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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 Windows 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. スクリーンの[その他] ( 3 つのドット) アイコンをタップして、[サーバー] を選択します。
2. スクリーン下部の[追加] アイコン(円の中にプラスのシンボル) をタップします。新しいエントリ、名前のない サーバ
ーが表示され選択されます。
3. 名前のない サーバーをタップします。サーバーの構成フォームが表示されます。
4. フィ
ールドをタップして、必要なデーターを入力してフォームを完成させます。

名前: デバイスで使用されるサーバの名前
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。
アドレス: 完全修飾ドメイン名 (FQDN) 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 : 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。
ログイン: MobileTogether Server ユーザーアカウントのログイン名/
パスワードを使用して、直接サーバーにア
クセスすることができます。サーバーの一部は、特定のドメインのユーザーにドメインのログインで使用を許可します。こ
の場合、許可されているドメインはこの設定のためのオプショ
ンにリストされています。使用するドメインを選択して、
ドメインのログインの詳細 (名前とパスワード) をそれぞれのフィ
ールドに入力します。
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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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。(ドメインアカウントを使用して、ログインした場合、パスワードの保存は有効化されない場合がありま
す。この場合は、MobileTogether 管理者に連絡してく
ださい。)
5. サーバー設定を保存するには、最後のフィ
ールドを完了して、デバイスの[戻る] ボタンをタップすると、ソリューショ
ン
に戻ることができます。追加されたサーバーのリストをそこで確認することができます。
目次

ソリューション、実行、お気に入りのページ
次の3種類のページを、それぞれのボタンをクリックすることにより切り替えることができます：
(ソリューショ
ン、お気に入り、実
行)。
ソリューショ
ンページ
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、[その他 ( 3 つのドット) | サーバー] をタップして、サーバーページへ
移動して、他のMobileTogether Server をサーバーページから選択します。
実行ページ
ソリューショ
ンの一部は、他のソリューショ
ンを開始した後も継続して実行されるようにデザインされています。継続して実行さ
れるソリューショ
ンは、 (クライアントが接続されているすべてのサーバーで) [実行中のページ] に表示されます。実行中のソ
リューショ
ンを閉じるには、ソリューショ
ンのアイコンを押して、表示されるメニューから[ソリューショ
ンを閉じる] を押します。
MobileTogether アプリの新しいバージョ
ンをインストールすると、すべての実行中のソリューショ
ンは閉じられます。
お気に入りページ
[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] (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 つのアイコンがあります: [リフレッシュ] と[その他] アイコン。
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、[その他] をタップして[設定] を選択します。設定ページは一般とサーバーの2 部から構
成されています。
一般設定
詳細付きソリューショ
ン: 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。
MobileTogether Client
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アプリの開始時のソリューショ
ンの再ロード: 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、MobileTogether Server のサーバー設定フォームを開きます。ソリューションが実行中の
場合でも、サーバー設定 を行うことができますが、ソリューションはサーバー設定の編集が保存される
前に閉じられます。サーバーページには2つのツールバーアイコンがページの下に存在します:
サーバーの追加: プラスシンボルアイコンで示されています。アイコンは新しいサーバーをリストに追加し、そのサーバ
ーのサーバー設定フォーム を開きます。
サーバーの削除: ごみ箱アイコンで示されています。選択されたサーバーを削除します。
ソリューショ
ン/
お気に入りページへ戻る
設定からソリューショ
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

サーバー設定フォーム
サーバー設定ページは MobileTogether Server への接続の設定を説明します。フィールドは以下に
リストされます。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。完成すると [完了]
をタップします。サーバーはサーバーのリストに追加されます。モバイル デバイスは 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
アントへとダウンロードされます。ソリューションが実行中の場合、実行中の全てのソリューションを
閉じ、変更されたサーバー設定を保存するか、または、サーバー設定への変更をキャンセルするか
が問われます。
名前: デバイスで使用されるサーバの名前
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。
アドレス: 完全修飾ドメイン名 (FQDN) 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 : 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。
ログイン: MobileTogether Server ユーザーアカウントのログイン名/
パスワードを使用して、直接サーバーにア
クセスすることができます。サーバーの一部は、特定のドメインのユーザーにドメインのログインで使用を許可します。こ
の場合、許可されているドメインはこの設定のためのオプショ
ンにリストされています。使用するドメインを選択して、
ドメインのログインの詳細 (名前とパスワード) をそれぞれのフィ
ールドに入力します。
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。
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。(ドメインアカウントを使用して、ログインした場合、パスワードの保存は有効化されない場合がありま
す。この場合は、MobileTogether 管理者に連絡してく
ださい。)
目次
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トラブルシューティング
(2016年 4 月末) の時点では、mobiletogether:// プロトコールを使用するリンクは Gmail 内および他
の電子メールアプリケーショ
ン内では、作動しませんが、AquaMail、K9、およびMailWise などのよく
使用され
るクライアントでは正常に作動します。AquaMail およびK9 内でテスト済みでこれらのアプリケーショ
ンでは正常に
作動します。mobiletogether:// プロトコールは、リンクを使用してソリューショ
ンを開いたり、リンクを使用し
てクライアントデバイスのサーバー設定を更新するなどのMobileTogether-特有のタスクのために使用されます。
目次
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