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お知らせ 

 

 

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。 

 

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。  
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注意事項 

3G/4G/5G データネットワークによる遠隔サポート時、ご契約のデータ料金プランによっては高

額なパケット 通信料の発生や、回線提供者の速度制限が発生する場合があります。遠隔サポート

をご利用になる前に使用可能なWi-Fiネットワーク環境があるかどうかご確認ください。 

 

 

用語説明 

用語 説明 

遠隔サポート 顧客の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

ットを通して顧客の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 顧客の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) 
顧客のモバイル端末に遠隔接続し、遠隔サポートを行う人 

顧客 オペレータに遠隔サポートを要請し、サポートを受ける側 

接続コード 遠隔サポートを開始するために顧客が接続ページで入力する数字 
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1．RemoteCall Webビューア for iOSについて 

1.1 RemoteCall Webビューア for iOS とは 

RemoteCall Webビューア for iOSとは、オンラインで顧客のモバイル端末(iOS)の画面を共有

し、デバイスのトラブルを遠隔で診断/解決することができるサポートシステムです。 

Webビューアでは画面共有、遠隔制御、音声チャット、サポートレポートの作成など様々な機

能を提供しており、専用のプログラムをインストールする必要もありません。Webブラウザが利

用できる環境であれば、顧客はオペレータの案内に従い専用のWebページに接続コードを入力す

るだけで、リアルタイムでオンラインサポートを受けることができます。 

 

1.2 動作環境 

次のWebページにて動作環境をご確認ください。 

https://www.remotecall.com/jp/support/operating-environment/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.remotecall.com/jp/support/operating-environment/
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2．Webビューアでモバイル・現場サポートを行う 

2.1 モバイル・現場サポートとは 

2.1.1 モバイルサポート機能とは 

インターネットを通じてiOS基盤のモバイル端末画面を共有し、顧客端末のトラブルを遠隔で診

断、または解決することができる機能です。モバイルサポート機能を利用することで、オペレー

タPCから顧客をサポートすることができるようになり、顧客はサービスセンターに訪問する必要

がなく、ワイヤレスネットワークが可能な環境でサポートを受けることができます。 

モバイルサポートを行うには、顧客の端末に専用アプリケーションのインストールが必要です。 

 

2.1.2 現場サポート機能とは 

顧客がスマートフォンのカメラで撮影している映像をオペレータと共有することで、電子機器

の整備など、不具合が発生した場合に、顧客のモバイル端末を通して見える映像をオペレー タが

遠隔で直接確認し、不具合を判断することができる機能です。 

専用アプリケーション、またはブラウザからも現場サポートを行えます。 

 

 

2.2 モバイル・現場サポートの流れ 

Webビューアモバイル・現場サポートは下記の手順で行われます。 

詳細は次をご参照ください。 
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2.2.1 オペレーター：遠隔サポートを行うための事前準備 

① Webビューア専用ページ（https://remotecall.io/）を開きます。 

② オペレーターのユーザーIDとパスワードを入力して「ログイン」ボタンをクリックします。 

 
 

③ 「遠隔サポート開始」ボタンをクリックして、6桁の接続コードを発行します。 

 ※6桁の接続コードはランダムに表示されます。 

 

 

2.2.2 顧客：遠隔サポートを受けるための事前準備 

遠隔サポートを受ける方法によって、事前準備作業が異なります。 

・モバイルサポートを受ける場合（アプリケーションのみ） 

・現場サポートを受ける場合（アプリケーション、ブラウザのどちらか） 

 

【 モバイルサポートを受ける場合 】 

※すでに顧客端末にアプリケーションをダウンロード済みでしたら、次の③へお進みください。 

 

① 顧客端末でApp Storeを開き、「RemoteCall」を検索します。 

② 右側のアイコンと同じアプリケーションをダウンロードします。 

 ※右側のアイコンは、Webビューア専用のアプリケーションです。 

https://remotecall.io/
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③ 上記②でダウンロードしたアプリケーションを開き、オペレーターに 

