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1. 本説明書の位置づけ 

本説明書はソフトバンク株式会社（以下、「当社」）が提供するビジネス・コンシェル デバイスマネジメント

（以下、「本サービス」）の利用に関する説明書（以下、「本説明書」）です。当社が定める「ビジネス・コンシェ

ル デバイスマネジメント サービス利用規約」（以下、「利用規約」）の個別規定にあたる資料となります。お

客様が本サービスを利用することによって本説明書の内容に同意したものと判断いたしますので、内容を

確認ください。 

なお、本説明書と当社が本サービスのために提供するサーバ設備（以下、「当社サーバ」）にて提供する

機能に差異がある場合は、当社サーバにて提供する機能が優先されます。 

本説明書に記載の機能を利用するための操作方法の詳細は、「ビジネス・コンシェル デバイスマネジメ

ント 管理者様向けマニュアル」（以下、「マニュアル」）を参照ください。 

 

 

2. サービス構成 

2-1. サービス概要 

本サービスはお客様が企業に導入したデバイスや、アプリケーション（以下、「アプリ」）を遠隔で運用管

理する機能をインターネット経由で提供するサービスです。デバイスを運用管理する機能を有するサーバ

は当社にて構築・運用します。 

 

2-2. 本サービスの提供対象 

・ 本サービスの提供対象となるデバイス（以下、「管理対象デバイス」）は米国 Apple社の提供する iOS

を搭載するデバイス（以下、「iOS デバイス」）、米国 Google 社の提供する Android OS を搭載するデ

バイス（以下、「Android デバイス」）、米国 Google 社の提供する Android OS を搭載した 4Gケータイ

（以下、「4G ケータイ」）及び米国 Microsoft 社の提供する Windows OS を搭載するデバイスと、米国

Apple 社の提供する Mac（以下、「PC」）を対象としています。 

・ 本サービスの動作確認デバイスについては、以下のサイトを参照ください。 

（http://www.softbank.jp/biz/outsource/concierge/dm/） 

・ 管理対象デバイスを海外で利用する場合、または、管理対象デバイスが海外製の場合においては、

一部提供対象外のサービスがあります。詳細は 4.-3 海外キャリアデバイス向け提供機能の注意事

項を参照ください。 

・ お客様へご提供中の環境によって利用可能な機能があります。詳細はマニュアルをご参照ください。 

 

2-3. サービスメニュー 

本サービスは、基本サービスとオプションサービスで構成されています。オプションサービスのみのご利

用はできません。なお、iOSデバイス、Androidデバイス、4Gケータイ、PCにて提供する機能が異なります。

詳細は本説明書の 3. 基本サービスを参照ください。 

iOS デバイス、Android デバイス、4G ケータイ、PC 向けのサービスを利用するためには、当社指定の申

込書に各デバイスの利用 ID 数を申し込む必要があります。 

また、当社が提供する「モバイル端末レンタルサービス」のレンタルオプションとして本サービスにお申し

込みいただくことも可能で、各プランは表 1 のとおりとなります。提供するサービスの内容に違いはありませ

ん。 
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表 1：レンタルオプションの各プランに対応するサービス 

レンタルオプションプラン名称 対応するサービス 

基本、基本（4G）、基本（PC） 2-3-1.基本サービス 

A プラン、A プラン（４G） 2-3-1.基本サービス、2-3-2.紛失時リカバリーサービス 

Bプラン 2-3-1.基本サービス、2-3-2.紛失時リカバリーサービス、 

2-3-3.Web フィルタリングサービス 

Cプラン 2-3-1.基本サービス、2-3-2.紛失時リカバリーサービス、 

2-3-5.Managed Apps 容量拡張サービス 

 

 基本サービス 

管理対象デバイスの設定情報収集と利用者情報管理、設定遠隔適用、アプリ配布機能(4G、PC 除く)等

の機能を提供します。 

併せて、お客様利用者からの依頼に基づいて回線停止・回線停止解除、代替機の手配を行います。 

代替機手配は、当社が提供する「モバイル端末レンタルサービス」の契約デバイスが対象となります。 

 

 オプション：紛失時リカバリーサービス 

管理対象デバイスに対して、遠隔ロック、遠隔消去、パスコード一時解除機能、紛失モードおよび

Zimperium 連携機能を提供します。 

併せて、お客様利用者からの依頼に基づいて紛失モードを除く上記の操作代行、一般問い合わせ対応

を行います。 

 

 オプション：Web フィルタリングサービス 

iOS/Android の管理対象デバイスに対して、専用ブラウザアプリ「BC ブラウザ」をインストールし、同アプ

リからアクセスしたアクセス履歴を管理サーバにて確認できるサービスです。また、アクセス先に応じてフィ

ルタリング DB と照合し、アクセス可否を定めることができます。 

 

 オプション：Managed Apps サービス（PC） 

管理対象デバイスに対して、遠隔からアプリを配布するサービスです。配布可能なデバイスおよびアプリ

に制約があります。 

※iOS デバイス、Androidデバイス、4Gケータイ向けの Managed Apps機能は基本サービスとして提供し

ます。 

 

 オプション：Managed Apps 容量拡張サービス 

基本サービスの Managed App 機能(iOS)および Managed App 機能(Android)のアプリ容量制限 20MB を

100MB へ容量拡張させるサービスです。 

 

 オプション：デバイスコントロール for Google Apps サービス 

米国 Google 社が提供する Google Apps の一部 API を利用し、本サービスと連携させるサービスです。

Google Apps上で、特定のデバイスのみ Gmail送受信を許可とする設定をすると、Google Apps管理者宛て

に承認メールが送付されますが、本サービスの管理対象デバイスであれば、自動承認を行うことが可能で

す。対象デバイスは iOS デバイスのみです。 
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 オプション：デバイスコントロール for Office 365 サービス 

米国 Microsoft 社が提供する Office 365 の一部 API を利用し、本サービスと連携させるサービスです。

Office 365（Exchange 管理センター）上で特定のデバイスのみ Exchange ActiveSync 接続を許可とすると、

Office 365 管理者が接続許可の承認を行う必要がありますが、本サービスの管理対象デバイスであれば、

自動承認を行うことが可能です。対象デバイスは iOS デバイスのみです。 

 

 オプション：あめふるコール for Business 

管理対象デバイスに対して、事前に設定した地点に 1時間以内に雨が降ると予報された場合、発表時刻

と雨の強さをプッシュ通知する降水予報アプリサービスです。 

本オプションは、アールシーソリューション株式会社が提供するアプリサービスです。 

対象デバイスは iOS デバイスと Androidデバイスのみです。 

 

 オプション：API オプションサービス 

APIオプションは本サービスの一部機能を利用可能にする Web APIを提供するサービスです。 

対象デバイスは、iOS・Android（Android Enterprise のみ）となります。 

 

 オプション：PC 操作ログサービス 

管理対象デバイスの操作ログを確認・出力できるサービスです。 

設定したアラートに応じて操作時のスクリーンショットを撮影し出力可能です。 

対象デバイスは PCデバイスのみです。本機能は Windows 向け機能になります。 

 

2-4. 本サービスの設備提供範囲 

本サービスの設備提供範囲は、管理対象デバイスを遠隔で運用管理する機能を有する当社サーバ設備

のみとなります。管理対象デバイスとその通信環境及び当社サーバに管理者がアクセスする設備はお客

様でのご用意となります。 

 

図 1：本サービスの設備提供範囲 
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2-5. 動作前提 

本サービスでは、管理対象デバイスを遠隔制御する際に、当社サーバから管理対象デバイスに対して、

下記のような通信を行います。 

よって、本サービスにて遠隔制御機能を適切に動作させるには、インターネット経由で、管理対象デバイ

スと当社サーバが下記のそれぞれの環境に即した接続ができる環境であることが前提条件となります。 

管理対象デバイスが電源オフや圏外などの間は動作しません。 

お客様環境のファイアーウォールやルーターで通信ポートを許可する必要があります。具体的な通信ポ

ート・通信プロトコルに関する詳細はマニュアルを参照ください。 

 

 iOS デバイスの通信環境 

Apple Push Notification service（以下、「APNs」）を経由して当社サーバと通信をおこなうように促す 

プッシュ通知が管理対象デバイスに送信されます。通知を受けた管理対象デバイスは当社サーバと 

通信を行い、制御要求の確認とその要求に応じた動作を実行します。 

 

 Androidデバイスの通信環境 

Android デバイスにインストールされた BCAgent から当社サーバへのポーリング通信を基本通信として

行います。 

また、上記とは別に、Google Cloud Messaging Service（以下、「GCM」）または Firebase Cloud Messaging

（以下、「FCM」）送信することもできます。通知を受けた Androidデバイスは当社サーバと通信を行い、制御

要求の確認とその要求に応じた動作を実行します。 

ただし、米国 Google 社のサービスが提供されない国、地域では GCM および FCM が利用できない場合

があります。 

 

 4Gケータイの通信環境 

4G ケータイにプリインストールされた MDM インストーラを利用し、当社サーバから 4G ケータイ用

BCAgentをダウンロードします。4Gケータイ用 BCAgent から当社サーバへのポーリング通信を基本通信と

して行います。 

 

 PCの通信環境 

＜Windows＞ 

インストールされた PC エージェントから当社サーバへのポーリング通信により制御 

＜Mac＞ 

Apple Push Notification service（以下、「APNs」）を経由して当社サーバと通信をおこなうように促すプッ

シュ通知が管理対象デバイスに送信されます。通知を受けた管理対象デバイスは当社サーバと 

通信を行い、制御要求の確認とその要求に応じた動作を実行します。 

 

2-6. お客様への利用開始通知（設定情報と設定情報通知） 

当社はお申込受付の際に本サービス申込書にて、本サービス機能を提供するための必要情報を確認し

ます。当社は、開通作業が完了すると利用開始のために必要となる所定の登録通知書を提出します。 

登録通知書の発行後、お客様にて本サービスを利用するための当社が指定する Webサイト（以下、 

「管理サイト」）にて事前設定の実施後、利用が可能になります。 

登録通知書に記載される情報は以下のとおりです。 
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表 2：登録通知書に記載される情報 

項目 内容 

ご契約情報 サービス名、オプションサービス、デバイス別契約情報 

管理者様情報（本サービス） 本サービス管理者サイトの URL、DM コード（本サービスの契約

者を識別するためのコードであり、本サービスへアクセスする際

に利用するアクセス用情報）、ログイン ID、パスワード 

管理者様情報（ID 管理） ID 管理サイトの URL、ログイン ID、パスワード 

デバイス登録用情報 

（iPhone/iPad/Android/Mac） 

管理対象デバイスにてデバイス登録作業をするためにアクセス

するサイトの URL、DM コード、登録用 ID、登録用パスワード 

デバイス登録用情報 

（4Gケータイ） 

管理対象デバイスにてデバイス登録作業をするための DM コー

ド、登録用 ID、登録用パスワード 

エージェントソフトダウンロード

情報（Windows） 

ダウンロード URL、DM コード、ログイン ID、パスワード 

その他 アプリ配信用情報、アンチウイルス/監視アプリ BCDM MON

（Android）ソフトダウンロード情報、アンチウイルス（PC）、ソフト

ダウンロード情報 

サポート情報 お問合せ先の受付窓口、受付時間、電話番号、メールアドレス 

設備運用情報 URL 

 

2-7. お客様での事前設定 

本サービスにて管理対象デバイスの遠隔制御を開始する際、事前に以下に記載するデバイス登録作業

が必要になります。 

 

 iOS デバイス 

お客様は Apple 社指定のサイトにて発行される証明書（以下、「MDM 証明書」）を取得して、当社サーバ

に当社の定める方法にてインポートします。 

当社サーバに MDM 証明書のインポート作業完了後に、管理対象とする iOS デバイスにて、当社が定め

る方法でデバイス登録作業を実施します。 

管理対象の iOS デバイスをデバイス登録する方法は手動で登録用プロファイルをインストールする方法

と Apple 社が提供する Device Enrollment Program (以下、DEP)を利用する方法の二通りの方法がありま

す。 

手動でプロファイルをインストールする場合は、本設定作業にて管理対象デバイスにインストールされる

デバイス登録用プロファイルは管理対象デバイスの利用者にて削除することが可能です。利用者が削除で

きないよう強制する設定はありません。デバイス登録用プロファイルを削除すると当社サーバの管理対象

から除外されます。 

DEP を利用する場合は、Apple 社の仕様に則ったデバイスの登録方法になります。また、事前に当社サ

ーバへ管理対象のデバイスの割当てが必要となります。 

 

 Androidデバイス 

Android デバイスのデバイス登録をする方法は手動で BCAgent をインストールする方法と、Google 社が

提供する設定方式 Android Enterprise および Zero-touch enrollment を利用する方法があります。 

管理対象とする Android デバイスにて手動でエージェントをインストールする場合、当社が定める方法で

BCAgentを管理者サイトまたは Google Playからダウンロード後、インストールし、デバイス登録作業を実施
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します。 

Android Enterprise および Zero-touch enrollment を利用する場合は、Android Enterprise に対応した

Android デバイスが必要で、かつ Google 社の仕様に則ったデバイスの登録方法での設定が必要となりま

す。Zero-touch enrollment を利用する場合は、別途 Zero-touch enrollment をご契約いただき、Google 社

が提供する Zero-touch Portal サイトから事前に管理対象デバイスへ割当てが必要となります。 

 

 4Gケータイ 

管理対象とする 4Gケータイにて MDM インストーラを利用し、4Gケータイ用 BCAgentをダウンロード後、

インストールし、デバイス登録作業を実施します。 

 

 ＰＣ 

＜Windows＞ 

管理対象とする PCにて、当社が定める方法で PC エージェントをインストールし、 

デバイス登録作業を実施します。また、管理対象とする PC のコンピュータ名は一意である必要がありま

す。 

なお、1 ライセンスにつき 1 オペレーティングシステムにインストール可能とし、当該オペレーティング 

システムが稼働するクライアントハードウェア上でのみ利用可能とします。 

 

＜Mac＞ 

お客様は Apple 社指定のサイトにて発行される MDM 証明書を取得して、 

当社サーバに当社の定める方法にてインポートします。 

当社サーバに MDM 証明書のインポート作業完了後に、管理対象とする Mac にて、 

当社が定める方法でデバイス登録作業を実施します。 

 

管理対象の Mac デバイスをデバイス登録する方法は手動で登録用プロファイルを 

インストールする方法となります。本設定作業にて管理対象デバイスにインストールされる 

デバイス登録用プロファイルは管理対象 

デバイスの利用者にて手動で削除することが可能です。 

利用者が削除できないよう強制する設定はありません。デバイス登録用プロファイルを削除すると 

当社サーバの管理対象から除外されます。 

 

2-8. 管理者サイトのアクセス環境 

本サービスの管理者サイトにアクセスするために必要な環境について記載します。 

 

 必要なアクセス環境 

本サービスの管理者サイトは Web ブラウザで利用可能です。管理者サイトにアクセスするために必要な

お客様側のインターネット接続環境はお客様にてご用意ください。 

管理者サイトアクセス条件は下記のとおりです。 

 

 

 

 

表 3：管理者サイトアクセス条件 
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項目 内容 備考 

対応デバイス PC、iPad iPad は一部機能のみサ

ポート 

対応ブラウザ Microsoft Internet Explorer Ver.11 以上 日本語版 

Google Chrome 最新バージョン  

 

