション配信」を参照

②下記の手順を実施してください。
1）SMSM管理サイト上で、ストア版エージェントが企業許可アプリとして設定をする。

https://www.optim.co.jp/promotion/smsm/pdf/ManagementSite_Reference.pdf
「7.5.2 アプリケーション配信」を参照

2）Google Playストアの「アプリの自動更新」設定を有効にする
1.Google Play ストア アプリを開きます。
2.メニューアイコン [≡] をタップします。
3.[アプリの自動更新] をタップします。
4.オプションを選択します。

3) ストア版エージェントをGooglePlayストアから手動バージョンアップを、一度だけ実行する。

下記、「エージェントを手動アップデートする方法」の手順をご確認ください。

エージェントを手動アップデートする方法
GooglePlayストアから実行する
1）Google Play Storeを起動する
2）検索フォームでkddi safety managerを検索する
3） SMSMエージェントアプリ情報に関する画面が表示されるので、「更新」ボタンを押下する。

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


Windows
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リモートワイプ PC初期化方式の追加

概要

管理対象のWindows端末での、リモートデスクトップ接続設定状態を取得し、管理サイトに表示し
ます。

[機器]＞[詳細]＞[情報]＞[デバイス]

表示内容

有効

無効

(Unknown)

[デバイス]画面

・非対応OSの場合は状態表示用パネルが非表示になります。

・非対応OSは以下の通りです。

Windows 7 Starter/Home、Windows 8.1(無印)、Windows 10 Home
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リモートワイプ PC初期化方式の追加

概要
今回のバージョンアップから、リモートワイプに新たな方式を追加します。

新たに追加された
リモートワイプ方式

機能概要

PC初期化 PCを初期化し、ユーザーがインストールしたアプ
リやドライバー、個人用ファイルをすべて削除し
ます。
実行後、工場出荷時状態になり、Windows 10の
初期設定画面が表示されます。

既存のリモートワイプ方式 機能概要

BitLocker 暗号化済みドライブの回復キー以外の暗号化キー
を削除します。
回復キーを入力しないと、ドライブのデータには
アクセスできません。

データ削除 ファイルの削除とドライブのフォーマットを行い
ます。
また、OSの入れ替えを前提として、
OSの動作に必要なファイルも削除します。
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リモートワイプ PC初期化方式の追加

端末紛失時のリモートワイプ方式の選び方

リモートワイプ方式 利用条件

BitLocker • 以下のOSを利用していること
Windows 10 Pro/Education/

Enterprise
Windows 8.1 Pro/Enterprise
Windows 7 Enterprise/Ultimate

• BitLocker以外の暗号化ツールを
利用していないこと

• デュアルブート環境およびパーティション変更
ツールなどを導入していないこと

• Windows7の場合、TPMが搭載されていること
• Bit Lockerによってドライブがロックされている

こと

PC初期化 • 以下のOSを利用していること
Windows 10 Pro/Enterprise/

Education/Home

データ削除 • 条件なし

利
用
可
能
な
状
態
へ
の
復
帰
の
速
さ

速

遅
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リモートワイプ PC初期化方式の追加

機器操作のリモートワイプ項目追加
機器一覧画面からのリモートワイプの項目を追加します。

機器＞一覧＞詳細＞他の操作を見る＞リモートワイプ
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リモートワイプ PC初期化方式の追加

管理アプリの通信と動作項目追加
管理サーバーと通信できなくなった際のリモートワイプ方式にPC初期化が追加します。

設定 > Windows > 管理アプリの通信と動作
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リモートワイプ PC初期化方式の追加

セキュリティ項目追加
スクリーンロック解除時のリモートワイプ方式にPC初期化が追加します。

設定 > Windows > セキュリティ > 画面ロック
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「プロキシ設定」自動構成項目の追加

概要
「プロキシ設定」に自動構成に関する設定項目を追加します。追加項目は以下の

通りです。
・設定を自動的に検出する
・自動構成スクリプトを使用する
・自動構成スクリプトのアドレス



その他 対応内容（1/2）
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その他 対応内容(1/2)

その他 対応内容(1/2)は次の内容になっています(再掲)

その他 対応内容(1/2)

その他/重要 Android Enterprise アプリ構成設定方法変更

その他
iOS SMSM エージェント/+browser/アプリカタログ
プライバシーポリシー表示

その他 Android Enterpriseアプリ配信のAPIを最新のものに更新

その他 位置情報にプロバイダ情報を追加

その他 各種文言・挙動の改善
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Android Enterprise アプリ構成設定方法変更

変更点 概要

Android Enterprise「アプリ構成」の仕様を以下の通り変更します。

① 「アプリ構成」の設定値入力画面のデザイン変更を行います。

• これまでSMSM独自のフォームを提供しておりましたが、Googleが標準的に用
意している画面(以降、新画面)を提供いたします。

② 「アプリ構成」の新規作成/更新/削除は、新画面でのみ可能となります。

③ 新画面にてアプリ構成を保存/削除した場合、個別アプリケーション機能の[保存]ボ
タンを押下せずとも、編集中の設定が自動保存されます。

④ これまで提供していた設定値入力画面(以降、従来画面)は、過去入力した値の閲覧
は可能ですが、編集(変更)することができなくなります。

⑤ 本バージョンアップ以降キッティングする端末には、従来画面で入力していた値が
反映されなくなります。

• 本バージョンアップより前にキッティングし、設定が反映されている端末への影響はござ
いません。
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Android Enterprise アプリ構成設定方法変更

