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お知らせ 
 

Administrative Guide 

Copyright ⓒRSUPPORT Co., Ltd. All Rights Reserved 

 

本マニュアルに記載されている事柄は、製品の性能向上または機能改善などにより、将来予告なしに変更

する場合があります。 

 

RSUPPORT CO., Ltd.は、本マニュアルで説明した特殊用途以外に、市場性及び適合性などに対してどの

ような保証もいたしません。 

 

RSUPPORT CO., Ltd.は、本マニュアルに含まれた誤り、またはこの資料の供給や遂行、使用と関連して

直接、間接、偶然、または必然的に発生した損害に対して、どのような責任も負いかねますのでご了承く

ださい。 

 

本マニュアルに対する著作権と知的所有権はRSUPPORT CO., Ltd.が所有し、この権利は国内の著作権法

と国際著作権条約によって保護されています。したがってRSUPPORT CO., Ltd.の事前書面同意なしに、

本マニュアルの一部、あるいは全体の内容を無断にコピー、複製、転載することは著作権法に抵触しま

す。 

 

Windowsなどは他社所有の登録商標であり、著作権の保護を受けています。その他、本マニュアルに記載

された他社所有の登録商標及び著作権、保護を受けている用語は、単に引用のためだけに使用されていま

す。 

 

本マニュアルのマークについて 

  
利用上の注意事項です。 

必ず指示に従ってください。 

 
利用上の参考になる内容が 

記載されています。 
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用語説明 

用語 説明 

遠隔サポート 

お客様のPCやモバイル端末にトラブル発生時、直接訪問することなく、イン

ターネットを通してお客様PCやモバイル端末に遠隔接続し、オペレータが遠

隔地でサポートすること 

遠隔制御 お客様PCやモバイル端末をオペレータのPCから制御すること 

管理者 遠隔サポート環境およびオペレータ情報などを管理する人 

オペレータ 

(ユーザー) 
お客様PCやモバイル端末と接続し、遠隔サポートを行う人 

お客様 オペレータに遠隔サポートを要請する人 

Agent オペレータが遠隔サポートのために実行させるプログラム 

ビューア 遠隔サポート時、お客様PCやモバイル端末を制御するためのプログラム 

待機 遠隔サポートのためにオペレータがお客様との接続を待つ状態 

接続ページ 遠隔サポートのためにお客様がアクセスするウェブサイト 

セッション オペレータとお客様が接続されている状態 

接続案内ウィンドウ 
お客様PCやモバイル端末に遠隔サポート中であることを表示する案内ウィン

ドウ 

接続コード 遠隔サポート接続のためにお客様が接続ページで入力する数字 

制御権 
オペレータが、お客様が事前同意した上でお客様PCのマウス/キーボードを制

御できる権限 

認証サーバー オペレータがログイン時にIDとパスワードを確認するサーバー 

RCMP モバイルサポートの「遠隔サポート」アプリのこと 

RCVP  「現場サポート」アプリのこと 

 

 

  



3 

 Copyright © RSUPPORT Co., Ltd. ALL RIGHTS RESERVED.  

目次 

1. 管理者画面とは？ ..................................................................................................... 5 

2. 接続方法および利用環境 ............................................................................................ 5 

3. 管理者画面説明 ........................................................................................................ 6 

4. 使用方法 ................................................................................................................. 9 

4.1 ユーザー管理 ................................................................................................................. 9 

4.1.1 会社情報変更 ........................................................................................................... 9 

4.1.2 グループ情報変更 ................................................................................................... 11 

4.1.3 オペレータ情報変更 ................................................................................................ 11 

4.1.4 オペレータパスワード変更 ....................................................................................... 12 

4.1.5 オペレータ機能オプション変更 ................................................................................. 12 

4.1.6 オペレータの機能オプションを一括変更 ..................................................................... 16 

4.1.7 ピンコードの使用 ................................................................................................... 20 

4.1.8 接続時、お客様に接続同意を確認 .............................................................................. 21 

4.1.9 IP、MACアドレスでオペレータを許可 ........................................................................ 22 

4.1.10 遠隔接続時、メールで接続情報送信 ........................................................................... 24 

4.1.11 接続終了後、お客様PCに特定のウェブページを表示 ...................................................... 25 

4.1.12 サポート終了後にレポート作成 ................................................................................. 26 

4.1.13 接続終了後、お客様PCの遠隔モジュール削除 ............................................................... 26 

4.1.14 顧客案内ウィンドウ制御を禁止 ................................................................................. 27 

4.2 接続ページ .................................................................................................................. 28 

4.2.1 標準接続ページ ...................................................................................................... 29 

4.2.2 テンプレート ......................................................................................................... 31 

4.3 サポートツール管理 ...................................................................................................... 35 

4.3.1 サポート区分 ......................................................................................................... 35 

4.3.2 お気に入り ............................................................................................................ 36 

4.4 製品使用管理 ............................................................................................................... 39 

4.4.1 現在ログイン中のオペレータを確認 ........................................................................... 39 

4.4.2 現在サポート中のオペレータを確認 ........................................................................... 40 

4.4.3 オペレータの接続履歴を確認 .................................................................................... 40 

4.4.4 管理ページへのログイン履歴を確認 ........................................................................... 40 

4.4.5 オペレータから接続方式の端末登録 ........................................................................... 40 



4 

 Copyright © RSUPPORT Co., Ltd. ALL RIGHTS RESERVED.  

4.4.6 オペレータ別サポート回数を確認 .............................................................................. 41 

4.4.7 サポート履歴 ......................................................................................................... 41 

4.4.8 同時接続ユーザーリスト .......................................................................................... 42 

4.4.9 ダウンロード ......................................................................................................... 42 

4.5 統計 ........................................................................................................................... 43 

4.6 ラウンジ管理 ............................................................................................................... 44 

  



5 

 Copyright © RSUPPORT Co., Ltd. ALL RIGHTS RESERVED.  