 

 管理者サイトのアカウント 

管理者サイトのアカウント権限やログイン時のセキュリティは以下のとおりです。 

 

表 4：管理者サイトのアカウント 

項目 内容 

管理者アカウント ・登録通知書に記載の管理者アカウントでログイン可能 

・管理者アカウントの多重ログイン不可 

・パスワードポリシーは半角英数字 8 桁以上 

・パスワード有効期間は 90 日固定 

複数管理者設定 ・登録通知書に記載の管理者アカウント以外に 10 個の管理者アカウントの作

成が可能 

・設定できる権限は、ユーザ管理者権限、情報閲覧権限、ワイプ/ロック/パス

コード一時解除権限から選択可能 

管理者アカウントの認

証機能 

・DM コード、管理者アカウント、パスワードによる認証 

・送信元 IPアドレス制限の設定が可能（任意） 

操作ログの保存期間 ・管理者操作ログの保存期間は 90 日 

※お客様からのお問合せ対応等の場合に、調査/契約内容確認/契約数変更等の目的で当社スタッフ

がお客様環境へログインをさせていただくことがございます。その際に、当社スタッフの固有ログイン ID で

ある「ISOC+数字」、「ISOC+数字+SV」による操作ログが記録されます。 

 

 

3. 基本サービス 

本サービスの基本サービスについて記載します。 

 

3-1. デバイス一覧表示機能 

管理サーバにて管理対象デバイスから収集し、管理者サイトにて参照できるデバイス情報について、iOS

デバイスは表 5、Android デバイスは表 6、4G ケータイは表 7、PC は表 8 のとおりです。なお、本説明書と

管理者サイトにて実際に表示される情報項目と差異がある場合には、管理者サイトに表示される情報項目

が優先されます。 

設定情報の更新は、iOS デバイス、Android デバイス、4G ケータイ、Mac についてはお客様管理者にて

適宜更新要求を行うことが可能です。複数の iOS デバイス、Android デバイス、4G ケータイ、Maｃに対する

設定情報の一括更新については、一度一括更新要求を実施してから一定時間経過後に再度収集要求が

可能となります。 

Windows については、PCエージェントが１日１回の頻度で取得対象の情報を収集して、当社サーバに送

信します。管理者サイトから取得要求はできません。詳細はマニュアルを参照ください。 
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表 5：iOS デバイスにて収集可能なデバイス情報一覧 

項番 項目 内容 

1 デバイス情報 電話番号、デバイス情報の収集日時、デバイス名、モデル名および番

号、iOS およびビルドバージョン、パスコードの設定有無、デバイス登録日

時、デバイスの監視、SIM キャリアのネットワーク、現在のキャリアのネッ

トワーク、UDID(デバイス識別番号)、容量、使用可能な空き領域、キャリ

ア設定のバージョン、シリアル番号、Wi-Fi の MAC アドレス、Bluetooth の

MAC アドレス、IMEI(携帯端末識別番号)、ICCID(SIM カード番号)、モデム

のファームウェア、バッテリー残量、ハードウェア暗号化機能、EAS デバイ

ス識別子、ローミング中、iCloud バックアップ、iCloud バックアップ最終日

時、データローミング設定、音声通話ローミング（※国内では KDDI デバイ

スのみ対応）、iTunes Store アカウント、位置情報サービス、アクティベー

ションロック、おやすみモード、インターネット共有(テザリング) 

2 プロファイル情報 プロファイル名、識別子、組織、削除可否、削除用パスワード（有/無）、暗

号化、MDM から導入 

3 証明書情報 コモンネーム（CN）、発行者名、有効開始日、有効期限、秘密鍵（あり/な

し） 

4 アプリ情報 インストールされているアプリ（アプリ ID、名前、バージョン、データ容量、

アプリ容量）、インストールされているプロビジョニングプロファイル（プロフ

ァイル名、UUID、有効期限） 

5 位置情報 位置情報（最大 100 件）、位置情報の取得日時、緯度、経度、精度、電池 

 

表 6：Androidデバイスにて収集可能なデバイス情報一覧 

項番 項目 内容 

1 デバイス情報 デバイス名、モデル名、SIM キャリアのネットワーク、現在のキャリアのネ

ットワーク、ICCID、電話番号、IMEI、Android OSバージョン、Android 

Enterprise の設定値、Google アカウント、Wi-Fi の MACアドレス/UUID、

Bluetooth の MACアドレス、GCM/FCM の利用状況、APN名、APN の利

用状況、ビルド番号、エージェントバージョン、SafetyNet 検知 

2 リモート設定情報 ポリシー名、ポリシー適用日時  

3 セキュリティ情報 パスコードの義務化、パスコードの種類、最小のパスコード長、カメラの使

用情報、Wi-Fi の使用情報、Bluetooth の利用情報、外部メモリの使用情

報、テザリングの利用情報、ローカルロック、外部メモリ消去、ローカルワ

イプ、位置情報取得情報、Wi-Fi モバイル接続時の位置情報義務化、GPS

設定義務化、ポーリング間隔時間 

4 インストールされてい

るアプリ情報 

アプリ名、パッケージ名 

5 位置情報 位置情報（最大 100 件）、位置情報の取得日時、緯度、経度 

6 アンチウイルス ソフトウェアバージョン、パターンファイルバージョン、パターンファイル更

新日時、前回通知日時、前回通知からの時間、Root化検知情報、Root化

検知日時、ウイルス検知情報、ウイルス検知日時 
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表 7：4Gケータイにて収集可能なデバイス情報一覧 

項番 項目 内容 

1 デバイス情報 デバイス名、モデル名、SIM キャリアのネットワーク、現在のキャリアのネ

ットワーク、ICCID、電話番号、IMEI、Android OS バージョン、Google アカ

ウント、Wi-Fi の MAC アドレス/UUID、Bluetooth の MACアドレス、APN

名、APNの利用状況、ビルド番号、エージェントバージョン 

2 リモート設定情報 ポリシー名、ポリシー適用日時  

3 セキュリティ情報 パスコードの義務化、パスコードの種類、最小のパスコード長、カメラの使

用情報、Wi-Fi の使用情報、Bluetooth の利用情報、外部メモリの使用情

報、テザリングの利用情報、ローカルロック、ローカルワイプ、位置情報取

得情報、GPS 設定義務化、ポーリング間隔時間 

4 インストールされてい

るアプリ情報 

アプリ名、パッケージ名 

5 位置情報 位置情報（最新の１件）、位置情報の取得日時 

6 アンチウイルス ソフトウェアバージョン、パターンファイルバージョン、パターンファイル更

新日時、前回通知日時、前回通知からの時間、ウイルス検知情報、ウイ

ルス検知日時 

 

表 8：PCにて収集可能なデバイス情報一覧 

<Windows> 

項番 項目 内容 

1 デバイス情報 デバイス情報の収集日時、コンピュータ名、ログオンユーザ名/ドメイン、メ

ーカ名、モデル名、マシンシリアル番号、電話番号（タブレット PCのみ）、

起動日時、CPU情報、メモリ情報、ドライブ情報、VGA 情報、サウンドカー

ド情報、周辺機器情報 

2 ネットワーク情報 ネットワークアダプタ情報、MAC アドレス、WINS 使用、DHCP 使用、DHCP

サーバアドレス、IP アドレス、サブネットマスク、ディフォルトゲートウエイ、

DNS 

3 Operating System 

Internet Explorer 

【Operating System】 

OS、OS プラットフォーム、種類、バージョン、ビルド番号、サービスパック、

ファイアーウォール設定、設定使用者、設定所属組織、プロダクト ID、シス

テムディレクトリ、インストール日、言語 

【Internet Explorer】 

バージョン、ビルド番号、プロダクト ID、インストールパス 

4 プリンター情報 プリンター名、ドライバー名、ドライバーパス、ドライバーバージョン、プリン

トプロセッサ名、プリンター種別、解像度、ポート名、プリンター名又は IPア

ドレス、プロトコル、SNMP ステータス 

5 セキュリティ情報 【アンチウイルス】 

ソフト名、表示名、プログラムバージョン、エンジンバージョン、パターンバ

ージョン、常駐タイプ 

【セキュリティパッチ】、 

適用状況、種別、セキュリティ情報コード、パッチ説明、リリース日、深刻
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度、サポート技術コード、 

6 ソフトウェア情報 ソフトウェア名、Ver、メーカー、ファイル名、製品名、製品バージョン、パス

名、ファイル名、ファイルバージョン、ファイルサイズ、ファイル更新日、会

社名、禁止ソフトウェア 

7 自動更新設定 Windows Update 自動更新設定、Windows Update 更新方法、インストール

日時、WSUS サーバ使用、WSUSサーバ名、WSUS ステータスサーバ名、 

 

<Mac> 

項番 項目 内容 

1 デバイス情報 デバイス情報の収集日時、デバイス名、モデル名および番号、OS および

ビルドバージョン、デバイス登録日時、UDID（デバイス識別番号）、容量、

使用可能な空き領域、シリアル、Wi-FiのMACアドレス、BluetoothのMAC

アドレス、ローカルホスト名、iTunes Store アカウント、アクティベーションロ

ック、ソフトウェア・アップデート設定（アップデートを確認・App Storeからの

アプリケーションアップデートをインストール・macOS アップデートをインス

トール・システムデータファイルとセキュリティアップデートをインストール・

新しいアップデートがある場合はダウンロード）、System Integrity 

Protection 

2 プロファイル情報 プロファイル名、識別子、組織、削除可否、削除用パスワード（有/無）、暗

号化 

3 証明書情報 コモンネーム（CN）、発行者名、有効開始日、有効期限、秘密鍵（あり/な

し） 

4 アプリ情報 インストールされているアプリ（アプリ ID、名前、バージョン、アプリ容量） 

 

3-2. 利用者情報機能 

本サービスでは、管理対象デバイスの利用者情報を管理サーバに登録できます。登録可能な利用者情

報項目は表 9 のとおりです。 

 

表 9：同期や登録可能な利用者情報 

項目 内容 備考 

利用者 ユーザ ID、姓、名、社員番号、メールアドレス、 

組織名、ユーザステータス 

ID 管理サービスから各

種データが同期されま

す。 

追加情報 任意 1、任意 2、任意 3、任意 4  

BizConplace BizConID、BizCon パスワード、BizCon 認証キー  

 

 利用者情報登録/変更機能 

利用者情報の登録または変更の設定が可能で、CSV 形式での一括登録が可能です。 

「ビジネス・コンシェル ID 管理」サービス（以下、「ID 管理サービス」）にお申し込みいただいている場合、

ID 管理サービスの管理者サイト（以下、ID 管理サイト）から利用者情報の登録または変更を実施し、利用

者情報の同期を行います。 
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 PC情報紐付機能 

ID 管理サービスにお申し込みいただいている場合、PC に関する情報とユーザ ID の紐付登録が可能

です。利用者情報の登録または変更をする場合、ID管理サイトから実施し、利用者情報の同期を行いま

す。 

なお、ID管理サイトにない項目の情報を追加する場合には、追加情報登録または変更を行ってください。 

また、また、CSV 形式にて一括インポートが可能です。 

 

 利用者情報一覧表示機能 

管理者サイトに登録されている利用者情報の表示が可能です。 

 

 利用者情報一括削除機能 

管理者サイトに登録されている利用者情報の削除が可能です。 

 

 ソフトウェア・アップデート機能（iOS） 

管理対象デバイスの OSバージョンよりアップデート可能なソフトウェアがある場合、遠隔からソフトウェア

のダウンロードおよびインストールを行うことができる機能を提供します。 

なお、本機能は iOS デバイスのみとなり、OS バージョンが 11.4 以降、監視モードのデバイスが対象とな

ります。 

 

 デバッグログ取得機能（Android Enterprise） 

管理対象デバイスのデバッグログを遠隔から取得することが可能です。デバッグログを管理画面に送付

する際に、管理対象デバイスの利用者の同意が必要となります。 

なお、本機能は Android Enterprise の機能となり、Android OS バージョンが 7.0 以降の Fully managed 

device モードで登録されたデバイスが対象となります。 

 

3-3. プロファイル管理機能：iOS 

管理者サイトから iOS デバイスに対して遠隔で設定の適用が可能です。 

設定可能な項目については、表 10 のとおりです。 

 

 iOS デバイス 

お客様が設定に必要な“構成プロファイル”を事前に作成し、準備して頂く必要があります。 

設定可能な項目は Apple 社の提供する構成プロファイル作成ツールに従います。表 10 で記載の項目と

差異がある場合は、構成プロファイルで設定可能な項目が優先されます。 

当社サーバで管理対象デバイスの登録解除や管理対象デバイス上でデバイス登録用プロファイルの

削除を行うと、当社サーバから管理対象デバイスに適用した”構成プロファイル”も削除されます。”構成

プロファイル”に削除用パスコードが設定されていても同様です。 

当社サーバから更新・削除可能な”構成プロファイル”は当社サーバから適用された”構成プロファイ

ル”のみとなります。管理対象デバイスに当社サーバから適用する以外の方法で適用された”構成プロ

ファイル”は、当社サーバからは更新・削除できません。 

 

 表 10：iOS デバイスにて遠隔設定可能な項目 

項番 項目 内容 備考 

1 アカウント Wi-Fi、VPN、メール、Exchange ActiveSync、  
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LDAP、CardDav（連絡先）、証明書、Google  

アカウント 

2 パスコード デバイスのパスコードが必要、単純値を許可、

英数字の値が必要、最小のパスコード長、複

合文字の最小数、パスコードの有効期限、自

動ロックまでの時間、パスコードの履歴、デバ

イスロックの猶予期間、入力を失敗できる回数 

管理者サイト内でも設

定可 

3 デバイス機能制限 各種 ・詳細は管理者マニュ

アル参照 

・一部の機能は Apple 

Configuratorにて iOSデ

バイスを「監視モード」

に設定する必要があり

ます。 

4 アプリ YouTube の使用を許可、iTunes Store の使用

を許可、GameCenter の使用を許可、safari の

使用を許可、cookie の受け入れ 

YouTube の使用を許可

の設定は iOS 5 まで 

GameCenter の使用を

許可するには監視対象

である必要あり 

5 iCloud バックアップを許可、書類とデータを許可、キ

ーチェーンを許可、写真共有を許可、フォトスト

リームを許可、共有フォトストリームを許可 

 

6 メディアコンテンツ 不適切なミュージック、podcast、iTunesU メディ

アの再生を許可、iBooks Store で不適切な性

描写のあるブックの閲覧を許可、レーティング

の地域、許可されるコンテンツレーティング 

 

7 プロビジョニングプロフ

ァイル 

プロビジョニングプロファイルの登録、更新、削

除（プロファイルの解除）、変更（配信先のデバ

イス変更）、配信 

 

8 そのほかの設定 資格情報、Web クリップ、SCEP 設定、APN 設

定、フォント、照会カレンダー、 AirPrint、

AirPlay、Web コンテンツフィルタ、グローバル

HTTP プロキシ、 

グローバル HTTP プロ

キシ、Web コンテンツフ

ィルタは監視対象の

み、 

 

 かんたん一括設定機能 

iOS デバイスに対して、構成プロファイルの一般、パスコード、Wi-Fi、制限、VPN、Web クリップ、証明書、

Google アカウント、Exchange ActiveSync、メール設定に関する簡易作成機能を提供します。詳細な設定方

法はマニュアルを参照ください。 

 