案内された6桁の接続コードを入力して「接続する」をクリックします。 

※6桁の接続コードは、「2.2.1 オペレーター：遠隔サポートを行う 

ための事前準備」の③で発行した数字です。 

 ※アプリケーションを初回実行の際、端末の画面や写真へのアクセス権限 

許可を求められます。すべての権限を許可して次へお進みください。 

 

④ 以下の画面が表示されましたら、顧客側の事前準備は完了です。 

 

 

【 現場サポートを受ける場合：アプリケーション利用時 】 

上記の【モバイルサポートを受ける場合】と同様です。 

 

【 現場サポートを受ける場合：ブラウザ利用時 】 

① Safariブラウザのアドレスバーに専用サポートページ(https://113366.io/)を開きます。 

② 「現場サポート」の「選択」ボタンを選択します。 

③ オペレーターに案内された6桁の接続コード 

 を入力して「接続する」をクリックします。 

※6桁の接続コードは、「2.2.1 オペレーター： 

遠隔サポートを行うための事前準備」の③で 

発行した数字です。 

※毎回、サービス利用と利用規約の同意を求め 

 られます。必須項目は必ず同意のうえ、次へ 

 お進みください。 

※「モバイルサポート」を選択すると、 

【 モバイルサポートを受ける場合 】の②のアプリケーションが実行されます。 

https://113366.io/


  
9 

© RSUPPORT Co., Ltd. ALL RIGHTS RESERVED. www.rsupport.com 

④ 端末画面の下部の「現場サポートを開始します」をクリックします。 

 

⑤ 端末のカメラ映像がオペレーターの遠隔画面に表示されたら、完了です。 

 

2.2.3 オペレーター：遠隔サポートを行う 

 遠隔サポートを開始すると、オペレータ画面は以下のようにサポート画面（顧客のモバイル端

末画面）に切り替わります。 

 
 

 オペレータはWebブラウザ上で顧客のモバイル端末画面を見ながらサポートモード（モバイル/

現場サポート）を切り替えやその他の機能（画面設定、画面収録による画面共有、レポート作成 

など）をご利用いただけます。 

 

【 注意事項 】 

・顧客のモバイル端末がアプリバックグラウンド状態（モバイル・現場サポートアプリを表示し 

ない状態）になった場合、顧客がデバイス画面をキャプチャすると、キャプチャしたイメージ 

がオペレーターの遠隔画面に送信されます。 

・オペレータの初回利用時、カメラ権限を求める「remotecall.io」が次の許可を求めています」 

 とのメッセージが表示されます。オペレータの画像を顧客に共有する場合、権限を許可してく 

ださい。 
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3．遠隔画面のツールバー 
 

オペレーターは遠隔画面に表示されるツールバーで様々な機能をご利用いただけます。 

3.1 アプリケーション：モバイルサポートの機能 

 
 

アイコン名 / サブメニュー 説明 

 

メニュー 

音声チャットをONにする 音声チャットを開始/終了します。 

画面キャプチャ 

顧客のモバイル画面をキャプチャしてオペレータPCに

保存します。 

※拡張子：JPG 

※オペレーターがChromiumベースのブラウザの場合

のみ利用可能です。 

画面記録設定のご案内 

顧客のモバイル画面をオペレーターへ共有するため

の、画面収録機能をコントロールセンターに追加する

方法を案内します。 

画面記録設定開始の 

ご案内 

顧客がコントロールセンターから画面収録機能を有効

にする方法を案内します。 

レポートの作成 遠隔サポートの履歴を作成/修正できます。 

遠隔サポートを終了する 遠隔サポートを終了します。 

   サポートモードの切替ボタン 
サポート方式(モバイル/現場)を切り替えできます。 

 画面共有リクエスト 

オペレーターが顧客へモバイル画面の共有をリクエス

トします。 

 

画面設定 

画面比率 顧客のモバイル画面の比率を調節して表示します。 

全体画面 遠隔画面をフルで表示できます。 

 遠隔サポートを終了する 
遠隔サポートを終了します。 
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【 メニュー 】 

