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1. RemoteCallの紹介 

RemoteCallは、顧客のPC画面だけでなくモバイル端末やスマホカメラを通して表示される映像を見

ながらサポートすることができる、遠隔サポートソリューションです。 

RemoteCallを１つ導入するだけで、PCサポート、モバイルサポート、現場サポートのすべての機

能をご利用いただけます。 

 

1.1 PCサポート機能とは 

PCサポートとは、インターネットを通じてオペレータが顧客のPC画面を共有し、PCトラブルを遠隔

で診断/解決することができる機能です。文字チャット・音声チャットなどの便利なコミュニケーシ

ョンツールや、技術支援やプレゼンテーションなどの際に役立つファイル転送機能、オンライン印

刷が可能な遠隔プリンターなど、オンラインサポートに便利な機能を多数搭載しています。顧客は

遠隔サポートを受けるために別途プログラムをインストールする必要はありません。遠隔接続の

際、顧客はオペレータの案内にしたがい、ウェブブラウザで接続コードを入力、もしくはアイコン

をクリックすることで、オペレータとリアルタイムでオンラインサポートを開始することができま

す。  

 PCサポート機能の詳細については【PCサポート編】を参照 

 

1.2 モバイルサポート機能とは 

モバイルサポート機能とは、インターネットを通じてAndroidと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るようになります。 

 モバイルサポート機能の詳細については【モバイルサポート編】を参照 

 

1.3 現場サポート機能とは 

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。  

 現場サポート機能の詳細については【現場サポート編】を参照  
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2. サポートの準備 

2.1 Agentをインストールする 

 製品ホームページ(http://www.remotecall.com/jp/)に接続します。 

 上段メニューより「顧客サポート」＞「ファイル・ユーザーガイド」をクリックします。 

 RemoteCall Agentインストールファイルをダウンロードしインストールします。 

 

 setupフォルダには最初に含まれている以外のファイルを置かないで下さい。 

 

 インストールが完了すると、デスクトップ画面に RemoteCall Agentアイコン が生成さ

れます。 

 

 

プロキシサーバ使用環境の場合、 プロキシ選択オプションより使用環境に適合

したオプションを選択しインストールを行います。 

プロキシサーバ情報はネットワーク管理者にお問い合わせください。 

 

 

OSのアカウントを日本語など、英語以外の他国語に設定している場合、OSの言

語を変更するとRemoteCallを正常に実行することができません。 

アンインストール後に、再度インストールしてください。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.remotecall.com/jp/
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2.2 Agentにログイン後、顧客接続を待機する 

2.2.1 Agentにログインする 

 デスクトップ上のRemoteCall Agentアイコン をダブルクリックし、RemoteCall Agent

を起動します。 

 IDとパスワードを入力し、ログインします。 

         

 

 

環境設定：認証サーバ/ポートの設定と、プロキシサーバを設定することができま

す。詳しくは各サポート機能の「3.1. RemoteCall Agent」>「ネットワーク環

境設定」を参照 

 

2.2.2 自動ログアウト 

RemoteCallのViewerの待機を行わず放置すると設定された時間で、RemoteCallのAgentがログア

ウトされます。 

RemoteCall Agentでの手動設定、管理者ページ上ですべてのユーザに対して一括設定を対応しています。 
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2.2.3 顧客接続を待機する 

 Agentログイン後「待機」をクリックします。 

モバイル/現場サポート時、顧客の携帯番号が分かる場合は携帯番号を入力します。 

(携帯番号を入力しない場合、顧客に6桁の接続コードを案内する必要があります。) 

 

 iOS端末は携帯番号入力による待機に対応していません。 

 

 オペレータPCにビューアが実行され、待機状態になります。 

 顧客に案内する接続コードまたはアイコン番号が表示されます。 

左上の アイコンをクリックすると、ヘルプ・終了メニューが表示されます。 

 

       

接続コード方式            アイコン方式１ 

 

       

接続コード方式２          オペレータから接続方式 

 サポート対象及び管理者設定によって待機方法が異なります。 

 

 
顧客との接続待機完了後、顧客への接続誘導 ～ 遠隔サポートに関する内容は、 

各サポート機能を参照してください。 
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2.3 RemoteCall Agentの設定 

 
 

2.3.1 ネットワーク環境設定  

 または  

認証サーバ 

認証サーバ・サーバーポート 

Agentログイン時のオペレータの認証情報を確認するサーバアドレスとポート

を記入します。 

SSL認証使用 

オペレータの認証にSSLを使用する場合選択します。 

ベータサーバー 

ベータ機能の使用 

現在のアカウントそのまま、RSUPPORTが提供するオープンベータテストに参

加することができます。（テスト期間のみ利用可能です。） 

プロキシサーバ 

手動設定 

プロキシサーバの情報をオペレータが手動で記入します。 

自動設定 

プロキシサーバを自動検出して接続します。 

※設定変更はログアウト状態でのみ対応します。 

 

2.3.2 ホーム  

オペレータ情報 遠隔サポート時、顧客側に表示されるオペレータの情報を確認/修正します。 

ログアウト Agentからログアウトします。 

待機 新たな遠隔サポートのために待機を行います。 

Admin 
ウェブブラウザを利用し、管理者ページログイン後の使用履歴、使用統計、 

オプションの情報を確認/修正します。 
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2.3.3 遠隔制御環境設定  

基本 

遠隔接続時壁紙の非表示  

顧客PCとの遠隔接続時、顧客PCの壁紙を表示しないことによって制御速度をさ

らにアップさせることができます。 

ウィンドウ移動時に枠線のみ表示  

遠隔制御中、ウィンドウをドラッグしている間、ウィンドウ内が表示されず、

ウィンドウの外郭線のみを表示することで、制御スピードをアップさせること

ができます。 

遠隔サポート時、自動録画開始  

遠隔制御開始時、オペレータが顧客PCを制御する画面を自動で録画します。自

動録画機能は、オペレータがAgentにログインした後のみ設定可能で、制御終

了後、録画ファイルは日別にオペレータPCに自動保存されます。 

管理者ページから自動録画機能が与えられたオペレータに限り、Agentにログ

インした後に自動録画機能を設定することができます。 

※デフォルトのファイルの保存先 

パブリックのドキュメント\Rsupport\RemoteCall\Recorded Files 

録画ファイルの再生は、RemoteSupportPlayerを利用し再生することができま

す。詳しくは「4.2.1. 録画ファイルの再生」を参照 

次のフォルダに録画ファイル保存 / 次のフォルダに画面キャプチャを保存 

録画ファイルの保存先を変更することができます。 

遠隔サポート中の自動ビューアロック時間設定   

遠隔サポート中、オペレータが設定された時間内にビューアを使用しない場

合、他の人がビューアをコントロールできないようにビューアの全機能をロッ

クすることができます。 

自動ログアウトの時間設定 

オペレータが設定された時間内に遠隔サポートプログラムを使用しない場合、A

gentは自動でログアウトされます。 

デバイス制御 

ネットワーク  

ネットワーク状態によって、イメージ圧縮率を選択できます。 

一般ネットワーク環境 : データを圧縮して送ります。 

高速ネットワーク環境 : データを圧縮しないで送ります。 
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制御モード  

遠隔地PCのネットワーク環境によって、制御モードを選択できます。 

高速制御モード：仮想ドライバを利用して画面を表示します。 

グラフィック制御モード：仮想ドライバを利用しないで画面を表示します。 

画面カラー 

オペレータビューアに表示される画面カラーが選択できます。 

True Colorの品質設定  

一般ネットワーク環境の場合、True Color以上の一般ネットワーク環境を調整

します。 

モバイル 

モバイル制御：ネットワークの状態により画面色を選択します。 

Wi-Fi モード 画面色 

顧客端末が Wi-Fi モードで接続された場合、オペレータビューアに表示される

画面色を選択します。 

3G/4G モード 画面色 

顧客端末が cellularで接続された場合、オペレータビューアに表示される画面

色を選択します。 

 

2.3.4 お気に入り  

お気に入り（URL） よく使用するURLを登録/管理します。(URL転送機能で使用) 

ショートメッセージ(PC) チャットの際、よく使う定型文を管理することができます。 

ショートメッセージ(RCMP) チャットの際、よく使う定型文を管理することができます。 

ショートカットメッセージ(現

場サポート) 
チャットの際、よく使う定型文を管理することができます。 

 

2.3.5 サポート履歴  

サポート内容の照会や、サポート履歴をExcelファイルで保存することができます 
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【PCサポート編】
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用語説明 

用語 説明 

遠隔サポート 
顧客のPC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PC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PC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 顧客PCと接続し、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、顧客PC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顧客との接続を待つ状態 

接続案内ウィンドウ 顧客PC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顧客が接続ページで入力する数字 

制御権 
オペレータが、顧客が事前同意した上で、顧客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 
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1. オペレータと顧客のご利用環境 

RemoteCallでは、オペレータはAgentとビューアを利用し、インターネットを通して顧客サポート

を行います。また、顧客はウェブブラウザを利用することで、別途プログラムをインストールする

ことなく簡単にサポートを受けることができます。 

 

対応環境の詳細に関しましては、以下のリンクをご参照ください。 

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

p.pdf 

 

 
セキュリティ上、特定のウェプページやポート(80/443)の遮断を設定している

企業や団体の場合には、接続が不可能となります。 

 

 

http://files.rsupport.com/jp/remotecall/documents/features/remotecall-os-specification-jp.pdf
http://files.rsupport.com/jp/remotecall/documents/features/remotecall-os-specification-jp.pdf
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2. PCサポートの流れ 

遠隔サポートサービスは、以下のように５段階の手順で行われます。 

 

 

 

 

 

 

 

 オペレータはRemoteCall Agentを実行し、ログインします。 

 オペレータは待機ボタンをクリックし、接続を待機します。 

 オペレータは顧客に接続ページを案内し、アイコンクリックもしくは接続コード入力を誘導

します。 

 顧客を遠隔サポートします。 

 サポート終了後、「終了」をクリックしてサポートを終了します。 

 

 
① ～ ② の手順については【準備編】の「2.2. Agentにログイン後、顧客接続

を待機する」を参照 

  

待機 
接続 

ページ 

案内 

遠隔 

サポート 

サポート 

終了 

Agent 

ログイン 
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2.1 顧客に接続を誘導する 

2.1.1 顧客がWindowsを使用している場合 

 ビューア待機時に表示される接続URLか、接続ページのアドレスを顧客に案内します。 

(待機時に接続案内情報をクリップボードにコピーするか、メールで送ることもできます) 

 

 顧客接続後、接続コードの入力または、アイコン番号をクリックするように案内します。 

 
 

 顧客側接続ページ顧客が遠隔サポートに同意するよう案内します。 

 

 

 オペレータは、顧客PCに「ワンタイムexe ※」が自動ダウンロードされることを説明し、

  実行」をクリックするよう案内します。 
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ワンタイムexe：オペレータとの遠隔接続時、顧客PCで一度だけ実行できるフ

ァイルです。遠隔サポート終了後には、顧客PCから自動で削除されます。 

 

 

接続ページから実行ファイルが自動ダウンロードできない場合は、接続ページ

下段の「接続プログラム」をからダウンロードください。ダウンロードしたフ

ァイルをクリックし、インストールが完了すると該当オペレータと接続されま

す。   

 顧客PCに関連プログラムがインストールされると、オペレータが実行したビューアを通して

顧客がモジュールをダウンロードしインスト－ルすることを確認できます。その後、遠隔接

続が正常に開始されます。 
 

 インストール方式 

オペレータの設定によりイントール方式で接続することもできます。イントール方式の場合、接続

コード入力前に自動的にアップデートし全てのモジュールをダウンロードするため、接続コード入

力後はすぐに接続が可能です。 

 

 ビューア待機時に表示される接続URLか、接続ページのアドレスを顧客に案内します。 

(待機時に接続案内情報をクリップボードにコピーするか、メールで送ることもできます) 

 顧客接続後、 遠隔サポート開始」ボタンをクリックするように案内します。インストール

ファイルがダウンロードされます。 

 

顧客側接続ページ 
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  ダウンロードしたファイルを実行するよう案内します。 

 

 

 

 「実行」ボタンを押して動作しない場合「保存」をして保存されたファイルを別

途実行してください。また、保存をする際にはファイル名を変更しないでくだ

さい。 

 

 ファイルを実行するとモジュールを更新し、接続のためのプログラムを実行します。 

       

接続コード方式                          アイコン方式 

 

 接続コードを入力し 接続」ボタンをクリック、またはアイコン番号をクリックすると遠隔

接続が開始されます。 

 デスクトップにRsupport接続プログラムのショートカットアイコンが表示され、すぐに接続

ができるようになります。 

 

 

 

※接続プログラムが正常に動作しない場合、再度インストールして実行してください。 
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 改善型EXE(高速)方式 

オペレータの管理者設定により一部機能を省き、ファイル容量を軽量化したEXE方式で接続するこ

とができます。接続時に省いた機能は、該当機能ご利用時にダウンロードを行い利用することが可

能です。 
 

 ビューア待機時に表示される接続URLか、接続ページのアドレスを顧客に案内します。 

(待機時に接続案内情報をクリップボードにコピーするか、メールで送ることもできます) 

 顧客接続後、 遠隔サポート開始」ボタンをクリックするように誘導します。実行ファイル

がダウンロードされます。 

 

顧客側接続ページ 
 

 ダウンロードしたファイルを実行するよう案内します。 

 
 

 
 「実行」ボタンを押して動作しない場合「保存」をして保存されたファイルを別途

実行してください。また、保存をする際にはファイル名を変更しないでください。 

 

