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MobileTogether アプリのダウンロードと開始
1. Altova Web サイトまたは Google Play ストアから、MobileTogether アプリをダウンロードしてインストール
します。
2. MobileTogether を開始するには、デバイスのホーム画像のMobileTogether アイコンまたは、アプリフォルダー
のアイコンをタップします。
MobileTogether アプリが開始し、ソリューショ
ンページが表示されます。
目次

セットアップとMobileTogether Server への接続
1. デバイスの[メニュー] (または [オプション]) キーをタップして[設定] を選択します。
2. (設定ページの上部の)ツールバーの[サーバーの追加] (プラスシンボルのアイコン)
をタップします。サーバー設定ペ
ージが表示されます。
3. サーバー設定ページのフィ
ールドを完成させます。フィ
ールド内で[次へ] をタップして次のフィ
ールドに移動します。
完了すると[完了] をタップします。フィ
ールドは順番に表示されます:
名前:デバイスで使用されるサーバの名前
サーバーアドレス:完全修飾されたドメイン名またはMobileTogether Server のIP アドレス。
ポート:MobileTogether Server が利用可能なサーバーポート。MobileTogether Server のデフォルトの
HTTP は 8083 、HTTPS は 8084。
SSL 使用:MobileTogether Server で設定されている場合、SSL は使用可能です。SSL のセットアップ
に関しては、MobileTogether Server ドキュメンテーショ
ンに記載されています。
ユーザー名:
クライアントがサーバーに接続する際に使用されるMobileTogether Server ユーザーアカウント。
MobileTogether Server 管理者から割り当てられていない場合、anonymous を使用します。
パスワードの保存:次のフィ
ールドに入力されるパスワードを保存する場合、このオプショ
ンを[オン] にすることで、
保存されます。
パスワード:MobileTogether Server ユーザーアカウントのパスワード。anonymous がユーザー名の場合、パ
スワードは必要ありません。パスワード表示のオプショ
ンによりパスワードの文字が表示されます。
4. サーバー設定を保存する場合、パスワードフィ
ールド完了をした後、[完了] をタップします。
5. 設定ページに戻るには、[戻る] キーをタップします。設定ページで追加されたサーバーを確認することができます。
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ソリューションとお気に入りのページ
MobileTogether アプリを開始すると[ソリューションページ] が表示されます。ソリューショ
ンページは、現在選択されて
いるMobileTogether Serverよりモバイルデバイスへ転送されたすべてのソリューショ
ンを表示しています。
現在選択されているMobileTogether Server を変更するには、ツールバーのスピンボタンから他のMobileTogether
Server を選択します。
[お気に入りページ] は現在選択されたMobileTogether Server により、お気に入りに指定されたソリューショ
ンを含み
ます。ソリューショ
ンをお気に入りに指定するには、ソリューショ
ンページに移動して、ソリューショ
ンをタップして、表示されたメ
ニューで以下をタップします：[お気に入りに追加]
ツールバーアイコン
(ソリューショ
ンおよびお気に入り)
両方のページには(
ページ右上に表示される)2つのアイコンが存在します:
サーバーの選択:このスピンボタンにより、サーバーに追加されたリストからサーバーを選択することができます。ここで
選択されたサーバーからのソリューショ
ンはソリューショ
ン/
お気に入りのページに表示されます。
ソリューショ
ンの再ロード:このアイコンをタップすることにより、現在選択されているサーバーのソリューショ
ンが再ロード
されます。
設定ページに移動
ソリューショ
ン/
お気に入りページから設定ページに移動するには、デバイスの([メニュー] または [オプション] )キーをタップし
て[設定] を選択します。
MobileTogether アプリの終了
MobileTogether アプリを終了するには [戻る] キーをタップします。
目次

ソリューションの実行
デバイスのソリューショ
ンまたはお気に入りのページで実行したいソリューショ
ンをタップします。
目次

設定ページ
設定ページにアクセスするには、デバイスの[メニュー] (または [オプション] ) キーをタップして、[設定] を選択します。設定
ページは一般設定と追加されたサーバーの2つのセクショ
ンから構成されます。
一般設定
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詳細付きソリューショ
ンをリストする: ソリューショ
ンページのソリューショ
ン名の下に詳細テキストを表示します。
アプリの開始時にソリューショ
ンを再ロードする:アプリが開始されるたびに接続されたサーバーからソリューショ
ンを
ロードします。
サーバー
このセクショ
ンはモバイルデバイスにセットアップされたMobileTogether Server のリストを含みます。MobileTogether
Server 名をタップして、からサーバー設定 を開きます。
ツールバーアイコン
設定ページ(
ページ上部右端)
には 2つのツールバーアイコンが表示されます。:
サーバーの追加:プラスシンボルのアイコンで表示されています。アイコンをタップすることで、接続をしたい新しい
MobileTogether Server を定義することのできる、サーバー設定ページに移動します。手順はセットアップと
MobileTogether Serverへの接続に説明されています。
サーバーの削除:ごみ箱アイコンで表示されています。アイコンをアップすることで、すべての追加された
MobileTogether Serverをリストする削除するサーバーダイアログが表示されます。削除したい
MobileTogether Server を選択します。
ソリューショ
ン/
お気に入りページに戻る
ソリューショ
ン/
お気に入りページにもどるには、[戻る] キーをタップします。
目次

サーバー設定ページ
サーバー設定ページにはMobileTogether Serverへ接続するための設定が説明されています。設定
ページへのアクセスには 2通りの方法があります。
新しいサーバーを追加する :設定ページツールバーの [サーバーの追加] (プラス シンボル アイ
コン)をタップします。
追加されたサーバーの設定を編集する:
追加されたサーバーのサーバーリストからサーバー
名をタップする。
サーバー設定のページのフィールドには以下にリストされています。フィールド内で [次] をタップして
次のフィールドに移動します。完成すると完了をタップします。サーバーはサーバー設定ページのサー
バーリストに追加されます。モバイルデバイスではMobileTogether Serverへ接続され、サーバー設定
で指定されたユーザーのためのソリューションがモバイル クライアントへダウンロードされます。
名前:デバイスで使用されるサーバの名前
サーバーアドレス:完全修飾されたドメイン名またはMobileTogether Server のIP アドレス。
ポート:MobileTogether Server が利用可能なサーバーポート。MobileTogether Server のデフォルトの
HTTP は 8083 、HTTPS は 8084。
SSL 使用:MobileTogether Server で設定されている場合、SSL は使用可能です。SSL のセットアップ
に関しては、MobileTogether Server ドキュメンテーショ
ンに記載されています。
ユーザー名:
クライアントがサーバーに接続する際に使用されるMobileTogether Server ユーザーアカウント。
MobileTogether Server 管理者から割り当てられていない場合、anonymous を使用します。
パスワードの保存:次のフィ
ールドに入力されるパスワードを保存する場合、このオプショ
ンを[オン] にすることで、
保存されます。
パスワード:MobileTogether Server ユーザーアカウントのパスワード。anonymous がユーザー名の場合、パ
スワードは必要ありません。パスワード表示のオプショ
ンによりパスワードの文字が表示されます。
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ツールバーアイコン
サーバー設定ページには(
ページ右上に表示される)2つのツールバーアイコンがあります:
設定に移動する:リストシンボルアイコンで表示されています。アイコンをタップすると設定ページに移動します。
サーバーの削除:ごみ箱シンボルで表示されます。アイコンをタップすることで、サーバーの削除をリクエストするダイア
ログが表示されます。[はい] をタップして、削除、[いいえ] をタップしてキャンセルします。
目次
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