① 音声チャットをONにする 

オペレータと顧客の音声チャットを開始/終了します。 

本機能を利用するには、オペレータのブラウザのマイク使用権限を「許可」してください。 

 ※マイク権限をブロックした場合、ブラウザのアドレスバー 

左側の鍵マークをクリックして権限を許可してください。 

 

 

② 画面キャプチャ 

サポート中の顧客のモバイル画面をキャプチャしてオペレータPCに保存します。 

※ファイル保存先：オペレータのブラウザの基本設定 (デフォルト：ダウンロードフォルダ) 

※オペレーターがChromiumベースのブラウザの場合のみ利用可能です。 

※ファイル拡張子：JPG 

 

③ 画面記録設定のご案内 

顧客のモバイル画面をオペレーターへ共有するために必要な画面収録機能の設定方法を顧客の

モバイル画面に表示します。 

ガイドに従って設定を行うと、顧客のモバイル画面がオペレータの遠隔画面に共有されます。 

 

※以下の流れは顧客が行う設定方法です。（機種やOSによって異なる場合があります） 

1．顧客のモバイル端末から「設定 > コントロールセンター」を開きます。 

2．「含まれているコントロール」リストに「画面収録」がない場合、「コントロールを追加」 

から「画面収録」左側の「+」ボタンを選択してください。 

3．「含まれているコントロール」リストに「画面収録」が追加されたら完了です。 
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④ 画面記録設定開始のご案内 

 上記③でコントロールセンターに追加した「画面収録」機能を実行する方法を顧客のモバイル

画面に表示します。 

 

※以下の流れは顧客が行う設定方法です。（機種やOSによって異なる場合があります） 

 1．コントロールセンターの「画面収録」ボタンをクリックします。 

 2．画面収録機能が使えるアプリケーションリストから「RemoteCall」を選択します。 

 3．「ブロードキャストを開始」をクリックしします。 

 4．リスト上部の画面収録アイコンが白から赤に変わりましたら、完了です。 

 
 

④ レポートの作成 

オペレータが遠隔サポートの履歴を作成/修正することができます。 

※作成した内容は以下のユーザー管理者ページから確認できます。 

・製品使用管理 > サポート履歴 > 検索した履歴右側の「表示」> サポートレポート 

              

[サポートレポート作成画面]               [サポート履歴詳細ページ] 
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【 サポートモードの切替 】 

サポートの方式（モバイルサポート/現場サポート）を切り替えできます。 

オペレータの遠隔画面にはモード切替リクエスト中の画面が表示され、顧客の画面にはカメラ

使用を求めるポップアップが表示されます。顧客がポップアップの「許可する」をタップすると

モードが切り替わります。 

 
 

【 画面共有リクエスト 】 

 顧客が端末設定を行わなくても、オペレーターが画面共有をリクエストできる機能です。 

  

※利用方法は以下をご参照ください。 

 1．オペレーターが上部のツールバーから「画面共有リクエスト」をクリックします。 

 2．顧客端末のブロードキャスト画面から「ブロードキャストを開始」をクリックします。 

 3．ブロードキャスト画面上部の白い円形アイコンに数字がカウントダウンされます。 

 4．白い円形アイコンが赤い円形アイコンに切り替わりましたら、完了です。 

 
 

【 画面設定 】 

① 画面比率 

オペレータの遠隔画面を拡大して表示します。 

 

② 全体画面 

遠隔画面をオペレータのモニターのサイズに合わせてフルサイズで表示します。 

画面設定機能の「元に戻す」を選択すると全体画面を解除できます。 
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3.2 アプリケーション：現場サポートの機能 

 
 

アイコン名 / サブメニュー 説明 

 

