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変更履歴 

 

日付 ver 変更箇所 変更内容 
 
 
 
 
 
 
 
 

2018/6/28 1.0  新規作成 
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2019/12/5 1.2 全体 目次構成、記載内容をすべて見直し 

2020/6/18 1.3 4.1.3.2 端末個別にライセンスの
仮割り当てを行う 

記載修正 

本マニュアルの見かた 注記追加 

3.1.3.4 端末個別にライセンスの
仮割り当てを行う 

［ユーザー］の場合と［機器］の場合の手順の修正 

2021/2/21 1.4 タイトル App とブック運用マニュアルに変更 

全体 VPP を「App とブック」に修正 

2021/7/25 1.5 全体 OS バージョンに関わる箇所の以上を以降に修正 

OS バージョンに小数点以下を付けることに統一 

全体 Windows 10 Mobile を削除 

2022/2/20 1.6 3.5.3 組織から回収する 手順【1】の画像差し替え 

2022/6/12 1.7 1 「App とブック」でできること OS バージョンの以降を以上に修正 

全体 規約に従い、同一画面の手順を修正 

2022/11/20 1.8 はじめに 全改修 

3.1.3.1 ユーザーに仮割り当てを
行う 

注記の制限項目名を変更 

4.1.3 ユーザーにライセンスの仮
割り当てを行う 

2023/3/26 1.9 3.1.2 「App とブック」設定テンプ
レートを作成する（任意設定） 

追加できるアプリの上限数を追加 

3.1.3.1 ユーザーに仮割り当てを
行う 

3.1.3.2 機器に仮割り当てを行う 

4.1.2 「App とブック」設定テンプ
レートを作成する（任意設定） 

追加できる書籍の上限数を追加 

4.1.3 ユーザーにライセンスの仮
割り当てを行う 
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はじめに 
本マニュアルでは、メニュー操作のほか、各機能の概要、画面の説明、設定操作について説明しています。 

また、要点となる各種の内容を以下に記載しています。これらの内容をご理解の上、マニュアルをお読みください。 

 

注意、ポイントマーク 

操作を行う場合に注意する点や、操作のポイントとなる点を示す場合は、以下のマークで記載しています。 

マーク 説明 

 データの破損や消失など、特に注意していただきたい内容を記載しています。 

 操作のポイントや知っておくと便利な内容を記載しています。 

 

記号 

画面に表示されるボタンやメニュー、キーボードのキーなどを示す場合は、以下の記号で記載しています。 

マーク 説明 

［ ］ ボタン、メニュー、タブ、リンク、チェックボックス、ラジオボタンなどの名称を示しています。 

「 」 画面名、機能名、項目名、マニュアル内の参照先などを示しています。 

『 』 マニュアルや資料などの名称を示しています。 

〈 〉 キーボードなどのハードキー名称（スペースキーは〈スペース〉と表記）を示しています。 

 

参照マーク 

他のマニュアルや他のページへなどの参照を示す場合は、以下のマークで記載しています。 

マーク 説明 

 他のページや Web サイトへの参照を示しています。クリックすると該当箇所にジャンプします。 

 セクション内の画面への参照を示しています。クリックすると該当の画面にジャンプします。 

 他のマニュアルや資料への参照を示しています。 

 

オプション機能 

オプション機能は、オプション契約をした場合に使用できる機能です。 

本マニュアルでは、オプション機能の説明の見出しに     （オプションマーク）を表示しています。 
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免責事項 

● 本マニュアルは、ユーザー種別が［管理者］のユーザーを対象としています。［管理者］以外のユーザー種別でロ

グインした場合は、操作が制限されます。 

● iPad OS の操作は iOS と同様です。差異がある場合は iPad OS 用の記載をしています。 

● 画面上のバージョン表記は、実際の表示と異なる場合があります。 

● 本マニュアルに記載されている Web サイトの URL は、予告なく変更される場合があります。 

● OS のバージョンやブラウザーにより、一部の画面や操作が異なる場合があります。本マニュアルでは、Google 

Chrome を例に説明しています。 

 

商標登録 

● iPhone、iPad、iOS および Mac は、Apple Inc.の商標です。 

● iPhone 商標は、アイホン株式会社のライセンスに基づき使用されています。 

● Google マップ は、Google LLC の商標です。 

● 記載の会社名および製品名は、各社の登録商標および商標です。 
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［目次］に戻る 

 