 ファイルを実行するとモジュールを更新し、接続のためのプログラムを実行します。 

       

接続コード方式                   アイコン方式 
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 接続コードを入力し 接続」ボタンをクリック、またはアイコン番号をクリック（もしくは

入力）すると遠隔接続が開始されます。 

 

※実行する際、UAC（ユーザーアカウント制御 ）によるポップアップが表示される場合がありま

す。このポップアップに同意する必要があります。 

 

2.1.2 顧客がｍacOSを使用している場合 

 待機時、PC URLアイコン をクリック、または待機画面下部中央に表示される、接続ペー

ジURLを顧客に案内します。(接続ページURLをメール で送信することをお勧めします) 

 顧客に、接続ページに接続するよう案内し、接続コードを入力またはアイコン番号をクリッ

クするよう案内します。 

 

顧客側接続ページ 

 

 顧客が遠隔サポートの同意をするように案内します。 

顧客が「拒否」をクリックすると、次のステップに進めません。 
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 同意することでオペレータは顧客Macに「ワンタイムexeファイル※」が自動ダウンロードさ

れることを説明し、「実行」をクリックするよう案内します。 

 

接続コード方式 

 

 

 

 

 

アイコンクリック方式 

 

オペレータがビューア待機時 

接続コード入力(またはアイコンクリック)後、自

動でダウンロードされるワンタイム実行ファイル

を実行し、遠隔サポート接続します。 

 

 

 

ワンタイム実行ファイル：オペレータとの遠隔接続時、顧客PCで一度だけ実行

できるファイルです。遠隔サポート終了後には、顧客PCから自動削除されま

す。 

Dockにあるダウンロードフォルダーにワンタイムexeファイルが保存されます。

ダウンロードウインドウでダブルクリックするとオペレータと接続することがで

きます。 

 

セキュリティ上、macOS10.14以降の環境では遠隔制御を行うために、権限設

定を行う必要があります。 

参照：https://help.remotecall.com/hc/ja/articles/360013591973 

 

  

https://help.remotecall.com/hc/ja/articles/360013591973


18 

 

2.2 顧客を遠隔サポートする 

顧客PCとオペレータPCが遠隔接続されると、オペレータは顧客の同意を得た上で、顧客PCを遠隔制

御しながらサポートすることができます。 

また、顧客はオペレータの制御権を簡単な操作で取り戻すことが可能です。オペレータは遠隔サポ

ート中にも、チャット機能を利用して顧客とリアルタイムでチャットが可能です。 

 

ライセンスの購入区分が［トライアル］の場合、遠隔サポート時顧客画面の右下に、［Demo］遠

隔サポート中と表示されます。 

※表示部分にマウスカーソルを乗せると一時的に非表示にすることができます。 

 

 

 

2.3 遠隔サポートを終了する 

サポート開始/終了時間、オペレータの名前が表示されます。 

 

サポート終了ページ                

顧客側の録画保存オプションを使用する場合、遠隔サポート後、顧客が録画ファイルを再生できる

ように 

録画ファイルリストが表示されます。録画再生プログラムがインストールされていない場合は以下

のボタンをクリックし、録画再生プレーヤーをインストールする必要があります。 

 （録画再生プレーヤー：https://files.rsupport.com/jp/remotecall/software/rsfxplayer_setup.e

xe） 

  

https://files.rsupport.com/jp/remotecall/software/rsfxplayer_setup.exe
https://files.rsupport.com/jp/remotecall/software/rsfxplayer_setup.exe
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3. 主な機能紹介（オペレータ側） 

3.1 RemoteCallビューア 

3.1.1 ビューアメニュー 

 

 

 

システム 

制御設定 遠隔接続および制御環境を設定します。 

常に前へ ビューアを他のウィンドウより前に表示させます。 

レポート作成 遠隔サポート中、サポート履歴を作成することができます。 

受信フォルダを開く 
遠隔サポート中、顧客から受信したファイル保存先を開きま

す。 

受信ファイル 

リスト表示 

遠隔サポート中、顧客から受信したファイルリストを確認しま

す。 

エスカレーション 

(共有)※ 

現在サポート中の顧客を他のオペレータにエスカレーションし

て共有します。 

※エスカレーションを要請したオペレータが切断すると 

エスカレーションを受けたオペレータの接続も切れます。 

 （顧客がmacOSの場合、非対応） 
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エスカレーション 

(伝達) ※ 

現在サポート中の顧客を他のオペレータにエスカレーション 

します。（オペレータ及び顧客がMacOSの場合、非対応） 

ビューアロック 
顧客サポート中にオペレータが席を外す場合、ビューアを 

ロックすることができます。（Ctrl+Windows+L） 

再起動後再接続※ 
顧客PCを再起動後、再接続します。 

 （オペレータ及び顧客がmacOSの場合、非対応） 

管理者権限で再接続※ 

制限されたアカウントで遠隔接続された場合、既存のセッショ

ンを切断し、管理者アカウントで再接続させます。 

 （オペレータ及び顧客がmacOSの場合、非対応） 

終了 遠隔サポートを終了します。 

 制御 

マウス/キーボード制御 オペレータが顧客PCのマウス/キーボード制御できます。 

レーザーポインター 顧客PCにレーザーポインターを矢印/円で表示させます。 

カーソル表示(矢印/円) 顧客PCにカーソルを矢印/円で表示させます。 

Ctrl+Alt+Delキー転送 顧客PCにCtrl+Alt+Delキーを転送します。 

 描画 描画 (線、図形など) 顧客PC画面に描画することができます。(双方向) 

 画面 

 アイコン 
アイコンをクリックすると、ビューア画面上の顧客PCの 

※画面比率：100％、90％、80％、70％、60％、50％ 

遠隔モニター 

顧客PCがマルチモニターの場合、サポートするモニターを選択

します。(Ctrl+Windows+W) 

※マルチモニター間移動キー： 

Ctrl+Windows+Left、Ctrl+Windows+Right 

画面ナビゲーター 
顧客PCの画面がビューアサイズより大きい場合、表示されない

部分を表示させます。(Ctrl+Windows+N) 

ズーム 
ビューアに表示される画面サイズを（比率：25~200%）で 

調節できます。 

自動調整 顧客PCの画面サイズをオペレータ画面サイズに合わせます。 

リアルサイズ 顧客PCの解像度をオペレータビューアに表示します。 

全体画面 
オペレータ画面をフル画面で表示します。

(Ctrl+Windows+Enter) 

画面ロックを実行 顧客PCの画面転送を停止します。 

画面保存 顧客PCの全画面をスクリーンショットしてオペレータPCに 



21 

 

 ツール 

保存します。（Ctrl+Windows+C) 

※保存形式：.JPG 

URL転送 顧客PCにURLを転送します。(Ctrl+Windows+U) 

ファイル送信 オペレータPCのファイルを顧客PCに転送します。 

ファイルを取り込む 顧客PCのファイルをオペレータPCに取り込みます。 

クリップボード※ 
オペレータと顧客PCのクリップボード内容を共有します。 

 （顧客がmacOSの場合、対応しません。） 

プレゼンテーション※ 
オペレータの画面を顧客のPC画面に表示させます。 

 （オペレータ及び顧客がｍacOSの場合、対応しません。） 

文字チャット※ 

オペレータと顧客がチャットウィンドウを利用し、 

テキストチャットをすることができます。 

 （オペレータ及び顧客がｍacOSの場合、対応しません。） 

音声チャット※ 
マイク/スピーカーを利用して双方向会話ができます。 

 （オペレータ及び顧客がｍacOSの場合、対応しません。） 

サウンド共有※ 
顧客PCのサウンドをオペレータと共有することができます。 

 （オペレータ及び顧客がｍacOSの場合、対応しません。） 

録画※ 
オペレータが顧客PCを遠隔サポートする画面を録画します。 

 （オペレータ側がｍacOSの場合、対応しません。） 

プログラム共有※ 

顧客PCで実行中のプログラムの中から、希望のプログラムだけ

をオペレータと共有します。 

 （オペレータ及び顧客がmacOSの場合、対応しません。） 

ブラインダー※ 
顧客側の個人情報の保護のためのブラインダーを開きます。 

 （顧客側がｍacOSの場合、対応しません。） 

 

追加機能 

お気に入り 
事前に登録されたURL、ドキュメント、フォルダなどをワンク

リックで実行します。 

システム情報 顧客PCのシステム関連情報を確認することができます。 

プロセス情報 顧客PCのプロセス情報を確認/停止することができます。 

Windows ショート 

カットキー一覧 

ショートカットキーの一覧を確認することができます。 

(顧客PCのOSに合わせてWindowsのショートカット情報を表示

します。) 

Android USB接続 

サポート 

Android USB接続サポートを開始します。 

(オプションメニュー:Android6.0以降未対応) 

 「※」マークのついている機能は、オペレータや顧客側のOS環境によってサポートしない機能です。 
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 システム 

 制御設定 

遠隔サポート時に適用される環境を設定することができます。遠隔接続後にも設定を変更すること

ができます。 

基本設定 

ネットワーク 

ネットワークの状態によってデータの圧縮率を選択できます。 

一般ネットワーク環境  

データを圧縮して送ります。 

高速ネットワーク環境  

データを圧縮しないで送ります。 

制御モード 

遠隔地PCのネットワーク状態によって制御モードを選択できます。 

高速制御モード  

仮想ドライバを利用して画面を表示します。 

グラフィック制御モード  

仮想ドライバを利用しないで画面を表示します。 

画面カラー オペレータビューアに表示される色を選択します。4/256/true 

True Colorの 

品質設定 
一般ネットワーク環境の場合、画面品質を調整します。 

共有画面 遠隔解像度 顧客PCの解像度を調節することができます。 

画面 

スクロール 

自動 

スクロール 

顧客PCの画面がオペレータPC画面より大きい場合、ビューアの下と

右にスクロールが表示されます。オプションを選択すると、マウス

の動きだけで上/下、左/右スクロールが可能です。 

マウスドラッグ 

顧客PCの画面がオペレータPC画面より大きい場合、ビューアの下と

右にスクロールが表示されます。マウスホイールボタンをクリック

してマウスを操作することで、移動できます。 

その他 

制御 

モード 

相互制御設定 
顧客がマウス操作を行っている場合でもオペレータのマウス制御が

無効にならない設定です。 

キーボード 

ドライバー使用 

RemoteCallで利用しているキーボードドライバーの使用有無を設定

できます。 

マウス 

ドライバー使用 

RemoteCallで利用しているマウスドライバーの使用有無を設定でき

ます。 
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 常に前へ 

ビューアを他のプログラムウィンドウより常に前に表示させ、遠隔サポートをより便利に行うこと

ができます。 

 

 レポート作成 

オペレータが顧客情報および顧客との遠隔サポートの内容を作成/修正できます。 

 

 受信フォルダを開く 

遠隔サポート中に顧客から受信したファイルを保存したフォルダを開きます。 

※ファイル保存先  

パブリックのドキュメント\Rsupport\RemoteCall\Received Files 

 

 受信ファイルリスト表示 

遠隔サポート中に顧客からファイルを受信した場合、受信したファイルのリストを確認することが

できます。ファイル名をクリックするとファイルを実行することができます。 

 

 エスカレーション（共有）(顧客がWindowsの場合向け) 

遠隔サポート中の顧客を、他のオペレータにエスカレーション（共有）します。 

ビューア上段にある  >「エスカレーション(共有)」をクリックすると、遠隔サポート中の顧客

PC画面に以下のようなエスカレーション共有同意確認のメッセージが表示されます。 

 
 

顧客がエスカレーション共有に同意すると、以下のように同じグループでエスカレーション共有が

可能なオペレータのリストが表示されます。 
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サポート中のオペレータ（共有オペレータ）はセッションをエスカレーション共有するオペレータ

 （被共有オペレータ）を選択し、「共有リクエスト」をクリックします。 

被共有オペレータに、セッション転送のメッセージが表示されます。 

(オペレータの状態がオンラインの場合) 

 

 

オペレータがモバイル端末の制御中は「エスカレーション(共有)」機能はご利用

いただけません。共有オペレータの接続が切断した場合、被共有オペレータの接

続も切断されます。機能の利用範囲に関しては以下の表を参照ください。  

       

各オペレータの利用できる機能一覧 

 項目 
共有 

オペレータ 

被共有 

オペレータ 
項目 

共有 

オペレータ 

被共有 

オペレータ 

R: 

制御設定 〇 × エスカレーション(共有) 〇 〇 

常に前へ 〇 〇 エスカレーション(伝達) 〇 × 

レポート作成 〇 〇 ビューアロック 〇 〇 

受信フォルダを開く 〇 × 再起動後再接続 × × 

受信ファイルリスト表示 〇 × 管理者権限で再接続 × × 

制御 

マウス/キーボード制御 〇 〇 カーソル表示 〇 〇 

レーザーポインター 〇 〇 Ctrl+Alt+Delキー転送 〇 〇 

描画 

描画開始/描画終了 〇 〇 全体削除 〇 〇 

描画タイプ 〇 〇 双方描画 〇 〇 

描画カラー 〇 〇 線の太さ 〇 〇 

画面 

遠隔モニター 〇 × リアルサイズ 〇 〇 

画面ナビゲーター 〇 × 全体画面 〇 〇 

ズーム 〇 〇 画面ロックを実行 〇 〇 

画面調整 〇 〇    
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ツール 

画面保存 〇 〇 文字チャット 〇 〇 

URL転送 〇 〇 音声チャット 〇 × 

ファイル送信 〇 × サウンド共有 〇 × 

ファイルを取り込む 〇 × 録画 〇 〇 

クリップボード 〇 × プログラム共有 〇 × 

プレゼンテーション × × ブラインダー 〇 〇 

追加 

お気に入り 〇 × Android USB接続支援 〇 × 

システム情報 〇 〇 
Win ショートカット 

キー一覧 
〇 〇 

 

