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•履歴

改版履歴

バージョン 修正内容 日付

初版 2017/12/8

Var.2.0
ABM対応にともなう修正
SMSMのUI変更にともなう修正
新UIデザインにともなう画像の修正

2018/11/9

Var.2.1 新フォーマットに変更 2019/7/16

Var.2.2
サイレントインストールできない条件の変更にともなう修正
（5ページ）

2020/3/23
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本資料は、KDDI Smart Mobile Safety Manager(以下、SMSM) 
における、iOS向けのアプリケーション配信で、アプリケーショ
ンをサイレントインストールにて配信する手順書です。

以下の運用でアプリケーション配信したい企業様向けになります。

・端末利⽤者の操作なし(画面タップやApple IDの情報⼊⼒なし)
で、アプリケーションのインストールおよびバージョンアップ
の配信を⾏いたい。

※ Volume Purchase Program （以下、VPP） 、Device Enrollment Program（以下、DEP）は Apple Business Manager （以下、
ABM）へアップグレードし、一つのプログラムに統合されました。Apple Business Manager では、VPPを「コンテンツ」、DEPを「デ
バイス」というメニューで表示しています。

現在、KDDI Smart Mobile Safety Manager （以下、SMSM）の管理サイトでは本機能をVPPと表記しているため、本資料でも
「VPP」と表記しております。

はじめに
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サイレントインストールについて

サイレントインストールとは、端末利⽤者が端末の操作なしに管理者が指定したアプリを強制的にイ
ンストールをすることを言います。
・サイレントインストールは、アプリを確実に配信したい場合の有効な手段です。

・アプリ配信時に端末利⽤者へ操作⼿順を周知する必要がない

・端末利⽤者へApple IDとパスワードの⼊⼒無しに、運⽤が可能

サイレントインストールのメリット

企業管理者

アプリを配信

サイレントインストールの場合、
端末からの操作なしにアプリを
自動インストール可能
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iOSにおけるサイレントインストールのための配信設定について

サイレントインストール可能 サイレントインストール不可

デバイス割当

ABMライセンス利⽤
かつ、デバイス割当か

監視対象モード

監視対象モード

iOSバージョン

9.0以上

9.0未満

非監視対象モード

ユーザー割当、
ABM不使⽤

アプリケーションをApple IDの⼊⼒なしでサイレントインストールする条件を以下にまとめます。

【ご注意】

左記の条件を満たしていても、以下の場合は

サイレントインストールできません。

端末側で操作を求められます。

App Storeの利⽤規約が更新された場合

iOS 13未満の端末︓

端末がモバイルデータ通信中で、配信対象アプリの

データサイズが200MBを上回る場合

iOS 13以上の端末︓

端末がモバイルデータ通信中で、［設定］→［iTunes 

StoreとApp Store］→［Appダウンロード］の下記

いずれかの設定により、配信対象アプリのダウンロードが制

限される場合

 200MB以上のときは確認

 常に確認
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⼿順の流れ

iOS端末を
監視対象モード

にする

管理対象アプリ
ポリシーを設定

を作成する

端末へ設定を
配信する

①端末側の作業

構成プロファイ
ルの設定を作成

する

③管理サイト側の作業

App Storeを
非表示にする

アプリケーション配信設定を⾏う

アプリケーショ
ン配信を設定を

作成する

配信結果を確認
する

iOS端末を
監視対象モード

にする

配信が
⾏われたことを

確認する

以下の手順に倣い、①②③の順番で作業を実施してください。順番通りに実施しない
場合は、手戻りが発生する恐れがあります。

Apple Business 
Managerにて

アカウントを登録す
る

②ABMライセンスの準備作業(Appleサイト・管理サイトの操作)

SMSM管理サイ
トにVPPトーク
ンを登録する

「App とブッ
ク」でアプリ

ケーションを購
⼊する

ABMアカウン
トを登録する

VPPトークンを
登録する

アプリケーショ
ンを購⼊する

ライセンスの仮
割当を⾏う

機器にライセン
スを仮割当する
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• (1) ABM にてDevice Enrollment Program(以下DEP)に登録する。