• これまで設定値を入力していた画
面(従来画面)は、[編集]ボタンを
押下しても、値を編集できなくな
ります。

アプリ構成画面

• [設定]＞[Android]＞[アプリケーション]

＞[Android Enterprise]＞[個別アプリ

ケーション]

従来画面について
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Android Enterprise アプリ構成設定方法変更

1. 個別アプリケーション設定内の[編集]

ボタンを押下した後、[未構成]を押下

します。

2. アプリに応じた設定項目が表示されますの

で、設定値を入力し、[保存]を押下します。

3. 1の画面に戻りますので、右下の[保存]を押

下します。

新画面について
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Android Enterprise アプリ構成設定方法変更

重要なお知らせ：設定の移行について

本バージョンアップより前に「アプリ構成」をご利用のお客様は、本バージョンアップ
以降、必ず実施していただきたい移行作業がございます。

– 移行作業は、新たに端末をキッティングする、もしくは「アプリ構成」の設定を変
更するまでに、行っていただく必要がございます。

– 本バージョンアップ以降、初めて本機能を利用するお客様は、ご対応不要です。

従来画面の廃止について

今後、お客様のご移行状況を確認の上、従来画面を廃止いたします。

廃止予定については改めてご案内いたしますが、速やかな移行作業にご協力いただきま
すよう、お願いいたします。
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Android Enterprise アプリ構成設定方法変更

移行作業について

従来画面に登録されている値等を、新画面

へコピー＆ペーストいただく必要がござい

ます。

本画面で[編集]ボタンを押下後、「旧アプリ構

成を別タブで表示する」を押下することで作業

時にコピー＆ペーストしやすくなりますので、

ご活用ください。
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iOS SMSM エージェント/+browser/
アプリカタログ プライバシーポリシー表示

概要
iOS版KDDI Safety Manager のアプリ内に、プライバシーポリシーを表示します。
また、新規インストール時及び本バージョンへアップデート時にプライバシーポリ

シーへの同意が促されます。

新規インストール
/アップデート時 プライバシーポリシー確認方法

「同意しない」を押下した場合、ブラウザアプリを利用することができま
せん。同意するまで、同意を促す画面が表示されます。
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Android Enterpriseアプリ配信のAPIを最新化

概要

・Googleからアプリ配信における新しいAPIが提供されました。

・本APIを利用することにより、従来よりスムーズなアプリ配信を実現する
ことが可能になります。

・これまでAndroid Enterpriseにおいてアプリ配信遅延が起きておりました
が、本対応により改善されます。

・管理画面上の変化はございません。
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位置情報にプロバイダ情報を追加

概要

・Android端末において取得された位置情報を閲覧する際に、取得元を表示します。

・これまでは、取得元がGPSなのかネットワーク経由なのか不明であったため、
Android端末で位置情報に問題があった場合の切り分けに時間がかかっていました。

・今後は、取得元をもとにして問い合わせの回答速度改善につなげることや、根本的な
原因分析が可能になります。

・表示される項目は次のとおりです。

GPS

ネットワーク

Unknown(Agentが対応バージョンでない場合に表示されます)
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各種文言・挙動の改善

概要

下記のようにSMSMの文言・挙動を改善いたします。

• Apple Push証明書更新時エラーの文言を見直し、お客様自身で解消可
能なものへ改善（次ページで改善後の画面掲載）

• スクリーンロックパスワード変更時の注意文言を下記の文言へ改善

– 修正前：設定済みのスクリーンロックポリシーを満たしていない
場合は、変更することができません

– 修正後：設定された画面ロック設定のパスワードポリシーを満た
していない場合は、変更することができません。

• Android端末において「スクリーンロックパスワード設定を促す画面
で「いますぐ変更する」を押しても画面が遷移しない」という事象を
改善
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各種文言・挙動の改善

“トピック値”という表現を
撤廃

対処方法を案内

“Apple Push 証明書 年次更新”マニュアル
への誘導線を追加



その他 対応内容（2/2）
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その他 対応内容(2/2)

その他 対応内容(2/2)は次の内容になっています(再掲)

その他 対応内容(2/2)

その他 Safety Manager AntiVirus Android 9最適化及び64ビット対応

その他 Safety Manager AntiVirus オプトアウトメニューの追加

その他 Android 全体アプリケーション権限 設定画面内文言変更

その他 Android 画面ロックのパスワード変更可否確認

その他 Windows アプリケーション配信時のログ出力内容変更



58

© 2019 KDDI

KDDI Safety Manager AntiVirus
Android 9最適化及び64ビット対応

概要
Android 9への最適化および64ビット対応端末への対応に伴い、利用するスキャンパター

ンの種類を変更します。

詳細
上記対応に伴い、バージョンアップ後の初回アップデート時には、2~3MBのパターン

ファイルが端末へ配信されるため、ネットワークトラフィックにご注意ください。
アップデート前に行った各種設定は全て引き継がれます。
上記対応に伴い、通信要件が変更となります。
・変更前：tmms2-optim-p.activeupdate.trendmicro.com:80
・変更後：rest-g-au.mars.trendmicro.com:443