 エスカレーション（伝達） (顧客がWindowsの場合向け) 

遠隔サポート中の顧客を他のオペレータに伝達します。 

ビューア上段にある  >「エスカレーション（伝達）」をクリックすると、遠隔サポート中の顧

客PC画面に以下のようなエスカレーション伝達同意確認のメッセージが表示されます。 

 

 

顧客がエスカレーション伝達に同意すると、以下のように同じグループでエスカレーション伝達が

可能なオペレータのリストが表示されます。 
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サポート中のオペレータはエスカレーション伝達するオペレータを選択し、「伝達リクエスト」をク

リックします。 

エスカレーションを受けるオペレータに、エスカレーション要請のメッセージが表示されます。 

(オペレータの状態がオンラインの場合) 

 

 ビューアロック 

遠隔サポート中にオペレータが席を外す場合、ビューアロック機能を使うことによりビューアの 

すべての機能をロックすることができます。 

ロック解除にはビューアログイン時に使うパスワードを入力します。 

 

 再起動後再接続 (顧客がWindowsの場合向け) 

遠隔サポート中、顧客PCを再起動する必要がある場合、遠隔再起動接続をクリックします。 

再起動後、別途モジュール実行なしでオペレータと自動接続されます。(顧客の同意が必要です) 

 機能を実行すると顧客PC画面に以下のような再起動後再接続機能を実行するための同意確認

メッセージが表示されます。顧客が同意すると次へ進みます。 

 
 

 再接続後Windowsのアカウントの自動ログインを利用するためには、顧客側に表示される自

動ログイン情報の「自動ログイン機能を使用」にチェックし、WindowsPCのアカウント情報

を入力するよう案内します。 

 
 

 

自動ログイン情報（Windowsパスワード）を予め入力しておくと、再起動後に

顧客が再入力せずに、自動でログインすることができます。  

顧客がWindows管理者権限でご利用の場合上記ウィンドウが表示されます。 
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 管理者権限で再接続 (顧客がWindowsの場合向け) 

顧客が制限されたアカウントで遠隔接続した場合、オペレータが顧客サポート中に管理者権限  

を必要とする場合があります。こちらの機能は既存の接続を切り替え、管理者権限の情報を 

取得して再接続する機能です。管理者アカウントで接続した場合、メニューは無効になります。 

 機能を実行するとオペレータPC画面に以下のような管理者権限で再接続を実行するための同

意確認メッセージが表示されます。顧客が同意すると次へ進みます。 

 

 

 機能を実行すると顧客PC画面に以下のような管理者権限再接続を実行するための同意確認メ

ッセージが表示されます。顧客が同意すると次へ進みます。 

 

 

 

ポップアップ上の Windows アカウント欄には Windows アカウントの ID を表

示しており、顧客が「Windows アカウント」を変更した場合、Windows ログ

イン時に表示されるアカウント名と異なる場合があります。 

サポート中の顧客 PC に Windows 自動ログイン設定が入っている場合、「自動

ログイン機能を使用」にチェックを入れ Windows アカウント情報を入力すると

PC 上の Windows 自動ログイン設定が無効になります。 

※安定した動作のために顧客環境は有線 LAN 経由の接続を推奨します。 

 

<Windows権限がUser及びGuestの場合> 

ローカルPCにアクセスするためのシステム権限がないため、Windowsログイン

は顧客ご自身で行う必要があります。 

ローカルPCのWindowsログイン後、自動的に再接続が行われます。 
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 オペレータPC画面に以下のような管理者権限情報を入力するためのメッセージが表示されま

す。管理者アカウント情報がわからない場合、「管理者権限情報が不明です。」を選択し、

顧客から管理者情報を直接入力するように依頼することも可能です。 

       

オペレータ側の入力の場合             顧客側の入力の場合 

 

 正しい管理者権限を入力して確認を選択すると、遠隔接続が一時的に切断され、管理者権限

情報を取り込んだ状態で接続されます。遠隔制御を終了すると顧客側のPCは管理者権限が解

除され、ユーザー権限の状態に戻ります。 

 

 

Active Directoryなど、ドメイン環境の管理者権限を利用することも可能です。

ただし、利用するドメインサーバの状況によって、正常の管理者権限情報を取り

込めない場合があります。 

 

 マウス/キーボード制御 (Windows、ｍacOS共通) 

 マウス/キーボード制御 

遠隔サポート接続後、「マウス/キーボード制御」をクリックし、顧客から制御権を獲得する 

ことにより、顧客PCを遠隔制御することができます。 

設定によっては、顧客PCに以下のような同意確認メッセージが表示されます。顧客はマウス/キーボ

ードのうち、許可したい制御権だけを選択することもできます。 
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顧客はマウス/キーボードのうち、許可したい制御権だけを選択することもできま

す。 

 

 

顧客側でCtrl+Alt+Shiftを入力しますと、マウス/キーボード制御が有効に設定

されていてもオペレータでは制御することができなくなります。解除するため

にはCtrl+Alt+homeキーを入力します。（顧客がWindows環境の場合のみ） 

 

 レーザーポインター 

顧客PCに矢印や円のポインターを表示し、遠隔サポート時に特定の位置や動きをわかりやすく案内

することができます。 

 

 カーソル表示(矢印/円) 

顧客PCに矢印や円のカーソルを表示し、遠隔サポート時に特定の位置や動きをわかりやすく案内す

ることができます。 

 

 Ctrl+Alt+Delキー転送 

顧客PCにWindowsのタスクマネージャーを表示します。 

 

 描画 (Windows、ｍacOS共通) 

 
 

 描画開始(Ctrl+window+shift) 

オペレータ画面上で、フリーハンドで描画をすることができます。 

 

 描画タイプ（フリーハンド / 矢印 / 直線 / 四角形 / 円） 

描画する線、図形タイプを変更します。 

オペレータは顧客がキャプチャした画像を選択して描画することができます。 

また、共有されたスクリーンショットの画像にも描画することができます。 
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 描画カラー 

描画する線の色を変更します。 

 

 線の太さ 

描画する線の太さを変更します。 

 

 全体削除 

描画したすべての線を消去します。 

 

 双方描画 

オペレータと顧客の双方で描画をすることができます。 

 

 描画を元に戻す（Ctrl+Z） /描画をやり直し（Ctrl+Y） 

描画した内容をショートカットキーを利用し、一個前に戻して削除したりその削除される前の状態

に戻すことができます。 

 円滑なサポートのため、顧客の端末画面が一定割合以上変更した場合や、プログ

ラムが移行された場合にも、描画したすべての線が消去されます。 

 

 画面 (Windows、Mac共通) 

  アイコン 

アイコンをクリックすると、ビューア画面上の顧客PC画面の比率が100％、90％、80％、70％、6

0％、50％の順で変更されます。 

 

 遠隔モニター 

顧客PCに2台以上のモニターが繋がっている場合、オペレータは制御を希望するモニター画面を選

択し 

オペレータ画面（ビューア）に表示することができます。  

 

 画面ナビゲーター 

顧客PCの画面がビューアサイズより大きい場合、表示されない部分を表示させます。 

 

 ズーム 

オペレータは環境に合わせてビューアウィンドウのサイズを25~200%の倍率で調整することが 

できます。 
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 自動調整 

オペレータのビューアウィンドウサイズに合わせて顧客PC画面を自動で調節します。 

 

 リアルサイズ 

顧客PCの解像度のサイズでオペレータビューアに表示されます。 

 

 全体画面 

オペレータのViewer画面をオペレータのモニターのサイズに合わせて全体画面表示します。 

ツールバーの  アイコンおよび画面設定機能の「元に戻す」を選択すると全体画面を解除するこ

とができます。(Ctrl+Windows+Enter) 

 

 画面ロックを実行 

サポート中の顧客PCの画面共有・遠隔制御を中断させることができます。再開するためには、オペ

レータが顧客に画面共有停止の解除を要請し、顧客の同意を得る必要があります。 

詳しくは「4.1. 接続案内ウィンドウ」の画面共有中断・開始機能を参照 

 

 ツール 

 画面保存 

現在サポート中の顧客PCの画面をキャプチャし、オペレータPCにJPGファイル形式で 

保存することができます。 

 
ファイル保存先 

パブリックのドキュメント\Rsupport\RemoteCall\Capture¥保存日付¥Support 

No 

 

 URL転送 

オペレータは見せたいウェブページのURLを転送することで、顧客PCにウェブブラウザで表示 

させることができます。 

 

 ファイル送信  

オペレータPCのファイルを顧客PCに転送します。Drag&Drop、Copy&Paste機能に対応しており、

オペレータPCからファイルを選択し、Viewerに表示される顧客PCの特定フォルダにDragまたは張

り付けるとすぐ転送することができます。 

管理者設定によっては、ファイル転送同意確認ウィンドウが顧客PCに表示されます。 
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※ファイル保存先：C:\Users\Public\Documents\Rsupport\RemoteCall\Received Files 

 

 ファイルを取り込む 

顧客PCのファイルをオペレータPCに転送することができます。Drag&Drop、Copy&Paste機能(シ

ョートカットキー Ctrl+C / Ctrl+V 対応)に対応しており、顧客PCからファイルを選択、オペレー

タPCの特定フォルダにDragまたは貼り付けると簡単に転送することができます。 

 

ファイル保存先 

パブリックのドキュメント\Rsupport\RemoteCall\Received Files 

顧客がオペレータにファイルを転送する際、接続案内ウィンドウのファイル転送メ

ニューを利用して転送するファイルを選択または転送するファイルを接続案内ウィ

ンドウにDragするとファイルを転送することができます。 

 

 クリップボード  

オペレータPCと顧客PCのクリップボードの内容を確認/交換することができます。 

 

 プレゼンテーション (顧客がWindowsの場合向け) 

オペレータPC画面を顧客PCに表示します。顧客はオペレータPC画面に描画やファイル転送などを行

うことができます。 

オペレータが制御権限を許可すると、顧客がオペレータPCのマウス/キーボード制御できます。 

 

 文字チャット (顧客がWindowsの場合向け) 

遠隔サポート中、チャットウィンドウを開くとオペレータと顧客がチャットできるようになりま

す。チャット内容およびチャット中のファイル転送履歴はすべてサポート履歴に保存されます。 

 

 音声チャット(顧客がWindowsの場合向け) 

遠隔サポート中、オペレータと顧客の双方による音声チャットが可能です。 

オペレータと顧客は、音声チャットを行うためにオーディオドライバーが正常にインストールされ

ている状態で、マイクとイヤホンがそれぞれの端子に挿されている必要があります。 

 

 サウンド共有 (顧客がWindowsの場合向け) 

顧客PCから出るサウンドをオペレータPCで聞くことができます。 

オーディオドライバーの種類によって、サウンド共有機能に対応できない場合があります。 
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 録画  

遠隔制御時、オペレータが顧客PCを制御する画面を録画することができます。 

録画終了後、録画ファイルはオペレータPCに日付別に自動保存されます。  

※録画に音声は含まれません。 

※ファイル保存先：C:\Users\Public\Documents\Rsupport\RemoteCall\Recorded Files 

 

 プログラム共有(顧客がWindowsの場合向け) 

顧客PCで実行中のプログラムの中から、希望のプログラムだけをオペレータと共有します。 

プログラム共有時、希望するプログラムを選択する「部分共有」と、全てのプログラムを共有する

 「全体共有」が選択できます。 

※OSや利用中のプログラムにより、希望している以外のプログラムが共有されることがあります。

WindowsのUWPアプリ（ユニバーサルアプリ）と分類されているプログラムは共有リストから 

選択できません。「全体使用」を選択しプログラム共有を行ってください。 

 

 ブラインダー(顧客がWindowsの場合向け) 

顧客PCで顧客が指定した画面領域にぼやけ処理を行い、オペレータ側で識別できないようにする機能

です。マイナンバーなど、個人情報を取り扱っている場合、活用できるセキュリティ機能です。 

 

 最大化・元の大きさに戻す /  

ブラインダーを終了 

 位置調整：矢印アイコンをマウス左 

クリックで選択して移動できます。 

 サイズ調整：四角の端をマウス左ク

リックで選択して領域を拡大・縮小

できます。 

 

 

 

 基本カーソル使用 

Viewer上に見えるカーソルを1つのカーソルの形で表示します。 

一部プログラムの操作のマウスカーソル表示が乱れて表示される場合仕様します。 

 

 

① 

② 

③ 
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 追加機能 (Windows向け) 

 お気に入り 

事前に登録したURL、ドキュメント、フォルダなどを選択し、顧客PCで実行することができます。 

 システム情報 

顧客PCのシステム情報(ハードウェア、ソフトウェア)を確認することができます。 

 

 報 

顧客PCのプロセス情報を確認、または実行中のプロセスを中止することができます。 

 

 Windowsショートカットキー一覧  

Windowsの環境用のショートカットキーの一覧を確認することができます。 

(顧客PCがWindowsの場合のみ表示されます) 
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4. 機能紹介（顧客側） 

4.1 接続案内ウィンドウ (Windows、ｍacOS共通) 

遠隔サポート中、顧客PC右下に「遠隔サポート中」という表示と 

ともに 顧客PCに表示される案内ウィンドウで、オペレータが顧客 

PCを遠隔サポート中であることが分かります。  

また、接続案内ウィンドウを通じて画面転送を中止することができ、

描画、文字チャットなど、多 様な機能を顧客が直接行うこともでき

ます。 

 