1. 管理者画面とは？ 

管理者画面とは、RSUPPORTが提供しているRemoteCall製品関連のすべての設定を追加および変更する

ことができる管理者専用のページです。  

 

2. 接続方法および利用環境 

管理者画面への接続方法は次の通りです。 

URL http:// admin.startsupport.com 

ID 代理店を通して発行された管理者ID 

パスワード 代理店を通して発行されたパスワード 

 

管理者画面をご利用いただける環境に関しましては、以下のヘルプデスクをご参照ください。 

http://files.rsupport.com/jp/remotecall/documents/features/remotecall-os-specification-jp.pdf 

 

 

 ID保存 ： 入力したIDを記憶して、次回接続時に保存されているIDを表示します。 

 ログイン状態維持 :管理者ページをしばらく使用しない場合、セキュリティ上自動的にログアウトさ

れます。ログイン状態維持にチェックを入れると、ログアウトされず、ログイン状態を維持すること

ができます。※ ウェブブラウザを終了して再開する場合、再度ログインする必要があります。 

 

 

http://files.rsupport.com/jp/remotecall/documents/features/remotecall-os-specification-jp.pdf
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3. 管理者画面説明 

管理者画面は次のように構成されています。 

 

 

 ユーザー管理  

会社 登録した会社アカウントに関する情報を照会/変更できます。 

グループ ユーザーグループ関連の設定ができます。 

ユーザー オペレータ別の設定ができます。 

 

 サポートツール管理  

サポート区分 レポートページにサポートテーブルの追加が可能です。 

お気に入り(URL) お気に入り機能によく使うURLの追加ができます。 

ショートメッセージ(PC) PCサポート案内メッセージ機能のメッセージを変更できます。  

ショートメッセージ 

(RCVP) 
現場サポートの案内メッセージ機能のメッセージを変更できます。 

ショートメッセージ 

(RCMP) 
モバイルサポートの案内メッセージ機能のメッセージを変更できます。 

アプリケーション 

ロック (モバイル) 

モバイルサポート使用時、オペレータの特定アプリケーションへのアクセス

を制限できます。 

モバイルのシステム モバイルサポート使用時、端末のログ収集に特殊コマンドを使用できます。 
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ログコマンド 

アプリ内画面転送 

制限（Android） 

モバイルサポート使用中、設定した特定アプリの画面をオペレータに転送さ

れないようにできます。 

iPhone案内 イメージ iPhoneサポートを行うためにイメージをサーバーに登録し、使用できます。 

 

 製品使用管理 

現在ログイン中の 

ユーザー 
現在Agentにログイン中のオペレータを確認できます。 

現在サポート中の 

セッション 
現在お客様と接続中のオペレータを確認できます。 

ユーザーログイン 

履歴 (Agent) 
オペレータのAgentへのログイン履歴を確認できます。 

ユーザーログイン 

履歴 (Admin) 
管理者のログイン履歴を確認できます。 

登録端末のリスト 現場サポートのオペレータから接続方式の端末登録を行うことができます。 

ユーザー別 

サポート回数 
オペレータ別サポート回数を照会できます。 

サポート履歴 お客様と接続した履歴を確認できます。 

予約サポート履歴 未実装 

同時接続 

ユーザーリスト 
同時サポートライセンス使用の場合、現在のAgentユーザーを確認できます。 

ダウンロード 
RemoteCallサービスを利用する際の設定に関する資料やツールをダウンロー

ドできます。 

 統計 

サポート統計 
時間帯別/日付別/曜日別/月別/オペレータ別/サポート区分別/サポート時間別/

OS別/ウェブブラウザ別の統計を確認できます。 

 ラウンジ管理 

ラウンジ利用内容 
時間帯別/日付別/曜日別/月別/オペレータ別/サポート区分別/サポート時間別/

OS別/ウェブブラウザ別の統計を確認できます。 
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管理者画面は３つの権限で構成されています。 

顧客会社管理者 
最上位管理者として、グループ管理者権限以外に、接続ページ設定、 

会社オプション設定、統計照会が可能 

グループ管理者 オペレータおよび社内グループの管理者 

オペレータ サポートを行うオペレータ 

 

顧客会社管理者、グループ管理者およびオペレータの権限別に、各権限すべてが管理ページにアクセスす

ることができます。しかし、各権限別に照会できるメニューは限定されます。 

 

               

顧客会社管理者権限       グループ管理者権限          オペレータ権限  

 

 本マニュアルでは、最上位の顧客会社管理者権限を中心に説明します。 
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4. 使用方法 

4.1 ユーザー管理 

ユーザー管理では、購入された製品関連のオプション変更およびセキュリティオプションを 

追加することができます。  

  

 

4.1.1 会社情報変更 

  「ユーザー管理」＞「会社」をクリックします。 

  「会社情報」と「担当者情報」で修正後、「会社情報保存」をクリックします。 

 会社オプション情報設定の変更も同ページで行うことができます。 

 

 主要設定  

履歴データ保存期間(6か月/12か月)を設定することができます。未設定時は12か月保存されます。 
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 パスワードのセキュリティレベル設定  

パスワードセキュリティレベルには、弱・中・強があり、新しいアカウント生成後、パスワード変更時に

適用されます。 

 弱：6~24桁以内の英文または数字で入力可。 

 中：8~24桁以内の英文と数字を組み合わせて入力可。 

数字3文字以上の連続使用はできません。(例: 111、123) 

 強 : 8~24桁以内の英文大文字、小文字、数字、特殊文字を組み合わせて入力可。  

数字3文字以上の連続使用はできません。(例: 111、123) 

 
パスワードセキュリティレベル別の設定は、UserAdminとAgentログイン時に適用

される項目です。 

 

 パスワードの期間設定 

パスワード使用期間(30日/60日/90日)を設定することができます。設定された期間を超過すると、パスワ

ードセキュリティレベル設定にしたがい、パスワードを変更しなくてはなりません。 

 ライセンス更新案内メール送信設定 

ライセンス更新期間が到来した場合登録したメールアドレスに更新案内をメールを送信します。送信を拒

否する場合チェックを外してください。 

※販売先・代理店によって、送信ルールがことなりますので、詳細は販売先にお問い合わせください。 

 アカウントロック設定 

パスワードを5回誤って入力した場合、ログインを制限することができます。管理者がパスワードを初期

化または変更後、再ログインができるようになります。 

 アカウントロック時間の設定 

時間設定すると、ログインに5回失敗した場合に設定された時間の間、ログインが制限されます。 

 製品性能関連統計データ転送設定 

Google Analytics機能を活用し、製品の各機能の実行にかかる時間を転送します。このオプションを外す

とGoogle Analytics利用をオプトアウトすることができます。 

 2 段階認証 

各ユーザーに登録されているメールアドレスを利用し、ログイン時メール経由で8桁の認証コードを発行

し、そのコードを入力しログインを行うセキュリティ性の高い認証手段です。 
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4.1.2 グループ情報変更 

 ユーザー管理の「グループ」をクリックします。  

  「グループ詳細情報」で変更したい情報を修正した後、「保存」をクリックします。  

 

 外部連動グループ ID： 

他システム(顧客社のCRM)とアカウント連動のために必要なID 

 

4.1.3 オペレータ情報変更 

 オペレータの基本情報を変更することができます。  

  「ユーザー管理」＞「ユーザー」をクリックします。  

 情報を変更したいIDを選択します。  

  「ユーザー詳細情報」で修正する内容を変更した後、「保存」をクリックします。  

 

 