1 「App とブック」でできること 
 

「App とブック」を利用すると、有料のアプリケーションまたは書籍のライセンスを大量に購入して管理し、それ

らを同時に複数の対象（ユーザー、組織、機器）に配信できます。 

 

 機器にはアプリケーションのみ配信でき、書籍は配信できません。 

 本機能以外（他の MDM など）によってライセンスの割り当てやユーザーの招待が行われた場合は、管理対象外

になります。 

 本機能によってライセンスが割り当てられていても、App Store から配信が取り消されたアプリケーションおよ

び書籍は配信できません。 

 対象端末の OS が iOS 9.0 以上の場合のみ、「App とブック」アプリケーションのライセンスを機器に割り当てら

れます。iOS 9.0 未満の端末にライセンスを割り当てても、「App とブック」アプリケーションは配信されません。 
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［目次］に戻る 

 

2 「App とブック」場所のトークンを準備する 
 

 



2  「App とブック」場所のトークンを準備する 
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［目次］に戻る 

2.1 「App とブック」場所のトークンについて 

「App とブック」場所のトークンとは、「App とブック」アカウントを管理サイトに紐付けるためのトークンです。 

「App とブック」場所のトークンには「App とブック」で購入したライセンスの種類や数量に関する情報が含まれ

ています。これを管理サイトの［「App とブック」ライセンス］からアップロードすることによって、管理サイト内

で「App とブック」ライセンスの管理や配信ができます。 

 『管理サイト リファレンスマニュアル』の「設定－iOS」－「アプリケーション」－「「App とブッ

ク」ライセンス」 

 

「App とブック」場所のトークンを入手するには 

事前にメールアドレスと D-U-N-S ナンバー（企業識別コード）を用意してください。D-U-N-S ナンバーの詳細に

ついては、D-U-N-S ナンバーの管理企業へお問い合わせください。 

 

「App とブック」場所のトークンの入手方法（ADP アカウントの取得および「App とブック」場所のトークンのダ

ウンロード）については、下記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』の「「App とブック」場所のトークンを更新する」－

「Apple Deployment Programs のアカウントについて」および「「App とブック」場所のトークンを

ダウンロードする」 

 

 新規に D-U-N-S ナンバーを申請する場合は、D-U-N-S ナンバーが付与されるまでに数日かかることがありま

す。早めの申請をお勧めします。 

 ADP アカウントの取得には 2～3 時間かかる場合があります。 
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［目次］に戻る 

2.2 「App とブック」場所のトークンをアップロードする 

以下の手順で「App とブック」場所のトークンをアップロードします。 

 「App とブック」場所のトークンは 500 件まで登録できます。 

 

【1】［設定］→［iOS］→［アプリケーション］→［「App とブック」場所のライセンス］をクリックし
ます。 

【2】  をクリックします。 

⇒（A）「新規作成」画面が表示されます。 

設定セットは、最大 500 件まで作成できます。 

 

 

  

1 

2 (A) 
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［目次］に戻る 

【3】「アカウント名」に「App とブック」場所のトークンの名前を入力します。 

【4】［ファイルを選択］をクリックし、アップロードする「App とブック」場所のトークンを指定しま
す。 

 

 

【5】「備考」に「App とブック」場所のトークンの取得に使用した Apple ID を入力します。 

【6】［保存］をクリックします。 

 

手順【3】～【6】の詳細については、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』の「設定－iOS」－「アプリケーション」－「「App とブッ

ク」ライセンス」 

 

5 

6 

3 

4 
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［目次］に戻る 

【7】作成した設定が、一覧に追加されたことを確認します。 
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［目次］に戻る 

 

3 「App とブック」アプリケーションを配信する 
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［目次］に戻る 

3.1 「App とブック」ライセンスを割り当てる 

ユーザーまたは機器に「App とブック」ライセンスを割り当てます。「App とブック」ライセンスの割り当ては、以

下の順番で進めます。 

 

1. 「購入したアプリケーションを確認する」14 ページ 

2. 「「App とブック」設定テンプレートを作成する（任意設定）」15 ページ 

3. 「ユーザー／機器にライセンスの仮割り当てを行う」16 ページ 

4. 「ライセンスの本割り当てを行う」27 ページ 

 

ライセンスの優先順位について 

複数の対象に重複してライセンスの仮割り当てを行った場合、優先して適用されるライセンスは以下のとおりです。 

 