 

 

 接続案内ウィンドウ機能説明 

音声チャット 
マイクとスピーカーを利用して、オペレータと音声チャットをすることが

できます。詳しくは以下を参照 

文字チャット チャットウィンドウでオペレータとテキストチャットができます。 

描画 自分のPC(顧客)に描画することができます。 

ブラインダー 顧客側の個人情報の保護のためのブラインダーを開きます。 

ファイル転送 
オペレータにファイルを転送します。  

詳しくは「3.2.2.5. ツール」の「ファイル転送 (Windows向け)」を参照 

受信フォルダを開く オペレータから受信したファイルが保存されたフォルダを開きます。 

プログラム共有 オペレータ側へ表示する顧客側のプログラム設定を行います。 

遠隔プリンター 

インストール/削除 

遠隔プリンタードライバーをインストール/削除します。 

詳しくは以下を参照 

接続終了 現在の遠隔接続を終了します。 

   

顧客の画面を転送/中止します。 

 （ビューア側の画面ロックと同一の機能） 

 
接続案内ウィンドウを最小化します。 

 
遠隔制御を終了します。 
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 音声/文字チャット（顧客側） 

顧客は接続案内ウィンドウメニューの音声チャットおよび文字チャットをすることができます。 

音声チャットは、PCマイクとスピーカーを利用し、オペレータと顧客間の音声通話機能をサポートし

ます。電話を使用しなくても顧客と会話をすることができます。 

 

文字チャット 

 

 遠隔プリンター(Windows向け) 

遠隔サポート中、顧客PCの印刷物をオペレータPCに繋がっているプリンターで印刷するときに使用し

ます。顧客PCに仮想のプリンタードライバーをインストールし、印刷情報を受信して出力します。 

 

 接続案内ウィンドウを有効化します。 

 遠隔プリンターをインストールします。 

※現在ログイン中のWindowsアカウントがUserの場合インストールすることはできません。 

 顧客PCで印刷を実行します。 

 プリンター設定にて「Rsupport Remote Printer 6」を選択し、印刷を行います。 

 オペレータPCに繋がっているプリンターで印刷物を確認することができます。 

        



37 

 

 画面共有中断・開始機能（顧客側、Windows向け） 

遠隔サポート中、顧客がオペレータに遠隔画面を見せたくない場合は、顧客の操作で画面転送を止

めたり画面転送を再開することができます。 

 

画面共有開始時の画面：停止する場合は を選択 

 

 

   画面共有中断時の画面：再開する場合は  を選択 

 

4.2 録画ファイルリスト 

顧客が接続ページで遠隔サポート録画に同意した場合、遠隔サポート終了後、顧客側PCに録画ファ

イルのリストが表示されます。顧客は、録画ファイルリストの録画ファイルを再生し、オペレータ

が遠隔サポートを行った内容を確認することができます。 

 

 改善型 EXE (高速) 方式の場合、こちらの機能は動作しません。 

 

 

遠隔サポート録画同意ウィンドウ 

 

 

録画ファイルリストウィンドウ 
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 録画ファイルリスト機能説明 

録画ファイル再生 

プログラムインストール 
顧客PCに録画ファイルの再生プログラムをインストールします。 

再生 

録画されたファイルを、録画ファイル再生プログラムを利用して再生

します。PCにインストールされた再生プログラムがない場合、プログ

ラムのインストール実行のメッセージが表示されます。 

閉じる 録画ファイルリストウィンドウを閉じます。 

 

4.2.1 録画ファイルの再生 

Windowsの「開始」>「プログラム」>「RSUPPORT」>「Remote Support Player」を実行しま

す。 

 「開く」 ボタンをクリックし、再生したい録画ファイルを選択します。 

 「再生」 ボタンが有効になった後、クリックして再生することができます。 

 

 

Remote Support PlayerはRSUPPORTのホームページよりダウンロードするこ

とができます。(https://files.rsupport.com/jp/remotecall/software/rsfxplay

er_setup.exe) 

Remotecall AgentがインストールされていないPCでは再生できません。 

 「現場サポート」利用時の録画ファイルはAVIファイルのため、再生できません。 

 

 プレーヤーメニュー 

 

 再生する録画ファイルを選択することができます。 

 再生中の画面の大きさを拡大/縮小することができます。 

 現在再生中の録画ファイルの前/次のファイルを再生します。 

 録画ファイルの再生を終了します。 

 現在再生中の録画ファイルの前のファイルを再生します。  

 現在再生中の録画ファイルの次のファイルを再生します。 

 再生速度を1~10倍で調節することができます。 

  

https://files.rsupport.com/jp/remotecall/software/rsfxplayer_setup.exe
https://files.rsupport.com/jp/remotecall/software/rsfxplayer_setup.exe
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5. Linuxサポート（CLI制御） 

5.1 対応環境 

対応環境の詳細に関しましては、以下のリンクをご参照ください。 

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

p.pdf 

 

5.2 手順 

5.2.1 インストール 

お客様環境にて、以下の手順で実施します。 

 

 #モジュールダウンロード： 

  $ wget http://www.startsupport.com/client/linuxcmd/run.tar.gz  

 #圧縮解凍  

  $ tar xvfz run.tar.gz  

 #run.shファイルに実行権限付与 

  $ chmod +x run.sh  

 ＃run.shファイル実行 

   $ ./run.sh  

 実行ファイルが実行されます。 

 

5.2.2 実行ファイルを利用し接続 

1. モジュールを実行すると、以下のメッセージが表示されます。 

 

２．オペレータから案内された、6桁の接続コードを入力し、Enterを押下します。 

 
 

３．お客様の名前の入力を求められます（任意入力なのでパスも可能）

 

http://files.rsupport.com/jp/remotecall/documents/features/remotecall-os-specification-jp.pdf
http://files.rsupport.com/jp/remotecall/documents/features/remotecall-os-specification-jp.pdf
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４．接続同意が求められます。 

ｙ入力後、Enterを2回押下するとサービスが開始されます。 

 

 

オペレータ側ではPutty.exeが実行されます。 

  

 

※オペレータ側 (接続元)のターミナル制御画面はお客様環境(接続先)には表示されません。 
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【モバイルサポート編】 
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注意事項 
3G/4G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。Android端末の「開

発者向けオプション」を変更すると、 エラーが発生する場合があります。端末設定にある「開発者

向けオプション」>「アクティビティを破棄」オプション設定を解除後、ご利用ください。 

 

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  遠隔サポート環境やオペレータ情報などを管理する人 

オペレータ  遠隔サポートを行う人 

顧客 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、顧客端末を制御するためのプログラム 

待機 遠隔サポートを行うためにオペレータが顧客との接続を待つ状態 

接続コード 遠隔サポートを行うために顧客が端末で入力する数字 

制御権 オペレータが、顧客が事前同意した上で顧客端末を制御できる権限 

認証サーバ オペレータがログインした時にIDとパスワードを確認するサーバ 

バックグラウンド／ 

フォアグラウンド状態 

iOS端末上では複数のアプリケーションが同時に動作しますが、ある特

定の時点で見ると、ユーザが操作するフォアグラウンドのアプリケー

ションは1つだけです。ユーザインターフェイス要素を表示し、タッチ

イベントに応答できるのは、このアプリケーションだけです。ほかの

アプリケーションはバックグラウンド動作で、通常は単に待機してい

るだけですが、陰で何らかの処理をしている場合もあります。フォア

グラウンドとバックグラウンド状態の切り替えに伴い、アプリケーシ

ョンの動作もさまざまな点が変わります。 



43 

 

1.  オペレータと顧客のご利用環境 

1.1 オペレータ環境 

オペレータは、次のような環境で使用することをお勧めします。 

 現在、モバイルサポート機能はWindows環境でのみ使用可能です。 

 

対応環境の詳細に関しましては、以下のリンクをご参照ください。 

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

jp.pdf 

 

 
セキュリティ上、特定のウェプページやポート(80/443)の遮断を設定している企

業や団体の場合には、接続が不可能となる場合があります。 

 

1.2 顧客端末環境 

対応環境の詳細に関しましては、以下のリンクをご参照ください。 

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

p.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://files.rsupport.com/jp/remotecall/documents/features/remotecall-os-specification-jp.pdf
http://files.rsupport.com/jp/remotecall/documents/features/remotecall-os-specification-jp.pdf
http://files.rsupport.com/jp/remotecall/documents/features/remotecall-os-specification-jp.pdf
http://files.rsupport.com/jp/remotecall/documents/features/remotecall-os-specification-jp.pdf
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2. Androidモバイルサポートの流れ 

遠隔サポートサービスは、以下のように５段階の手順で行われます。 

 

 

 

 オペレータはRemoteCall Agentを実行し、ログインします。 

 オペレータは待機を選択し、接続を待機します。 

① ~ ②番の手順については【準備編】の「2.2. Agentにログイン後、顧客接続を待機する」

を参照 

 オペレータは顧客に遠隔サポートアプリケーションを実行し、遠隔サポートを要請するよう

案内します。 

 顧客を遠隔サポートします。 

 

 

iOS端末の場合(スクリーンキャプチャ方式) 

① 最初、顧客の端末と接続されると、チャット画面が表示されます。 

② オペレータは顧客側の不具合があるアプリケーションやiOSの設定画面をス

クリーンキャプチャするように案内します。 

③ オペレータはビューアに自動転送された顧客端末のキャプチャ画像を確認

し、音声による案内、キャプチャ画像に描画機能を用いて案内し転送しま

す。 

④ 顧客は受信された画像を遠隔サポートアプリ上で確認します。 

 

 サポート終了後、「終了」または「接続の終了」をクリックしてサポートを終了します。 

  

Agent 

ログイン (モバイル待機) 
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2.1 遠隔サポートアプリのインストール・接続の誘導 

顧客のモバイル端末（以下、顧客端末）を遠隔サポートするには、顧客端末に「遠隔サポート」ア

プリをインストールする必要があります。 

※顧客端末に「遠隔サポート」アプリがインストール済みの場合、「2.1.1 顧客端末に「遠隔サポ

ート」アプリをインストールする」は省略可能です。 

 

遠隔接続までの手順については、下記をご参照ください。 

 

2.1.1  顧客端末に 遠隔サポート」アプリをインストールする 

① 顧客端末より「Playストア」を開きます。 

② 検索欄に「遠隔サポート」または「RemoteCall」を検索します。 

③ 「遠隔サポート」アプリをインストールします。 

 

2.1.2  顧客端末に接続する 

顧客端末に接続する方法は２つがあります。下記のどちらかの方法を顧客にご案内ください。 

A. 顧客が接続コードを入力する場合（通常） 

B. オペレータが接続コードを入力する場合 

 

A. 顧客が接続コードを入力する場合（通常） 

① 顧客端末の「遠隔サポート」を実行するように顧客へご案内ください。 

※端末環境によって初期起動時に権限許可設定を求める場合があります。 

すべての権限を許可して次へお進みください。 

 

② 顧客端末を操作できない端末の場合、RSAssistantインストールを求められます。 

 ※Samsungや一部SONY端末では②が省略される場合があります。 

 

・顧客端末の操作が必要な場合： 

 「インストール」ボタンでインストール完了後に遠隔サポートアプリを再度実行してください。 
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 ・顧客端末の操作が不要な場合： 

  「次回インストール」ボタンを続けてクリックしてください。 

 

 

③ 顧客端末のアプリ画面に接続コード入力と「OK」をタップするように 

顧客へご案内ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

④ 顧客端末画面に表示された「利用約款」に同意のチェックをし、 

 「次へ」をタップするように顧客へご案内ください。 

※遠隔サポートを受けるには、利用規約に同意する必要があります。 

※端末環境によっては制御権限、画面情報取得のための同意を求める 

 画面が表示される場合があります。「承諾」をタップして次へお進

   みください。 

 

 

 

 

⑦ 顧客端末にチャット画面が表示され、オペレーターの待機画面に 

モバイルUIが表示されたら完了です。 



47 

 

B. オペレータが接続コードを入力する場合 

① 顧客端末の「遠隔サポート」を実行するように顧客へご案内ください。 

※端末環境によって初期起動時に権限許可設定を求める場合があります 

ので、すべての権限を許可して次へお進みください。 

 

② アプリ画面の右上にある「…」アイコンをクリックし、 

 「設定」の歯車アイコンを選択するように顧客へご案内ください。 

 

 

 

 

③ 「接続コード方式設定 > オペレーターから接続」の右側のボタンを 

クリックして有効（緑色）にし、「保存」を押してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

④ 前の画面に戻り、顧客端末に表示される接続コードを確認します。 

 

 

 

 

 

 

⑤ オペレーター待機画面の右上の「オペレーターから接続」をクリックし、 

 上記④の接続コードを入力して「接続」ボタンをクリックします。 
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⑥ 顧客端末画面に表示された「利用約款」に同意のチェックをし、「次へ」をタップするように 

顧客へご案内ください。 

※遠隔サポートを受けるには、利用規約に同意する必要があります。 

※端末環境によっては制御権限、画面情報取得のための同意を求める画面が表示される場合が 

あります。「同意」をタップして次へお進みください。 

 
 

⑦ 顧客端末にチャット画面が、オペレーターの待機画面にはモバイルUIが表示されたら完了です。 

 

 

2.2 サポートを開始する 

顧客と接続されると、顧客の端末情報がビューアに表示されます。 

モバイル制御が可能な端末の場合、顧客の端末画面を見ながらサポートすることができます。 

顧客は、画面転送やオペレータによる遠隔制御を希望しない場合はいつでも画面転送を中断するこ

とができます。 

 