パスワード : オペレータがAgentにログインするパスワードを変更することができます。 

詳細は「4.1.4 オペレータパスワード変更」を参照 

権限：割り当てられている権限にチェックが入って表示されます。 

各権限の説明は「3. 管理者画面説明」を参照 

ユーザー名 : オペレータ名を登録します。 

 「表示名」が未登録の場合はAgent待機画面、文字チャット、接続終了ページに表示されます。 

表示名：ニックネームを登録します。Agent待機画面、文字チャット、接続終了ページに表示さ

れます。未登録の場合はユーザー名が表示されます。 

電話番号/携帯電話番号：数字とハイフン(-)のみ登録可能です。(最大13字) 

E-mail：「メールの受信」にチェックを入れるとRSUPPORTからのアップデート情報などを 

メールで受け取ります。また2段階認証手段IP情報閲覧等で使用されます。 
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4.1.4 オペレータパスワード変更 

オペレータがAgentにログインするパスワードを変更することができます。 

  「ユーザー管理」＞「ユーザー」をクリックします。 

 パスワードを変更するIDを選択します。 

  「パスワードの変更」ボタンをクリックします。 

 新しいパスワードを各入力欄に入力後、「保存」をクリックして設定を保存します。 

 

 パスワードとIDは同じものを設定することはできません。 

 

 
6-20桁の英字(大、小文字)および１字以上の数字または特殊文字が含まれている必要が

あります。 

 

4.1.5 オペレータ機能オプション変更 

  「ユーザー管理」＞「ユーザー」をクリックします。 

 オプションを変更するIDを選択します。  

 次の表を参照し、基本オプションで提供している機能にチェックまたはチェック解除を行い、 

 「保存」をクリックして設定を保存します。 

 各オプションの中で変更できないオプションがある場合があります。 グループオプションで該当機

能が「使用しない」になっている場合、オプションを変更することはできません。   

 

 ビューアー機能設定 

 パソコン対応 /  Androidサポート /  iOSサポート /  現場サポート 

 Android SDK /  iOS SDK  

タブ名 機能名 説明 

共通 

オペレータ 

アイコン番号  

アイコン接続ページの場合、オペレータが使用するアイコン

番号を設定することができます。 

マウス制御 / /  マウス制御の使用可否を選択します。 
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キーボード制御 / /  キーボード制御の使用可否を選択します。 

マウス/キーボード 

制御自動アクティブ  

遠隔制御の接続と同時にお客様側のマウス/キーボード 

制御ができるように選択します。 

相互制御設定  
顧客側の操作が発生してもオペレータの操作がブロックしな

いように設定することができます。 

レーザーポインター /  レーザーポインター機能の使用可否を選択します。 

描画 / / / / /  描画機能の使用可否を選択します。 

画面保存 / /  画面保存機能の使用可否を選択します。 

URL転送 / /  URL転送機能の使用可否を選択します。 

ファイル転送 /  ファイル転送機能の使用可否を選択します。 

Drag&Dropファイル転送 

 /  

ファイル転送時のDrag&Drop機能の使用可否を選択しま

す。 

クリップボード /  クリップボード機能の使用可否を選択します。 

クリップボード共有 

/  

クリップボード機能使用時、自動転送もしくは手動転送を

選択します。 

プレゼンテーション  画面転送機能の使用可否を選択します。 

音声チャット /  音声チャット機能の使用可否を選択します。 

サウンド共有  サウンド共有機能の使用可否を選択します。 

プログラムの共有  プログラム共有機能の使用可否を選択します。 

エスカレーション(伝達） 

/ /  

遠隔制御時、エスカレーション機能の使用可否を選択しま

す。 

エスカレーション(共有)  遠隔制御時、セッション共有機能の使用可否を選択します。 

再起動後再接続  
顧客側PCを再起動し再接続する機能の使用可否を選択しま

す。 

管理者権限で再接続  
お客様側が制限されたアカウントで接続された場合、管理者

アカウントを利用した再接続機能の使用可否を選択します。 

システム情報表示  お客様側システム情報照会機能の使用可否を選択します。 

プロセス情報表示  システムプロセス照会の使用可否を選択します。 

遠隔プリンター  遠隔プリンター機能の使用可否を選択します。 

Linux(64bit) 対応  Linux CLI（ターミナル）機能の使用可否を選択します。 

モバイル ルート化情報  ルート化情報確認機能の使用可否を選択します。 
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サポート 

専用 

クイック設定  クイック設定機能の使用可否を選択します。 

モバイルチャット  モバイルチャット機能の使用可否を選択します。 

メッセージ転送 /  メッセージ伝達機能の使用可否を選択します。 

モバイルの 

システムログ情報  

モバイル端末のシステムログ情報確認機能の使用可否を 

選択します。 

モバイルの 

システムログコマンド  
モバイルシステムログコマンドの使用可否を選択します。 

サポ―ト履歴情報 /  端末のサポート履歴情報機能使用可否を選択します。 

モバイル 

アプリケーション  

端末のアプリケーション情報確認と削除を誘導することがで

きます。 

ビューア接続時チャット 

ウィンドウ表示  
接続開始と同時にチャットウィンドウを実行します。 

イメージ転送(PC)  iPhoneサポート時、オペレータPCのイメージを送信します。 

イメージ転送(サーバ)  
iPhoneサポート時、サーバに登録されたイメージを送信し

ます。 

現場 

サポート 

専用 

画面拡大/縮小  画面比率調節機能の使用可否を選択します。 

回転  画面回転機能の使用可否を選択します。 

フラッシュ  フラッシュ機能の使用可否を選択します。 

画質調整  画質調整機能の使用可否を選択します。 

フォーカス調整  フォーカス調整機能の使用可否を選択します。 

スピーカ  スピーカ機能の使用可否を選択します。 

前後面カメラ切り替え  カメラ切替え機能の使用可否を選択します。 

写真/動画モード切替  写真/動画モード切替え機能の使用可否を選択します。 

位置情報  位置情報機能の使用可否を選択します。 

画面保存  画面保存機能の使用可否を選択します。 

 

＜Agent設定＞ 

 パソコン対応 /  Androidサポート /  iOSサポート /  現場サポート/ Webビューア 

タブ名 機能名 説明 

共通 
Agentお気に入り(URL) 

/ /  

お気に入りURL機能の使用可否を選択します。 
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チャットショート 

メッセージ（PC）  
ショートメッセージ機能の使用可否を選択します。 

モバイルサポート 

専用 

Agentチャット 

ショートメッセージ /  

モバイルサポート時、チャットショートメッセージ

機能の使用可否を選択します。 

現場サポート専用 
Agentショート 

メッセージ  

現場サポート時、チャットショートメッセージ機能

の使用可否を選択します。 

 