項番 ライセンス割り当て先 優先されるライセンス 

1 「組織に所属する機器」と「ユーザー」 ユーザー 

2 「組織に所属する機器」と「機器」 機器 

3 「組織に所属する機器」と「ユーザー」と「機器」 ユーザー 

4 「組織に所属するユーザー」と「ユーザー」 ユーザー 

5 「組織に所属するユーザー」と「機器」 組織に所属するユーザー 

6 「組織に所属するユーザー」と「ユーザー」と「機器」 ユーザー 

7 「ユーザー」と「機器」 ユーザー 
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3.1.1 購入したアプリケーションを確認する 

「App とブック」場所のトークンをアップロードすると、以下の手順で「App とブック」から購入したアプリケー

ションを確認できます。この画面に表示されるアプリケーションの「App とブック」ライセンスをユーザーや機器

に割り当てます。 

 

【1】［設定］→［iOS］→［アプリケーション］→［「App とブック」ライセンス］→一覧から対象をク
リックします。 

【2】［アプリケーション］タブをクリックします。 

⇒（A）購入したアプリケーション一覧が表示されます。 

 
  

2 
1 

(A) 
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［目次］に戻る 

3.1.2 「App とブック」設定テンプレートを作成する（任意設定） 

以下の手順で複数のアプリケーションをまとめたテンプレート（「App とブック」設定テンプレート）を事前に作成

しておくと、ユーザーまたは機器への「App とブック」ライセンスの割り当て作業が効率化できます。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』の「設定－iOS」－「アプリケーション」－「「App とブッ

ク」ライセンス」 

 

【1】［設定］→［iOS］→［アプリケーション］→［「App とブック」設定テンプレート］→  をクリッ
クします。 

「App とブック」設定テンプレートは、最大 50 件まで作成できます。 

【2】「テンプレート名」に任意の「App とブック」設定テンプレート名を入力します。 

【3】「「App とブック」管理配布登録」－「「App とブック」ライセンス」のプルダウンメニューから、
アップロードした「App とブック」場所のトークンを指定します。 

【4】［アプリケーション］をクリックします。 

【5】必要に応じて「App ライセンス付与」－「アプリケーション名」に、テンプレートへ含めるアプリ
ケーションを追加します。 

  をクリックすると、新規に追加できます。 

  をクリックすると、追加したアプリケーションを削除できます。 

アプリは、300 件まで追加できます。 

【6】［保存］をクリックします。 

 
  

1 

2 
3 

4 
5 

6 



3  「App とブック」アプリケーションを配信する 

16 

［目次］に戻る 

3.1.3 ユーザー／機器にライセンスの仮割り当てを行う 

ユーザーまたは機器に対して、ライセンスの仮割り当てを行います。 

ライセンスの仮割り当てには、それぞれ「App とブック」設定テンプレートを使用する方法と使用しない方法があ

ります。状況に応じてどちらかの方法を選択してください。 

 

3.1.3.1 ユーザーに仮割り当てを行う 

 

「App とブック」設定テンプレートを使用する場合 

 

【1】［ユーザー］→［一覧］→一覧から対象を選択→［「App とブック」設定］タブをクリックします。 

【2】［新規作成］をクリックします。 

 

 

  

1 

2 
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［目次］に戻る 

【3】「テンプレート」のプルダウンメニューから、作成した「App とブック」設定テンプレートを指定し
ます。 

（A）［アプリケーション］が選択されていることを確認してください。 

［組織］→［一覧］→一覧から対象を選択→［その他▼］タブ→［「App とブック」設定］を選び、［新
規作成］をクリックして類似の画面を表示して、「App とブック」設定テンプレートを指定することも
できます。その場合は、「テンプレート」－「「App とブック」ライセンス付与対象」で「ユーザー」
または「機器」を選択します。 

【4】［適用］をクリックします。 

⇒ライセンスの仮割り当てが完了しました。引き続き「ライセンスの本割り当てを行う」に進みます。 

 

 

  

3 

4 

(A) 
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［目次］に戻る 

「App とブック」設定テンプレートを使用しない場合 

 

【1】［ユーザー］→［一覧］→一覧から対象を選択→［「App とブック」設定］タブをクリックします。 

【2】［新規作成］をクリックします。 

 

 

  

1 

2 



3  「App とブック」アプリケーションを配信する 

19 

［目次］に戻る 

【3】「「App とブック」管理配布登録」－「「App とブック」ライセンス」のプルダウンメニューから、
アップロードした「App とブック」場所のトークンを指定します。 

［構成プロファイルアップロード］で、App Store を表示させないようにする制限項目（「App のイン
ストールを許可」または「App Store らの App インストールを許可」）を有効に設定している場合は、
「App とブック」の参加依頼を完了できません。 