なお、ver.2.4以前で利用しているスキャンパターンは2024年までに利用を停止する予定で
す。
お早めのバージョンアップ実施をお願いいたします。
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KDDI Safety Manager AntiVirus
オプトアウトメニューの追加

概要
端末情報を送信する機能をオプトアウト(端末利用者の希望に応じて停止)できるメ

ニューを追加します。
※本情報取得は製品品質向上を目的としたものであり、端末利用者が送信を停止した

場合でも、本アプリの動作に影響はございません。

チェックボックスを押下すると、
情報収集を停止します
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Android 全体アプリケーション権限
設定画面内文言変更

概要
「全体アプリケーション権限」の名称を「アプリ権限ポリシー」に変更いたします。

また、本名称変更に伴って設定画面内の文言も見直しを行います。

※ 本機能は、Device Owner 
Mode化されたストア版エージェ
ントでのみ利用可能です。

変更前 変更後 選択時の挙動(本バージョンアップでの変更なし)

全体アプリケーション権限 アプリ権限ポリシー -

デフォルトのアプリ権限 プリ権限が許可されていない状態で
発生する権限要求の自動応答ポリ
シー

-

ユーザー選択 ユーザー操作による選択・変更を許
可する

アプリが利用する権限を要求した際、ダイアログを表示せず、
端末利用者が個別に許可/不許可を選択することができます。

許可 設定アプリからのユーザー操作によ
る変更を禁止する

- 許可

アプリが利用する権限を要求した際、ダイアログを表示せず、
自動的に権限を許可します。ユーザー操作はできません。

不許可 設定アプリからのユーザー操作によ
る変更を禁止する

- 不許可

アプリが利用する権限を要求した際、ダイアログを表示せず、
自動的に権限を禁止します。ユーザー操作はできません。
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Android スクリーンロックパスワード変更
可否確認

概要
管理者から、スクリーンロックパスワードを変更できるかどうかを表す情報を、管理画

面に追加いたします。
※ver.9.5.0にて、Android 8.x以降かつAndroid Enterpriseが利用可能な端末における、
スクリーンロックパスワード変更機能の仕様を変更いたしました。
スクリーンロックパスワード変更機能のご利用には、事前に端末がトークンを受理する必
要があり、その受理状況を確認するための機能を本バージョンアップで追加いたします。

※ 本機能は、Device Owner Mode化されたストア版エージェントでのみ利用可能です。

完了

機器「デバイス」での確認方法
・機器＞一覧＞詳細＞デバイス
完了/未完了/Unknownのいずれかが表示されます。

完了 トークン受領済、管理サイトよりス
クリーンロックパスワード変更可能

未完了 トークン未受領、管理サイトよりス
クリーンロックパスワード変更不可

Unknown スクリーンロックパスワード変更非
対応端末、もしくはなんらかの理由
によって状態が取得できない場合

※デバイス画面の他、機器画面メニュー内、CSV
ダウンロードからも確認可能です。
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Windows アプリケーション配信時の
ログ出力内容変更

概要
アプリケーション配信になんらかの理由で失敗した際、管理サイトへ出力されるログに

失敗回数の表示を追加します。
※参考：Windowsのアプリケーション配信では、なんらかの理由で配信に失敗した際、
10回までリトライします。次回同期時に10回の上限に達していないときは配信失敗数は
リセットされ、逆に上限に達している場合は再配信されません。何回リトライ(失敗)して
いるかを、ログより確認することができるようになります。

「機器名」がアプリケーション配信設定
「設定セット名」のn番目のファイルのダ
ウンロードにn回失敗しました。(エラー
コードerror_code)"



アップデート後の作業
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アップデート後の作業

iOS

Android

Windows

macOS

構成プロファイルの更新は不要です。関連アプリは、App Storeから新バージョンをインストールしてください。

【ストア版】

ストア版各種アプリをユーザーによってGoogle Playより手動でアップデートしていただくか、管理者によりmanaged 

Google Playを利用し、端末へ配信してください。

managed Google Playをご利用の場合、該当アプリの承認操作が必要です。

【従来版】

アップデートはございません。

Windowsエージェントは自動更新されるため、アップデート作業は不要です。

※手動更新を行う場合、バージョンアップ後はアップデート要求が集中し、ダウンロードに失敗することがございます。そ

の場合は、再度時間を空けてからお試しください。

アップデート作業は不要です。
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アップデート対象のアプリ

OS 対象アプリ

Android ストア版Androidエージェント

ストア版+browser Safety Manager

ストア版Safety Manager AntiVirus

iOS iOS エージェント

アプリカタログ

Windows Windows エージェント