＜セキュリティ設定＞ 

 パソコン対応 /  Androidサポート /  iOSサポート /  現場サポート 

 Android SDK /  iOS SDK/ Webビューア 

タブ名 機能名 説明 

共通 

事前同意書  

チェックを入れると遠隔接続開始時、お客様側に接続可否

を確認するメッセージボックスが表示されます。 

 「4.1.8 接続時、お客様に接続同意を確認」を参照 

リモート中の同意書  
チェックを入れると遠隔サポート中、制御権の要請、 

ファイルの送受信時に同意確認書が表示されます。 

画面録画同意書 / /  画面録画時、お客様に同意を要請します。 

画面保存同意書 / / /  画面保存時、お客様に同意を要請します。 

ピンコード /  

お客様が接続コード入力またはアイコンをクリック後、4桁

のパスコードを入力して接続するようになります。 

 「4.1.7 ピンコードの使用」を参照 

モジュール削除  
サポート終了後、お客様のPCから遠隔サポートで使用した

ファイルの削除可否を設定できます。 

IPアドレスの権限  

/ / / / /  

IPアドレスでIDの使用権限を制限します。 

 「4.1.9 IP、MACアドレスでオペレータを許可」を参照 

MACアドレスの権限 

/ / / / /  

MACアドレスでIDの使用権限を制限します。 

 「4.1.9 IP、MACアドレスでオペレータを許可」を参照 

ブラインダー(お客様) 

/ / / / /  

お客様が指定した画面情報をぼかしフィルターをかぶせ、

オペレータから識別できないようにします。個人情報等オ

ペレータから隠したい情報の操作などでご利用ください。 

ブラインダーの  「ブラインダー(お客様)」を「全体使用」に設定した場合、
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開始タイプ設定  選択が可能です。ブラインダーをオペレータ側から手動で

起動したい場合に設定を変更ください。 

モバイル 

サポート 

専用 

事前同意書 / /  モバイル画面に同意書ウィンドウが表示されます。 

画面ロック  遠隔サポート中、画面ロックアイコンが表示されます。 

アプリケーションロック   特定アプリケーションへのアクセスが遮断されます。 

ファイル転送同意書  ファイル転送時、同意確認書が表示されます。 

アプリ内画面転送制限  
設定した特定Androidアプリケーションの画面をオペレータ

に転送されないようにします。 

スクリーンショット 

イメージ同意書  

端末側のスクリーンショットイメージメニューをクリック

すると、イメージ共有同意書が表示されます。 

現場 

サポート 

専用 

位置情報同意書  位置情報要請時、端末側に同意書が表示されます。 

 

4.1.6 オペレータの機能オプションを一括変更  

オペレータの機能オプションを一括変更することで、オプション変更時、オペレータ別に毎回設定する必

要がありません。  

  「ユーザー管理」＞「グループ」をクリックします。  

 以下の表を参照し、一括変更するオプション情報を変更してグループオプション情報をクリックしま

す。 

全体使用 全オペレータが設定された機能を利用できます。  

使用しない 全オペレータが設定された機能を利用できません。 

ユーザー設定 オペレータ別に機能を設定することができます。 

 オプションでユーザー設定を選択できない機能があります。設定変更ができない場合は、該当機能の

利用権限がないため、ご購入先にお問合せください。 

 オプションに関しては、「4.1.５ オペレータ機能オプション変更」で説明されていますが、機能に

よってはオペレータオプションで指定できない場合があります。次の表を参照し、グループオプショ

ンのみで変更可能な機能をご確認ください。  

 

＜サポート開始/終了設定＞ 

 パソコン対応/  Androidサポート /  iOSサポート /  現場サポート 

 Android SDK /  iOS SDK/ Webビューア 
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タブ名 機能名 説明 

共通 

満了日のお知らせ 

/ / / / /  
ビューア待機画面にアカウント満了日を表示します。 

接続ページ情報の 

メール送信  

接続情報をメールで送信できる機能がアクティブになります。 

 「4.1.10 遠隔接続時、メールで接続情報送信」を参照 

接続ページ及びアプリ 

インストール情報を 

クリップボードにコピー  

/ / / /  

チャットまたはビューア待機画面に接続URLの誘導ボタンを

表示します。 

レポート作成 

/ / / /  

遠隔サポート中もしくは終了後、サポート内容を保存するこ

とができます。 

 「4.1.12 サポート終了後にレポート作成]を参照 

レポート作成  
遠隔サポート中もしくは終了後、サポート内容を保存するこ

とができます。 

遠隔サポート終了の 

お知らせ  

サポートが終了すると、お客様側のブラウザにオペレータ

名、サポート時間などを表示するウェブページを実行しま

す。 

終了後ポップアップ表示  

サポート終了後、お客様PCに実行するURLを指定します。 

 「4.1.11 接続終了後、お客様PCに特定のウェブページを

表示」を参照 

終了後ポップアップサイズ  終了ページポップアップサイズを設定します。 

アプリインストール情報SMS転送

使用  
接続するためのインストール・URL情報をSMSで転送します。 

モバイル 

サポート 

専用 

画面情報・システム情報 

同時受信  

遠隔接続時、システム情報を優先受信/システム情報と画面情

報同時受信を設定します。 

 

＜ビューア機能設定＞ 

 パソコン対応 /  Androidサポート /  iOSサポート /  現場サポート 

機能名 説明 

Ctrl+Alt+Delキー転送  Ctrl+Alt+Delキー転送機能の使用可否を選択します。 

文字チャット PCサポート時、チャット機能の使用可否を選択します。 
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(アプリチャット)  

画面録画(顧客側)  
お客様側PCに録画ファイル保存の使用可否を選択します。 

※改善型EXE(高速)方式ではご利用いただけません。 

画面録画(オペレータ)  録画機能の使用可否を選択します。 

画面録画(オペレータ)  録画機能の使用可否を選択します。 

録画ファイル保存先 / /  
録画ファイルの保存先を選択します。 

 （オペレータPCに保存/ネットワークドライブに保存） 

遠隔制御同意画面に 

録画ファイル保存の案内  
遠隔制御同意画面に録画ファイル保存案内の使用可否を選択します。 

お気に入り  お気に入り機能の使用可否を選択します。 

接続中の画面転送  
遠隔接続中、オペレータが前もってお客様画面を見ることができる機能

の使用可否を選択します。 

マウス追跡  
遠隔制御中のマウスカーソルを追従するViewerのカーソルの使用可否を

選択します。 

スクリーンショットモード  
遠隔制御のためのサーバとの接続に失敗した際に動作するスクリーンシ

ョットモードの使用可否を選択します。 

自動再接続使用 / /  自動再接続されるように設定します。 

画面転送モード  初期接続モードを写真モード、または映像モードに設定します。 

写真モード解像度  

写真（ピクチャー）モードで撮影時に転送される画像の解像度を設定し

ます。 

・基本解像度(640×480)  

・高解像度(モバイル端末に対応している最も高い解像度) 