 『管理サイト リファレンスマニュアル』の「設定－iOS」－「構成プロファイル」－「アップロード

済み構成プロファイルの編集」－「「iOS 制限設定」タブの［機能の制限］の編集」 

ユーザーに複数の iOS 機器が紐付けられている場合は、「参加依頼」で参加依頼の送信方法を選択で
きます。 
・自動送信：最初に同期した端末に参加依頼を送信します。（Apple ID が異なることを想定） 
・手動送信：選択した端末に参加依頼を送信します。 

【4】「App ライセンス付与」－「アプリケーション名」にアプリケーションを追加します。 

（A）［アプリケーション］が選択されていることを確認してください。 

  をクリックすると、新規に追加できます。 

  をクリックすると、追加したアプリケーションを削除できます。 

アプリは、300 件まで追加できます。 

【5】配信するアプリケーションをすべて追加したら、［保存］をクリックします。 

⇒ライセンスの仮割り当てが完了しました。引き続き「ライセンスの本割り当てを行う」に進みます。 

 
  

5 

3 

4 

(A) 
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3.1.3.2 機器に仮割り当てを行う 

 

「App とブック」設定テンプレートを使用する場合 

 

【1】［機器］→［一覧］→対象機器の「機器名」、または「詳細」の  をクリックします。 

【2】「設定」の［他の設定を見る］をクリックします。 

 

 

【3】［「App とブック」設定］をクリックします。 

 
 

1 
 

3 
 

1 
 



3  「App とブック」アプリケーションを配信する 

21 

［目次］に戻る 

【4】［編集］をクリックします。 

 ［編集］が表示されない場合は、組織またはユーザーに「App とブック」ライセンスを割り当てている可能

性があります。詳細については、以下を参照してください。 

 「ライセンスの優先順位について」13 ページ 

 

 

【5】「テンプレート」のプルダウンメニューから、作成した「App とブック」設定テンプレートを指定し
ます。 

【6】［適用］をクリックします。 

⇒ライセンスの仮割り当てが完了しました。引き続き「ライセンスの本割り当てを行う」に進みます。 

 

6 
 

5 

4 
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「App とブック」設定テンプレートを使用しない場合 

 

【1】［機器］→［一覧］→対象機器の「機器名」、または「詳細」の  をクリックします。 

【2】「設定」の［他の設定を見る］をクリックします。 

 

 

【3】［「App とブック」設定］をクリックします。 

 

 

  

1 
 

2 
 

3 
 

1 
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【4】「「App とブック」ライセンス」のプルダウンメニューから、アップロードした「App とブック」場
所のトークンを指定します。 

【5】「App ライセンス付与」－「アプリケーション名」にアプリケーションを追加します。 

  をクリックすると、新規に追加できます。 

  をクリックすると、追加したアプリケーションを削除できます。 

アプリは、300 件まで追加できます。 

【6】配信するアプリケーションをすべて追加したら、［保存］をクリックします。 

⇒ライセンスの仮割り当てが完了しました。引き続き「ライセンスの本割り当てを行う」に進みます。 

 
  

6 

4 
 
5 
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3.1.3.3 一括でライセンスの仮割り当てを行う 

「組織」を利用している場合は、組織に紐付くユーザーまたは機器に対して一括してライセンスの仮割り当てがで

きます。 

以下の操作で「「App とブック」設定」画面を表示し、「「App とブック」管理配布登録」－「「App とブック」ライ

センス付与対象」で「ユーザー」または「機器」を選択してください。 

組織にユーザーまたは機器を紐付ける方法については、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』の「機器」－「一覧」－「機器の管理情報」 

 『管理サイト リファレンスマニュアル』の「ユーザー」－「一覧」－「ユーザーの作成」 

 

［組織］→［一覧］→一覧より対象を選択→［その他▼］タブ→［「App とブック」設定］→

［編集］ 

「「App とブック」－編集中」－「「App とブック」管理配布登録」－（A）「「App とブック」ライセ
ンス付与対象」で、「App とブック」ライセンスを仮割り当てする対象（「ユーザー」または「機器」）
を選択します。 

 

  

(A) 
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3.1.3.4 端末個別にライセンスの仮割り当てを行う 

ユーザーまたは機器が所属している組織に、すでに「App とブック」設定が適用されている場合、「「App とブック」

設定」画面にはその設定の詳細が表示されます。 

［組織］に「App とブック」設定をしている端末のうち、特定の端末にのみ異なるライセンスの仮割り当てを行い

たい場合は、［ユーザー］または［機器］の「「App とブック」設定」画面から個別に設定できます。 

組織の設定を無視して個別の「App とブック」設定を適用するには、それぞれ以下の操作を行います。 

 