構成プロファイル登録/一覧表示機能 iOS デバイスに対して、構成プロファイルを配布する機能を提供し

ます。なお、Google アカウント、Exchange ActiveSync、メール、VPN、Wi-Fi のアカウントについては、一括

登録が可能です。クライアント認証のために用いる電子証明書もあわせて配布可能です。詳細な設定方法

はマニュアルを参照ください。 
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 プロビジョニングプロファイル登録/一覧表示機能 

iOSデバイスに対して、プロビジョニングプロファイルを配布する機能を提供します。配布するプロビジョニ

ングプロファイルは契約者にて米国 Apple 社指定サイト（iOS DevCenter）にアクセスして作成する必要があ

ります。 

なお、プロビジョニングプロファイルの更新は、iOS デバイスにインストールされているプロビジョニングプ

ロファイルの有効期限内に実施するようにしてください。 

 

 デフォルトプロファイル登録/一覧表示機能 

自動配信させたい構成プロファイルを事前に設定する事で、デバイス登録時やグループ追加時に、該当

する構成プロファイルを自動配信できる機能です。 

また、MDM プロファイル登録済みの管理対象デバイスに対しても、配信対象となるデフォルトプロファイ

ルが自動配信されます。さらに、配信する構成プロファイルは適応順序を変更することが可能です。 

なお、本機能は iOS デバイスのみの提供になります。 

 

・ 適用対象は、管理対象デバイス全体、もしくはグループ単位での設定が可能です。個別設定を含む

場合は、デバイス単位での設定となります。 

・ 新規に登録する管理対象デバイスはデバイス登録時、MDM プロファイル登録済みの管理対象デバ

イスデバイスはデフォルトプロファイル設定時、もしくは該当グループへのデバイス追加時に自動配

信されます。 

・ 管理サーバに登録できるデフォルトプロファイル数は 30 とします。 

・ デフォルトプロファイルを複数設定した場合、設定時に指定する適用順序に従い、デバイスへ適用さ

れます。 

・ 設定可能な構成プロファイルの種類は、管理者サイトにて作成した構成プロファイルと、iPhone 構成

ユーティリティにて作成した構成プロファイルの内、「一般設定」・「パスコード設定」・「制限設定」・

「Wi-Fi 設定」・「Web クリップ」の 5 項目となります。 

・ 新規デバイス登録時にグループ単位で設定したデフォルトプロファイルを適用させるには、デバイス

登録前に該当グループへデバイス情報をあらかじめ CSV 登録しておく必要があります。 

・ グループ登録済のデバイスを別グループへ変更した場合、旧グループにて適用されたデフォルトプ

ロファイルは自動削除されません。 

 

3-4. ポリシー管理機能：Android  

管理者サイトから Android デバイスに対して遠隔で設定の適用が可能です。 

なお、Android デバイスにて設定可能な項目については、表 11 のとおりで、Android Enterprise に対応し

た Androidデバイスは、表 11 に加え表 12 に記載された項目の設定も可能です。 

 

 Androidデバイス 

Androidデバイス端末向け設定ポリシーはお客様にて当社サーバの管理者サイトにて設定ポリシーの 

作成を行います。設定可能な項目は表 11 に記載のとおりです。 

当社サーバに登録する”ポリシー”名は一意である必要があります。既に当社サーバに登録されている 

”ポリシー”名と同じ名前の”ポリシー”名は、当社サーバに新たに登録することはできません。 

当社サーバで管理対象デバイス端末の登録解除や管理対象デバイス端末上で BCAgentの 

アンインストールを行うと、当社サーバから管理対象デバイス端末に適用した”ポリシー”も削除されます。 
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なお、BCAgentを削除しなくとも、強制停止やデータ消去などを行った場合も、当社サーバで 

管理対象デバイス端末を管理することはできません。 

 

表 11：Androidデバイスにて遠隔設定可能な項目 

項番 項目 1 項目 2 内容 備考 

1 機能制御 

 

パスコードポリシーの設定 パスコード義務化設定、

バックライト点灯時間、 

 

2 デバイスの制御設定 カメラ使用制御、Wi-Fi 使

用制御、Bluetooth使用制

御、外部メモリ使用制御、

テザリング利用制御 

 

3 ローカルロックの設定 入力を失敗できる回数、

ロック画面メッセージ、ロッ

ク時の緊急連絡先 

 

4 ローカル外部メモリ消去

の設定 

入力を失敗できる回数  

5 ローカルワイプの設定 入力を失敗できる回数  

6 GPS設定 位置情報の取得制御、位

置情報取得義務化の選

択 

位置情報は管理対象デバイ

スのGPS機能がオンの場合

に取得可能 

7 その他設定 ポーリング間隔時間の設

定 

 

システムアップデート禁止 OS6 以降の京セラ製スマー

トフォン及び 702SH のみ適

用可能 

8 アプリケーション制御 ポリシー名、制御方法（ブ

ラックリスト、ホワイトリスト

の設定）、アプリの選択 

 

9 アンインストール指示 ポリシー名、アプリ選択  

10 Wi-Fi 接続制限 SSID、自動接続、非公開

ネットワーク対応、セキュ

リティ種類（なし、WEP、

WEP/WPA2）、パスワード 

1つのファイル内に最大 3個

の設定が可能 

 

11 リモート設定 Wi-Fi 接続可能な SSID を設定 1つのポリシーに最大 3個の

設定が可能 
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 Android Enterprise に対応した Androidデバイス 

Android Enterprise に対応した Android デバイスの場合、表 11 に加え、表 12 に記載された項目の設定

も可能です。 

 

表 12：Android Enterprise デバイスのみ遠隔設定可能な項目 

項番 項目 1 項目 2 内容 備考 

1 一般 ポリシー名、種別、説明  

2 パスコード パスコードポリシーの設定 パスコードの義務化、バッ

クライト点灯時間 

 

3 パスコード Work Profile パスコードポ

リシーの設定 

パスコード義務化 Work profile のみ利用可能と

なります。 

4 パスコード ローカルロックの設定 入力を失敗できる回数、

ロック画面メッセージ、ロッ

ク時の緊急連絡先 

 

5 パスコード ローカルワイプの設定 入力を失敗できる回数  

6 制限 機能 各種 詳細は管理者マニュアル参

照 

7 制限 アプリ 各種 詳細は管理者マニュアル参

照 

8 アプリ制御 アプリ名による制御  

9 Wi-Fi 設定 SSID、自動接続、非公開

ネットワーク対応、セキュ

リティ種類、パスワード種

類、パスワード 

 

10 Wi-Fi 設定（証明書） Wi-Fi 設定値とあわせて

802.1x 証明書を設定 

 

11 証明書 CA 証明書、ユーザ証明

書（CA 局連携）の配布 

CA 局連携はサイバートラス

ト社のみの連携となります。 

12 SIM 変更 

検知設定 

SIM カード取り出し時の設

定 

デバイスロック SIM カードの取り出しや変更

検知時のロック制御が可能

となります。 

13 SIM 変更 

検知設定 

SIM カード変更検知時の

設定 

SIM カードの変更検知  

 

 ポリシー登録/一覧表示機能 

Android デバイスに対して、機能制御、アプリケーション制御、アンインストール指示、Wi-Fi 接続制限に

関するポリシーを配布する機能を提供します。尚、各種別ポリシーは、デバイスに対して 1 つしか適用する

ことができません。 

Android Enterprise に関しては、パスコード、制限、アプリ制御は１つのポリシーとなり、デバイスに対して

1 つしか適用することができません。また Android ポリシーと Android Enterprise ポリシーを同じデバイスに

対して適用することできません。 
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 リモート設定（Wi‐Fi 設定）登録/一覧表示機能 

Androidデバイスに対して、Wi-Fi について遠隔設定する機能を提供します。 

Android Enterprise デバイスは、ユーザ認証のために用いる電子証明書もあわせて配布可能です 

 

 証明書登録/一覧機能 

Android Enterprise デバイスに対して、証明書を遠隔配布する機能を提供します。 

本機能は OSバージョン 7.0 以降が対象となります。 

 

 SIM 変更検知設定 

Android Enterprise デバイスに対して、SIM カードの取り出しや 

変更検知時のロック制御を行う機能を提供します。 

 

3-5. ポリシー管理機能：4Gケータイ  

管理者サイトから 4G ケータイに対して遠隔で設定の適用が可能です。 

設定可能な項目については、表 13 のとおりです。 

 

 4Gケータイ 

4Gケータイ端末向け設定ポリシーはお客様にて当社サーバの管理者サイトにて設定ポリシーの作成 

を行います。 

当社サーバに登録する”ポリシー”名は一意である必要があります。既に当社サーバに登録されている 

”ポリシー”名と同じ名前の”ポリシー”名は、当社サーバに新たに登録することはできません。 

当社サーバで管理対象デバイス端末の登録解除や管理対象デバイス端末上で 4G ケータイ用 Android 

エージェントのアンインストールを行うと、当社サーバから管理対象デバイス端末に適用した”ポリシー” 

も削除されます。 

なお、4Gケータイ用 BCAgentを削除しなくとも、強制停止やデータ消去などを行った場合も、当社サーバ

で管理対象デバイス端末を管理することはできません。 

 

表 13：4Gケータイにて遠隔設定可能な項目 

項番 項目 1 項目 2 内容 備考 

1 機能制御 

 

パスコードポリシーの設定 パスコード義務化設定、

バックライト点灯時間、 

 

2 デバイスの制御設定 カメラ使用制御、Wi-Fi 使

用制御、Bluetooth使用制

御、外部メモリ使用制御、

テザリング利用制御 

Bluetooth を利用したデザリ

ングはアプリケーション制御

で「デザリング」を禁止するこ

とで制御が可能 

3 ローカルロックの設定 入力を失敗できる回数、

ロック画面メッセージ、ロッ

ク時の緊急連絡先 

「パスコードポリシーの設定」

を設定している場合のみ動

作 

緊急連絡先は表示のみとな

り発信不可。 

4 ローカルワイプの設定 入力を失敗できる回数 「パスコードポリシーの設定」

を設定している場合のみ動

作 
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5 その他設定 ポーリング間隔時間の設

定 

 

6 アプリケーション制御 ポリシー名、制御方法（ブ

ラックリスト、ホワイトリスト

の設定）、アプリの選択 

 

7 アンインストール指示 ポリシー名、アプリ選択  

8 Wi-Fi 接続制限 SSID、自動接続、非公開

ネットワーク対応、セキュ

リティ種類（なし、WEP、

WEP/WPA2）、パスワード 

1つのファイル内に最大 3個

の設定が可能 

 

9 リモート設定 Wi-Fi 接続可能な SSID を設定 1つのポリシーに最大 3個の

設定が可能 

 

 ポリシー登録/一覧表示機能 

4G ケータイに対して、機能制御、アプリケーション制御、アンインストール指示、Wi-Fi 接続制限に関する

ポリシーを配布する機能を提供します。尚、各種別ポリシーは、デバイスに対して 1 つしか適用することが

できません。 

 

 リモート設定登録/一覧表示機能 

4Gケータイに対して、Wi-Fi について遠隔設定する機能を提供します。 

 

3-6. プロファイル管理機能：Windows 

管理者サイトから PC に対して遠隔で設定の適用が可能です。 

設定可能な項目については、表 14 のとおりです。 

 

 Windows 

Window 向け設定ポリシーはお客様にて当社サーバの管理者サイトにて設定ポリシーの作成を行います。 

Windows向け設定ポリシーの適用は、管理対象 PCすべてに適用する設定ポリシー（全体設定ポリシー）

を作成し、管理対象 PC すべてに適用します。全体設定ポリシーの除外設定を行うことも可能です。 

管理者サイトにて除外設定ポリシーを作成して PC に適用することにより、作成した除外設定ポリシーに

応じて、全体設定ポリシーの項目が該当 PC にて除外されます。本機能は Mac 提供対象外です。 

 

表 14：Windows にて遠隔設定可能な項目 

項番 項目 内容 備考 

1 Windows Update 自動

設定 

Windows Update 更新方法の統一化、プロキシ

の指定、設定上書きスケジュール指定 

 

2 ソフトウェア起動禁止

設定 

グレーゾーンアプリのデフォルト禁止、個別によ

るアプリ選択、禁止アプリ起動時のポップアップ

メッセージ設定 

デフォルトの禁止対象

アプリは当社基準にな

ります 

3 データ消去設定 

 

マイドキュメントとデスクトップの消去有無設定、

任意フォルダ/ファイル 5 個までの消去設定 
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4 外部メディア制御設定 外部メディアの読取、書込の制御、外部メディア

挿入時に警告メッセージの表示、外部メディア

の自動起動抑止 

 

 

 デフォルトポリシー設定機能 

管理対象デバイスに対してデフォルトで適用されるポリシーの設定が可能です。 

Windows Update 自動更新の一括制御、指定するソフトウェア起動制御、外部メディア制御、データ消去 

および時限消去の設定が可能です。 

 

 個別ポリシー登録機能 

デフォルトポリシー設定機能で設定したポリシーの除外、解除、個別での設定が可能です。 

 

 外部メディア登録機能 

外部メディアのベンダ ID、製品 ID、シリアル番号、ベンダ名、製品名を登録することが可能です。 

 

3-7. アカウント一括登録機能 

Google アカウント、Exchange ActiveSync、メール、VPN、Wi-Fi のアカウントについては、一括登録が可

能です。クライアント認証のために用いる電子証明書もあわせて配布可能です。詳細な設定方法はマニュ

アルを参照ください。 

なお、本機能は iOS デバイスのみ提供になります。 

 

3-8. セキュリティポリシー登録/一覧表示機能 

セキュリティポリシーを登録しておいて、ポリシー違反となった管理対象デバイスを検出することが可能で

す。なお、iOSデバイスは表 15、Androidデバイスは表 16、4Gケータイは表 17、PC は表 18のとおりです。 

また、iOS デバイス、Android デバイス、4G ケータイのポリシーチェックはデバイス情報の最新情報収集

時に行われます。PCのポリシーチェックは、PC 情報の収集時に行われます。 

ポリシー違反のあったデバイスはポリシー違反デバイスとして検出されます。また、セキュリティポリシー

はグループ毎に設定が可能です。 

 

表 15：iOS デバイスに対して登録可能なセキュリティポリシー項目 

項番 項目 内容 備考 

1 iOS バージョンチェック 管理者が当社サーバで指定した iOSバージョン

と一致しないバージョンを持つ管理対象デバイ

スをポリシー違反デバイスとして検出します。 

 

2 アプリチェック 管理者が当社サーバで、指定したアプリ以外の

アプリのインストールを行った管理対象デバイ

スをポリシー違反デバイスとして検出します。 

セキュリティポリシー

のチェックはアプリ名

で行われます。 

3 構成プロファイルチェ

ック 

管理者が当社サーバから適用した”構成プロフ

ァイル”以外の”構成プロファイル”のインストー

ルを行った管理対象デバイスをポリシー違反デ

バイスとして検出します。 

 

4 SIM 入れ替えチェック 管理対象デバイスごとにデバイス固有情報

（UDID）と SIM 情報（電話番号）を当社サーバに

 



ソフトバンク ビジネス・コンシェル 

 

 

  ≪29≫               

て管理し、デバイス固有情報に対して以前と異

なる SIM 情報が設定されている管理対象デバ

イスをポリシー違反デバイスとして検出します。 

5 MDMプロファイル削除

チェック 

管理対象デバイスにてデバイス登録用プロファ

イルが削除され、管理対象から外れたデバイス

をポリシー違反デバイスとして検出します。 

 