サポートデータ転送 / /  サポート履歴を別途管理するための機能の使用可否を選択します。 

サポートデータ転送 

URL / /  
サポート履歴を別途管理するための機能のURLを設定します。 

サポートデータ詳細項目 

/ /  
サポートデータの詳細項目を選択します。 
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＜Agent設定＞ 

 パソコン対応 /  Androidサポート /  iOSサポート /  現場サポート 

機能名 説 明 

RemoteView使用 / / /  Agent上のRemoteView連動使用可否を選択します。 

Webビューアで開始ボタンの表示  Agent上にWebビューアで開始ボタンを表示します。 

Agent強制接続終了 / / / /  
Agentが同じアカウントでログインした場合に使用する強制終了

機能の使用可否を選択します。  

RemoteCall Agent利用状況 

 / / /  

Agentが同じアカウントでログインした場合,ほかに使用可能なユ

ーザーIDを表示します。 

Feedback使用 / / /  Agent上のFeedback使用可否を選択します。 

P2P接続使用 / / /  
お客様とオペレータPCが同一ネットワークセグメント上にある場

合、P2P接続で遠隔サポートを行うことができます。 

直接入力方式/ / /  
接続コードをオペレータ側から入力できるようにすることができ

ます。 

端末登録/ / /  
直接入力方式（オペレータから接続方式）で使用される端末を限

定することができます。 

 

＜セキュリティ設定＞ 

 パソコン対応/  Androidサポート /  iOSサポート /  現場サポート 

 Android SDK /  iOS SDK 

機能名 説 明 

Agentログ保存 

/ / / / /  
プログラムログファイルの生成機能の使用可否を選択します。 

Agent自動ログアウト 

制御 / / / / /  

設定時間内に遠隔サポートの操作がないと、Agentが自動的にログア

ウトされます。 

Agent自動ログアウト 

時間 / / / / /  

自動ログアウトの時間（1、3、5、10、15、30、60分）を選択しま

す。 

顧客案内ウィンドウ 

制御禁止  

メッセージボックスの制御可否を選択します。 

 「4.1.14 顧客案内ウィンドウ制御を禁止」を参照 

モジュール削除  
遠隔サポートモジュールの削除可否を選択します。 

 「4.1.13 接続終了後、お客様PCの遠隔モジュール削除」を参照 
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エスカレーション及び共有時に 

顧客自動許諾  

セッション伝達時、お客様の同意を必要としない自動許可機能の使用

可否を選択します。 

アプリケーション 

ロック  
アプリケーションロック機能を使用時のロックタイプを選択します。 

※実際ページ上で表示されないオプション設定は販売先の設定により異なります。詳細は販売先にお問い

合わせください。 

 

4.1.7 ピンコードの使用 

ピンコード機能を利用すると、接続コード入力後、またはアイコンクリック後、4桁のパスコードを入力

することでお客様と接続することができます。特にアイコン接続方式をご利用の場合、アイコンクリック

の誤りによる接続を防ぐことができます。 

 

 

 

 

ピンコード未使用時の接続プロセス 

 

 

 

 

ピンコード使用時の接続プロセス 

 

  「ユーザー管理」＞「グループ」をクリックします。  

  「セキュリティ設定」＞「ピンコード」を全体使用/ユーザー設定で保存します。 

 

  「ユーザー管理」＞「ユーザー」をクリックします。 

 設定するIDをクリックします。 

  「オペレータオプション」＞「セキュリティ設定」のピンコードにチェックを入れ、自動/固定を選択

し、設定を保存します。固定パスコードの場合は、固定ピンコードを入力します。 

サポート待機 
接続ページ 

接続 
接続 

接続コード入力 

アイコン 

クリック 

サポート待機 
接続ページ 

接続 

ピンコード 

入力 

接続コード入力 

アイコン 

クリック 

接続 
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お客様側に表示されるピンコード入力画面 

 

4.1.8 接続時、お客様に接続同意を確認  

遠隔接続の前に、お客様に接続関連の同意を確認して、遠隔サポートに詳しくないお客様が遠隔接続に対

して正確に認知、接続できるようにします。  

 

 接続同意使用前の接続プロセス 

 

 

接続同意使用後の接続プロセス 

 

  「ユーザー管理」＞「グループ」をクリックします。  

  「セキュリティ設定」＞「事前同意書」を「全体使用/ユーザー設定」で保存します。  

 

 

サポート待機 
接続ページ 

接続 
接続 

接続コード入力 

アイコン 

クリック 

サポート待機 
接続ページ 

接続 

遠隔接続 

同意 

接続コード入力 

アイコン 

クリック 

接続 
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  「ユーザー管理」＞「ユーザー」をクリックします。  

 設定するIDをクリックします。 

  「事前同意書」項目にチェックを入れ、設定を保存します。  

 

 

 

PCサポート時の遠隔サポート同意確認画面 

 

 

モバイルサポート時の同意画面           現場サポート時の同意画面 

 

 

4.1.9 IP、MACアドレスでオペレータを許可  

オペレータを制限されたPC環境でログインできるようにIPアドレスおよびMACアドレスを利用して制限す

ることができます。 

 

 グループ別の指定方法 

  「ユーザー管理」＞「グループ」をクリックします。  

  「セキュリティ設定」＞「IPアドレスの制限 / MACアドレスの制限」に移動します。  
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 IPアドレスで制限したい場合はIPチェックの値を、MACアドレスで制限したい場合は、MACチェッ

クの値を「全体使用」に変更します。 

 IPアドレス入力欄、MACアドレス入力欄に指定するIPアドレスまたはMACアドレスを入力し、「追

加」をクリックします。 

  「保存」をクリックし、設定を保存します。  

 

 

 オペレータ別の指定方法 

  「ユーザー管理」＞「グループ」をクリックします。  

  「セキュリティ設定」＞「IPアドレスの制限 / MACアドレスの制限」に移動します。 IPアドレスで

制限したい場合は「IPアドレスの制限」を、MACアドレスで制限したい場合は、「MACアドレスの

制限」の設定を「ユーザー設定」に変更し、「保存」をクリックします。 

  「ユーザー管理」>「ユーザー」をクリックします。 

 アクセスを制限するオペレータIDを選択します。 

  「セキュリティ設定」に移動します。 

 IPで制限したい場合はIPチェックボックスに、MACアドレスで制限したい場合は、MACチェックボ

ックスにチェックを入れます。  

 IPアドレス入力欄、MACアドレス入力欄に制限したいIPアドレスまたはMACアドレスを入力し、

 「追加」をクリックします。 MACアドレスは、ハイフンなしで入力する必要があります。  

  「保存」をクリックし、設定を保存します。 
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4.1.10 遠隔接続時、メールで接続情報送信  

遠隔接続時、口頭で接続ページおよび接続コード、またはアイコン番号をお客様に伝える必要があります

が、お客様のメールアドレスが分かる場合はメール接続誘導機能を使用し、お客様の 

メールアドレスに接続情報を送信することができます。  

 

