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1 Windows のための MT アプリ : はじめに

MobileTogether Windows 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 

· 開始ページ 

· 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 W indows 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、  開始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. 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、「設定」 を選択します。 

2. サーバー セクションに移動し  「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。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。

3. 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」 ボタンをタップします。これによりソリューションに戻

ることができます。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 開始ページ

アプリケーションの開始ページには3つのセクションが存在します:  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

MobileTogether アプリを開始すると ソリューション セクション 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) | 設定」  をタップして、サーバー ページへ移動し、他の

MobileTogether Server をサーバー ページから選択します。

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」セクション 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」セクション 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。

メモ: 開始ページには 下の部分に2つのアイコンが存在します:  「更新」 アイコンと 「その他」 アイコン。
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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セクションで 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:  実行中のセクション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。



(C) 2020 Altova GmbH

 9アプリの設定

MobileTogether App (Windows)

6 アプリの設定

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2 つのセクションから構成されます。:  「一般設

定」 と サーバー。

一般設定

· 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。

· 詳細付きソリューションをリストする:  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。 

· ショートカットから開始された場合ソリューションに戻る:  ソリューションページに戻ります。 

メモ: デフォルトで W indows Modern UI と Universal W indows Apps はネットワークトラフィックをローカルのコンピューターに送

信しません。これはネットの分離として既知されています。ネットワークトラフィックを有効化するにはツールを Windows Loopbak

Exemption Manager または Windows 8 AppContainer Loopback Utility として使用してください。または、以下のコ

マンドを使用してどのコンテナーが現在ループバック除外されているかをチェックすることができます:  checknetisolation

LoopbackExempt -s。MT Client アプリを除外リストに追加するには以下を実行します:<SID> が MT クライアントア

プリの Package ID である個所で checknetisolation LoopbackExempt -a -p=<SID> 。Run

checknetisolation LoopbackExempt -d -p=<SID>を実行して、ループバック除外リストからパッケー

ジを削除します。

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。使用するサーバーを選択し、タップし

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。サーバーの設定 を サー

バーの 編集 アイコンをクリックして編集することができます。表示される サーバー設定フォーム 内でこれらの設定を編集することができます。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。サーバー設定フォームの下にサーバーを削除するオプションがあります。

新規のサーバーを追加するには サーバーの追加プラスシンボルアイコンにより表示されている アイコン をクリックします。 これは新規のサーバ

ーの サーバー設定フォーム を開きます。

開始ページに戻る

設定ページから開始ページに戻るには 「戻る」 キーをタップします。

https://github.com/tiagonmas/Windows-Loopback-Exemption-Manager
https://github.com/tiagonmas/Windows-Loopback-Exemption-Manager
https://www.telerik.com/fiddler/add-ons
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7 サーバーの設定

サーバーの設定はサーバー設定フォーム内で定義されています。フォームにアクセスするには 開始ページに移動し、 その他 をタップして サー

バー セクションを選択します。

サーバー設定フォームには MobileTogether Server へ接続するための設定が説明されています。フィールド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 「戻る」ボタンをタップします。新規のサーバー

の場合サーバーは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、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。)
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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。
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