• DEPを利⽤すると、Mac OS端末がなくても監視対象モードに設定可能
です。

• (2) Apple Configurator を利⽤する。

iOS端末を監視対象モードにする

iOS端末を監視対象モードに設定する方法は、以下の２パターンの手順があります。

注意事項

・監視対象モードにする際に、iOS端末の初期化が必要になります。

・ABMの登録方法は、 ABMのヘルプサイト

(https://help.apple.com/businessmanager/)をご参照ください。

・(2)Apple Configurator を利⽤する場合は、Mac OS端末が必要になります。

・Apple Configuratorによる監視対象モードの設定方法は、Apple Configuratorのヘルプサイト
(http://help.apple.com/configurator/mac/2.5/#/)を参照ください。
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(1) ABMアカウント登録

Apple社提供の「Apple Development Program」にてABMアカウントを登録する。

★必要なモノ︓東京商⼯リサーチ社が発⾏する「DUNSナンバー」

「Apple Development Program」管理⽤Apple ID

ー＞Apple IDはiTune等その他サービスとの共⽤不可

「Apple Development Program」へサインインする。

VPPライセンスの準備をする

VPPライセンスの配布必要な手順を説明します。
VPP導入に関する詳細については、マニュアルサイトで公開中の『VPPアプリケーションライセンス配
布手順』を参照ください。
URL: https://www.optim.co.jp/promotion/smsm/pdf/SMSM_VPPManual.pdf
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(2) トークン登録

「App とブック」から、MDMサーバーをABMアカウントへ紐づけるためのトークンを

ダウンロードする。

ダウンロードしたトークンをSMSM管理サイトの「VPPライセンス」でアップロードする。

(3) アプリケーションの購入

「App とブック」で配信対象のアプリを購入する。

購⼊する際に、「管理配布」を選択して購⼊する。

(4) ライセンスの仮割当

VPPライセンスの配布方式を以下２つのどちらにするか決める。

ユーザー指定配信（初回配信時に、端末利⽤者の操作でApple IDの⼊⼒が必要）

デバイス指定配信（端末利⽤者の操作でApple IDの⼊⼒が不要）← 推奨手順はこちら

・機器にVPPライセンスを付与

・ライセンスの割当を反映

VPPライセンスの準備をする
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(1) SMSM管理サイトで作成する。

スライド10を参照ください。

(2) Apple Configurator で作成する。

SMSM管理サイトの構成プロファイルアップロードにない項⽬を制限す
る場合は、こちらを利⽤してください。

その際、以下について設定をしてください。

①App のインストールを許可 にチェックを入れる。

②App Store からのAppのインストールを許可(監視対象のみ) の
チェックを外す。

③App の自動ダウンロードを許可(監視対象のみ) にチェックを入れる。

App Storeを非表示にする

iOS端末のApp Storeを非表示にする手順を説明します。
構成プロファイルの制限項⽬にて⾮表⽰の設定が⾏えます。構成プロファイルの作成⽅法は、以下の
２パターンの手順があります。
作成した構成プロファイルは、端末に割当て、管理サイトと端末間で同期を⾏い、適⽤します。
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構成プロファイルの設定を⾏います。

構成プロファイルをアップロードします。

App Storeを非表示にする

メニュー表示

①

構成プロファイルアップロード

②

デバイスの機能で
「Apple Configurator 2 および iTunes からの App の

インストールを許可」と「Appの自動ダウン
ロードを許可」を選択します。

※[新規作成]または[編集]を押下し、設定してください。

③
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構成プロファイルを作成します。

App Storeを非表示にする

メニュー表示

④

構成プロファイル

構成プロファイルアップロード
で作成したプロファイルを選択
します。

⑤
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(1) 管理対象アプリポリシーにてポリシー設定の作成を⾏う。