     

画面転送時                                   画面転送中断時 
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2.3 操作を行う 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.1 ビューアメニュー 

  システム  

制御設定※ モバイル制御環境を設定します。 

常に前へ ビューアを常に他のウィンドウより前に表示させます。 

レポート作成 遠隔サポート時のサポート履歴を作成します。 

エスカレーション(伝達) 現在接続しているクライアントを別のオペレータに転送します。 

ビューアロック サポート中のオペレータが席を外す場合、ビューアをロックします。 

終了 遠隔サポートを終了します。 

 

  制御  

モバイル制御※ 顧客端末の制御権を取得します。 

レーザーポインター (矢印) 顧客端末にレーザーポインターを矢印で表示します。 

 

  描画※ 

描画(線、図形など) 顧客PC画面に描画することができます。(双方向) 

 

  画面 

 アイコン 
アイコンをクリックすると、ビューア画面上の顧客端末画面の 

比率が30％から100％まで10％単位で変更されます。 

④ 

⑤ 

 

② 

 

① 

③ 
① ビューアメニュー 

② サイドメニュー  

③ 端末制御メニュー  

④ 顧客端末画面 

⑤ ステータスバー 
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ズーム※ 
ビューアに表示される顧客端末画面の大きさを20～100％の倍率で調節します。

(顧客端末の解像度が1280ｘ720以下の場合は、30~100％になります。)  

自動調整※ ビューアに合わせて顧客端末画面の大きさを調整します。 

 

  ツール 

画面保存※ 
顧客端末の画面をオペレータPCにJPGファイル形式として保存しま

す。 

URL転送 顧客端末にURLを送信します。 

クリップボード オペレータと顧客PCのクリップボードの内容を交換します。 

録画※ 顧客端末の制御画面を録画します。 

 

 

 「※」表示された機能は、画面情報を受信し、モバイル制御が可能な端末のサポ

ート時に有効になる機能です。 

端末別の利用可能なサービスタイプは「1.2. 顧客端末環境」の項目を参照 

iOS端末の場合は、遠隔サポートアプリ内操作を行っている場合と、キャプチャ

された画像または送信した画像選択時に有効になる機能です。 

 

 システム 

 制御設定 

モバイル制御の画面色環境を設定します。 

 

 

 

 

 

Wi-Fi モード 画面色 
Wi-Fi接続時、オペレータビューアに表示される画面の色を選択します。 

4/16/64/256/High Colorで、既定値は256Colorです。 

3G/4G モード 画面色 
3G接続時、オペレータビューアに表示される画面の色を選択します。 

4/16/64/256/High Colorで、既定値は256Colorです。 

遠隔サポート解像度設定 
オペレータビューアに表示される画面の解像度を選択します。 

低/中/高/自動で、既定値は自動です。 

 画面共有要請機能は、USIMのある端末のみに対応しています。 
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 常に前へ 

ビューアを他のプログラムウィンドウより常に前に表示させます。 

 

 レポート作成 

サポートした顧客情報やサポート履歴を入力・変更します。 

作成した内容は、管理者ページの「製品使用管理 > サポート履歴詳細 

> サポート内容 > 「サポートレポート」で確認することができます。 

 

 

 

 

 

 エスカレーション（伝達） 

遠隔サポート中の顧客を他のオペレータに転送します。 

①  クリック > 「エスカレーション(伝達)」をクリックします。 

 

② 遠隔サポート中の顧客端末に、エスカレーション同意を求める 

メッセージが以下のように表示されます。 

 

 

③ 顧客がエスカレーションに同意すると、現在オンラインである

同じグループ内にあるオペレータのリストが表示されます。

 「全ユーザ」をクリックし、同じグループ内の全てのオペレータ

リストを表示します。 

エスカレーションを転送するオペレータを選択後、「転送リク

エスト」をクリックします。 

※更新アイコン をクリックすると、エスカレーションを要請できるオペレータのリストを更新

します。  

 

顧客がエスカレーションを拒否すると、エスカ

レーションがキャンセルされ、エスカレーショ

ン要求拒否案内のメッセージが表示されます。 
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 エスカレーションを要求されたオペレータにリクエストメッセージが表示されます。 

  

 エスカレーションを受け入れると、サポートしていた顧客との遠隔サポート接続が行われ、

元のオペレータと顧客の接続は終了します。 

 

 エスカレーションが拒否されると、エスカレーション拒否案内のメッセージが表示され、接

続中のオペレータと顧客の間の遠隔サポートが継続します。 

 

 ビューアロック 

遠隔サポート中、オペレータが席を外すような

状況が発生した場合、ビューアロック機能を 

利用し、ビューアのすべての機能が使用できな

いようにします。ロックを解除するためには、

オペレータのログイン時に使用するパスワード

を入力する必要があります。 

 

 

 モバイル制御 

 モバイル制御 

遠隔サポート接続後、顧客から制御権を得てから顧客端末の制御を行います。 

 

 レーザーポインター（矢印） 

顧客端末に矢印のポインターを表示します。遠隔サポート時に特定の場所や動きを指し示す時に簡

単に案内することができます。 
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 描画 

 
 

 描画開始（Ctrl+window+shift） 

選択されている描画タイプで描画することができます。また、共有されたスクリーンキャプチャ画

像および共有画面上で描画することができます。 

※ スクリーンキャプチャ画像または送信画像を選択後、ビューアのモバイル画面上でマウス右クリ

ックすると、描画開始/終了することができます。 

 描画タイプ(フリーハンド / 矢印 / 直線 / 四角形 / 円) 

描画する線、図形タイプを変更します。オペレータは顧客がキャプチャした画像を選択して描画す

ることができます。また、共有されたスクリーンショットの画像にも描画することができます。 

 

 描画カラー 

描画する線の色を変更します。 

 

 全体削除 

描画したすべての線を消去します。 

 
円滑なサポートのため、顧客の端末画面が一定割合以上変更した場合や、プロ

グラムが移行された場合にも、描画したすべての線が消去されます。 

 

 画面 

 アイコン  

アイコンをクリックすると、ビューア画面上の顧客端末画面の比率が30％から100％の間を、1

0％単位で変更します。 

 

 ズーム 

顧客端末の画面の大きさを20～100％の倍率(Full HD解像度基準)で調整します。 

 （顧客端末の解像度が1280ｘ720以下の場合、画面を30~100％の倍率で調整します。） 
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 自動調整 

顧客端末の画面の大きさをビューアに合わせて調整します。 

 

 ツール 

 画面保存 

サポート中の顧客端末の画面をキャプチャし、オペレータPCにJPGファイルで保存します。 

※ファイルの保存先 

パブリックのドキュメント￥Rsupport￥RemoteCall￥Capture￥保存日付¥Support No 

 

 URL転送 

顧客端末にURLを送信し、ウェブページにアクセスさせます。 

 クリップボード 

オペレータPCのクリップボードの内容を顧客端末のクリップボードに送信し、同期します。 

 

 録画 

遠隔サポート中である顧客端末の制御画面を録画することができます。 

遠隔制御ができない端末は録画機能に対応していません。 

※ファイルの保存先 

パブリックのドキュメント￥RSupport￥RemoteCall￥Recorded Files 

 

2.3.2 サイドメニュー 

 【 システム 】 

遠隔サポート中の端末の基本システム情報を表示します。 

※更新 アイコンをクリックすると、基本システム情報を 

更新します。 
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電話番号 USIMに保存された携帯電話番号情報を表示します。 

通信事業者 USIMに保存されたネットワーク情報を表示します。 

ルーティング 端末がルーティングされているのかを表示します。 

モデル番号 機種情報を表示します。 

Androidバージョン バージョン情報を表示します。 

OS 端末のカーネルバージョン情報を表示します。 

バッテリメーター バッテリー残量を表示します。 

内部ストレージ容量 内部メモリ情報を「AVAILABLE/TOTAL」に表示します。 

SDカード SD保存場所を「AVAILABLE/TOTAL」に表示します。 

3G/4G電波強度 3G/4Gシグナルの強さを%で表示します。 

Wi-Fi電波強度 Wi-Fiシグナルの強さを%で表示します。 

システムメモリー 端末のシステムメモリ情報を「AVAILABLE/TOTAL」に表示します。 

シリアル番号 端末のシリアル番号を表示します。 

Build No ビルド番号情報を表示します。 

MSISDN USIMに保存されたMSISDN情報を表示します。 

IMEI IMEI情報を表示します。 

機内モード 機内モード設定情報を表示します。 

Wi-Fi Wi-Fi設定情報を表示します。 

画面解像度 端末の解像度を表示します。 

Bluetooth Bluetooth設定情報を表示します。 

言語 言語選択情報を表示します。 

アカウント アカウント情報を表示します。 

バックグラウンドデータ バックグラウンドデータ設定情報を表示します。 

自動同期 自動同期設定情報を表示します。 

マナーモード マナーモード設定情報を表示します。 

パスワード パスワード設定情報を表示します。 

ローミング データローミング設定情報を表示します。 

着信音 呼出音のボリューム情報を表示します。 

スピーカー音量 メディアボリューム情報を表示します。 

APPバージョン 遠隔サポートアプリケーションのバージョン情報を表示します。 
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 【 設定（クイック設定）】 

遠隔サポート中の端末の設定情報を確認し、各項目をクリックして設

定の変更ができます。 

 

更新 アイコンをクリックすると、設定情報を更新します。 

※端末の製造会社や端末別に対応機能が異なるため、対応していない

機能がある場合があります。 

 

 

 【 プロセス情報 】 

遠隔サポートしている端末のメモリ状態と実行中のプロセス情

報を表示します。 

更新 アイコンをクリックし、メモリ情報やプロセス情報を更

新します。 

                                              

メモリ 

情報 

メモリ 現在使用中のメモリ量を表示します。 

Disk 現在使用中のDisk容量を表示します。 

CPU 現在使用中のCPU量を表示します。 

プロセス 

情報 

プロセス 現在実行中のプロセス情報を表示します。 

CPU 現在実行中のプロセスのCPU使用量を表示します。 

システムメモリ 現在実行中のプロセスのメモリ使用量を表示します。 

終了 選択したプロセスを終了します。 

 

 プロセス終了 

 終了するプロセスの右側の終了(x)ボタンをクリックします。 

 プロセスの終了を確認するメッセージが表示されます。 

  「はい」をクリックすると、選択したプロセスが終了し、 

顧客端末にプロセスの終了案内メッセージが表示されます。 
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 【 アプリケーション情報 】 

遠隔サポートしている端末にインストールされているアプリケーションの一覧を表示します。 

※更新 アイコンをクリックすると、アプリケーションのリストを更新します。 

 
 

プログラム名 インストールされているアプリケーション名を表示します。 

バージョン アプリケーションのバージョンを表示します。 

ステータス 

アプリケーションが実行されているのかを表示します。 

また、OFFになっているアプリケーションを実行させるためには、「OFF」

の部分をダブルクリックします。 

削除 

アプリケーションを削除します。 

 「X」をクリックすると、削除確認のウィンドウが表示され、「確認」をクリ

ックすると、顧客の端末に削除確認のウィンドウが表示されます。 

 

 アプリケーション詳細情報 

をクリックし、アプリケーションの詳細を確認します。 

 

 

 アプリケーションの実行 

ステータスの「OFF」の部分をダブルクリックしてOFFになっているアプリケーションを実行させま

す。 
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 アプリケーションの削除 

 削除するアプリケーションの右側にある削除ボタン(x)をクリックします。 

 アプリケーションの削除を確認するメッセージが表示されます。 

  「確認」をクリックすると、顧客の端末にアプリケーションのアンインストール確認画面が表

示されます。※基本アプリは削除できません。 

 

 【 チャット画面 】 

遠隔サポートしている端末の画面にチャットウィンドウを表示させ、顧客とチャットをしたり、 

遠隔制御、端末情報の収集、プログラムの実行などの遠隔サポート内容が表示されます。 

                          

オペレータ側                     顧客側 

 

 【 ログ情報 】 

遠隔サポートしている端末のログ情報を取得します。チェックボックスを選択し、ログのレベルと 

行数を500行/1000行/全体で調整し、「取得」ボタンをクリックしログを取得します。 

コピー アイコンをクリックし、 端末のログ情報をメモ帳にコピーします。 
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 【 サポート履歴 】 

遠隔サポートしている端末のIMEI（iOS端末の場合はUUID情報）で

過去にサポート履歴があるかを検索して表示します。 

 

 

 

 

また、詳細情報 アイコンをクリックすると、サポートの詳細 

情報を確認することができます。 

 

 

 

 

 

 

 

個人情報保護 

管理者ページの「使用者管理 ＞ 会社 ＞ 接続ページ設定 ＞ 基本情報の設

定」の個人情報保護オプションを使用すると、オペレータ側に顧客サポート内

容が出力されず、管理者ページのサポート履歴上でも顧客の個人情報(氏名、携

帯番号、MSISDN/IMEI、グローバル/ローカルIP、顧客MACアドレス)を保存し

ません。 

 

 【 ファイル転送 】 

遠隔サポートしている端末のファイルリストを確認し、顧客の同

意の下で顧客のファイル / フォルダをオペレータPCに受信した

り、オペレータPCのファイル/フォルダをサポート先端末に転送

します。 
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 ファイルリスト確認 

フォルダパスのコンボボックスをクリックし、直接特定フォルダに移動したり、ボタンを利用した

フォルダの移動（親フォルダ 、戻る 、次へ )、ファイルリストの更新 が可能です。 

 