 

    

 

メール接続誘導使用前  メール接続誘導使用後 

   

基本メールクライアントがインストールされていないオペレータは、メール接続誘導機能を使用すること

ができません。 

 

 

接続案内メール 

  「ユーザー管理」>「グループ」をクリックします。 

  「グループオプション情報」＞「サポート開始/終了設定」に移動します。 

 メール接続誘導の状態を「全体使用」に変更後、「保存」をクリックし、設定を保存します。 
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4.1.11 接続終了後、お客様PCに特定のウェブページを表示  

遠隔サポート終了後、お客様に接続に関する終了メッセージ以外に終了メッセージポップアップ 

URL機能で特定のウェブページをお客様のPCから自動で実行することができます。 

 

 サポート終了後のお客様 PC 状態 

遠隔サポート 

終了のご案内 
使用する 使用する 使用しない 使用しない 

お客様設定終了 

表示ウィンドウ 
使用する 使用しない 使用する 使用しない 

お客様サポート終了後の 

お客様PC状態 

終了の案内と 

指定したサイト

表示 

終了の案内 

のみ表示 

指定したサイト 

のみ表示 
何も表示しない 

 

  「ユーザー管理」＞「グループ」をクリックします。  

  「グループオプション情報」＞「サポート開始、終了設定」に移動します。  

  「終了後ポップアップ表示」を「全体使用」に変更後、URL入力欄にhttp://を含めたサイトのURLを

入力します。 

 

 

 

  「終了ページポップアップサイズ」を入力後、「プレビュー」をクリックして確認します。 

※2020年8月現在サイズ指定・位置指定機能はご利用いただけません。（年内対応予定） 

  「保存」をクリックし、設定を保存します。  

 遠隔サポート終了時、終了案内ページと設定された終了ポップアップウィンドウが 

表示されるようになります。 

 

  

http://を含めたサイトの/
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4.1.12  サポート終了後にレポート作成 

遠隔サポート終了後、レポートを作成することができ、レポートチェックやサポート区分機能を利用しよ

り便利に管理することができます。  

  「ユーザー管理」＞「グループ」をクリックします。  

  「グループオプション情報」＞「サポート開始/終了設定」に移動します。  

  「レポート作成」を「選択作成」または「必須作成」に変更後、「保存」をクリックし設定を保存し

ます。  

 

  「選択作成」はサポート内容の入力なしでも作成のポップアップを閉じることができ、 

 「必須作成」はサポート内容を入力後、作成のポップアップを閉じることができます。  

 

レポート作成画面 

 サポート区分を追加すると、サポート内容管理がより簡単になります。 

詳細は「4.3.1 サポート区分」を参照 

 

4.1.13  接続終了後、お客様PCの遠隔モジュール削除 

お客様との接続終了後、サポートのためにインストールされていたモジュールをモジュール削除 

機能を利用して、自動で削除することができます。  

  「ユーザー管理」＞「グループ」をクリックします。  

  「セキュリティ設定」に移動します。  

  「モジュール削除」を「全体使用」に変更後、「保存」をクリックし、設定を保存します。 
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4.1.14  顧客案内ウィンドウ制御を禁止 

遠隔サポート時、マウス・キーボード操作権限がある場合、録画開始、ファイル転送などの確認ウィンド

ウがお客様側に表示されてもオペレータ側で直接操作がすることができるようになっています。サポート

のポリシーによってオペレータ側でお客様側に表示されるメッセージを操作できないように事前に制限を

設けることができます。  

  「ユーザー管理」＞「グループ」をクリックします。  

  「セキュリティ設定」に移動します。  

  「顧客案内ウィンドウ制御禁止」を「全体使用」に変更後、「保存」ボタンをクリックし、設定を保

存します。 
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4.2 接続ページ 

接続ページメニューでは、遠隔接続時にお客様が接続するウェブページ関連の設定を変更することができ

ます。 ただし、webビューアで利用する接続ページのカスタマイズは対応しておりません。 

 

 

 「ユーザー管理」＞「会社」＞「接続ページ設定」もしくはグループ画面の右上にあるボタンをクリックす

ると、接続ページ設定画面に移動できます。 

 

 

接続ページには、会社管理者アカウントのみアクセスすることができます。 

デザインタイプによって、接続ページが標準接続ページ、テンプレート、ユーザーデ

ザイン設定に区分されます。 

 

 デザインタイプのご変更はご購入先にお問い合わせください。 
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ユーザーデザイン設定では、お客様が依頼したデザインファイルを圧縮ファイルで保

存しテンプレートに適用します。（ご購入先にお問い合わせください。） 

 

4.2.1 標準接続ページ 

デザインタイプが「接続標準ページ」の場合の設定項目です。 

 

 

 デザインタイプのご変更はご購入先にお問い合わせください。 

 

デフォルトで提供されるページ。別途接続URLが提供されず、接続コード方式で接続します。 

 



30 

 Copyright © RSUPPORT Co., Ltd. ALL RIGHTS RESERVED.  

 基本情報設定 

 

 

SSL接続 : 接続ページのSSL使用可否を設定 

個人情報保護 : 接続ページの個人情報保護機能の使用可否を設定 [個人情報保護機能使用時] 

 Agent上のサポート履歴詳細のオペレータ情報だけでなく、お客様PC名/IPアドレス/MACアドレス

を表示しません。 

 管理者ページのサポート履歴詳細ページのユーザー情報およびお客様情報を表示しません。 

 モバイルサポート時、チャットタブのMSISDN / IMEIを表示しません。 

サマータイム使用 : サマータイムの使用と期間を設定 

対応言語：日本語、韓国語、英語、中国語(簡体字、繁体字)、フランス語、スペイン語、ポルトガル語か

ら選択できます。 

基本言語：上記の「対応言語」で対応していない言語をお客様が使用する場合に表示される基本言語を設

定します。 

 

 接続ページ設定 

接続ページの各種設定バナータブや接続タグを提供します。 
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 使用グループ 

該当の接続ページを使用するグループが表示されます。 

 

 

4.2.2 テンプレート 

デザインタイプが「テンプレート」の場合の設定項目です。 

 

デザインタイプのご変更はご購入先にお問い合わせください。 

 

 接続ページ設定 

接続方式やデザイン、テンプレート、表示カラーなどの設定を行います。 

 

接続URL：接続ページのURLを設定することができます。ご購入先にお問い合わせください。 

接続方式：接続コード方式とアイコン方式の2種類があります。 

アイコン方式とは、オペレータに割り当てられる番号を利用して接続する方式で、自動番号割当およびオ

ペレータ固定方式を提供します。 

オプション：次の枠の領域の表示可否を設定します。 
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区分 内容 