スライド13を参照ください。

VPPライセンスを利⽤する設定を作成する。

バージョンアップ時に自動配信する設定を作成する。（★自動バージョンアップが必要な場合のみ）

※バージョンアップにより、モバイルデータ利⽤量を消費しますのでご留意ください。

(2) アプリケーション配信設定を⾏う。

スライド14を参照ください。

①配信するアプリケーション情報を⼊⼒する。

StoreIDを⼊⼒するとアプリケーション名が表⽰される。

②配信するアプリケーションを管理対象にする。

管理対象を有効にすることで対象のアプリケーションを配信できるようにする。

③管理対象アプリポリシーを付与する。

(1)で作成した、VPPライセンスを利⽤するためのポリシーを選択することで、対象のアプリケーションのVPPライセンスが利⽤できるようになる。

★自動バージョンアップの設定が含まれる場合は、最新版がAppStoreで公開されると自動的に最新版が配信されるようになる。

(3) 端末にアプリケーション配信設定を割当てる。

(4) 管理サイトと端末間の同期を⾏う。

アプリケーション配信設定を⾏う

アプリケーションを配信するための配信設定の手順を説明します。
アプリケーションの最新版が公開されたときに、自動でバージョンアップするための手順と合わせて
説明します。
以下の⼿順で配信を⾏います。
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アプリケーション配信設定を⾏う

(1)管理対象アプリポリシーにてポリシー設定の作成を⾏う。

VPPライセンスを利⽤するための設定を作成します。

バージョンアップ時に自動配信する設定を作成します。（★自動バージョンアップが必要な場合のみ）

※バージョンアップにより、モバイルデータ利⽤量を消費しますのでご留意ください。

メニュー表示

⑥

最新版が公開されたときに、自動で
バージョンアップをさせたい場合は、
「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」
にチェックを⼊れてください。

管理対象アプリポリシー

⑦
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アプリケーション配信設定を⾏う

(2)アプリケーション配信の設定を⾏います。

メニュー表示

⑧

Store IDを⼊⼒して[更新]を押下すると、
Store IDに紐づいているアプリケーション名が
表示されます。
「有効」にチェックを⼊れ、ポリシーに管理対
象アプリポリシーで作成した設定内容を選択し
ます。

アプリケーション配信

⑨
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アプリケーション配信設定を⾏う

(3)端末にアプリケーション配信設定を割当てる。

機器画面

⑩

⑪

一括機器設定画面

「構成プロファイル」と「アプリケーション配信」に、作成
した設定セットを割り当てます。
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(1) ログ画面にてログを確認する。

スライド18を参照ください。

端末ごとに確認する場合は、こちらで確認ができます。

(2) アプリケーションレポート機能を使い、確認する。

スライド19を参照ください。

複数端末に実施した場合は、こちらが便利です。

配信が⾏われたことを確認する

アプリケーションの配信結果の確認は、以下の２パターンの手順があります。
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配信が⾏われたことを確認する(ログ画面を使用する場合)

(1)ログ画面にてログを確認します。

⑫

⑬

アプリケーション配信が成功した
かどうかは、管理サイトの[ログ]で
確認できます。

アプリケーション配信が成功すると、以下のログ
が表示されます。

機器「機器名」にアプリケーション「パッケージ
名」のインストールを通知しました。
機器「機器名」にアプリケーション「パッケージ
名」をインストールします。
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配信が⾏われたことを確認する(アプリケーションレポートを使用する場合)

(2)アプリケーションレポート機能を使い、確認します。

メニュー表示

⑭

管理対象アプリポリシー

⑮
作成が完了すると下部にレポートが表⽰されます。
CSVファイルでダウンロードする場合は、[CSVダ
ウンロード]を押下して保存してください。

以下の内容から確認することができます。
[I]機器名︓該当端末を特定
[I]アプリケーション名︓対象のアプリ
[I]バージョン番号︓対象アプリのバージョン⑯

抽出条件「iOS」の、
「アプリケーション（管理対象」、
「アプリケーション（管理対象外）」
にチェックを⼊れて[レポート作成]を
押下します。