メニュー 

音声チャットをONにする 音声チャットを開始/終了します。 

画面キャプチャ 

顧客のモバイル画面をキャプチャしてオペレータPCに

保存します。（拡張子：JPG） 

※オペレーターがChromiumベースのブラウザの場合

のみ利用可能です。 

画面記録設定のご案内 

顧客のモバイル画面をオペレーターへ共有するため

の、画面収録機能をコントロールセンターに追加する

方法を案内します。 

画面記録設定開始の 

ご案内 

顧客がコントロールセンターから画面収録機能を有効

にする方法を案内します。 

レポートの作成 遠隔サポートの履歴を作成/修正できます。 

遠隔サポートを終了する 遠隔サポートを終了します。 

   サポートモードの切替ボタン 
サポート方式(モバイル/現場)を切り替えできます。 

 描画 
オペレーターが顧客のモバイル画面に描画します。 

 AR描画 

オペレーターが顧客のモバイル画面にARの矢印などを

表示できます。 

 画面共有リクエスト 

オペレーターが顧客へモバイル画面の共有をリクエス

トします。 

 ツール 

オペレータが顧客の端末画面の状態を変更します。 

カメラの切替、フラッシュ、方向の案内を行います。 

 

画面設定 

画面比率 顧客のモバイル画面の比率を調節して表示します。 

全体画面 遠隔画面をフルで表示できます。 

 遠隔サポートを終了する 
遠隔サポートを終了します。 
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※「メニュー」、「画面共有リクエスト」、「サポートモードの切替」、「画面設定」の詳細は、 

「3.1 アプリケーション：モバイルサポートの機能」をご参照ください。 

 

【 描画 】 

オペレーターが描画の種類を選択して顧客の端末画面に描画します。 

 

・図形 

図形のタイプを選択して描画します。 

・色 

図形の色を選択して描画します。 

・すべてクリア（一括削除） 

描画した内容を一括削除します。 

※顧客PCの画面比率が変更、または切り替わる際、描画が削除されることがあります。 

 

【 AR描画 】 

オペレータが顧客のモバイル画面にARの矢印などを表示できます。 

 

利用方法は以下をご参照ください。 

1．遠隔画面の上部ツールバー「AR描画」をクリックします。 

2．「AR描画」ボタンの右下の下矢印をクリックします。 

3．顧客のモバイル端末に表示するARアイコンを選択します。 

 ※アイコンの形や色は任意で選択できます。 

 ※「すべてクリア」を選択すると、表示したARアイコンが 

  一括で削除されます。 

4．アイコンは以下のように表示されます。 
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【ツール】 

オペレータが顧客のモバイル画面に指示内容を表示します。 

※ツールを使用するためには、描画を無効にする必要があります。 

※ビューア画面の左側にポップアップで表示されます。 

 

・カメラの切替 

顧客のモバイル端末のカメラを前面/背面に切替えます。 

・フラッシュ 

顧客のモバイル端末のフラッシュをON/OFFに切替えます。 

・方向の案内 

顧客のモバイル画面上にカメラの方向を指示する案内を表示します。 

 

 

3.3 ブラウザ：現場サポートの機能 
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メニュー名 説明 

トップメニュー 方向案内、バーコード読み取り、位置情報、サポート時刻、サポート

終了ボタンなどを利用できます。 

サイドメニュー ポインターや描画、オペレーター映像、レポート作成、チャットなど

を利用できます。 

ボトムメニュー スクリーンショット、マイク制御、カメラ全面・後面切り替え、画面

共有の一時停止、画面角度の調整などを利用できます。 

 

※サイドメニューの右上、または左上の小さな矢印をクリックすると、サイドメニューを非表示 

できます。 

 

3.3.1 トップメニュー 

アイコン 機能名 説明 

 
方向 

顧客のモバイル画面上に矢印やメッセージを表示して 

アクションを指示します。 

 
バーコードを読み取る 顧客のカメラでバーコードを読み取ることができます。 

 
位置情報 顧客の位置情報をリクエストします。 

 
サポート時間 サポートの経過時間を表示します。 

 
サポート終了 サポートを終了します。 

 

【 方向 】 

顧客のモバイル画面上に矢印やメッセージを表示して 

アクションを指示します。 

 