① ブラウザーヘルプ機能 

ページの上段に表示され、現在接続中のブラウザ情報およ

び接続ヘルプや次回からの表示可否チェックを表示しま

す。 

② お気に入り追加 Windowsのお気に入り追加機能が表示されます。 

③ 更新機能 画面の更新機能が表示されます。 

④ 顧客名入力  お客様名の入力欄を表示します。 

⑤ アイコン方式で接続コード表示 
接続コードをアイコン方式で表示します。(接続方式が「ア

イコン」のときのみ) 

⑥ 接続プログラムダウンロード機能 
接続ページに接続しなくても利用できる接続プログラムの

ダウンロードリンクを表示します。 

  

① 

⑤ 

⑥ 

④ 

② c

⑥ 

③ 
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モジュールタイプ 

区分 内容 

EXE方式 
最も一般的に使う方式で、接続ページで実行ファイルをダウンロードして

インストールする方式です。ブラウザの種類に関係なく使用できます。 

インストーラ形式 

事前にモジュールをダウンロードしてから待機番号アイコン（又は接続コ

ード入力）画面を表示する方式により、アイコンクリックしてから接続ま

での時間が速くなります。 

改善型 EXE (高速) 方式 

標準ダウンロードモジュールの容量を軽減し接続までの時間を短縮した方

式です。標準からはずれたモジュールは選択可能、また利用時にダウンロ

ードしてご利用可能です。 

接続後自動ダウンロード 

モジュール 

改善型 EXE (高速) 方式を選択時表示されます。 

標準モジュールに含まれない以下5つのモジュールは選択することでサービ

ス利用時に使用可能な機能として設定することができます。 

 プレゼンテーション機能 

 文字チャット 

 システム情報/プロセス情報表示 

 音声チャット/サウンド共有 

 遠隔プリンター 
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 テンプレート設定 

 

 

適用言語：設定したテンプレートを特定の言語にのみ適用させます。 

共通画像：ロゴ、タイトル、メイン画像を修正します。 

ユーザーデザイン使用…希望するメッセージやイメージに修正できます。すべての言語に適用…設定した

テンプレートを全言語に適用させます。 

接続ページ初期画面：お知らせタイトル、お知らせ内容、お知らせ連絡先、顧客名入力 レーベルを修正

します。 

サポート中画面：お知らせタイトル、お知らせ内容を修正します。 

接続終了画面：お知らせタイトル、お知らせ内容を修正します。 

  

cv 
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4.3 サポートツール管理 

4.3.1 サポート区分 

遠隔サポートまたはチャットサポート中、レポート作成時にサポート区分を追加しオペレータがサポート

区分を選択しないとレポートが保存できないようにすることで作成されたレポートをサポート区分別に管

理することができます。 

 

 

 

 

サポート区分使用前  サポート区分使用後 

 

 サポート区分の追加 

次の方法でサポート区分を追加することができます。 

  「サポートツール管理」＞「サポート区分」をクリックします。 

  「下位区分追加」をクリックします。 

  「サポート区分」および「備考」を作成後、「保存」をクリックしサポート区分を保存します。 

 

      

 

 ③のような方法で、複数のサポート区分を登録します。 
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4.3.2 お気に入り 

オペレータが、遠隔サポート中によく使用するウェブページやファイル、メッセージを予め設定し、 

遠隔サポートをよりスムーズにできるようになります。 

 

    

  

 

お気に入り(URL)：管理者ページ/Agent上で追加、修正、削除することができます。 

ショートメッセージ(RC)： 管理者ページ/Agent上で修正することができます。 

ショートメッセージ(RCMP)： 管理者ページ/Agent上で修正することができます。 

ショートメッセージ(現場サポート)： 管理者ページ/Agent上で修正することができます。 
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 お気に入り(URL)の追加 

全オペレータに一括でお気に入りにURLを付与することができます。  

管理者が追加したURLは、オペレータが任意で修正や削除することはできません。 

次の方法でお気に入りを追加することができます。 

  「サポートツール管理」＞「お気に入り(URL)」をクリックします。 

  「追加」をクリックし、「お気に入り名」および「URL」を作成後、「保存」をクリックし、 

お気に入りを登録します。 

 ②のような方法で複数のお気に入りを登録します。 

 

 一般オペレータ権限の場合、「個人設定」タブから追加、変更および削除が可能です。 

 

 ショートメッセージの変更(PC/RCMP/RCVP)  

チャットでよく使用するメッセージを簡単に送信することができます。 

10個のデフォルトメッセージを提供しており、次の方法で提供されたメッセージを変更することが 

できます。 （RCMP：モバイルサポート、RCVP：現場サポート） 

  「サポートツール管理」＞「ショートメッセージ」をクリックします。  

 登録されているショートメッセージリストから、変更するショートメッセージを選択し 

修正後、「保存」をクリックしてメッセージを変更します。  

 

 

 一般オペレータ権限の場合、「個人設定」タブから追加、変更、削除が可能です。 
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  アプリケーションロック管理(モバイル) 

遠隔サポート中、お客様のプライバシーが含まれた特定のアプリケーションにオペレータのアクセスを 

制限することができます。管理者が追加したアプリケーションリストは、オペレータが修正および 

削除することができます。  

次の方法でアクセスを制限するアプリケーションを追加することができます。 

  「サポートツール管理」＞「アプリケーションロック(モバイル)」をクリックします。  

  「追加」をクリックし、「パッケージタイトル」と「パッケージ名」を作成後、「保存」をクリック

し、アプリケーションに登録します。  

 

 

 

 ②のような方法で複数のアプリケーションを登録します。 

 登録されたアプリケーションをクリックすると、修正、削除をすることができます。 

 

登録されたアプリケーションは、「ユーザー管理」>「グループ」>「グループオプション情報」＞「セ

キュリティ設定」のモバイルアプリケーションロックタイプ(許可/ロック)にしたがって適用されます。 

例）ロック設定時、ロックタイプで登録されているアプリケーションのアクセスを制限します。 

   許可設定時、許可タイプで 登録されているアプリケーションのアクセスを制限します。 

 

 モバイルのシステムログコマンド(モバイルサポート) 

遠隔サポート中にシステムログ情報照会時、基本コマンド以外のコマンドを予め登録し、使用することが

できます。 

 

 アプリ内画面転送制限（Android） 

遠隔サポート中、特定のアプリケーションの画面をオペレータへ転送しないようにできます。管理者が追

加したアプリケーションリストは、オペレータが修正および削除することができます。  

次の方法でアクセスを制限するアプリケーションを追加することができます。 

  「サポートツール管理」＞「アプリ内画面転送制限(Android)」をクリックします。  
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  「追加」をクリックし、「パッケージタイトル」と「パッケージ名」を作成後、「保存」をクリック

し、アプリケーションを登録します。 

 

 2番の手順で複数のアプリケーションを登録します。 

 登録されたアプリケーション名右のボタンより、修正、削除ができます。 

 