［ユーザー］の場合 

 

【1】［ユーザー］→［一覧］→一覧から対象を選択→［「App とブック」設定］タブをクリックします。 

【2】［ユーザー個別設定］をクリックします。 

 

 

  

2 
 

1 
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［機器］の場合 

 

【1】［機器］→［一覧］→対象機器の「機器名」、または「詳細」の  をクリックします。 

【2】「設定」の［他の設定を見る］→［「App とブック」設定］→［機器個別設定］をクリックします。 

 
  

2 
 

1 
 

1 
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3.1.4 ライセンスの本割り当てを行う 

仮割り当てしたライセンスを本割り当てとして反映します。 

 

【1】［設定］→［iOS］→［アプリケーション］→［「App とブック」ライセンス］→一覧から対象を選
択→［アプリケーション］タブを表示します。 

【2】該当アプリケーションの「未割当数」が「1」以上の数値であることを確認します。 

「0」の場合は、本割り当てできる対象がありません。 

【3】［更新］をクリックします。 

⇒「未割当数」の数値が「0」になります。（「未割当数」に表示されていた数値は、「使用数」の数値に
加算されます。） 

画面が変更されない場合は、画面を再読み込みしてください。 

 

「未割当数」が「所持数」を超えている場合は、ライセンスの割り当てはできません。その場合は、
ライセンスの回収を行ってライセンスが割り当てられたユーザーまたは機器を減らしてください。詳
細については、以下を参照してください。 

 「ライセンスを回収する」35 ページ 

仮割り当てを行ったにも関わらず「未割当数」に数値が反映されていない場合は、対象ユーザーまた
は対象機器の［「App とブック」設定］タブの設定を確認してください。 
複数の対象に重複してライセンスの仮割り当てを行った場合は、優先順位に応じて設定が反映される
ため、優先順位が低い対象では「未割当数」に数値が反映されません。優先順位の詳細については、
下記を参照してください。 

 「ライセンスの優先順位について」13 ページ 

  

1 

2 

3 
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3.1.4.1 iOS 端末で配信に同意する（ユーザーの場合のみ） 

「App とブック」ライセンスをユーザーに割り当てるには、管理サイトでユーザーと機器を紐付ける必要がありま

す。 

「App とブック」ライセンスをユーザーに割り当てて、管理サイトの［機器］からの同期を行うと、端末の画面に

ダイアログが表示されます。以下の手順で同意の操作を行ってください。 

 機器に対して直接「App とブック」ライセンスを割り当てた場合は、ダイアログは表示されません。 

 

【1】［続ける］をタップします。 

⇒Apple 社のアプリケーションに関する使用条件およびプライバ
シーポリシーが表示されます。 

ここでは例として iOS 11.0 の画面を示しています。iOS のバージョ
ンによって表示される画面は異なります。 

  

【2】画面を一番下までスクロールして記載内容を確認のうえ、［同意す
る］をタップします。 

この画面は、次回から表示されません。ただし、途中でキャンセル
した場合は、管理サイトからの同期を行ったときに再度表示されま
す。 

端末が「監視モード」に設定されている場合は、この操作を行うと
端末にサイレントインストールができるようになります。 

この操作のあと同期が行われたときに、アプリケーションが端末に
配信されます。同期のタイミングは端末の通信状況などによって異
なります。 

  

  

1 

2 
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3.2 アプリケーション配信の準備を行う 

「App とブック」ライセンスを利用してアプリケーションを配信するための準備として、管理対象アプリポリシー

を作成します。 

 

【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。 

設定セットは、最大 50 件まで作成できます。 

【2】「ポリシー名」に任意のポリシー名を入力します。 

【3】「「App ライセンス付与」－「「App とブック」ライセンスを利用する」にチェックを入れます。 

【4】［保存］をクリックします。 

 
  

2 
3 

1 

4 
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3.3 アプリケーション配信設定を作成する 

以下の手順で、アプリケーションを配信するための設定を作成します。 

 

【1】［設定］→［iOS］→［アプリケーション］→［アプリケーション配信］→  をクリックします。 

設定セットは、最大 50 件まで作成できます。 

【2】「設定名」に任意の設定名を入力します。 

【3】  をクリックします。 

 
 

  