ボタンをクリックすると、オペレーターの遠隔画面の下部に

表示されたツールボタンで以下を指示できます。 

・左右上下や斜めの方向を指示 

・端末を物体に遠ざけたり、近づける 

・カメラの向きを上下に動かせる 
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【 バーコードを読み取る 】 

顧客のデバイスのバーコードを読み取ることができます。 

 

 

【 位置情報 】 

顧客の位置情報をオペレーターに共有できる機能です。 

 

利用方法は以下をご参照ください。 

1．トップメニューの位置情報ボタンをクリックし、顧客へ位置情報の共有をリクエストします。  

2．顧客はモバイル端末のリクエスト画面から「確認」を押下します。 

※顧客端末の位置情報機能がオフの場合、オンに設定変更を求める画面を表示します。 

 位置情報機能をオンしてから、ブラウザに戻ってください。 

※顧客が端末の設定方法を求める画面を閉じた場合、オペレーターに位置情報が拒否されたと 

 のメッセージが表示されます。顧客が位置情報をオンしてから、もういとど位置情報の共有 

をリクエストしてください。 

3．顧客端末に「Safariに位置情報の使用を許可しますか？」のメッセージが表示されたら、任意 

 で「一度だけ許可」、または「Appの使用中は許可」を押下してください。 

4．顧客端末に「”113366.io”であなたの位置情報を利用しようとしています。」のメッセージが 

表示されたら、「許可」を押下します。 
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3.3.2 サイドメニュー 

 

 

機能名 説明 

ポインタータイプ 顧客に指示するためのポインタータイプを選択します。 

描画ツール 描画の線や図形のタイプや太さ、カラーを選択します。 

テキストツール 顧客のモバイル画面に表示するテキストを追加・修正します。 

スタンプ 番号付けのスタンプを顧客のモバイル画面上に表示します。 

取り消し・やり直す・ 

すべてクリア 
描画を前後の作業に戻したり、すべての描画を一括で削除します。 

オペレータイメージ オペレーターのカメラ映像やイメージを顧客が確認できます。 

スクリーンショット 画面キャプチャした顧客のモバイル画面を確認します。 

レポート作成 サポートをしながらレポートを作成できます。 

チャット 顧客にチャットを送れる機能です。 
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【 ポインタータイプ 】 

顧客のモバイル画面に表示された特定場所を指示するための 

ポインタータイプを選択します。 

ポインタータイプは以下の3種類です。 

①マウス 

②レーザー 

③スポットライト 

 

 

 
 

[ スポットライト使用時の顧客モバイル画面 → ]  

 

【 描画ツール 】 

描画する線・図形のタイプ、太さ、カラーを選択します。 

 

① 線と図形タイプの種類 

・実線 

・実線の矢印 

・破線の矢印 

・三角形 

・四角形 

・円形 

② 太さ 

線や図形の太さを設定します。 

（4段階の太さ：3、5、7、9pt） 

③ カラー 

線や図形のカラーを設定します。 

（6種類：赤、黄、緑、水、青、紫） 

 

 

 
 

[ 図形や線の使用例 → ] 
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【 テキストツール 】 

顧客のモバイル画面にテキストを挿入できます。 
 

利用方法は以下をご参照ください。 

1．「テキスト挿入」ボタンをクリックし、挿入したい 

オペレーターの遠隔画面をクリックします。 

 ※挿入前に右側の円形をクリックしてテキストの色を変更できます。 

 （6種類のテキスト色：赤、黄、緑、水、青、紫） 

2．遠隔画面に表示されたテキストボックスを 

 クリックすると、上部にツールが表示されます。 

3．テキストの修正や文字の大きさを設定します。 

 ※テキストは30文字まで設定できます。 

 ※「すべてクリア」でテキスト一括削除できます。 

4．作成したテキストを顧客のモバイル画面上に表示するには、ツールの「確認」を押下します。 

 ※一度顧客のモバイル画面に表示したテキストは修正することができません。 

 ※モバイル画面に表示したテキストは、テキスト上部の傾斜を調節できます。 

 ※モバイル画面に表示したテキストは、テキスト右上の「X」印で削除できます。 

 