 アプリケーションの種類によっては制限をかけることのできないものがあります。 

 

 iPhone案内イメージ(モバイルサポート) 

iPhoneサポート時、よく使用するイメージを予め登録しておくと、必要時に毎回PCからイメージを探す手

間がなくなり、登録されているイメージを簡単に使用することができます。  

  「サポートツール管理」＞「iPhone案内イメージ」をクリックします。  

  「追加」をクリックし、「イメージ検索」および「イメージ説明」追加後、「保存」をクリックし、

イメージをアップロードします。  

 ②のような方法で10個のイメージを登録することができます。 

 登録されているイメージをクリックし、修正、削除することができます。 

 

 

4.4 製品使用管理  

製品使用管理では、使用履歴を照会することができます。  

 

4.4.1 現在ログイン中のオペレータを確認  

現在ログイン中のオペレータリストを確認することができます。  

  「製品使用管理」＞「現在ログイン中のユーザー」をクリックします。  

  「表示」をクリックすると、オペレータPCの情報が確認でき、「強制終了」をクリックすると該当の

オペレータをログアウトさせることもできます。  
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4.4.2 現在サポート中のオペレータを確認  

現在お客様と接続中のオペレータを確認することができます。  

  「製品使用管理」＞「現在サポート中のセッション」をクリックします。  

  「表示」をクリックすると、オペレータ情報およびお客様情報を確認することができます。  

 

4.4.3 オペレータの接続履歴を確認  

オペレータが製品を使用した履歴を「ユーザーログイン履歴（Agent）」から確認できます。 

  「製品使用管理」>「ユーザーログイン履歴（Agent）」をクリックします。 

日付を設定後、「検索」をクリックすると設定期間の履歴のみ照会できます。 

 「Excel出力」をクリックすると、画面に表示される履歴をExcelファイルでダウンロードすることが

できます。 

  「表示」をクリックすると、該当履歴の詳細情報を確認できます 

 

4.4.4 管理ページへのログイン履歴を確認 

ユーザーが管理画面に接続した履歴を「ユーザーログイン履歴（Admin）」から確認できます。 

  「製品使用管理」>「ユーザーログイン履歴（Admin）」をクリックします。  

日付を設定後、「検索」をクリックすると設定期間の履歴のみ照会できます。 

 「Excel出力」をクリックすると、画面に表示される履歴をExcelファイルでダウンロードすることが

できます。 

 履歴は「成功」と「失敗」のみ残り、確認することができます。  

 

4.4.5 オペレータから接続方式の端末登録  

オペレータから接続方式を利用し、その端末を限定したい場合、「登録端末のリスト」から確認できます。 

 

 端末名：管理者が任意で名称を入れることができます。  

※英大・小文字、数字、日本語、特殊文字を最大20文字まで任意で入力することができます。 

 登録番号：現場サポートアプリ側に表示される8桁数字のみで入力します。 
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 登録日時 : モバイル端末と8桁のコードの登録確認が終わった時刻が表示されます。 

 状態：登録作業が完了したら登録、モバイルアプリから「端末登録」を無効にすると「登録解除」状

態になります。 

       

 

 端末登録： 管理者のみ操作・表示可能です。（マネージャー、ユーザー利用不可） 

             

 

4.4.6 オペレータ別サポート回数を確認  

オペレータがお客様と接続した履歴を「ユーザー別サポート回数」から確認できます。  

  「製品使用管理」>「ユーザー別サポート回数」をクリックします。 

  「サポート履歴表示」をクリックするとサポート履歴メニューに移動します。 

 

4.4.7 サポート履歴  

オペレータのサポート内容の詳細を確認することができます。  

  「製品使用管理」>「サポート履歴」をクリックします。  

  「検索結果の表示」をクリックすると、詳細内容を確認することができます。  

日付を設定後、「検索」をクリックすると設定期間の履歴のみ照会できます。 

 「Excel出力」をクリックすると、画面に表示される履歴をExcelファイルでダウンロードすることが

できます。 

 

 

 

出力するサポート履歴データの数が多い場合、時間を要する場合やサーバアクセス混

雑具合によってはタイムアウトになり、Excel出力ができない場合もあります。Excel

出力時には検索期間を短く調整することで改善できます。 
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4.4.8 同時接続ユーザーリスト 

同時ユーザー数ライセンスを使用する場合、同時接続ユーザーリストメニューが追加されます。 

契約されたライセンスユーザー数対現在サポート中のユーザー数を照会することができます。 

 

 

ログインユーザー数制限ライセンスは、発行ID数によってAgent利用が可能で、同時

ユーザー数ライセンスは、契約されたライセンス数によってAgentの利用が可能で

す。そのため、同時ユーザー数ライセンスでは契約されたライセンスよりIDが多い場

合があります。   

 

4.4.9 ダウンロード 

RemoteCallサービスを利用する際の設定に関する資料やツールをダウンロードすることができます。 

区分 内容 

サーバドメイン・IP一覧 
RemoteCall サービスの利用において使用されるサーバーのドメイン・I

P一覧です。 

サービスチェックツール 
RemoteCallサービスを利用するにあたって各サーバーとの通信状況をチ

ェックするツールです。 

MACアドレスビューア 
オペレータのログインを制限する場合、制限をかける対象のMACアドレ

スを検出するツールです。 

ログ収集ツール RemoteCallのログを取得するツールです。 

RsDoctor 遠隔サポートの事前動作チェック及びログ収集ツールです。 
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4.5 統計 

サポート履歴をもとに、様々な統計情報を確認することができます。 

  

 

 時間帯別/日付別/月別/オペレータ別/サポート区分別/サポート時間別/OS別/ウェブブラウザ別に統

計を確認することができます。 

 上部にあるグループコンボボックス で選択したグループの統計と、「全体グループ検索」にチェ

ックが入っている場合、全体グループに関する統計情報を確認することができます。 

 「Excel出力」をクリックすると、画面に表示される情報をExcelファイルでダウンロードすることが

できます。 

Excel出力は、期間が最大3か月間の内容を出力することができます。 

 

 

 

 

 

①  

② 
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4.6 ラウンジ管理 

ラウンジの利用状況と発行されたギフト券の情報を確認することができます。 

 

 



 

 

Help Desk  

 

本マニュアルにつきましてご不明な点がございましたら、 

ご購入先又はオンラインヘルプデスクへお問い合わせください。  

 

・製品ヘルプデスク  

https://www.remotecall.com/jp/ 

  

・オンラインヘルプデスクお問い合わせ  

https://help.remotecall.com/hc/ja/requests/new 

 

Copyright © 2001~2021 RSUPPORT Co., Ltd. ALL RIGHTS RESERVED. www.rsupport.com 

https://www.remotecall.com/jp/
https://help.remotecall.com/hc/ja/requests/new

