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1 Android のための MT アプリ : はじめに

MobileTogether Android アプリを使用するには以下を行います:

1. MT アプリのダウンロードの開始

2. MT Server をセットアップし接続する

3. ソリューションの実行

以下のトピックは MobileTogether アプリインターフェイスについて説明しています。

· MT アプリのダウンロードの開始 

· MT サーバーのセットアップ 

· アプリページ:  ソリューション、実行、お気に入りのページ 

· ソリューションの実行 

· アプリの設定 

· サーバーの設定 

· トラブルシューティング 

最終更新日:  2020年12月04日
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2 MT アプリのダウンロードの開始

MobileTogether クライアントアプリを開始するには以下を行います

1. MobileTogether アプリを Altova W eb サイトまたは Google Play ストアからダウンロードします。

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。
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3 MT サーバーのセットアップ

新しい MobileTogether サーバーをセットアップするには、以下を行います:

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

「保存」 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

· 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 の使用:  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:  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。 

· 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。)

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、「保存」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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4 アプリページ: 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

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、サーバー管理ツールバーアイコンをタップして、表示されるリストから MobileTogether

Server を選択します。

実行

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

「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、表示されるソリューションページに移動して、 「お気に入りに追加」 オプションをタップします。

ページの上に表示されるアイコン

各ページ (ソリューション、お気に入り、実行中) には、ページ上に表示される3 つのアイコンがあります:

· サーバーの選択: :  メニューアイコン(またはスピナー)、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。

· メインメニュー:  次のアイテムと共に表示されます:  

設定ページにリンクする+ 設定、 

+ 自動化されたテストを持つすべてのソリューションの自動化されたテストの実行

 Altova ウェブサイトのMobileTogether Client ヘルプページにリンクされている+ ドキュメンテーション 

 MobileTogether Client アプリに関する情報を表示する+ 紹介、 

 Altova ウェブサイト上のMobileTogether Client ライセンスページにリンクされている+ EULA。

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。
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5 ソリューションの実行

以下のようにソリューションを開始、または実行中のソリューションに戻ります:

· ソリューションの開始:  ソリューションまたはお気に入りにりページの  デバイス上でソリューションを実行するためにタップします。

· ソリューションに戻る:  実行中のページの内で作業を続行するソリューションを選択します。

自動化されたテスト

ソリューションの自動化されたテストを実行するには (自動化されたテストが作成されている場合) ソリューションを長押しして、自動化されたテ

ストを実行するオプションを選択します。全てのソリューションの自動化されたテストを実行するにはページの上の その他 (3個のピリオド) アイ

コンを使用して行います。
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6 アプリの設定

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2 つの

セクションから構成されます。:  一般設定 と 追加されたサーバー。

一般設定

· 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。 

· テーマライトまたはダークテーマを選択、または、テーマのためのシステム設定を選択します。 

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 名のタッ

プは 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、サーバー設定の編集を行うこと

ができますが、しかしながら、実行中の全ての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。

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。
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7 サーバーの設定

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 :  設定ページのツールバー内の 「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します。

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 「次へ」 をタップして次のフィールドに移動します。最後のフィ

ールドを完成すると 「保存」をタップします。サーバーは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。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 の使用:  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:  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。 

· 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。)

ページアイコン

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:

· 保存:  ディスクアイコンにより表示されます。タップするとサーバーの設定を保存します。

· 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。
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8 トラブルシューティング

このトピックは遭遇する可能性のある問題への解決法をリストしています。

· 電子メールアプリケーション内の MobileTogether プロトコール:  (12月 2020) 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

MailW ise 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 MobileTogether 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。

· Android 4.xデバイス上でのスクロールすることのできるテーブル機能の制限:   2つ以上の(スクロール可能、またはスクロール

不可能な)テーブルがページに存在する場合、1つのテーブルがスクロール可能な場合は、上下にスクロールすることができません。

新しいバージョンにアップデートするか MobileTogether 管理者に連絡してください。
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