6 IMEIチェック 管理者にて当社サーバに設定したデバイス固

有情報（IMEI）と一致しないデバイス固有情報

（IMEI）を持つ管理対象デバイスをポリシー違反

デバイスとして検出します。 

 

7 UDID チェック 管理者にて当社サーバに設定したデバイス固

有情報（UDID）と一致しないデバイス固有情報

（UDID）を持つ管理対象デバイスをポリシー違

反デバイスとして検出します。 

 

8 JailBreak チェック JailBreak がされている管理対象デバイスをポリ

シー違反デバイスとして検出します。 

 

 

表 16：Androidデバイスに対して登録可能なセキュリティポリシー項目 

項番 項目 内容 備考 

1 Android OS バージョン

チェック 

管理者が当社サーバにて指定した Android OS

バージョンと一致しない Android OS バージョン

を持つ管理対象デバイスをポリシー違反デバ

イスとして検出します。 

 

2 アプリチェック 管理者が当社サーバで、指定したアプリ以外

のアプリのインストールを行った管理対象デバ

イスをポリシー違反デバイスとして検出しま

す。 

セキュリティポリシーの

チェックはアプリ名で行

われます。 

3 IMEIチェック 管理者にて当社サーバに設定したデバイス固

有情報（IMEI）と一致しないデバイス固有情報

（IMEI）を持つ管理対象デバイスをポリシー違

反デバイスとして検出します。 

 

4 アンチウイルス Android デバイス向けアンチウイルスソフトに

て、ウイルス検知された管理対象デバイスをポ

リシー違反デバイスと検出します。 

 

 

表 17：4Gケータイに対して登録可能なセキュリティポリシー項目 

項番 項目 内容 備考 

1 Android OS バージョン

チェック 

管理者が当社サーバにて指定した Android OS

バージョンと一致しない Android OS バージョン

を持つ管理対象デバイスをポリシー違反デバ

イスとして検出します。 

 

2 アプリチェック 管理者が当社サーバで、指定したアプリ以外 セキュリティポリシーの
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のアプリのインストールを行った管理対象デバ

イスをポリシー違反デバイスとして検出しま

す。 

チェックはアプリ名で行

われます。 

3 IMEIチェック 管理者にて当社サーバに設定したデバイス固

有情報（IMEI）と一致しないデバイス固有情報

（IMEI）を持つ管理対象デバイスをポリシー違

反デバイスとして検出します。 

 

4 アンチウイルス Android デバイス向けアンチウイルスソフトに

て、ウイルスイルス検知された管理対象デバイ

スをポリシー違反デバイスと検出します。 

 

 

 

表 18： PCに対して登録可能なセキュリティポリシー項目 

項番 項目 内容 備考 

1 ウイルス対策ソフト違

反 

最新のアンチウイルス対策ソフト以外がインス

トールされた PCを検出 

 

2 セキュリティパッチ違

反 

最新のセキュリティパッチがインストールされて

いない PC を検出 

 

3 禁止ソフトウェア違反 指定した禁止ソフトウェア一覧に該当するソフ

トウェアがインストールされた PCを検出 

 

 

 セキュリティポリシー違反時能動通知機能 

管理対象デバイスのセキュリティポリシー違反を検知した場合、管理者メールアドレス、または、管理対

象デバイスに紐づけられたユーザ ID のメールアドレス宛てにメール配信します。 

ユーザ ID のメールアドレス宛てにメール配信する場合、ID 管理サービスの利用と管理者サイトで通知を

有効にする必要があります。 

 

 セキュリティポリシー違反時プロファイル削除機能 

管理対象デバイスにて JailBreak 違反もしくはアプリ違反を検知した場合、事前に設定した構成プロファ

イルの削除指示を自動で行います。 

本機能を利用するには、管理者サイトで設定を有効にします。また、iOS デバイスのみの提供となります。 

 

3-9. デバイス登録用プロファイル削除検知機能 

管理対象デバイスにてデバイス登録用プロファイルが削除されたことを当社サーバにて検知する機能 

です。本機能を利用するには、管理者サイトで設定を有効にする必要があります。 

なお、本機能は iOS デバイスのみの対応となり、2013 年 4 月 15 日以降にデバイス登録用プロファイル 

が削除された管理対象デバイスにおいて検知の対象となります。 

 

デバイス登録用プロファイルの削除検知には、定期検知（１回/日）と即時検知があります。即時検知は、

iOS 6 以上、2013 年 4 月 15 日以降の登録デバイスが対象になります。なお、管理対象デバイスと管理サ

ーバの通信経路状態によっては即時検知されない場合があります。 
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3-10. アプリケーション配布機能 

iOS デバイス向けに、社内での利用を目的として開発したアプリ（以下、「インハウスアプリ」および App 

Store に掲載されたアプリ（以下、「App Store アプリ」）、または Android デバイス向けにインハウスアプリお

よび Google Play に掲載されたアプリ（以下、「Google Play アプリ」）をアプリ配布サイト経由で配布する機能

です。 

App Store アプリ、Google Play アプリは、アプリ掲載サイトの URL リンクを配布することができます。 

・ 管理サーバに登録できるインハウスアプリ個々の容量は 20M 以内とします。 

・ 管理サーバに登録できる数は 30 とします。 

・ 管理対象デバイスにインハウスアプリをインストールするには、管理対象デバイスにてアプリ配布サ

イトにアクセスしてダウンロードする操作が必要です。管理サーバから管理対象デバイスに遠隔でイ

ンストールすることはできません。 

・ 管理対象デバイスにてアプリをダウンロードする際の認証は、DM コード、登録用 ID/パスワードにて

行います。 

・ 本機能は、Managed Apps 容量拡張オプション適応範囲外となるため、容量拡張はできません。 

 

3-11. Managed Apps機能（iOS） 

iOS デバイスに対し、遠隔からインハウスアプリ、App Store アプリを適用する機能です。なお、海外 

キャリアデバイス（海外ローミングデバイス含む）のご利用時は、提供範囲外となります。 

 

 Managed Apps 登録/一覧表示機能 

インハウスアプリ、App Store アプリの登録を行い、管理対象デバイスへの適応が可能です。 

また、登録されたアプリの一覧を表示します。 

 

 VPP トークン登録/ライセンス管理機能 

米国 Apple 社が提供する「Volume Purchase Program」（以下、「VPP」）から購入した App Store アプリ  

を Managed Apps 機能を利用し当社サーバから配信することで、App Store アプリの所有権の管理がで 

きます。 

ただし、以下の事前設定が必要になります。 

 

・お客様管理者にて米国 Apple 社が提供する「Apple Business Manager」のアカウントを作成と VPPへ

の登録が必要です。また、VPPで購入したアプリをManaged Apps機能で配布する場合、事前にMDM

へのデバイス登録を行うか配布対象となる管理デバイスのシリアル番号の登録が必要です。 

 

 Managed App Configuration 

App Store アプリ、インハウスアプリ配信時に当該アプリに対し、Managed App Configuration の設定が 

可能です。なお、Managed App Configuration 対応可否については、アプリベンダーへお問合せ下さい。 

 

 提供条件 

・ 動作確認デバイスについては、以下のサイトを参照ください。

（http://www.softbank.jp/biz/outsource/concierge/dm/） 
・ 管理サーバに登録できるインハウスアプリ個々の容量は 20MB 以内とします。 

・ 管理サーバに登録できるインハウスアプリ数は 50 とします。 

・ 管理サーバに登録できる App Store アプリは 999、VPP アプリは 150 とします。 
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・ VPPで購入した App Store アプリを Managed Apps 機能により配布する場合、対象デバイスは iOS 

9.0 以降の iOS デバイスである必要があります。 

・ VPP ライセンスはデバイス・グループ単位で割り当てます。VPP ID 単位での割り当てはできませ

ん。 

・ 2013 年 4 月 15 日以降にデバイス登録プロファイルを登録したデバイスが対象となります。 

・ 2013 年 4 月 15 日以前にデバイス登録プロファイルを登録している場合は、再登録が必要となりま

す。 

・ 本機能にて適用したインハウスアプリ、App Store アプリは、対象デバイスでデバイス登録プロファ

イルが削除された際に、適用したインハウスアプリ、App Store アプリも削除されます。 

・ Managed App Configuration で登録できる key と Valueは 1 アプリ当り最大 20 セットとなります。 

 

3-12. Managed Apps 機能（Android） 

Androidデバイスに対し、遠隔からインハウスアプリを適用する機能です。なお、海外キャリアデバイス

（海外ローミングデバイス含む）のご利用時は、提供範囲外となります。 

 

 配布アプリ登録/一覧表示機能 

インハウスアプリの登録を行います。また、登録されたインハウスアプリの一覧を表示します。 

 

 アプリ配布設定登録/設定一覧表示/設定履歴表示機能 

インハウスアプリの配布設定登録を行い、管理対象デバイスへのインハウスアプリ適用が可能です。

また、設定登録したインハウスアプリの一覧表示、履歴表示をします。 

 

 提供条件 

・ 動作確認デバイスについては、以下のサイトを参照ください。 

（http://www.softbank.jp/biz/outsource/concierge/dm/） 

・ インハウスアプリのみ対象とし、Google Play アプリは対象外となります。管理サーバに登録できる

イ ンハウスアプリ個々の容量は 20MB 以内とします。 

・ 管理サーバに登録できるインハウスアプリ数は 30 とします。 

・ 2015 年 4 月 13 日以降に当社が定める方法で BCAgentのダウンロードを実施し、インストール、デ

バイス登録作業を実施したデバイスが対象となります。 

・ 2015 年 4 月 13 日以前にデバイス登録作業を実施したデバイスは、BCAgent の再ダウ ンロード、

バージョンアップ作業が必要となります。 

・ 本機能にて適用したアプリは、対象デバイスで BCAgentが削除された場合やデバイス登録が解除

されても、適用したアプリは削除されません。 

 

3-13. Google Play アプリ配信機能（Android Enterprise） 

Android Enterprise でデバイス登録した管理対象デバイスに対し、遠隔から Google Play アプリを適用す

ることができる機能です。なお、海外キャリアデバイス（海外ローミングデバイス含む）のご利用時は、提供

範囲外となります。 

 

 Play ストアアプリ機能 

Google Play アプリの登録・権限の確認を行い、管理対象デバイスへの適応が可能です。 
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 Play ストアレイアウト機能 

管理対象デバイスの Play ストアのレイアウトの設定が可能です。 

 

 アプリ設定 

 アプリ権限やアプリパラメータを設定することが可能です。アプリパラメータの設定値および設定方法は 

Google Play アプリ提供元へ確認してください。 

 

 提供条件 

・ 動作確認デバイスについては、以下のサイトを参照ください。 
（http://www.softbank.jp/biz/outsource/concierge/dm/android/） 

 

3-14. Managed Apps 機能（4Gケータイ） 

4Gケータイに対し、遠隔からインハウスアプリを適用する機能です。なお、海外キャリアデバイス（海外

ローミングデバイス含む）のご利用時は、提供範囲外となります。 

 

 配布アプリ登録/一覧表示機能 

インハウスアプリの登録を行います。また、登録されたインハウスアプリの一覧を表示します。 

 

 アプリ配布設定登録/設定一覧表示/設定履歴表示機能 

インハウスアプリの配布設定登録を行い、管理対象デバイスへのインハウスアプリ適用が可能です。

また、設定登録したインハウスアプリの一覧表示、履歴表示をします。 

 

 提供条件 

・ 動作確認デバイスについては、以下のサイトを参照ください。 

・ （http://www.softbank.jp/biz/outsource/concierge/dm/） 

・ インハウスアプリのみ対象とし、Google Play アプリは対象外となります。管理サーバに登録できる

イ ンハウスアプリ個々の容量は 20MB 以内とします。 

・ 管理サーバに登録できるインハウスアプリ数は 30 とします。 

・ 当社が定める方法で BCAgentのダウンロードを実施し、インストール、デバイス登録作業を実施し

たデバイスが対象となります。 

・ 本機能にて適用したアプリは、対象デバイスで BCAgentが削除された場合やデバイス登録が解除

されても、適用したアプリは削除されません。 

 

3-15. アプリカタログ機能（iOS デバイス） 

   アプリカタログ機能とは、お客様管理者にて設定したアプリケーションをデバイス上のカタログアプリ（Web 

クリップ）に表示する機能です。カタログから選択されたアプリケーションはManaged Apps機能を利用し iOS  

デバイスに適用されます。 

   

 提供条件 

・ 対象デバイスは iOS 9.0 以降の iOS デバイスである必要があります。 

・ 本機能は「ビジネス・コンシェル ID 管理」サービスの機能を利用いたします。 
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3-16. グループ管理機能 

グループ管理機能とは、管理対象デバイスをグループ分けして管理者アカウントを設定することにより、

グループ単位でデバイス管理できる機能です。グループ作成可能な数および作成方法は、管理者サイトに

実装されている機能に従います。グループに設定された管理者アカウントでは、グループに属する管理対

象デバイスに対してのみ制御を実行できます。 

 

3-17. 監視アプリ BCDM MON 機能 

監視アプリ BCDM MON は、BCAgent の監視を行うアプリとなります。BCDM MON をインストールするこ

とにより、管理対象デバイスから BCAgent がアインストールされたことを検知し、MDM 管理画面に通知しま

す。 

本機能は、Android デバイスへの提供となり、当社が定める方法で監視アプリ BCDM MON のインストー

ルを実施ください。 

 

3-18. BizConPlace 機能 

BizConPlace は、管理対象デバイスにインストールするアプリです。本アプリでは表 19 に示す機能を提

供いたします。BizConPlace は、iOS デバイス、Android デバイス、４G ケータイへ提供します。 

iOS デバイスへの提供の場合はインハウスアプリ形式になるため、契約者にて米国 Apple 社と Apple 

Developer Enterprise Program の契約を行う必要があります。Apple Developer Enterprise Program につい

ては(https://developer.apple.com/programs/enterprise/jp/)を参照ください。 

 

表 19：BizConPlace 機能 

項目 内容 備考 

インフォメーション 管理者が設定したテキストメッセージを利用者の画面上

部に表示。 

 

利用者情報 デバイスの利用者の情報を表示・編集。（氏名/所属部

署） 

 

掲示板 管理者が記載した情報を利用者の画面に表示して返信

が可能。 

公開範囲を設定可能 

動画登録/再生 動画ファイルへの URL を指定することで、動画の再生が

可能。 

１つまで設定可能 

簡易ブラウザ バナー画像をタップした際にアプリ内のブラウザ機能が

起動してインターネットにアクセス可能。 

 

メッセージ送信 

 

