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1 Web Client のための MT アプリ : はじめに

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

以下のステップを行ってください:ウェブクライアントを介して

1. MT Server にログインする 

2. 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 サーバーへのログイン 

· ソリューションの実行 

· 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 サーバーへのログイン

MobileTogether Server に接続を提供する W eb ブラウザーは MT W eb クライアントとしての役割を果たします。W eb クライアントを

介して MobileTogether Server の W eb インターフェイスに接続することができます。以下の手順を行ってください:

1. W eb ブラウザーを開きます。

2. ブラウザーのアドレスバーに接続を希望する MobileTogether Serverのアドレス、およびサーバーのモバイ

ル クライアントとして構成されたポート入力します。例えば、 MobileTogether Server に使用中のコンピュ

ーターからデフォルトのポート設定を使用接続している場合、以下をブラウザーのアドレスバーに入力しま

す: localhost:8083 。

3. MobileTogether Server 管理者により割り当てられたユーザー名とパスワードを使用して、直接サインインしてください。もし、割

り当てられたものがない場合 anonymous をユーザー名として使用してください。 anonymous にはパスワードは必要ありませ

ん。

4. ログインが成功した場合、サーバーにデプロイされたすべてのソリューションを含む root コンテナー (Container /) が表示されま

す。
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3 ソリューションの実行

ソリューションを実行するには、以下を行います:

1. MobileTogether Server にログイン後、ワークフロータブ内で、実行したいソリューションをナビゲートします。

2. ブラウザーで実行カラム内のソリューションのリンクをクリック/タップ してソリューションを実行します。

3. ソリューションが以前実行されたことがあり、データが保存されている場合、「クリア」 ボタンが表示されます。ソリューションを変更され

ていないオリジナルのデータで実行したい場合「クリア」 をクリック/タップしてください。保存されたデータをクリアしない場合、ソリュー

ションは以前保存されたデータで開始されます。

4. 終了後、スクリーン右上の、「ログアウト」 をクリック/タップしてログアウトしてください。
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4 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。
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