1 

2 

3 
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【4】「Store ID」に配信するアプリケーションの Store ID を入力します。 

Store ID の詳細については、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』の「設定－iOS」－「アプリケーション」－「アプリケー

ション検知」－「アプリケーション ID の調べ方」 

【5】「管理」－「有効」にチェックを入れます。 

【6】「バックアップ」を許可する場合は、「許可」にチェックを入れます。 

【7】「ポリシー」のプルダウンメニューから、「アプリケーション配信の準備を行う」で作成したアプリ
ポリシーを指定します。 

【8】［保存］をクリックします。 

 
  

4 5 6 7 

8 
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3.4 アプリケーション配信設定を割り当てる 

以下の手順で、機器にアプリケーション配信設定を割り当てます。 

 組織にアプリケーション配信設定を割り当てる方法については、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』の「組織」－「一覧」－「組織単位での機器設定」 

 

【1】［機器］→［一覧］→対象機器の「機器名」、または「詳細」の  をクリックします。 

【2】「設定」の［設定の割り当て］をクリックします。 

 

 

2 1 1 
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【3】「アプリケーション配信」の［編集］をクリックします。 

 

 

【4】「アプリケーション配信」のプルダウンメニューから、「アプリケーション配信設定の作成」で作成
したアプリケーション配信設定を指定します。 

組織にアプリケーション配信設定を割り当てる場合は、「アプリケーション配信」を「（所属組織に従
う）」に設定する必要があります。 

【5】［保存］をクリックします。 

 
 

4 

3 
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【6】［同期］をクリックします。 

⇒「機器に同期を通知しました。」と表示され、アプリケーションが機器に配信されます。 

 

  

6 
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3.5 ライセンスを回収する 

「未割当数」が「所持数」を超えていてライセンスの本割り当てができない場合などは、ライセンスが割り当てられ

たユーザー、機器または組織を減らすために、以下の手順でライセンスを回収します。 

 

3.5.1 ユーザーから回収する 

 

【1】［ユーザー］→［一覧］→一覧から対象を選択→［「App とブック」設定］タブ→［編集］をクリッ
クします。 

 
 

1 
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【2】「App ライセンス付与」で回収するライセンスの  をクリックします。 

⇒ライセンスが一覧から削除されます。 

【3】［保存］をクリックします。 

 

 

  

2 

3 
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【4】［設定］→［iOS］→［アプリケーション］→［「App とブック」ライセンス］→一覧から対象を選
択→［アプリケーション］タブをクリックします。 

【5】該当アプリケーションの「回収可能数」が「1」以上の数値であることを確認します。 

「0」の場合は、回収できるライセンスがありません。 

【6】［更新］をクリックします。 

⇒「回収可能数」の数値が「0」になります。（「回収可能数」に表示されていた数値は、「使用数」の数
値から除外されます。） 

画面が変更されない場合は、画面を再読み込みしてください。 

 

仮割り当てを行ったにも関わらず「回収可能数」に数値が反映されていない場合は、対象ユーザーま
たは対象機器の［「App とブック」設定］タブの設定を確認してください。 
複数の対象に重複してライセンスの仮割り当てを行った場合は、優先順位に応じて設定が反映される
ため、優先順位が低い対象では「回収可能数」に数値が反映されません。優先順位の詳細については、
下記を参照してください。 

 「ライセンスの優先順位について」13 ページ 
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3.5.2 機器から回収する 

 

【1】［機器］→［一覧］→対象機器の「機器名」、または「詳細」の  をクリックします。 

【2】「設定」の［他の設定を見る］をクリックします。 

 

 

【3】［「App とブック」設定］をクリックします。 

 
 

  

1 
 

2 
 

1 
 

3 
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【4】［編集］をクリックします。 

 ［編集］が表示されない場合は、組織またはユーザーに「App とブック」ライセンスを設定している可能性

があります。詳細については、以下を参照してください。 

 「ライセンスの優先順位について」13 ページ 

 

 

【5】「「App ライセンス付与」で回収するライセンスの  をクリックします。 

⇒ライセンスが一覧から削除されます。 

【6】［保存］をクリックします。 

⇒以降の操作については、「ユーザーから回収する」の手順【4】～【6】を参照してください。 

 

6 
 

5 
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3.5.3 組織から回収する 

 

【1】［組織］→［一覧］→一覧から対象を選択→［その他▼］タブ→［「App とブック」設定］→［編集］
をクリックします。 

 

 

1 
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【2】「App ライセンス付与」で回収するライセンスの  をクリックします。 