管理者から管理デバイスへテキストメッセージを PUSH

にて配信。画面上にポップアップ表示される。 

送信先を設定可能 

BiｚConPlace のみ対応 

4Gケータイは未対応 

JailBreak 検知 JailBreak されている iOS デバイスを検知が可能。 

JailBreak 検知基準は当社基準に従います。 

iOS デバイスのみ 

安否確認 BizConPlace 起動時に安否確認の画面が表示される。

管理者が安否確認を OFF にしない限り、BizConPlace

の起動時に表示される。 

アプリ起動時に画面表

示 

位置情報取得 BizConPlace が起動時または、更新ボタンをタップした際

に管理サーバに位置情報を送信します。 

iOS デバイスのみ 
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3-19. 位置情報取得機能 

位置情報取得機能とは、管理対象デバイスの位置情報を定期的に取得して当社サーバに送信し、管理

者サイトに表示する機能です。 

iOS デバイスの位置情報は基地局移動時に収集します。取得した情報は最大 100 件まで管理者サイト

の地図画面に表示されます。ただし、24 時間以内の位置情報履歴が 20 件未満の場合は複数日にまたが

り 20 件分表示されます。 

Android デバイスの位置情報は、該当デバイスに対して契約者が管理者サイトにて位置情報取得要求を

行ってから、該当デバイスの位置情報を１時間程度取得し、最低 20件の位置情報を管理者サイトに表示し

ます。取得した情報は最大 100 件まで管理者サイトの地図画面に表示されます。 

また、ポリシーで指定した時間間隔（1 時間、6 時間、24 時間）毎に位置情報を定期的に取得することも

可能となります。 

 

 提供条件（iOS デバイス） 

・ iOS デバイスの Wi-Fi モデルは対象外になります。 

・  管理サイトでは、日本以外の国の地図は表示されません。そのため、海外キャリア端末の利用時、 

および海外ローミングの利用時は、位置情報取得機能はサポート対象外となります。 

・ 当社指定の専用アプリ「BC Location」を当社指定の方法で管理対象デバイスにインストールする 

必要があります。 

・ BC Location はインハウスアプリでの提供のため、契約者にて米国 Apple 社と Apple Developer 

Enterprise Program の契約を行う必要があります。 

・ 位置情報を定期的に取得するには、対象デバイスにて BC Location がバックグラウンドで実行 

されている必要があります。 

・ 対象デバイスの設定で位置情報サービスが許可されている必要があります。また、アプリの「位置 

情報の利用を許可」設定で「Appの使用中は許可」が選択されている必要があります。 

・ デバイスが電源オフや圏外などの間は動作しません。 

・ 取得する位置情報の精度は、対象デバイスの位置情報の精度に依存します。  

・ BC Location の位置情報送信間隔、および管理サイトの位置情報取得日時は、対象デバイスの    

状況や通信環境によってずれが生じることがあります。 また、本機能は、対象デバイスの位置情報 

の正確性を保証するものではありません。  

 

 

 提供条件（Android デバイス） 

・ Androidデバイスの位置情報は、1-7 に記載の BCAgent にて取得します。 

・ 契約者が管理者サイトにて位置情報の取得要求を行ってから取得を開始します。 

・ 対象デバイスの設定で位置情報サービスが許可されている必要があります。 

・ 位置情報の履歴取得は Android Enterprise（fully managed Device）のみ対応しています。 

・ 位置情報を取得するには、位置情報を取得するためのポリシーをデバイスに適用しておく 

   必要があります。 

 

 提供条件（4G ケータイ） 

・ 4Gケータイの位置情報は、1-8 に記載の 4Gケータイ用 BCAgentにて取得します。 

・ 契約者が管理者サイトにて位置情報の取得要求を行ってから取得を開始します。 

・ 対象デバイスの設定で位置情報サービスが許可されている必要があります。 
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3-20. JailBreak 検知機能 

JailBreak の定期検知機能とは、iOS デバイスの JailBreak の状況を定期的に確認して確認結果を当社

サーバに送信し、管理者サイトに JailBreak の状況を表示する機能です。 

対象デバイスの JailBreak 状況は 15 分の定期間隔および基地局移動時におこないます。 

管理者サイトでの JailBreak状況の表示方法は、管理者サイトに実装されている機能に従います。 

本機能は iOS デバイス向けの機能になります。 

当社指定の専用アプリを当社指定の方法で管理対象デバイスにインストールする必要があります。 

専用アプリはインハウスアプリでの提供のため、契約者にて Apple 社と Apple Developer Enterprise 

Program の契約を行う必要があります。 

JailBreak 状況を定期的に取得するには、対象デバイスにて専用アプリがバックグラウンドで実行されて

いる必要があります。 

本機能は、管理対象デバイスの JailBreak 状況の検知を保障するものではありません。 

 

3-21. アンチウイルス機能 

Androidデバイスと 4Gケータイ、PCに対してアンチウイルス機能を提供します。 

 

 Androidデバイス向け提供機能 

Android デバイス向けアンチウイルス提供機能は以下のとおりです。本機能の利用には Android デバイ

スに当社指定の専用アプリをインストールする必要があります。 

 

➢ ウイルス検知機能 

デバイスにインストールされるアプリにウイルスのような不正動作をするプログラムコードが含

まれていれば脅威として検出する機能です。確認のタイミングはアプリインストール時、定期チェ

ック（１回/日）、手動操作です。 

脅威として検出されると、管理サーバに通知し管理者が確認することができます。該当のアプリ

の削除は Androidデバイス上にて直接削除を行う必要があります。 

➢ root化検知機能 

Android OS を不正に改ざんし、セキュリティ等の理由から制限されている操作を可能にするこ

とを root 化といいます。デバイスに対してこの root 化が行われているかを確認します。確認のタ

イミングはウイルス検知機能と同様です。root 化が検出されると、デバイスマネジメントのサーバ

に通知し、管理者が状況を確認することができます。 

➢ Web脅威対策機能 

不正な動作や内容に問題が認められる Web サイトへのアクセスをブロックします。なお、本機

能は Android OS の標準ブラウザで動作する様設計されています。Android OS の標準ブラウザと

は異なるブラウザをご利用の場合は動作しない可能性があります。 

➢ パターンファイル更新 

デバイス内に格納されているウイルスなどの特徴を記載したパターンファイルやブロック対象

の Web サイトの情報を更新します。パターンの更新は自動（１回/日）と手動操作により行うことが

できます。 

➢ アプリ権限チェック機能 

アプリインストール時にアプリが個人情報を漏洩する可能性がある場合に警告を表示します。

インストール時にアプリをスキャンするリアルタイム検索と、インストール済みのアプリをスキャン
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する手動検索の 2 種類の方法があり、手動検索の場合は、SD カード内の apk ファイルも検索対

象となります。 

 

 4Gケータイ向け提供機能 

4Gケータイ向けアンチウイルス提供機能は以下のとおりです。 

本機能の利用には 4Gケータイに当社指定の専用アプリをインストールする必要があります。 

 

➢ ウイルス検知機能 

デバイスにインストールされるアプリにウイルスのような不正動作をするプログラムコードが含

まれていれば脅威として検出する機能です。確認のタイミングはアプリインストール時、定期チェ

ック（１回/日）、手動操作です。 

脅威として検出されると、管理サーバに通知し管理者が確認することができます。該当のアプリ

の削除は 4G ケータイ上にて直接削除を行う必要があります。 

➢ Web脅威対策機能 

不正な動作や内容に問題が認められる Web サイトへのアクセスをブロックします。なお、本機

能は 4G ケータイの標準ブラウザで動作する様設計されています。4G ケータイの標準ブラウザと

は異なるブラウザをご利用の場合は動作しない可能性があります。 

➢ パターンファイル更新 

デバイス内に格納されているウイルスなどの特徴を記載したパターンファイルやブロック対象

の Web サイトの情報を更新します。パターンの更新は自動（１回/日）と手動操作により行うことが

できます。 

➢ アプリ権限チェック機能 

アプリインストール時にアプリが個人情報を漏洩する可能性がある場合に警告を表示します。

インストール時にアプリをスキャンするリアルタイム検索と、インストール済みのアプリをスキャン

する手動検索の 2 種類の方法があり、手動検索の場合は、SD カード内の apk ファイルも検索対

象となります。 

 

 PC向け提供機能 

PC向けアンチウイルス提供機能は以下のとおりです。 

 

・ ウイルス・スパイウェア検知機能 

・ Webレピュテーション 

・ URL フィルタリング 

 

 動作前提 

本機能を利用するにあたり、Androidデバイスに BCAgentを、4Gケータイに 4Gケータイ用 BCAgentを、

PC に PC エージェントをインストールします。なお、Android デバイスについてはデバイスマネジメントサー

バに登録されている必要があります。 

 

3-22. PC向け遠隔消去機能 

本機能では、PCのデータを遠隔で消去する機能を提供します。本機能はWindows向け機能になります。 
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 提供内容 

本機能の提供内容を以下に記載します。 

 

・ 遠隔データ消去機能 

管理者サイトにて設定した消去対象フォルダに対して、管理者サイトにて消去要求を行うことにより

遠隔から消去対象フォルダを消去します。 

・ 時限データ消去機能 

管理者サイトにて設定した期間を超えて、該当 PC が当社サーバに接続しなかった場合、管理者サ

イトにて指定した消去対象フォルダを消去します。 

 

 動作前提 

本機能を利用するにあたり、PC に当社が指定する PC エージェントを当社が指定する方法でインストー

ルします。 

なお、PCエージェントのインストール時に当社が提示する使用許諾書に同意する必要があります。 

 

3-23. 遠隔ロック・ワイプ機能 

本機能では、Mac のデータを遠隔でロック・ワイプする機能を提供します。本機能は Mac 向け機能になり

ます。 

 

 リモートロック機能 

当社サーバから管理対象デバイスを遠隔でロックする機能を提供します。 

リモートロックの際には PIN コードを指定します。 

遠隔ロックが適切に実行されると管理対象デバイスがロックされます。管理サーバにて行った遠隔ロック

要求はキャンセルできません。遠隔ロック要求の実行結果は操作ログにて確認できます。 

なお、PIN コードについては利用者詳細情報より確認できます。 

 

 

 リモートワイプ機能 

当社サーバから管理対象デバイスを遠隔消去する機能を提供します。遠隔消去が適切に実行されると

管理対象デバイス内のデータが消去されて工場出荷状態となります。当社サーバにて行った遠隔消去要

求は管理対象デバイスへの指示が完了していない場合に限り、キャンセルが実施可能です。 

その際、リモートワイプ  待機デバイスの一覧から削除されます。遠隔消去要求の実行結果およびリモ

ートワイプキャンセルは操作ログにて確認できます。 

 

 動作前提 

本機能を利用するにあたり、Mac がデバイス登録されている必要があります。 

なお、通信がつながった状態で有効となります。 

 

3-24. PC資産情報 

本サービスでは、管理対象デバイスの PC に対して資産情報の登録ができます。登録可能な PC 資産情報は

表 20 のとおりです。 

表 20：登録可能な PC 資産情報 

項目 内容 備考 
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PC資産情報 、リース・レンタル会社名、契約番号、リース管理番号、

資産管理番号、資産区分、機器名称、機器管理番号、レ

ンタル開始日、レンタル終了日、保証期間開始日、保証

期間終了日、設置場所（郵便番号）、設置場所（住所３段

階）、貸出 PCIP 設定区分、貸出部署、利用用途、料金

負担部署、契約金額、支払日、初回支払金額、支払金

額（５段階）、メモ（20 項目） 

 

一括登録 CSV 形式にて一括インポートが可能 外部システム連携はサ

ポートしていません。 

 

3-25. その他機器資産情報 

本機能では、管理対象デバイス以外の機器の資産情報を登録し、台帳として管理することができます。

登録可能な情報は表 21 のとおりです。 

 

表 21：登録可能なその他機器資産情報 

項目 内容 備考 

その他機器資産情

報 

機器種別、機器管理番号、機器名称、リース管理番号、

契約番号、リース管理番号、資産管理番号、資産区分、

設置場所（郵便番号）、設置場所（住所３段階）、保証期

間開始日、保証期間終了日、リース・レンタル会社名、

契約番号、リース・レンタル開始日、リース・レンタル終了

日、契約金額、支払日、初回支払金額、支払金額（５段

階）、貸出部署、料金負担部署、利用用途、メモ（20 項

目） 

PC エージェントによる情

報取得は行いません。 

一括登録 CSV 形式にて一括インポートが可能 

 

外部システム連携はサ

ポートしていません。 

3-26. 言語設定機能 

画面表示の言語を選択可能な言語設定機能、およびタイムゾーン設定機能を提供します。設定可能な

言語は表 22 のとおりとなります。 

表 22：管理者サイトにて設定可能な言語 

項目 内容 

言語設定 日本語、英語の 2 言語から選択 

タイムゾーン 管理者サイトに表示されるタイムゾーン選択肢から選択 

 

3-27. キッティング権限付与機能 

別途「ビジネス・コンシェル端末カスタマイズ」サービスまたは「レンタル初期カスタマイズ、レンタル代替

機カスタマイズ及びレンタル初期＋代替機カスタマイズパック」サービスへご加入、かつ「【BCDM】管理サイ

ト代行操作メニュー」（【BCDM】構成プロファイル配信代行等を指します）をお申し込みいただいたお客様に

限り、当社（及び業務委託先企業）作業者に対して管理者サイトへログインする権限を付与する機能です。 
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 提供条件 

・ 本機能の提供には、別途「ビジネス・コンシェル端末カスタマイズ」サービスまたは「レンタル初期カス

タマイズ、レンタル代替機カスタマイズ及びレンタル初期＋代替機カスタマイズパック」サービスへご

加入いただく必要がございます。 

・ 本説明書に定めのない事項については、「ソフトバンクビジネス・コンシェル端末カスタマイズ契約条

項」及び「ソフトバンクビジネス・コンシェル端末カスタマイズサービス仕様書」、または「モバイル端末

レンタルサービス条項」（ワイモバイル端末の場合は「モバイル端末（ワイモバイル）レンタルサービ

ス条項」）及び「レンタル初期カスタマイズ、レンタル代替機カスタマイズ及びレンタル初期＋代替機

カスタマイズパックサービス説明書」の定めに従うものとします。 

 

3-28. ヘルプデスク機能 

お客様管理者および利用者からの申告内容に基づきヘルプデスクにて以下の対応を行います。 

 

・ 操作・機能問合せ受付 

➢ 本サービスに関する問合せの受付を行います。 

➢ 管理対象デバイスに関する一般的な問合せの受付を行います。 

端末操作に関する問い合わせは、当社が提供するモバイル端末のみ対象となります。 

ただし、PC は対象外とします。 

 

 ヘルプデスク受付窓口 

本サービスのヘルプデスク受付窓口を表 23 のとおり設置します。 

 

表 23：ヘルプデスク窓口 

項目 内容 備考 

ご申告対象 本サービスご契約企業の管理者  

受付時間/対応時間 24 時間 365 日  

受付方法 電話/メール  

対応言語 日本語、英語、中国語 チャットは日本語対応のみとなります 

対象デバイス 本サービスの管理対象デバイス  

 

ヘルプデスクの受付電話番号およびメールアドレスは、開通時にお客様管理者に通知する登録通知書

に記載されます。 

尚、チャットによるお問合せの場合、一時的に問合せ受付を停止する場合がございます。その場合は、

電話/メールでお問合せください。 

 本サービスに関する問合せ受付 

ヘルプデスクでは、お客様管理者から本サービスの管理者サイトに関する問合せやデバイス登録に関

する問い合わせを受付け、対応いたします。 

 

 一般問合せ対応 

ヘルプデスクでは、お客様管理者から管理対象デバイスで当社の提供するデバイスについての一般的

な問合せを受付け、ヘルプデスクで対応可能な範囲でその問い合わせに対応します。 

端末操作に関する問い合わせは、当社が提供するモバイル端末のみ対象となります。 

ただし、PCは対象外とします。 
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 代替機の手配依頼受付 