 顧客端末にファイルを送信 

  「ファイル転送」ボタンをクリックし、転送するファイル/フォルダを選択後、転送します。 

 顧客端末へのファイルの送信に同意を求めるメッセージが表示されます。 

       

送信ファイル選択画面            顧客側画面 

 

 複数のファイルを転送時、個々のファイルへのファイル送受信に同意するメッセージが表示

され、「次の〇つのファイル/フォルダも含む」にチェックを入れると、送受信されるすべて

のファイルの一括同意が可能です。 

 

 顧客端末からファイルを受信 

 ファイルリスト(顧客端末)から受信するファイル/フォルダを選択し、「ファイル受信」ボタ

ンをクリックします。 

 顧客端末に、ファイル受信に同意を求めるメッセージが表示されます。 

 

 ファイル削除 

 削除するファイル/フォルダを選択後、マウス右クリックし、「削除」を選択します。 

 ファイル/フォルダの削除の確認メッセージが表示されます。 

 「はい」をクリックすると、遠隔サポート中の顧客端末へのファイル/フォルダの削除に同意

を求めるメッセージが表示されます。 

 顧客がファイル/フォルダの削除を承諾すると、選択したファイルが削除されます。 

※顧客がファイル/フォルダの削除を拒否すると、削除がキャンセルされます。 
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 ファイル実行 

 実行するファイルを選択後、マウス右クリックし、「ファイルの実行」を選択します。 

 ファイルを実行することを確認するメッセージが表示されます。 

  「はい」をクリックすると、選択したファイルが実行されます。 

 

2.3.3 端末制御メニュー 

Samsung,Sony端末など、遠隔制御が可能な端末では以下のメニューが利用できます。 

 
 

円滑な顧客端末の制御のためのショートカットを使用できます。 

端末制御メニューは、モバイル制御権限獲得後、有効になります。 

 （端末によって動作しないショートカットがあります。） 

 
スピーカーフォン スピーカーフォンをON/OFFできます。 

 
音量調整 端末の音量を調節します。 

 
Homeキー 端末のHomeキーと同様 

 
Menuキー 端末のMenuキーと同様 

 
戻るキー 端末のBackキーと同様 

 
検索キー 端末のSearchキーと同様 

 
カメラ 端末のカメラアプリケーションを実行します。 

 
設定 端末の環境設定に移動します。 

 
通知バーを開く 端末のステータスバーを開きます。 

 
通知バーを閉じる 端末のステータスバーを閉じます。 

 
携帯電話自動回転 

自動回転機能がOffの状態(クリックするとOnになる) 

自動回転機能がOnの状態(クリックするとOffになる) 

 

 

画面メッセージ  
メッセージ表示がOnの状態(クリックするとOffになる) 

メッセージ表示がOffの状態(クリックするとOnになる) 

 
画面ロック 顧客端末画面が表示されないようにロックします。 
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※キーボードのショートカットキー 

Esc Backキー 端末のBackキーと同様 

Home Homeキー 端末のHomeキーと同様 

End Lockキー 一部の端末でLockキーとして動作します。（画面ロック） 

Page up Menuキー 端末のMenuキーと同様 

Delete 
Deleteキー/ 

右矢印キー 
文字入力時、カーソル後の文字を削除します。 

Backspace Backspaceキー 文字入力時、仮想キーボードのBackspaceボタンと同様 

Enter Enterキー 端末からEnterキーを押した時と同様 

Arrow key 矢印キー 端末で、矢印キーを押した時と同様 

Keypad  -/+ ボリューム  - / + 端末の音量を調節します。 

 

2.3.4 顧客端末画面 

遠隔サポート接続後、顧客端末画面を見ながらサポートすることができます。 

 

メインメニューの「制御 ＞ モバイル制御」をクリックすると、端末制御権を取得後に顧客端末を

マウスで制御することができます。 

※管理者設定によって、遠隔サポート接続後に最初に顧客端末が画面ロック状態で表示され、制御

ができない場合があります。プレイボタン をクリックし、顧客画面情報を受信してください。 

  

 

上記で定義されたキーに加え、端末に応じてキーボード入力時に特定のアプリケ

ーションが実行されたり、特定の機能が動作することができます。 

現在、一部の端末での動作が確認されたキーは、次のとおりです。 

・F2：Menuキーとして動作します。 

・F3：端末の最近の通話記録アプリケーションが実行されます。 

・F5：Searchキーとして動作します。 

・待機中のメッセージ、数字キー入力：検索アプリケーションが実行され、 

入力した文字を検索 



63 

 

          

画面共有状態                     画面転送中断時 

 

遠隔サポート接続時、円滑なサポートの為に顧客端末の画面のタイムアウト時間が10分に変更さ

れ、遠隔サポート終了後、元の設定に自動変更されます。 
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3. iOSサポートの流れ 

3.1 遠隔サポートアプリのインストール・接続の誘導 

         

 

3.1.1 顧客に接続を誘導する（通常） 

➀モバイルアプリのインストールを案内します。（インストールを案内方法は2通りがあります。） 

-モバイルブラウザから「113366.com」へアクセスを案内することで、遠隔サポートアプリの 

ダウンロードするためのAppStoreへの移動させることができます。 

-AppStoreアプリを直接開き、「遠隔サポート-RemoteCall」と検索することでダウンロードさ

せることができます。 

 

②顧客に「遠隔サポート」アプリケーションを起動するよう案内します。OSによって初期起動時

権限設定を求める場合があります。権限設定に対して許可する様に案内します。 

 

③アプリケーション起動後、案内した接続コードを入力し「OK」をタップするよう案内します。 
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  「利用約款」に同意し、「次へ」をタップするよう案内します。 

※ 同意にチェックが入っていないと、遠隔サポートすることができません。 

 

 

 待機中のオペレータとの接続されたら、顧客端末によって制御権限や画面情報取得のための 

同意案内が表示されます。「承諾」をタップし遠隔サポートを進むように案内します。 

 

 

3.1.2 顧客に接続を誘導する(オペレータが接続コードを入力する場合） 

➀顧客に遠隔サポートアプリケーションを起動するよう案内します。 

②顧客にアプリ側に表示される接続コードを確認します。 

③「利用約款」に同意し、「次へ」をタップするよう案内します。 

※ 同意にチェックが入っていないと、遠隔サポートすることができません。 

④待機中のオペレータとの接続が可能な場合、顧客端末に遠隔サポートの同意案内が 

表示されます。同意案内を確認後、「同意」をタップするよう案内します。 

 

     

※音声で案内しにくい説明をメインメニューの「描画」機能を利用して説明したり、送受信した画

像を確認することもできます。 
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3.2 操作を行う 

・オペレータツールの構成 

 
 

3.2.1 ビューアメニュー 

  システム  

常に前へ ビューアを常に他のウィンドウより前に表示させます。 

レポート作成 遠隔サポート時のサポート履歴を作成します。 

エスカレーション(伝達) 現在接続しているクライアントを別のオペレータに転送します。 

ビューアロック 
サポート中のオペレータが席を外す場合、ビューアをロックしま

す。 

終了 遠隔サポートを終了します。 

 

  描画※ 

描画(線、図形など) 転送された画像に描画することができます。 

 

 

  ツール 

画面保存※ 
顧客端末の画面をオペレータPCにJPGファイル形式として保存しま

す。 

URL転送 顧客端末にURLを送信します。 

画像転送(PC) オペレータPC上の画像を顧客に転送します。 

⑥ 
④ 

⑦ 

 ③ ㅊ 

 

② 

 

➀ 

⑤ 

① ビューアメニュー 

② サイドメニュー 

③ 端末制御メニュー 

④ 顧客端末画面 

⑤ ステータスバー 

⑥ チャット画面 

⑦ スライドバー 
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画像転送(サーバ) サーバに予め登録しておいた画像を顧客に転送します。 

受信画像保存 

顧客端末から転送されたすべての画像を特定のフォルダに保存しま

す 。 

(C:\Users\Public\Documents\Rsupport\RemoteCall\Capture\日

付フォルダ\Support No.\Receive)  

送信画像保存 

顧客端末から転送された受信画像と描画などで編集し顧客に送ったす

べての画像を特定のフォルダに保存します。

(C:\Users\Public\Documents\Rsupport\RemoteCall\Capture\日

付フォルダ\Support No.\Send) 

 

 

 「※」表示された機能は、画面情報を受信し、モバイル制御が可能な端末のサポ

ート時に有効になる機能です。 

端末別の利用可能なサービスタイプは「1.2. 顧客端末環境」の項目を参照 

iOS端末の場合は、遠隔サポートアプリ内操作を行っている場合と、キャプチャ

された画像または送信した画像選択時に有効になる機能です。 

 

 【 システム 】 

 常に前へ 

ビューアを他のプログラムウィンドウより常に前に表示させます。 

 

 レポート作成 

サポートした顧客情報やサポート履歴を入力・変更します。 

 

作成した内容は、管理者ページの「製品使用管理 > サポート履歴詳細 > サポート内容 >  

 「サポートレポート」で確認することができます。 
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 エスカレーション（伝達） 

遠隔サポート中の顧客を他のオペレータに転送します。 

➀  クリック > 「エスカレーション(伝達)」をクリックします。 

②顧客端末に、エスカレーション同意を求めるメッセージが以下のように表示されます。 

         

iOS端末：フォアグラウンド状態の場合    iOS端末：バックグラウンド状態の場合 

 

③顧客がエスカレーションに同意すると、現在オンラインである同じグループ内にあるオペレー

タのリストが表示されます。「全ユーザ」をクリックし、同じグループ内の全てのオペレー

タリストを表示します。 

エスカレーションを転送するオペレータを選択後、「転送リクエスト」をクリックします。 

※更新アイコン をクリックすると、エスカレーションを要請できるオペレータのリストを

更新します。  

                

    

顧客がエスカレーションを拒否すると、エスカレーションがキャンセルされ、

エスカレーション要求拒否案内のメッセージが表示されます。 
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エスカレーションを要求されたオペレータにリクエストメッセージが表示されます。 

  

 エスカレーションを受け入れると、サポートしていた顧客との遠隔サポート接続が行われ、

元のオペレータと顧客の接続は終了します。 

 エスカレーションが拒否されると、エスカレーション拒否案内のメッセージが表示され、接

続中のオペレータと顧客の間の遠隔サポートが継続します。 

 

 ビューアロック 

遠隔サポート中、オペレータが席を外すような状況が発生した場合、ビューアロック機能を利用

し、ビューアのすべての機能が使用できないようにします。ロックを解除するためには、オペレー

タのログイン時に使用するパスワードを入力する必要があります。 
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 【 描画 】 

 

 

 描画開始（Ctrl+window+shift） 

選択されている描画タイプで描画することができます。また、共有されたスクリーンキャプチャ画

像および共有画面上で描画することができます。 

※ スクリーンキャプチャ画像または送信画像を選択後、ビューアのモバイル画面上でマウス右クリ

ックすると、描画開始/終了することができます。 

 

 描画タイプ(フリーハンド / 矢印 / 直線 / 四角形 / 円) 

描画する線、図形タイプを変更します。オペレータは顧客がキャプチャした画像を選択して描画す

ることができます。また、共有されたスクリーンショットの画像にも描画することができます。 

 

 描画カラー 

描画する線の色を変更します。 

 

 全体削除 

描画したすべての線を消去します。 

 
円滑なサポートのため、顧客の端末画面が一定割合以上変更した場合や、プロ

グラムが移行された場合にも、描画したすべての線が消去されます。 

 

 【 ツール 】 

 画面保存 

サポート中の顧客端末の画面をキャプチャし、オペレータPCにJPGファイルで保存します。 

※ファイルの保存先 

パブリックのドキュメント￥Rsupport￥RemoteCall￥Capture￥保存日付¥Support No 

※ iOS端末の場合、画面共有が有効になっている場合のみ有効な機能です。 

詳しくはご購入店にお問い合わせください。 
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 URL転送 

顧客端末にURLを送信し、ウェブページにアクセスさせます。 

 

 画像転送(PC)   

オペレータPC上にある画像を顧客に転送します。 

転送した画像はチャット上で確認することができます。 

 

 画像転送(サーバ)  

オペレータがサーバ上に予め登録しておいた画像を顧客に転送します。 

※ 画像登録方法：管理者ページ > サポートツール管理 > iPhone案内メッセージ 

 

 受信画像保存 

顧客端末から受信したすべての画像を特定のフォルダに保存します。 

※ファイルの保存先 

パブリックのドキュメント\Users\Public\Documents\Rsupport\RemoteCall\Capture\日付フ

ォルダ\Support No.\Receive 

受信した画像が顧客端末画面の下のスライドバーに左から整列されます。 

(端末制御メニュー > 「受信イメージ」状態) 

 

 送信画像保存 

顧客に送信した画像を特定のフォルダに保存します。 

※ファイルの保存先 

パブリックのドキュメント\Users\Public\Documents\Rsupport\RemoteCall\Capture\日付フ

ォルダ\Support No.\Send 

送信した画像が顧客端末画面の下のスライドバーに左から整列されます。 

(端末制御メニュー > 「送信イメージ」状態) 
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3.2.2 サイドメニュー 

 【 システム 】 

遠隔サポート中の端末の基本システム情報を表示します。 

 

 