⇒ライセンスが一覧から削除されます。 

【3】［保存］をクリックします。 

⇒以降の操作については、「ユーザーから回収する」の手順【4】～【6】を参照してください。 

 

 

2 

3 
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4.1 「App とブック」ライセンスを割り当てる 

ユーザーに対して「App とブック」ライセンスを割り当てます。「App とブック」ライセンスの割り当ては、以下の

流れで行います。 

 

1. 「購入した書籍を確認する」43 ページ 

2. 「「App とブック」設定テンプレートを作成する（任意設定）」44 ページ 

3. 「ユーザーにライセンスの仮割り当てを行う」45 ページ 

4. 「ライセンスの本割り当てを行う」51 ページ 

 

 書籍のライセンスを機器には割り当てることはできません。 

 

4.1.1 購入した書籍を確認する 

「App とブック」場所のトークンをアップロードすると、以下の手順で「App とブック」で購入した書籍を確認で

きます。この画面に表示される書籍の「App とブック」ライセンスをユーザーに割り当てます。 

 

【1】［設定］→［iOS］→［アプリケーション］→［「App とブック」ライセンス］→一覧から対象をク
リックします。 

【2】［書籍］タブをクリックします。 

⇒（A）購入した書籍一覧が表示されます。 

 
  

2 
1 

(A) 
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4.1.2 「App とブック」設定テンプレートを作成する（任意設定） 

以下の手順で複数の書籍をまとめたテンプレート（「App とブック」設定テンプレート）を事前に作成しておくと、

ユーザーへの「App とブック」ライセンスの割り当て作業が効率化できます。 

 

【1】［設定］→［iOS］→［アプリケーション］→［「App とブック」設定テンプレート］→  をクリッ
クします。 

「App とブック」設定テンプレートは、最大 50 件まで作成できます。 

【2】「テンプレート名」に任意の「App とブック」設定テンプレート名を入力します。 

【3】「「App とブック」管理配布登録」－「「App とブック」ライセンス」のプルダウンメニューから、
アップロードした「App とブック」場所のトークンを指定します。 

【4】［書籍］をクリックします。 

【5】必要に応じて「ブックライセンス付与」－「アプリケーション名」に、「App とブック」設定テンプ
レートへ含める書籍を追加します。 

  をクリックすると、新規に追加できます。 

  をクリックすると、追加したアプリケーションを削除できます。 

書籍は、300 件まで追加できます。 

【6】［保存］をクリックします。 
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4.1.3 ユーザーにライセンスの仮割り当てを行う 

ユーザーに対して、ライセンスの仮割り当てを行います。 

ライセンスの仮割り当てには、「App とブック」設定テンプレートを使用する方法と使用しない方法があります。状

況に応じてどちらかの方法を選択してください 

 

「App とブック」設定テンプレートを使用する場合 

 

【1】［ユーザー］→［一覧］→一覧から対象を選択→［「App とブック」設定］タブをクリックします。 

【2】［新規作成］をクリックします。 

 
 

  

2 

１ 
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【3】「テンプレート」のプルダウンメニューから、作成した「App とブック」設定テンプレートを指定し
ます。 

（A）［書籍］が選択されていることを確認してください。 

【4】［適用］をクリックします。 

⇒ライセンスの仮割り当てが完了しました。引き続き「ライセンスの本割り当てを行う」に進みます。 

 

 

  

3 

4 
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「App とブック」設定テンプレートを使用しない場合 

 

【1】［ユーザー］→［一覧］→一覧から対象を選択→［「App とブック」設定］タブをクリックします。 

【2】［新規作成］をクリックします。 

 

 

  

1 
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【3】「「App とブック」ライセンス」のプルダウンメニューから、アップロードした「App とブック」場
所のトークンを指定します。 

［構成プロファイルアップロード］で、App Store を表示させないようにする制限項目（「App のイン
ストールを許可」または「App Store からの App インストールを許可」）を有効に設定している場合
は、「App とブック」の参加依頼を完了できません。 

 『管理サイト リファレンスマニュアル』の「設定－iOS」－「構成プロファイル」－「アップロード

済み構成プロファイルの編集」－「「iOS 制限設定」タブの［機能の制限］の編集」 

ユーザーに複数の iOS 機器が紐付けられている場合は、「参加依頼」で参加依頼の送信方法を選択で
きます。 
・自動送信：最初に同期した端末に参加依頼を送信します。（Apple ID が異なることを想定） 
・手動送信：選択した端末に参加依頼を送信します。 