管理対象デバイスが当社「モバイル端末レンタルサービス」にご契約の場合は、ヘルプデスクへご申告

いただくか、または管理者サイトで申請いただくことにより、当社にて代替機を手配します。なお代替機発送

に伴い発生する費用は、「モバイル端末レンタルサービス」に従います。 

 

 回線停止・回線停止解除の受付 

ヘルプデスクでは、利用者からの回線停止依頼を受けて、回線停止作業を実施します。回線停止は、当

社回線のみが対象となります。管理対象デバイス発見時など、回線停止の解除を要望される場合は、回線

停止解除作業を実施します。尚、チャットで申告された場合、回線停止解除は受付できません。 

 

 申告受付時の確認情報 

ご申告時に契約者情報の照合のために下記表 24の情報の内一部、もしくは全てをご申告頂くものとしま

す。ご申告頂く情報は、問合せ内容/ご申告内容により異なります。 

また、申告管理の目的で、申告者様の氏名をご申告頂きます。 

尚、当社は、ヘルプデスクに対して管理対象デバイスの回線停止作業及び回線停止解除作業の実施に

かかる申し入れを行った申告者が、当社所定の確認事項に回答できた場合かつ、対象のデバイスを特定

できた場合のみ、管理対象デバイスの回線停止作業及び回線停止解除作業を実施します。 

利用者から申告頂いた情報にて契約者確認ができなかった場合は、管理者様へ情報を確認いただくよ

う利用者へお伝えします。 

※回線停止作業及び回線停止解除作業実施時に交換機暗証番号または請求先/契約登録情報を確認

する運用は 2020 年 9 月 1日より開始いたします。 

 

表 24：ご申告頂く情報 

項目 内容 

会社名 ご契約の会社名 

デバイス情報 管理対象デバイスの電話番号（iPad はデータ通信契約 

番号）/IMEI/ICCID/シリアル番号等  

アクセス用情報 登録通知書に記載されている DM コード 

交換機暗証番号 電気通信サービス契約申込書に記載の暗証 

番号（数字 4 桁） 

請求先/契約登録情報 請求先電話番号および請求先住所、または、契約電話番

号及び契約住所 

 

3-29. 海外キャリアデバイス向け提供機能の注意事項 

管理対象デバイスが海外キャリアデバイス及び海外ローミング利用時は、以下の機能は提供対象外に

なります。また、提供対象となる海外キャリアデバイス情報は、別紙:デバイスマネジメント_海外対応機種一

覧を参照ください。 

 

・ BizConPlace 機能 

・ 位置情報取得機能、JailBreak 検知機能 

・ Managed Apps 機能 

・ アプリカタログ機能 
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・ Web フィルタリングサービス 

・ Managed Apps 容量拡張サービス 

・ デバイスコントロール for Google Apps サービス 

・ デバイスコントロール for Office 365 サービス 

・ あめふるコール for Business 

 

3-30. 基本サービス提供における特記事項 

・ iOSデバイス、Androidデバイス、４Gケータイ、PCOSバージョンによって実装されている機能が異な

る場合があります。OS 依存の問題については、当社は一切の責任を負いかねますのでご了承くだ

さい。また、同じ OS であっても、デバイス毎に実装されている機能が異なる場合があります。デバイ

ス依存の問題については、当社は一切の責任を負いかねますのでご了承ください。 

・ iOSデバイス、Androidデバイスと当社サーバ、及び APNsや GCM、FCMなどとの間の通信では、常

時、パケット通信が発生しています。よって、何れかの”パケット定額サービス”を契約されることを推

奨いたします。なお、通信に関する費用はお客様負担となります。 

・ 4G ケータイと当社サーバなどとの間の通信では、常時、パケット通信が発生しています。よって、何

れかの”パケット定額サービス”を契約されることを推奨いたします。なお、通信に関する費用はお客

様負担となります。 

・ iOS デバイスを監理モードに設定、もしくは iOS デバイスに BizConPlace/ArrowPortal、または

BizConPlace/ArrowPortal と BC Locationアプリインストール、Androidデバイスに BCAgentをインス

トール、4G ケータイに 4G ケータイ用 BCAgent をインストールすることにより位置情報取得機能の利

用が可能になります。位置情報は個人情報及び通信の秘密に該当します。本機能の利用前にお客

様管理者は、情報の取得を希望される管理対象デバイスの利用者に、事前に位置情報を取得する

旨の事前に通知をして同意を得てください。 

・ Windows に対する遠隔設定、Mac に対するリモートワイプ機能については、データ消去の確実性を

保証するものではありません。 

・ 回線停止作業の実施により、携帯電話サービスの利用ができなくなること、即座に携帯電話サービ

スが利用中止とならない場合があることについて、当社は一切責任を負いません。なお、当該サー

ビスの実施の申し入れを行った者が契約者であるか、第三者であるかを問いません。 

・ ヘルプデスクでは、利用者からの管理対象デバイスに関する一般的な問い合わせに対して、当社で

対応可能な範囲でその問い合わせに対応します。利用者からの問い合わせ内容によっては、ソフト

バンクお客さまセンター（157）等をご案内することがあります。 

・ 利用者からの問い合わせ対応において、ヘルプデスクにてお客様管理者の判断が必要と判断した

場合には、お客様管理者にご連絡します。お客様管理者に連絡がつかない場合は、対応を終了す

ることがあります。 

・ 代替機受領時など、新規にデバイスを管理サーバの管理対象とするには、デバイス初期登録作業

を実施してください。また、紛失デバイスなど管理対象から外れたデバイスは管理サーバ上でデバイ

ス登録解除を適切に行ってください。デバイス登録解除を適切に行わないと申込みデバイス数の上

限になるとデバイス登録が行えません 

 

 

4. オプション：紛失時リカバリーサービス 

オプションサービスの紛失時リカバリーサービスについて記載します。 
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4-1. 紛失時リカバリー提供機能 

紛失時リカバリーサービスでの提供機能を記載します。 

 

 リモートロック機能 

当社サーバから管理対象デバイスを遠隔でロックする機能を提供します。遠隔ロックが適切に実行され

ると管理対象デバイスがロックされます。管理サーバにて行った遠隔ロック要求はキャンセルできません。

遠隔ロック要求の実行結果は操作ログにて確認できます。 

 

 リモートワイプ機能 

当社サーバから管理対象デバイスを遠隔消去する機能を提供します。遠隔消去が適切に実行されると

管理対象デバイス内のデータが消去されて工場出荷状態となります。当社サーバにて行った遠隔消去要

求は管理対象デバイスへの指示が完了していない場合に限り、キャンセルが実施可能です。 

その際、リモートワイプ  待機デバイスの一覧から削除されます。遠隔消去要求の実行結果およびリモ

ートワイプキャンセルは操作ログにて確認できます。 

なお、Android デバイス、4G ケータイでは、本機能により管理対象デバイス内のデータ及び外部メモリ内

のデータが消去されます。 

 

 パスコード一時解除機能 

当社サーバから管理対象デバイスのパスコードを遠隔で一時解除する機能を提供します。パスコード一

次解除が適切に実行されると管理対象デバイスにてパスコードの入力なしでロック状態の解除が可能です。

パスコードを有効にするには管理対象デバイスにて再度パスコードの設定を行う必要があります。 

当社サーバにて行ったパスコード一次解除要求はキャンセルできません。パスコード一次解除要求の実

行結果は操作ログにて確認できます。なお、本機能は iOS デバイスのみの提供になります。 

 

 パスワードリセット機能 

当社サーバから管理対象デバイスのパスワードを遠隔からリセットする機能を提供します。パスワードリ

セットが適切に実行されると管理対象デバイスに、リセット用パスワードが設定され、リセット用パスワードを

入力することでロック状態を解除することができます。リセット用パスワードについては、マニュアルを参照し

てください。 

当社サーバにて行ったパスワードリセットはキャンセルできません。パスワードリセット要求の実行結果

は操作ログにて確認できます。なお、本機能は Android デバイスと 4G ケータイへの提供となります。 

 

  外部メモリ消去機能 

当社サーバから管理対象デバイスに実装されている外部メモリ内（内部 SD メモリ含む）のデータを遠隔

消去する機能を提供します。外部メモリ消去要求の実行結果は操作ログにて確認できます。 

なお、本機能は Android デバイス、4G ケータイへの提供となります。 

 

  紛失モード機能 

当社サーバから管理対象デバイスを強制的に紛失モードにする機能を提供します。紛失モードが適切に

実行されると、管理対象デバイスがロックされ、当社サーバから設定したメッセージの表示、サウンド再生

および位置情報を取得することができます。なお、本機能は iOS デバイスのみとなり、OS バージョンが 9.3

以降、監視モードのデバイスが対象となります。 

 



ソフトバンク ビジネス・コンシェル 

 

 

  ≪44≫               

 ヘルプデスク機能 

ヘルプデスクとして、お客様申告内容に基づき以下の対応を行います。 

 

・ 紛失申告受付時の対応 

➢ お客様管理者及び利用者より管理対象デバイスの紛失申告を受付け、契約者確認を行った

上で、管理対象デバイスの遠隔ロック、遠隔消去操作代行、回線停止及び管理対象デバイス

が当社「モバイル端末レンタルサービス」にご契約の場合は、代替機の手配を行います。 チャ

ットで申告された場合、遠隔ロック解除、遠隔消去代行、回線停止解除は実施できません。 

なお、紛失モードの代行操作は対象外となります。 

また、回線停止及び代替機の手配は基本サービスに属するサービスとなります。 

 

・ パスコード忘れ時のパスコード一時解除操作代行 

➢ 利用者にて管理対象デバイスに設定したパスコードを失念された際に、お客様管理者及び利

用者からの申告を受付け、契約者確認を行った上で、管理対象デバイスのパスコード一次解

除の操作代行を行います。チャットで申告された場合、パスコード一時解除操作代行は実施で

きません。 

 

・ ビジネス・コンシェル デバイスマネジメントに関する問合せ受付 

➢ お客様管理者からビジネス・コンシェル デバイスマネジメントの管理者サイトに関する問合せ

やデバイス登録に関する問い合わせを受付け、対応いたします。 

 

・ 管理対象デバイスに関する一般問合せ受付 

➢ 管理対象デバイスに関する一般的な問合せの受付を行います。 

端末操作に関する問い合わせは、当社が提供するモバイル端末のみ対象となります。 

ただし、PC は対象外とします。 

 

 レポート報告 

当月のヘルプデスクの対応履歴をまとめ、翌月にレポートとして管理画面へ掲載します。 

 

  Zimperium 連携機能 

Zimperium（米国 Zimperium 社が提供するモバイルセキュリティソリューション）連携機能は、Zimperium と

本サービスが連携することにより自動化された高度な保護機能を提供します。本サービスがサポートしてい

る保護機能（MDM アクション）は Zimperium のリスク評価に基づき実行されます。 

なお、本連携機能により本サービスで収集したデバイス情報（表 5：iOS デバイスにて収集可能なデバイ

ス情報一覧）および利用者情報に登録した Zimperium メールアドレスは Zimperium 側に送信されます。 

 

表 25：保護機能（MDM アクション） 

機能 内容 

Wi-Fi 切断 Wi-Fi の脅威対策として Zimperium からのリクエストで Wi-Fi を

切断するプロファイルを作成し、デバイスに配信します。 

プロファイル解除 Wi-Fi 切断機能で作成したプロファイルをデバイスから削除し、

MDM 管理画面の登録も解除します。 

リモートロック Zimperium からのリクエストで対象デバイスにリモートロックを行
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います。 

デバイス登録削除 

（エンタープライズワイプ） 

Zimperium からのリクエストでデバイス登録削除を行います。 

デバイス登録削除が成功すると MDM から配信しているプロファ

イルやアプリケーションはデバイスからアンインストールされま

す。 

※Zimperium 側での呼称はエンタープライズワイプとなります。 

 

・ Zimperium 連携利用条件 

➢ Zimperium 連携に対応した本サービスの環境かつ iOS デバイスが対象となります。 

➢ 別途、Zimperium の契約が必要です。 

 

・ 注意事項 

➢ Wi-Fi 切断機能は、Apple 社が当該機能の稼働保証をしておらず、予告なく当該機能の提供を

停止・廃止する場合があります。当該機能の提供を停止するときはあらかじめ、その理由、実

施期日および実施期間をお客様に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りで

はありません。 

➢ Wi-Fi 切断機能の動作確認済み iOS バージョンは管理者様向けマニュアルに記載されていま

す。 

 

4-2. ヘルプデスク対応内容 

ヘルプデスクの対応内容を記載します。 

 

 ヘルプデスク受付窓口 

本サービスのヘルプデスク受付窓口を表 26 のとおり設置します。 

 

表 26：ヘルプデスク窓口 

項目 内容 備考 

ご申告対象 本サービスご契約企業の管理者、利

用者 

 

受付時間/対応時間 24 時間 365 日  

受付方法 電話  

対応言語 日本語、英語、中国語 チャットは日本語対応のみとなります 

対象デバイス 本サービスの管理対象デバイス  

 

ヘルプデスクの受付電話番号およびメールアドレスは、開通時にお客様管理者に通知する登録通知書

に記載されます。 

尚、チャットによるお問合せの場合、一時的に問合せ受付を停止する場合がございます。その場合は、

電話/メールでお問合せください。 
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 紛失申告受付対応フロー 

利用者からの管理対象デバイス紛失申告受付から代替機手配までの対応フローは図 2 及び表 27 のと

おりとします。代替機手配に関する詳細は「代替機手配依頼受付」を、回線停止に関する詳細は「回線停

止・回線停止解除の受付」をご参照ください。 

 

 

図 2：紛失申告受付対応フロー 

 

凡例 管理者問合せ：
利用者問合せ：

管理者 利用者 ヘルプデスク 代替機手配部門

契約企業 ソフトバンクモバイル

紛失申告 紛失申告受付

契約者情報確認

契約者確認
情報提供

契約者確認
（申告情報の確認）

遠隔ロック/消去対応開始

確認結果

回線停止代行

回線停止結果報告

手配申請受領

代替機発送代替機受領

利用再開

不備なし

不備あり

遠隔ロック/消去要求実施

遠隔ロック/消去結果報告報告受領

代替機手配申請

紛失申告

契約者確認
情報提供

管理者報告対応方針指示

対応実施

報告受領

報告受領報告受領

当社モバイル端末レンタルサービスの場合のみ

当社デバイスの場合のみ
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表 27：紛失申告受付対応フロー説明 

実施項目 当社作業内容 備考 

紛失申告受付 ヘルプデスクのオペレータにて、管理者及び利用

者から紛失申告の受付を行います。 

 

契約者確認 契約者本人であることと遠隔消去、回線停止、代

替機手配の必要情報の確認を行います。 

※回線停止、代替機については条件適合時のみ 

4-2-3 を参照ください。 

遠隔ロック、遠隔消

去要求実施 

申告情報をもとに、オペレータにて遠隔ロック、遠

隔消去対象の管理対象デバイスを特定し、遠隔ロ

ック、遠隔消去設定を行います。 

4-2-4 を参照ください。 

遠隔ロック、遠隔消

去結果報告 

遠隔ロック、遠隔消去実行結果を確認し、紛失申

告者に報告します。 

4-2-5 を参照ください。 

回線停止 回線停止必要情報確認が取れた場合、回線停止

作業確認を行い、回線停止申込を行います。 

回線停止・回線停止解

除の受付をご参照くださ

い 

回線停止報告 回線停止の結果を紛失申告者に報告します。  

代替機手配 代替機手配の条件を満たしている場合、お客様管

理者の依頼に基づき、代替機手配を行います。 

代替機の手配依頼受付

をご参照ください 

 