通信事業者 USIMに保存されたネットワーク情報を表示します。 

モデル番号 機種情報を表示します。 

iPhone 

バージョン 
iOSのバージョン情報を表示します。 

OS 端末のカーネルバージョン情報を表示します。 

バッテリメーター バッテリー残量を表示します。 

内部ストレージ容量 内部メモリ情報を「AVAILABLE/TOTAL」に表示します。 

システムメモリー 端末のシステムメモリ情報を「AVAILABLE/TOTAL」に表示します。 

Build No ビルド番号情報を表示します。 

Wi-Fi Wi-Fi設定情報を表示します。 

画面解像度 端末の解像度を表示します。 

言語 言語選択情報を表示します。 

マナーモード マナーモード設定情報を表示します。 

スピーカー音量 メディアボリューム情報を表示します。 

APPバージョン 遠隔サポートアプリケーションのバージョン情報を表示します。 
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 【 プロセス情報 】 

遠隔サポートしている端末のメモリ状態と実行中のプロセス情報を表示します。 

   

更新 アイコンをクリックし、メモリ情報やプロセス情報を更新します。 

 

メモリ 

情報 

メモリ 現在使用中のメモリ量を表示します。 

Disk 現在使用中のDisk容量を表示します。 

CPU 現在使用中のCPU量を表示します。 

プロセス 

情報 

プロセス 現在実行中のプロセス情報を表示します。 

PID 現在実行中のプロセスに関するPID情報を表示します。 

実行時間 現在実行中のプロセスに関する実行時間を表示します。 

 

 【 チャット画面 】 

遠隔サポートしている端末の画面にチャットウィンドウを表示させ、顧客とチャットをしたり、 

遠隔制御、端末情報の収集、プログラムの実行などの遠隔サポート内容が表示されます。 

     

オペレータ側            顧客側 
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 【 サポート履歴 】 

遠隔サポートしている端末のIMEI（iOS端末の場合はUUID情報）で過去にサポート履歴があるかを

検索して表示します。 

サポート履歴がないか、確認が取れない場合はサポート履歴が表示されません。 

 

 

また、詳細情報 アイコンをクリックすると、サポートの詳細情報を確認することができます。 

 

 

 

個人情報保護 

管理者ページの「使用者管理 ＞ 会社 ＞ 接続ページ設定 ＞ 基本情報の設

定」の個人情報保護オプションを使用すると、オペレータ側に顧客サポート内

容が出力されず、管理者ページのサポート履歴上でも顧客の個人情報(氏名、携

帯番号、MSISDN/IMEI、グローバル/ローカルIP、顧客MACアドレス)を保存し

ません。 
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3.2.3 端末制御メニュー 

Samsung,Sonyの遠隔制御が可能な端末でご利用いただけます。 

 

A. iOS端末の場合 

 
 

アイコン 機能名 説明 

 

案内 

メッセージ 

画面共有、画面キャプチャなどの端末操作方法を案内メッセージ

としてチャットに送信します。 

 

モバイル画面 

キャプチャ 

顧客のモバイル画面をキャプチャする機能です。 

遠隔画面下部のスライドバーにマウスオーバーすると、キャプチ

ャした画像が表示されます。 

※画面共有中のみ利用可能 

 
画面転送 

キャプチャした画像をそのまま転送したり、描画機能で案内した

画像を転送できる機能です。 

※転送された画像はチャット画面で確認し、保存できます。 

※画面非共有時に顧客がキャプチャした画像や、画面共有時にオ

ペレーターが「モバイル画面キャプチャ」機能でキャプチャした

画像を利用できます。 

 

お顧客様の 

画面表示 

遠隔画面下部のスライドバーのキャプチャ画像の画面から顧客の

モバイル画面に戻ります。 

 

スライドバー 

非表示 

顧客やオペレーターがキャプチャした画像を確認できるスライド

バーを非表示にします。 

 

画面共有 

リクエスト/中止 

顧客のモバイル画面をオペレーターへ画面共有するために、顧客

へ共有リクエストを送ります。 

※中止する際はもう一回押してください。 
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【 案内メッセージ 】 

 
 

メニュー 説明 

画面記録設定のご案内 顧客の端末画面をオペレーターへ共有する方法を案内します。 

画面記録設定開始のご案内 画面記録設定後に、画面共有機能の実行方法を案内します。 

スピーカーフォンオン 顧客端末のスピーカーフォンをオンにする方法を案内します。 

画面キャプチャ 顧客のモバイル画面をキャプチャする方法を案内します。 

写真アクセス権限要請 
顧客端末の写真にアクセスするために、権限を許可する方法を案

内します。 

遠隔サポート接続維持 

顧客端末で遠隔サポートアプリがバックグラウンド状態のまま 

一定時間使わない場合、自動的にサポートが終了されます。 

サポート接続を維持するために、遠隔サポートアプリをフォアグ

ラウンド状態にする方法を案内します。 

他のアプリケーション終了 顧客端末に起動中の他のアプリを終了する方法を案内します。 

 

 

※各案内メッセージはiOSバージョンにより異なる場合があります。 
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 【 画面転送 】 

バックグラウンド中や画面共有中にキャプチャした画像を確認するために、遠隔画面の下部にある

スライドバーから任意の画像を選択すると、自動的に描画機能をご利用いただけます。 

キャプチャや描画した画像をサポートアプリ内のチャットに転送できます。 

 

 

 【 お客様の画面表示 】 

上記の「画面転送」ボタンで遠隔画面に画面キャプチャの画像が表示された場合、再度お客様のモ

バイル画面に戻るための機能です。 

 

 【 スライドバー非表示 】 

遠隔画面の下部にあるスライドバーを非表示にできる機能です。 

 

 【 画面共有リクエスト 】 

コントロールセンターからお客様が直接画面共有を開始せず、オペレ

ーターが画面共有をリクエストする機能です。 

右側の画像のようにポップアップが表示され、「ブロードキャストを

開始」ボタンをクリックすると、3秒後に画面共有が開始されます。 
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3.3 ステータスバー 

遠隔サポートの状態情報を表示します。 

 

 

 ステータスバー情報 

端末名 顧客端末のモデル名を表示します。 

データ通信量 画面データ通信量を表示します。 

 

ネットワーク状態 

ネットワーク接続の状態を表示します。 

遠隔サポートの接続：P2P/Gateway 

顧客端末のネットワーク接続：Wi-Fi/3G/4G 

端末の解像度 顧客端末の解像度情報を表示します。 

表示色 ビューアに表示される画面の色を表示します。 

表示比率 ビューアに表示される画面の比率を表示します。 

サポート時間 遠隔サポート経過時間を表示します。 

 

 機能 

画面保存 

ビューアメニューの「ツール > 画面保存」と同様。 

マウスオーバーすると、キャプチャした画像の確認及びキャプチャフォル

ダへの移動ができます。 
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3.4 サポートの終了 

遠隔サポート終了後、顧客の端末に終了メッセージとサポート開始時間/終了時間が表示されます。

  

顧客は「終了」をタップすることで遠隔サポートアプリケーションを終了させることができます。 

 

  

 

3.5 遠隔サポートを行う 

3.5.1 遠隔サポートする場合 

① 顧客と接続されると、オペレータの遠隔画面にはチャット画面が表示されます。 

※権限許可のポップアップが表示されましたら、同意するようにご案内ください。 

② 画面共有が必要な場合、遠隔画面の上部にある「案内メッセージ」アイコンをクリックし、「画

面記録設定のご案内」を選択して、メッセージの指示に従って設定するようにご案内ください。 

③ 顧客が見ている画面を見て描画機能での説明が必要な場合、顧客にバックグラウンド状態で端末

の電源ボタンとホームボタンを同時に押すことを案内し、画面キャプチャを行います。 

④ キャプチャされた画像は、オペレータのビューア画面上にモバイル画面として表示されます。 

⑤ オペレータは、画面キャプチャされた画像を確認し、顧客に案内またはキャプチャ画像上に描画

して画面転送することができます。 

⑥ 顧客に転送した画像は、顧客端末のチャット画面上にサムネイルとして表示され、顧客はサムネ

イルをタップすると、詳細画像を確認・保存することができます。 
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接続直後：チャット画面                      

       

       

バックグラウンド状態の場合      バックグラウンド状態で画面キャプチャした場合 

 

3.5.2 i遠隔サポートを終了する場合 

顧客は端末の右上メニューから「サポート終了」をタップし、サポートを終了することができま

す。 

 

           

メニューからタップ           終了確認案内             遠隔サポート情報 
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4. アプリケーション機能紹介（顧客端末） 

4.1 ツール機能 （オペレータと接続した後） 

 

 チャット 

オペレータとチャットをしたり、遠隔制御、端末情報の収集、プログラムの実行などの遠隔サポー

ト内容が表示されます。 

 

 キャプチャ・イメージ 

遠隔サポートを受けながらキャプチャした画像や受信した画像を確認する機能です。 

※ キャプチャ・イメージは、管理者ページ > グループオプション > キャプチャ・イメージにて

使用設定後、使用することができます。 

 

 ウェブサポート 

オペレータが送信したURLを、遠隔サポートアプリ内蔵のウェブブラウザを通して確認することが

できます。 

 

 遠隔サポート終了 

 「遠隔サポート終了」をタップすると、遠隔サポートを終了することができます。 
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4.2 その他の機能 （オペレータと接続する前） 

アプリを起動後、接続コード入力画面上にある アイコンをタップすると、各種メニューが 

表示されます。 

  

4.2.1 設定 

各種設定について確認・変更することができます。設定を変更した場合は「保存」をタップしま

す。 

       

Android端末の場合          iOS端末の場合  

 

サーバ設定 

サポート接続のための設定を変更します。 

サーバアドレス変更により、遠隔サポートができない場合がありますので、 

オペレータの説明に従って変更するように案内します。 

アップデート設定 アプリ自動アップデート使用有無の設定を行います。 
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プロキシ設定 

Android端末の場合 

モバイルのネットワークがプロキシサーバーを経由するようになっている場

合「プロキシ使用」をONにし、サーバー情報を入力します。プロキシサー

バー情報が分からない場合は、社内ネットワーク管理者にお問い合わせくだ

さい。 

iOS端末の場合 

端末からプロキシサーバーを通してネットワークに接続する場合、該当情報

が表示されます。パスワードを入力しアプリに接続します。プロキシサーバ

ー情報が分からない場合は、社内ネットワーク管理者にお問い合わせくださ

い。（iOS端末のプロキシ登録方法については以下を参考） 

接続コード方式設定 

オペレータから接続 

モバイル端末側から接続コードを入力することが難しい場合設定するオプシ

ョンです。設定することで、モバイル端末側に接続コードが表示されます。 

※表示されるコードは5分間有効です。 

端末登録 

モバイル端末側に接続がコードが表示されて生じるセキュリティを保護する

ために登録をさせるためのオプションです。 

 

 iOS端末のプロキシ登録方法 

 iOS端末の設定 > Wi-Fi > 接続するネットワークを選択します。 

 HTTPプロキシで、「手動」か「自動」を選択します。 
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 サーバー情報を入力します。 

         

手動の場合                         自動の場合 

 
 「自動」でのProxy設定時のURLはプロキシスクリプトファイルのフルリンク先

を入力する必要があります。 

 

4.2.2 About 

アプリケーションの提供者情報及びバージョン、オープンソースライセンスを確認することができます。 

 

4.2.3 サポート終了 

遠隔サポートアプリを閉じます。 
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【現場サポート編】 
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注意事項 
3G/4G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。 

現場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。 

Android端末の「開発者向けオプション」を変更すると、 エラーが発生する場合があります。 

端末設定にある「開発者向けオプション」>「アクティビティを保持しない」オプション設定を解除

後、ご利用ください。 

 

用語説明 

用語 説明 

現場サポート 

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

することができる遠隔サポートツール 

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 遠隔サポート環境やオペレータ情報などを管理する人 

オペレータ 顧客のモバイル端末と接続し、遠隔サポートを行う人 

顧客 オペレータに遠隔サポートの要請を行う人 

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、顧客のモバイル端末を制御するためのプログラム 

待機 現場サポートを行うために、オペレータが顧客を待機する状態 

接続コード 遠隔サポート接続のために顧客がモバイル端末で入力する数字 

認証サーバー オペレータがログインした時にIDとパスワードを確認するサーバー 

制御権 オペレータが、顧客が事前同意した上で顧客端末を制御できる権限 

動画モード 顧客が撮影する映像でサポートする方式 

ピクチャーモード 

 
顧客が撮影した写真でサポートする方式 
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1. オペレータと顧客のご利用環境 

1.1 オペレータ環境 

対応環境の詳細に関しましては、以下のリンクをご参照ください。 

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

p.pdf 

 

 
セキュリティ上、特定のウェプページやポート(80/443)の遮断を設定している企

業や団体の場合、接続や一部機能の利用が不可能となる場合があります。 

 

1.2 顧客端末環境  

対応環境の詳細に関しましては、以下のリンクをご参照ください。 

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

jp.pdf 

 

  

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


88 

 

2. 現場サポートの流れ 

現場サポートサービスは、以下のように５段階の手順で行われます。 

 

顧客から接続コードを入力する方式の場合 

 

  

オペレータから接続コードを入力する方式の場合 

 

2.1 顧客に接続を誘導する（顧客から接続コードを入力する場合） 

 顧客に現場サポートアプリケーションを起動するよう案内します。 

Android端末の場合端末やOSによって初期起動時権限設定を求める場合があります。 

権限設定に対して許可する様に案内します。 

          

 オペレータのビューア画面に表示された接続コードを案内します。 

 顧客は現場サポート同意画面が表示されたら、「はい」をタップします。 

             

接続コード入力画面    「OK」ボタンをクリック     現場サポート同意画面 

  