【4】「ブックライセンス付与」－「書籍名」に書籍を追加します。 

（A）［書籍］が選択されていることを確認してください。 

  をクリックすると、新規に追加できます。 

  をクリックすると、追加したアプリケーションを削除できます。 

書籍は、300 件まで追加できます。 

【5】配信する書籍をすべて追加したら、［保存］をクリックします。 

⇒ライセンスの仮割り当てが完了しました。引き続き「ライセンスの本割り当てを行う」に進みます。 
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3 
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4.1.3.1 一括でライセンスの割仮割り当てを行う 

「組織」を利用している場合は、組織に紐付くユーザーに対して一括してライセンスの仮割り当てを行うことがで

きます。 

以下の操作で「設定」画面を表示し、「「App とブック」管理配布登録」－「「App とブック」ライセンス付与対象」

で「ユーザー」を選択するしてください。組織にユーザーを紐付ける方法は、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』の「ユーザー」－「一覧」－「ユーザーの作成」 

 

［組織］→［一覧］→一覧から対象を選択→［その他▼］タブ→［「App とブック」設定］→

［編集］ 

「「App とブック」－編集中」－「「App とブック」管理配布登録」－（A）「「App とブック」ライセ
ンス付与対象」で、「ユーザー」を選択します。 

 
  

(A) 
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4.1.3.2 端末個別にライセンスの仮割り当てを行う 

ユーザーが所属している組織に、すでに「App とブック」設定が適用されている場合、「「App とブック」設定」画

面には組織で設定した「App とブック」設定の詳細が表示されます。 

［組織］に「App とブック」設定をしている端末のうち、特定の端末にのみ異なるライセンスの仮割り当てを行い

たい場合は、［ユーザー］の「App とブック」設定で個別に設定できます。 

組織の設定を無視して個別の「App とブック」設定を適用するには、該当ユーザーを選択し、［「App とブック」設

定］タブの（A）［ユーザー個別設定］をクリックします。 

 

 
  

(A) 
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4.1.4 ライセンスの本割り当てを行う 

仮割り当てしたライセンスを本割り当てとして反映します。 

 

【1】［設定］→［iOS］→［アプリケーション］→［「App とブック」ライセンス］→一覧から対象を選
択→［書籍］タブをクリックします。 

【2】該当書籍の「未割当数」が「1」以上の数値であることを確認します。 

「0」の場合は、本割り当てできる対象がありません。 

【3】［更新］をクリックします。 

⇒「未割当数」の数値が「0」になります。（「未割当数」に表示されていた数値は、「使用数」の数値に
加算されます。） 

画面が変更されない場合は、画面を再読み込みしてください。 

 

「未割当数」が「所持数」を超えている場合は、ライセンスの割り当てはできません。 

書籍の配信では、ライセンスの回収および書籍の削除はできません。そのため、特に有料の書籍を配
信する場合は、配信先に十分ご注意ください。 

リモートワイプ（管理領域）を行った場合でも、書籍は端末からアンインストールされずデータが残
ります。 

仮割り当てを行ったにも関わらず「未割当数」に数値が反映されていない場合は、対象ユーザーまた
の［「App とブック」設定］タブの設定を確認してください。複数の対象に重複してライセンスの仮割
り当てを行った場合は、優先順位に応じて設定が反映されるため、優先順位が低い対象では「未割当
数」に数値が反映されません。優先順位の詳細については、下記を参照してください。 

 「ライセンスの優先順位について」13 ページ 
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4.1.4.1 iOS 端末で配信に同意する 

「App とブック」ライセンスをユーザーに割り当てるには、管理サイトでユーザーと機器を紐付ける必要がありま

す。 

「App とブック」ライセンスをユーザーに割り当てて、管理サイトの［機器］から同期を行うと、端末の画面にダ

イアログが表示されます。以下の手順で同意の操作を行ってください。 

 

【1】［続ける］をタップします。 

⇒Apple 社のアプリケーションに関する使用条件およびプライバ
シーポリシーが表示されます。 

ここでは例として iOS 11.0 の画面を示しています。iOS のバージョ
ンによって表示される画面は異なります。 

  

【2】画面を一番下までスクロールして記載内容を確認のうえ、［同意す
る］をタップします。 

この画面は、次回から表示されません。ただし、途中でキャンセル
した場合は、管理サイトから同期を行ったときに再度表示されま
す。 

この操作のあと同期が行われたときに、書籍が端末に配信されま
す。同期のタイミングは端末の通信状況などによって異なります。 
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