 

【 スタンプ 】 

顧客のモバイル画面上に番号付けのスタンプを表示します。 

1～10までのスタンプ番号から選択できます。 

※「1～5」、「6～10」の番号が1列ずつ表示されます。 

 両端の矢印をクリックして番号を選択してください。 

 

 

[ 顧客のモバイル画面に表示されるスタンプ ] 
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【 取り消し・やり直す・すべてクリア 】 

描画の作業手順を以下のように操作できます。 

・取り消し 

・やり直す 

・すべてクリア 

 

【 オペレータイメージ 】 

顧客のモバイル画面に表示するオペレータイメージを設定します。 
 

オペレータイメージは、以下のどちらかをご利用いただけます。 

・画像：ユーザーアドミンページで予め設定した画像を表示します。 

・カメラ映像：オペレータのカメラ映像をリアルタイムで配信します。 

※画像は、グループ共通イメージと個別設定イメージのどちらかを選択して設定できます。 

※グループ共通イメージの画像は、管理者のみ修正できます。 

※画像は任意で設定するまでデフォルトイメージで表示されます。 

※アップデートできる画像ファイルの拡張子：jpg、gif、png、bmp 

 

利用方法は以下をご参照ください。 

1．「オペレータイメージ」の右側の矢印をクリックすると、設定された画像を確認できます。  

2．オペレータのカメラ映像に切り替えたい場合、「カメラ映像」をクリックしてください。 

3．もう一度「カメラ映像」クリックすると、画像に切り替わります。 

※マイクを使用している場合、「マイク」ボタンでオペレータのマイクも配信も制御できます。 

※以下の画像はイメージです。オペレータカメラ映像のぼかし機能はございません。 

 
 

顧客の端末には以下のように表示されます。 

※ユーザーアドミンページからオペレータイメージの位置を 

モバイル画面の左上、左下、右上、右下の中で設定できます。 
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【 スクリーンショット 】 

ボトムメニューのスクリーンショットボタンでキャプチャした画像を確認できます。 

画像の右上の円形アイコンをクリックすると、共有・削除・保存を行うことができます。 

 

 

【 レポート作成 】 

サポートを行いながら、レポートを作成することができます。 

※「すべてクリア」をクリックすると、作成した内容がすべて削除されます。 

 

 

【 チャット 】 

顧客とテキストでチャットを行えます。 
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3.3.3 ボトムメニュー 

アイコン 機能名 説明 

 
スクリーンショット 

顧客のモバイル画面をキャプチャします。 

キャプチャした画像は自動的にオペレータの遠隔画面に

転送されます。 

※詳細は「3.3.2 サイドメニュー > スクリーンショット」 

 をご参照ください。 

 
顧客のマイク制御 顧客のマイクをON/OFFします。 

 
顧客の画面一時停止 

オペレータに共有される顧客のカメラ映像を一時停止し

ます。 

 
顧客の画面回転 顧客のモバイル画面を90度ずつ左周りして表示します。 

 
顧客のカメラ切り替え 顧客端末の前面/背面のカメラを切替します。 
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4．モバイルサポートを終了する 

 

サポートを終了すると、オペレータと顧客のそれぞれの画面にサポート情報が表示されます。 

 

 

・オペレータの終了画面に表示されるサポート情報 

①サポートを行った時間 

②サポート開始日時 

③サポート終了日時 

④レポート作成・登録ボタン 

※作成したレポートは、ユーザー管理者ページのサポート履歴から確認できます。 

 

・顧客の終了画面に表示されるサポート情報 

①アプリからのサポートの際：サポート開始日時、サポート終了日時 

②ブラウザからの現場サポートの際 

：サポートを行った時間、サポート開始日時、サポート終了日時 
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5．お問い合わせ 

 

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 

 

 

 

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