 紛失、遠隔ロック、遠隔消去申告受付時の契約者確認 

ヘルプデスクにて、申告受付の際に契約者情報の照合のために管理者及び利用者から表 28 の情報の

内一部、もしくは全てをご申告頂くものとします。ご申告頂く情報は、問合せ内容/ご申告内容により異なり

ます。また、申告管理の目的で申告者様の氏名をご申告頂きます。ヘルプデスクでは、管理者及び利用者

より申告頂いた情報を申込み時に頂いた情報と照合し、本サービスの契約者であることを確認します。当

社は、ヘルプデスクに対して管理対象デバイスの遠隔ロック及び遠隔消去作業の実施にかかる申し入れを

行った申告者が、当社所定の確認事項に回答できた場合かつ、対象のデバイスを特定できた場合のみ、

管理対象デバイスの遠隔ロック及び遠隔消去作業を実施します。 

利用者から申告頂いた情報にて契約者確認ができなかった場合は、管理者様へ情報を確認いただくよう利

用者へお伝えします。ヘルプデスクはお客様管理者から契約者確認結果が得られた場合は、図２に示すフロ

ーに従い対応を継続します。 

表 28：ご申告頂く情報 

項目 内容 

会社名 ご契約の会社名 

デバイス情報 

 

管理対象デバイスの電話番号（iPad はデータ通信契約 

番号）/IMEI/ICCID/シリアル番号等  

アクセス用情報 登録通知書に記載されている DM コード 

 

 遠隔ロック、遠隔消去要求実施 

ヘルプデスクでは、利用者より申告頂いた管理対象デバイスの電話番号を元に、管理対象デバイスに対

して当社サーバ上にて遠隔ロック、遠隔消去設定を行います。 

管理対象デバイスの遠隔ロック、遠隔消去作業の実施により、即座に遠隔ロック、遠隔消去機能が動作
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しない場合があること、及び管理対象デバイスへの遠隔消去機能の実施により消去されたデータの逸失に

ついて、当社は一切責任を負いません。なお、当該サービスの実施の申し入れを行った者が契約者である

か、第三者であるかを問いません。 

 

 遠隔ロック、遠隔消去結果報告 

ヘルプデスクでは、管理対象デバイスに対する遠隔ロック、遠隔消去要求の実行結果を確認します。ヘ

ルプデスクでは、遠隔ロック、遠隔消去要求設定時にすぐに遠隔消去が実行されない場合は、1 時間後を

目安に実行結果を確認して紛失申告者に報告するものとします。 

 

4-3. 海外キャリアデバイス向け提供内容の注意事項 

海外キャリアデバイス（海外ローミングデバイス含む）をご利用になる場合、以下に示す対応項目は提供

範囲外となります。 

 

・ 回線停止 

・ 代替機の手配受付 

・ 一般問合せ対応 

 

4-4. 紛失時リカバリーサービス提供のおける特記事項 

・ 管理対象デバイスの遠隔消去作業の実施により、即座に遠隔消去機能が動作しない場合があるこ

と、及び管理対象デバイス遠隔消去機能の実施により消去されたデータの逸失について、当社は一

切責任を負いません。なお、当該サービスの実施の申し入れを行った者が契約者であるか、第三者

であるかを問いません。 

・ ヘルプデスクでは、利用者からの管理対象デバイスに関する一般的な問い合わせに対して、当社で

対応可能な範囲でその問い合わせに対応します。利用者からの問い合わせ内容によっては、ソフト

バンクお客さまセンター（157）等をご案内することがあります。 

・ 利用者からの問い合わせ対応において、ヘルプデスクにてお客様管理者の判断が必要と判断した

場合には、お客様管理者にご連絡します。お客様管理者に連絡がつかない場合は、対応を終了す

ることがあります。 

・ 管理対象デバイスのご利用者にてデータローミングを有効にした際は、本サービスに関するパケット

通信も発生します。その際のパケット通信料金は管理対象デバイスの回線契約者のご負担となりま

す。 

 

 

5. オプション：Web フィルタリングサービス 

オプションサービスの Web フィルタリングサービスについて記載します。 

なお、海外キャリアデバイス（海外ローミングデバイス含む）のご利用時は、提供範囲外となります。 

 

5-1. サービス概要 

Web フィルタリングサービスは、管理対象デバイスに専用ブラウザアプリ「BC ブラウザ」をインストールし、

同ブラウザアプリからアクセスするサイトへのフィルタリング機能及びアクセスログ取得機能を提供します。 

 

5-2. 提供機能 

Web フィルタリングサービスで提供される機能を以下に示します。 
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 BCブラウザ機能 

BCブラウザでは以下の機能を提供します。 

 

表 29：BCブラウザ機能 

項目 内容 備考 

ブラウザ機能 Web サイトの閲覧機能 

Web サイトの閲覧制限機能 

 

ブックマークの履歴

の管理 

閲覧した日が新しい履歴から順に表示  

タグブラウザ機能 複数の Web画面をタブ形式で表示 iPad のみ提供 

履歴・cookie の消去 すべての Web ページの閲覧履歴、cookie 情

報を消去 

 

 

ブラウザの手動・自

動初期化 

閲覧履歴・cookie、複数開いていた Web ペー

ジ、をすべて削除し、ホームページのみ表示 

ブラウザを閉じた時、ブラウザを

終了した時、一定のアイドル時

間後に自動初期化されます。 

フォームデータの保

存（※） 

過去に入力したフォームデータの保存設定機

能 

 

プリンタの利用（※） プリンタメニューの表示・非表示設定機能  

長押しメニュー利用

制限（※） 

画面を長押しした際に表示されるメニューに

ついて制限機能 

 

書き込み規制（※） 掲示板などへの書き込みの規制制御機能  

セーフサーチ機能

（※） 

セーフサーチの制御機能  

クライアント証明書

（※） 

クライアント証明書の登録機能 BCブラウザアプリ側での設定が

必要となります。 

※iOS の場合は、BCブラウザ v3.0 以降、Androidの場合は BCブラウザ Ver.2 アプリで利用可能です。  

 

 カテゴリ別アクセス比率グラフ機能 

管理対象デバイスの BC ブラウザからのアクセスログを、管理者サイトにてカテゴリ別にグラフ化する 

機能です。 

 

 日別アクセスグラフ機能 

管理対象デバイスの BC ブラウザからのアクセスログを、管理者サイトにて日別にグラフ化する機能で 

す。 

 

 検索キーワードランキンググラフ機能 

管理対象デバイスの BC ブラウザからのアクセスログを、管理者サイトにて検索キーワード別にランキ

ンググラフ化させる機能です。 

 

 アクセスログ検索機能 

管理対象デバイスの BC ブラウザからのアクセスはログとして記録され、管理者サイトで検索、閲覧が

可能な機能です。CSV ファイルに出力することも可能です。 



ソフトバンク ビジネス・コンシェル 

 

 

  ≪50≫               

 

 URL 設定機能 

管理者サイトから管理対象デバイス上の URL の各種を設定することが可能です。 

iOS の場合は、BC ブラウザ v3.0 以降、Androidの場合は BCブラウザ Ver.2 アプリで利用可能です。 

 

 プリセット情報設定機能 

管理者サイトにてプリセット情報の設定変更・カスタマイズが可能な機能です。 

 

 BCブラウザ設定機能 

管理者サイトから管理対象デバイス上の BC ブラウザの各種を設定することが可能です。 

※「クライアント証明書」機能については BC ブラウザアプリ側で設定が必要です。 

 

 配信ブックマーク設定機能 

管理者サイトから管理対象デバイス上の BC ブラウザのブックマークを設定することが可能です。 

 

 URL スキーム機能 

bcdmweb：//もしくは bcdmwebs：//と外部から指定された場合、BC ブラウザを直接起動することが 

可能です。なお、URL スキーム機能をご利用になるには、BCブラウザ Ver2.20 以降が必要です。 

また、URL スキーム機能は iOS デバイスのみ対応です。 

 

5-3. お客様での事前設定 

・ BC ブラウザをご利用になるには、初回起動時に認証キーを入力し、利用規約に同意することで利

用することが可能です。BizConPlaceをデバイスにインストールし、初回起動時から 30分以降に BC

ブラウザを起動すると、認証キーの入力をシステム側で自動入力することができます。BizConPlace

のインストール方法については、3-18 BizConPlace 機能を参照してください。 

 

5-4. その他注意事項 

・ メンテナンス / 障害発生時など、管理サーバが正常に動作しない場合、管理サーバにてアクセス

ログは取得されません。また、フィルタリングルールは無視され、すべてのアクセスが許可されるよ

うになります。 

・ iOS 版では、標準ブラウザの safari との機能差異があるため、アクセスするサイトによっては、safari

と同様のアクセス結果を得ることができない場合があります。 

 

 

6. オプション：Managed Apps サービス（PC） 

オプションサービスの Managed Apps サービスについて記載します。 

なお、海外キャリアデバイス（海外ローミングデバイス含む）のご利用時は、提供範囲外となります。 

本機能は Windows 向け機能になります。 

 

6-1. サービス概要 

PCの管理対象デバイスに対して、遠隔からソフトウェアを適用するサービスです。 
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6-2. 提供条件 

PC向け提供条件 

・ 動作確認デバイスについては、以下のサイトを参照ください。 

（http://tm.softbank.jp/outsource/concierge/dm/device/） 

・ 管理サーバに登録可能なアプリ個々の容量は 20MB 以内とします。 

・ 管理サーバに登録可能なアプリ数は 10 とします。 

・ 管理サーバに登録可能なアプリの種類は、別紙「ビジネス・コンシェル 管理者様向けマニュアル」を

参照ください。 

・ 契約者のファイルサーバにあるファイルおよびアプリを配布する機能を提供します。 

 

 

7. オプション：Managed Apps 容量拡張サービス 

オプションサービスの Managed Apps 容量拡張サービスについて記載します。 

なお、海外キャリアデバイス（海外ローミングデバイス含む）のご利用時は、提供範囲外となります。 

 

7-1. サービス概要 

iOS デバイス、Android デバイスの管理対象デバイスに対して、Managed Apps 機能で利用するアプリ容

量を拡張するサービスです。 

 

7-2. 提供機能 

Managed Apps 容量拡張サービスでは、以下に示す機能を提供します。 

 

7-3. 提供条件 

 iOS デバイス向け提供条件 

・ 管理サーバに登録できるインハウスアプリ個々の容量を 100MB 以内とします。 

・ 上記以外については、Managed Apps 機能の仕様に準じます。 

 

 Androidデバイス向け提供条件 

・ 管理サーバに登録できるインハウスアプリ個々の容量を 100MB 以内とします。 

・ 上記以外については、Managed Apps 機能の仕様に準じます。 

 

 

8. オプション：デバイスコントロール for G Suite サービス 

オプションサービスのデバイスコントロール for Google Apps サービスについて記載します。 

 

8-1. サービス概要 

デバイスコントロール for G Suite サービスは、米国 Google 社が提供する G Suite の一部 APIを利用し、

本サービスと連携させるサービスです。Google Apps上で、特定のデバイスのみ Gmail 送受信を許可とする

設定をすると、G Suite 管理者宛てに承認メールが送付されますが、本サービスの管理対象デバイスであ

れば、自動承認を行うことが可能です。 

なお、対応しているメールアプリは以下のとおりです。 

・ iOS 標準メールアプリ 

また、海外キャリアデバイス（海外ローミングデバイス含む）のご利用時は、提供範囲外となります。 
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8-2. 提供条件 

・ 動作確認デバイスについては、以下のサイトを参照ください。 

（http://tm.softbank.jp/outsource/concierge/dm/device/） 

・ 制限可能ドメインは 1DM コードあたり 1 つになります。 

・ 別途、G Suite の契約が必要です。 

 

8-3. お客様での事前設定 

管理者サイトでの事前設定および、お客様 GSuite 管理者サイトでの事前設定が必要です。 

詳細は、マニュアルを参照ください。 

 

8-4. その他注意事項 

・ 本オプションサービスでは、米国 Google 社の提供する API を利用していますが、米国 Google 社は

当該 APIの稼働保障を規定しないため、稼働保障を規定しておりません。予めご了承ください。 

・ 本オプションサービスは、管理対象デバイスのメールアクセス機能自体を制御、管理するサービスで

はありません。 

 

 

9. オプション：デバイスコントロール for Office 365 サービス 

9-1. サービス概要 

米国 Microsoft 社が提供する Office 365 の一部 API を利用し、本サービスと連携させるサービスです。

Office 365（Exchange 管理センター）上で特定のデバイスのみ Exchange ActiveSync 接続を許可とすると、

Office 365 管理者が接続許可の承認を行う必要がありますが、本サービスの管理対象デバイスであれば、

自動承認を行うことが可能です。 

なお、対応しているメールアプリは以下のとおりです。 

・ iOS 標準メールアプリ 

また、海外キャリアデバイス（海外ローミングデバイス含む）のご利用時は、提供範囲外となります。 

 

9-2. 提供条件 

・ 動作確認デバイスについては、以下のサイトを参照ください。 

（http://tm.softbank.jp/outsource/concierge/dm/device/） 

・ 制限可能ドメインは 1DM コードあたり 1 つになります。 

・ 別途、Office 365 の契約が必要です。 

 

9-3. お客様での事前設定 

管理者サイトでの事前設定および、お客様の Office 365 管理者サイトおよび Exchange 管理センターで

の事前設定が必要です。 

詳細は、マニュアルを参照ください。 

 

9-4. その他注意事項 

・ 本オプションサービスでは、米国 Microsoft 社の提供する API を利用していますが、米国 Microsoft

社は当該 APIの稼働保障を規定しないため、稼働保障を規定しておりません。予めご了承ください。 

・ 本オプションサービスは、管理対象デバイスのメールアクセス機能自体を制御、管理するサービスで
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はありません。 

 

 

10. オプション：あめふるコール for Business 

オプションサービスのあめふるコール for Business について記載します。 

なお、海外キャリアデバイス（海外ローミングデバイス含む）のご利用時は、提供範囲外となります。 

 

10-1. サービス概要 

アールシーソリューション株式会社が提供するアプリを利用し、全国の気象情報および防災情報の確認

や、事前に設定した地点で 1 時間以内に雨が降ると予報された場合に、管理対象デバイス上に通知が可

能なサービスです。 

 

10-2. 提供条件 

・ 動作確認デバイスについては、以下のサイトを参照ください。 

（http://tm.softbank.jp/outsource/concierge/dm/device/） 

・ 初回起動時のみ BizConPlace Ver1.3.0 以降が必要になります。 

・ プッシュ通知を受信するには、デバイス側でプッシュ通知の設定をオンにする必要があります。 

・ 現在位置の天気予報を見るには、デバイスの設定で位置情報サービスを許可する必要があります。 

 

10-3. その他注意事項 

・ あめふるコール for Business は、アールシーソリューション株式会社が提供するアプリです。 

・ あめふるコール for Business の初回起動時の認証完了をもって当社との契約に同意したものとみな

します。 

・ 当社は、あめふるコール for Business の初回起動時の認証完了までをサポートします。 

アプリの初回起動時の認証完了以降のサポートは、アールシーソリューション株式会社となります。 

・ アプリは、ユニバーサルアプリではありませんので、iPad にて表示した場合、画面中央に表示される

ようになります。 

・ アプリは App Store よりダウンロードする必要があります。 

・ あめふるコール for Businessで使用する気象情報は、株式会社ライフビジネスウェザーの提供です。 

 

 

11. オプション：API オプションサービス 

オプションサービスの API オプションについて記載します。 

 

11-1. サービス概要 

APIオプションは本サービスの一部機能を利用可能にする Web APIを提供するサービスです。 

APIオプションを使用して当社 APIサーバとお客様システムを結合することができます。 

 

11-2. 提供範囲 

API オプションの設備提供範囲は、当社 API サーバを含む当社設備となります。管理対象デバイスとそ

の通信環境および当社 API サーバにアクセスする設備はお客様でのご用意となります。 
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図 3：APIオプションの設備提供範囲 

 

11-3. 提供条件 

・ 当社 APIサーバへ接続するためのシステムは、お客様にて開発・構築・運用が必要となります。 

・ 提供対象となる管理対象デバイスは、iOS・Android（Android Enterprise のみ）となります。 

 

11-4. 動作前提 

APIオプションは、お客様システムと当社 APIサーバが連携し、管理対象デバイスに対して通信を行いま

す。API オプションを適切に動作させるためには、インターネット経由で当社 API サーバへ接続ができる環

境であり、お客様システムから当社指定のリクエスト（パラメータ指定の POST 形式）による送信、ならびに

レスポンス（JSON形式）をお客様システムにて受信できることが条件となります。 

管理対象デバイスへの動作は、2‐5 作前提に基づきます。 

 

11-5. サービスプラン 

APIオプションには、「APIテストプラン」と「APIプラン」があります。 

 APIテストプラン 

API テストプランは、API テスト環境を提供します。お客様は API テスト環境を利用して、システムの

開発を行って頂くことが可能となります。 

  APIテストプランには、次の制限があります。 

・ APIテストプラン用の DM コードを発行します。    

・ 本サービスの管理対象デバイス数は iOS 20ID・Android 20ID となり、基本サービスと紛失時リカバリ

ーサービスのみのご提供となります。 

・ APIテストプランの提供は、日本国内で本サービスを利用するお客様に限ります。 

また、お客様データは日本国内および海外に設置された当社のサーバに格納されます。 

 

本サービス提供範囲

利用者 管理者 お客様システム

リクエストレスポンス

当社MDMサーバ 当社APIサーバ
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 APIプラン 

APIプランは、契約者の本サービスの本契約環境にてご利用頂くプランとなります。 

なお、APIプランを申込の際は、APIテストプランへの申込が必須となります。 

 

11-6. ご利用にあたり 

API オプションでは、2‐6 登録通知書の他に、API オプションを利用するために必要な「アクセスキー」と

「シークレットキー」「APIインターフェース仕様書」を提供します。お客様にて、APIオプションを利用するため

の事前設定をお客様にて実施後、利用が可能となります。 

提供情報については以下のとおりです。 

 

表 30：APIオプション提供情報 

項目 内容 

アクセスキー API サーバ経由で MDM サーバにアクセスする場合、お客様を識別す

るためのコード 

シークレットキー APIサーバ経由で MDMサーバにアクセスするために必要なリクエスト

パラメタの署名（Signature）を作成するために使用するコード 

APIインターフェース仕様書 API オプションを利用するためのシステム連携コマンドなどを定義した

仕様書 

 

11-7. 提供機能 

APIオプションでは、表 31 に記載の機能を提供します。 

表 31 の機能と API インターフェース仕様書に記載の機能に差異がある場合は、API インターフェース仕

様書の記載に従います。 

 

表 31：APIオプション提供機能一覧（iOS） 

機能分類 提供機能 

プロファイル 

プロファイル登録 

プロファイル適用 

プロファイル再登録再適用 

プロファイルデバイス割当解除 

プロファイル削除 

プロファイル情報取得 

プロファイル状態取得 

デバイス 

デバイスリスト取得 

リモートロック実行 

リモートワイプ実行 

パスコード解除実行 

最新情報更新 

デバイスインベントリ取得 

結果確認 処理結果確認 
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表 32：APIオプション提供機能一覧（Android） 

※Android Enterprise のみ提供となります。 

機能分類 提供機能 

デバイス 

デバイスリスト取得 

リモートロック実行 

リモートワイプ実行 

ロック解除実行 

パスワードリセット実行（Fully managed device のみ） 

外部メモリ消去実行（Fully managed device のみ） 

最新情報更新 

デバイスインベントリ取得 

結果確認 処理結果確認 

 

11-8. サポート 

APIオプションに関するヘルプデスク窓口を以下のとおり設置します。 

 

表 33：APIオプションヘルプデスク窓口 

項目 内容 備考 

ご申告対象 APIオプションご契約企業の管理者  

受付時間/対応時

間 

受付：24 時間 365 日 対応：平日 9 時

－18 時 

Android Enterprise に関しては、受付

/24 時間 365 日、対応/平日 9:00-

18:00 

受付方法 メール  

対応言語 日本語  

対象 API オプションに関わる仕様、不具合

の問い合わせ 

 

 

11-9. その他注意事項 

・ アクセスキーとシークレットキーを用いたリクエストは、ご契約したお客様からのリクエストとみなしま

すので、API オプションご契約のお客様以外に共有しないで下さい。また、アクセスキーとシークレッ

トキーは定期的に変更することを推奨します。 

・ API のリクエストが集中した場合は、管理対象デバイスへのリクエストの実行に時間を要する場合

があります。また、当社判断により API オプションサービスの利用を停止・制限する場合があります。  

・ 当社の都合により、API オプションの仕様を変更する場合があります。 

・ 本サービスの一時停止を伴うサービス設備の保守を実施する場合、API オプションも一時停止する

場合があります。 
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12. オプション：PC操作ログサービス 

オプションサービスの PC操作ログサービスについて記載します。 

本機能は Windows 向け機能になります。 

 

12-1. サービス概要 

PC操作ログサービスは、管理対象デバイスより各種ログ収集し出力する機能、設定されたアラートの

重要度に応じて発生時にスクリーンショットを撮影し出力する機能を提供します。 

 

※本サービスを利用するためには管理デバイスがインターネットに接続されている必要があります。イ

ンターネットに接続されていない場合、ログは端末側に蓄積されます。 

※端末側に蓄積されたログが設定された容量を超えた場合、古いものから削除、もしくはログ取得が停

止します。 

 

12-2. 提供機能 

PC操作ログサービスでは以下に示す機能を提供します。 

 

・ 以下のログ取得 

システム 

外部メディア 

ファイル操作 

Webアクセス 

Web メール送信 

PC稼働 

プロセスログ 

プリンタログ 

 

・ アラート発生時のスクリーンショットの出力 
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表 34：PC操作ログサービス 取得可能ログ一覧 

ログ種別 機能 内容 

システム 

取得ログ 

操作ログに関するシステムアラート情報を収集できます。 

収集できる項目は、次のとおりです。 

･操作種別：空き容量低下（*1） / ログ未収集判定/Web プラグイン不正停止/ シス

テム日時変更 

･システムログ情報 

アラート 

機能 

･Windows クライアントのインストールドライブの残容量が設定以下になった場合 

･指定した日数以上、ログが取得されなかった場合 

･Windows クライアントのシステム時刻が不正な時刻に変更された場合 

･Web プラグインが不正に停止された場合 

外部 

メディア 

取得ログ 

外部メディアの挿入/ 取り出し、ファイル書き出し操作を収集できます。 

収集できる項目は、次のとおりです。 

･操作種別：外部メディア挿入/ 外部メディア取り出し/ 書き出し（*2） 

･ファイル名 

･ファイルパス 

･ファイルサイズ 

･登録済メディアかどうか 

･ベンダ名 

･製品名 

･シリアル番号 

･ベンダ ID 

･製品 ID 

アラート 

機能 

･未登録外部メディアを挿入した場合 

･未登録外部ディアへの書き出し操作を行った場合 
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ログ種別 機能 内容 

ファイル 

操作 

取得ログ 

取得対象ファイルの新規作成、操作内容、外部メディアへの書き出しなどのファイル

操作を収集できます。 

収集できる項目は、次のとおりです。 

･操作種別：新規作成/ 削除/ 編集/ 上書き保存/ ファイル名変更/ 移動/ コピー 

･ファイル名 

･ファイルパス 

･ファイルサイズ 

･ブラウザ名/ プロセス名 

･変更前ファイル名 

･コピー、移動元ファイルパス 

･ドライブ情報 

アラート 

機能 
･ファイル名に特定のキーワードが含まれるファイルへの操作を行った場合 

Web 

アクセス 

取得ログ 

アクセスした Web サイトの URL、サイト名や、SNS サイト（Ameba / Facebook / 

Google+ / mixi / Twitter）への 

書き込み情報を収集できます。 

収集できる項目は、次のとおりです。 

･操作種別：Web アクセス/SNS 書き込み 

･ブラウザ名 

･サイト名 

･URL 

･ドメイン 

･SNS サイト名 

･SNS 書き込み内容 

アラート 

機能 

･SNS サイト（Ameba / Facebook / Google+ / mixi / Twitter）への書き込みを行った場

合 

･指定時間外に Web サイトへのアクセスを行った場合 

･特定のキーワード（URL、ドメイン名、サイト名）が含まれた Web サイトへのアクセス

を行った場合 
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ログ種別 機能 内容 

Web メ ー

ル送信 

取得ログ 

Web メール（Gmail / Outlook.com / Yahoo! メール）を送信した際の送信元/ 送信先

のメールアドレス、メール内容、添付ファイル名を収集できます。 

収集できる項目は、次のとおりです。 

･操作種別：送信 

･添付ファイル名 

･ブラウザ名 

･メールサービス 

･件名 

･本文 

･送信先メールアドレス（TO） 

･送信先メールアドレス（CC） 

･送信先メールアドレス（BCC）  

アラート 

機能 
･Web メール（Gmail / Outlook.com / Yahoo! メール）を送信した場合 

PC 稼動 

取得ログ 

PC 稼働状況を収集できます。 

収集できる項目は、次のとおりです。 

･操作種別：電源 ON/ 電源 OFF/ ログオン/ ログオフ/ スタンバイ（*3） / 復帰/ 稼

働中（*4） / スタンバイ中（*4）/ 時間外利用 

･前回利用開始日時 

･PC 利用時間 

アラート 

機能 
･業務時間外に PC を利用した場合 
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ログ種別 機能 内容 

プロセス 

取得ログ 

・プロセス起動・終了のログを収取できます。 

収集できる項目は、次のとおりです。 

･操作種別（起動、終了）、プロセス名、対象のプロセスの実行ファイルのファイルパ

ス、対象プロセスの説明 

アラート 

機能 

・特定のキーワードが含まれたプロセスの起動に対するアラート通知 

・指定時間外のプロセス起動 

プリンタ 

ログ 

取得ログ 

・プリンター操作ログを収取できます。 

収集できる項目は、次のとおりです。 

・プリンター操作種別、印刷したドキュメント名、一度の印刷で出力した枚数、プリンタ

ー名、IPアドレス 

アラート 

機能 

・ドキュメント名に特定のキーワードが含まれるプリンター操作に対するアラート通知 

・指定枚数以上の印刷 

*1 インストールドライブの空き容量低下です。 

*2 外部メディア上のファイルを削除した場合は、外部メディアログの書き出しログとして取得さ

れません。 

*3 スタンバイには、スリープと休止が含まれます。 

*4  終日稼働している場合やスタンバイの場合、1 日 1 回、［稼働中］、または［スタンバイ中］の 

    ログが取得されます。 

 

12-3. 提供条件 

・ PC向けのサービスとなります。 

・ 動作確認デバイスについては、以下のサイトを参照下さい。 

 （http://www.softbank.jp/biz/outsource/concierge/dm/） 

 

12-4. 事前設定 

本サービスと本オプションサービスは連携していないため、お客様にて登録・設定作業が必要となりま

す。 

 詳細はマニュアルをご参照ください。 

 

12-5. その他注意事項（免責事項） 

・ 本サービスで取得されたログは Google 社が提供する Google Cloud Platform（以下 GCP）に格納

されます。 

・ GCP メンテナンス / 障害発生時など管理サーバが正常に動作しない場合、ログが取得されない

可能性があります。 

・ GCP の障害およびその他の障害などによってログの取得ができなかった場合、またログが消失・

流失した場合について弊社は一切責任を負いません。 

・ 取得されたログ・スクリーンショットを利用しての行為に関連して生じたあらゆる損害等についても、

理由の如何に関わらず、弊社は一切責任を負いません。 

・ GCP は日本リージョンにて提供しておりますがクラウドサービスのためデータの所在は Google 社

のポリシーに従うことになります。 
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・ Web メール送信に関する取得ログについて、クライアント側の仕様変更やブラウザ仕様変更により

正常に取得できなくなる場合があります。 

・ Windows OS のバージョンアップ等の仕様変更によりログの取得が正常に機能しなくなる場合があ

ります。 

・ ログデータのバックアップはサービスに含まれておりません。 
 

 

 

13. 設備に関する運用保守 

13-1. 運用 

 システム監視 

本サービスは 24 時間 365 日、本サービス設備の稼働状況を監視しています。 

 

 障害対応 

本サービスの監視システムが障害を検知した場合、直ちに設備復旧作業を実施します。 

 

 稼働保証 

本サービスは稼働保証を規定しません。 

 

 設備保守を目的としたサービスの一時停止 

本サービスはサービス提供の一時停止を伴うサービス設備の保守を実施することがあります。 

 

 復処理者 

データ保護規則（GDPR）に該当する復処理者は下記となります。 

 

表 35：復処理者一覧 

復処理者 所在国 

株式会社 AXSEED 日本 

クオリティソフト株式会社 日本 

BizMobile 株式会社 日本 

株式会社ベルシステム 24 日本 

Zimperium, Inc. アメリカ合衆国 

SB フレームワークス株式会社 日本 

株式会社ピーエスシー 日本 

加賀マイクロソリューション株式会社 日本 

Google 日本 

 

 

13-2. 障害・メンテナンス情報連絡 

本サービスはサービス設備の障害が発生した場合、障害内容を当社のホームページにて開示します。ま

た、本サービスはサービスの停止を伴うサービス設備のメンテナンスを実施する場合があります。メンテナ

ンス作業を実施する際は予め当社のホームページにて開示します。なお、緊急メンテナンス時は上記の限

りではありません。 



ソフトバンク ビジネス・コンシェル 

 

 

  ≪63≫               

 

 メンテナンス予定時間 

本サービスではメンテナンス時間として原則、日曜日 9:00-24:00 の間を予定しています。 

ただし、PC操作ログサービスオプションで利用する GCPにつきましてはこの限りではございません。 

本オプションサービスは、メンテナンス通知が確実に行えることを保証しておりません。 

 

13-3. 設備に関するお問合せ受付窓口 

本サービスの設備に関するお問合せおよび保守対応窓口を以下のとおり設置します。 

 

表 36：設備に関するお問合せ受付窓口 

項目 内容 

ご申告対象 本サービスご契約企業の管理者 

受付時間/対応時間 24 時間 365 日 

受付方法 電話、メール 

対応言語 日本語、英語、中国語 

 

 

以上 

 