Agent 

ログイン 

待機＆ 

接続コード案内 
現場サポート サポート終了 

OKタップ 

案内 

Agent 

ログイン 

オペレータから

接続で待機 
現場サポート サポート終了 

表示される 

コードを 

ビュアー側に 

入力 
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2.2 顧客に接続を誘導する(オペレータが接続コードを入力） 

 顧客に現場サポートアプリケーションを起動するよう案内します。 

 顧客にアプリ側に表示される接続コードを確認します。 

 顧客は現場サポート同意画面が表示されたら、「はい」をタップします。 

       

接続コード表示画面        現場サポート同意画面 

 

2.3 現場サポートアプリケーションのインストール案内 

2.3.1 Android端末の場合 

 顧客端末から「Playストア」を起動するよう案内します。 

  「Playストア」の検索アイコンをタップし「remotecall」もしくは「現場サポート」を検索す

るよう案内します。 

  「現場サポート - RemoteCall」をタップし、「インストール」するよう案内します。 
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Android8.0以上の環境でアプリをアップデートする場合はアップデート案内が表

示されますが、GooglePlayの登録アカウント利用状況によってGooglePlayへ移動

が発生しない場合があります。 

 

2.3.2 iOS端末の場合 

 顧客端末から「App Store」を起動するよう案内します。 

  「App Store」の検索アイコンをタップし「remotecall」もしくは「現場サポート」を検索す

るよう案内します。 

  「現場サポート - RemoteCall」をタップし、インストールするよう案内します。 

 



91 

 

3. 主な機能紹介（オペレータ側） 

3.1 RemoteCall モバイルビューア 

顧客と接続されると、ビューア画面上に顧客のモバイル端末で撮影されるカメラ画面が表示されま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① ビューアメニュー  

② 端末制御メニュー  

③ 顧客撮影画面 

④ メッセージ画面 

⑤ ステータスバー 

  

③ 

② 

④ 

① 

⑤ 
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3.1.1 ビューアメニュー 

 

  システムメニュー  

音声チャット設定  
音声チャット時に使用するデバイス選択やオーディオ効果を設定する 

ことができます。 

常に前へ ビューアを常に他のウィンドウより前に表示させます。 

レポート作成 遠隔サポート時のサポート履歴を作成します。 

ビューアロック サポート中のオペレータが席を外す場合、ビューアをロックします。 

終了 遠隔サポートを終了します。 

 

  描画 

描画(線、図形など) 顧客画面に描画することができます。(双方向) 

 

  画面 

アイコン 
アイコンをクリックすると、ビューア画面上の顧客端末画面の比率が

70％、100％、150％、200％の順で変更されます。 

ズーム ビューアに表示される画面サイズを調節します。(50~200%) 

自動調整 ビューアに合わせて顧客端末画面の大きさを調整します。 

画面回転  ビューアに表示される画面を時計周りに90°ずつ回転させます。 

画質調整 ビューアに表示される画面の画質を変更します。(低、中、高) 

 

  ツール 

画面保存 端末画面をオペレータPCにJPGファイル形式として保存します。 

録画 端末の制御画面を録画します。 

音声チャット 音声チャットを開始/終了します。 
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 システム 

 音声チャット設定 

       
 

基本設定 
インストール済みのマイク/スピーカーのうち、使用するデバイㇲを選択することが

できます。（音声チャット時に変更不可） 

オーディオ 

効果 

オーディオ効果について設定することができます。 

エコーキャンセル機能(acoustic echo Canselling,AEC) 

受信した音声の残響が発信する音声に影響しないように、残響をキャンセルする機

能です。 

音声自動調整機能(automatic gain control,AGC) 

信号の強弱によって出力音声が大きくなったり小さくなったりしますが、この機能

は信号が強くなると利得を抑えて出力が大きくならないようにし、信号が弱くなる

と利得を上げて出力が小さくならないようにし、安定した信号レベルを保つように

します。 

バックグラウンドノイズ除去(Audio Noise Suppression,ANS) 

本来の音声の特性を失わず、周りのノイズをキャンセルする機能です。 

ミュート時の背景音(Comfort Noise Generator,CNG) 

音声チャット中、沈黙状態が続いた際に雑音を耳に優しいホワイトノイズ音に変換

します。 

音声感知(Voice Activity Detection,VAD) 

帯域幅を削減するために音声と非音声を判別し、意味のない領域と判断される部分

を削減します。デフォルトでは「使用しない」に設定されています。 

※「現場サポート」で音声チャットを利用するためには以下のプロトコルを開く必

要があります。 

- UDP: 3478, 10000~20000 (Outbound) 

- TCP: 3478 (Outbound) 
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 常に前へ 

ビューアを他のプログラムウィンドウより常に前に表示させます。 

 

 レポート作成 

サポートした顧客情報やサポート履歴を入力・変更します。 

作成した内容は、管理者ページで確認することができます。 

 

 ビューアロック 

遠隔サポート中、オペレータが席を外すような状況が発生した場合、ビューアロック機能を 

利用し、ビューアのすべての機能が使用できないようにします。ロックを解除するためには、 

オペレータのログイン時に使用するパスワードを入力する必要があります。 

 

 

 描画 

 

 描画開始 (Ctrl+window+shift) 

オペレータ画面上で、フリーハンドで描画をすることができます。 

 

 描画タイプ (フリーハンド / 矢印 / 直線 / 四角形 / 円) 

描画する線、図形タイプを変更します。 

オペレータは顧客がキャプチャした画像を選択して描画することができます。 

また、共有されたスクリーンショットの画像にも描画することができます。 
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 描画カラー 

描画する線の色を変更します。 

 

 線の太さ 

描画する線の太さを変更します。 

 

 全体削除 

描画したすべての線を消去します。 

 

 
円滑なサポートのため、顧客の端末画面が一定割合以上変更した場合や、プログ

ラムが移行された場合にも、描画したすべての線が消去されます。 

 

 画面 

 

 アイコン 

アイコンをクリックすると、ビューア画面上の顧客端末画面の比率が70％、100％、150％、20

0％の順で変更されます。 

 

 ズーム 

顧客端末の画面の大きさを50～200％の倍率で調整します。 

管理者ページで機能使用可否を設定することができます。 

 

 自動調整 

顧客端末の画面の大きさをビューアに合わせて調整します。 
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 画面回転 

ビューア画面上に転送された顧客のモバイル端末画面を時計回りに回転させることができます。 

管理者ページで機能使用可否を設定することができます。 

 

 画質調整 

ビューア画面上に転送された顧客のモバイル端末画面の画質を制御することができます。 

管理者ページで機能使用可否を設定することができます。ビューア画面上の画質調整アイコンをク

リックすると、ビットレート(1秒当たりの画面転送率)が変更されます。 

※ Android：400kbps(デフォルト)、600kbps、150kbpsの順に変更 

※ iOS：300kbps(デフォルト)、500kbps、150kbpsの順に変更 

 

 ツール 

 画面保存 

サポート中の顧客端末の画面をキャプチャし、オペレータPCにJPGファイルとして保存します。 

ステータスバーの右側にあるカメラアイコンをクリックしても同様の動作が実行されます。 

※ファイルの保存先：C:\Users\Public\Documents\Rsupport\RemoteCall\Capture 

 

 

 録画 

遠隔サポート中である顧客端末の制御画面を録画することができます。 

管理者ページで機能使用可否を設定することができます。 

ステータスバーの右側にある丸いアイコンをクリックしても同様の動作が

実行されます。 

※ファイルの保存先：C:\Users\Public\Documents\Rsupport\RemoteCall\Recorded Files 

 （「ネットワークドライブに保存」に設定されている場合は任意の場所に保存できます。） 
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 音声チャット 

遠隔サポート中に、オペレータと顧客の双方間で音声チャットを行います。  

オペレータは、サウンドカードドライバーがインストールされており、マイクとイヤホンが各端子

に接続されている必要があります。 

 

3.1.2 端末制御メニュー 

 
 

 
フラッシュオン クリックするとOnに変更(フラッシュがOffの状態) 

 
フラッシュオフ クリックするとOffに変更(フラッシュがOnの状態) 

 
フロントカメラに変更 

クリックすると撮影モードがフロントカメラに変更 

(顧客の顔が写されるため、同意が必要) 

 
背面カメラに変更 クリックすると撮影モードが背面カメラに変更 

 
フォーカス調整 

クリックするとフォーカスが自動調整 

Android デバイスのみ 

 
スピーカーフォンオン 

クリックするとOnに変更(スピーカーフォンがOffの状態) 

Android デバイスのみ 

 
スピーカーフォンオフ 

クリックするとOffに変更(スピーカーフォンがOnの状態) 

Android デバイスのみ 

  
動画転送中止 クリックすると撮影映像を静止画で表示 

 
動画転送開始 クリックすると撮影映像モードが再開 

  
写真モードに切替 クリックすると動画モードに変更 

 
動画モードに切替 クリックするとピクチャーモードに変更 

 
位置情報リクエスト 顧客の位置情報取得を要請(顧客の同意が必要) 

 

 フラッシュオン/オフ 

顧客のモバイル端末のフラッシュ機能を制御することができます。 

管理者ページで機能使用可否を設定することができます。 
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 フロントカメラ/背面カメラに変更 

顧客のモバイル端末のカメラをフロントカメラ/背面カメラに切り替えることができます。 

管理者ページで機能使用可否を設定することができます。 

※ 顧客のモバイル端末にフロントカメラがある場合、切り替えることができます。 

※ フロントカメラモードに変更するためには、顧客の同意が必要です。 

※ フロントカメラモード使用時、フラッシュ機能は使用できません。 

※ 画面転送モードが静止画モードの場合は使用できません。 

 

 フォーカス調整 Android デバイスのみ 

顧客のモバイル端末のカメラフォーカスを調整することができます。 

 

 スピーカーフォンオン/オフ Android デバイスのみ 

顧客のモバイル端末のスピーカー機能をオン/オフすることができます。 

 

 動画転送中止 

顧客が動画モードで撮影している映像を静止画で表示させます。 

 

 動画転送開始 

顧客が動画モードで撮影している映像の転送を再開します。 

 

 写真/動画モードに切替 

画面転送モードを写真/動画モードに切り替えることができます。 

 

 位置情報リクエスト 

顧客に位置情報の提供を要請することができます。 

顧客の位置が緯度・経度で表示され、「マップで確認する」をクリックすると、Googleマップで位

置を確認することができます。 

※実際の位置とマップ上に表示される位置に誤差が生じる場合があります。 
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3.1.3 顧客撮影画面 

遠隔サポート接続後、顧客端末画面を見ながらサポートすることができます。 

また、メインメニューの「描画」から顧客端末に映し出される動画や静止画上に、矢印や図形を用

いて案内/指示することができます。 

 

3.1.4 メッセージ画面 

現場サポートしている顧客端末画面に案内/指示したメッセージや、サポート内容が表示されます。 

コピー アイコンをクリックすると、サポートの内容がメモ帳にコピーされます。 

       

オペレータ側                    顧客側 

 

 方向案内 

画面転送モードが「動画モード」の場合に使用できます。 

ビューア上の アイコンをクリックすると、方向案内機能が表示されます。 

矢印/OKをクリックすると、顧客端末画面に矢印/OKで案内することができます。 

  

❶ 
 

前後移動案内 

❷ 

 
八方への移動案内 

 
左上に移動 

 
上に移動 

 
確認済み表示 

❸ 
 

上下移動案内 

 

①

❶ 

② ③ 
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 チャットショートメッセージ 

チャットの際に使用すると便利なショートメッセージを表示し

ます。 

 

 

 

 

 

 

3.1.5 ステータスバー 

現場サポートの状態情報を表示します。 

 
 

ステータスバー 

情報 

モデル名 顧客端末のモデル名を表示します。 

データ通信量 画面データ通信量を表示します。 

ネットワーク状態 

ネットワーク接続の状態を表示します。 

遠隔サポートの接続：P2P/Gateway 

顧客端末のネットワーク接続：Wi-Fi/3G/4G 

端末の解像度 顧客端末の解像度情報を表示します。 

ビットレート 顧客端末から転送している動画の更新率を表示します。 

表示比率 ビューアに表示される画面の比率を表示します。 

サポート時間 遠隔サポート経過時間を表示します。 

機能 

画面保存 

メインメニューの「ツール > 画面キャプチャ」と同様。 

マウスオーバーすると、キャプチャした画像の確認及びキ

ャプチャフォルダへの移動ができます。 

録画 

メインメニューの「ツール > 録画」と同様。 

録画状態を表示し、録画フォルダへの移動ができます。 

 （AVI形式ファイルで録画されます。） 
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4. アプリケーション機能紹介(顧客側) 

4.1 動画モードの場合 

 

 

 

 

機能名 説明 

① カメラ切替 

 (フロント/背面カメラ) 
撮影しているカメラをフロント/背面カメラに切り替えます。 

② フラッシュ オン/オフ 

モバイル端末のフラッシュオン/オフを切り替えます。 

※モバイル端末にフラッシュ機能がない場合はサポート対象外で

す。 

③ 描画 動画の上に描画を行います。 

④ 描画を消す 動画の上に描画されたものを削除します。 

⑤ 音声チャット終了 
実行中の音声チャットを終了します。 

※音声チャット実行時にのみ表示されます。 

⑥ 接続終了 

現場サポートを中止します。  

※Android端末の場合、backキーを押した際にも同一の動作が実行

されます。 

⑦ 画面転送/中止 タップすると画面転送/中止を繰り返します。 

⑧ 写真モード切替 写真モードに切り替えます。 

 

① 

③ 

④ 

⑥ 

 

⑦ 

 

⑧ 

② 

⑤ 
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4.2 写真モードの場合 

 

    

撮影前                       撮影後 

 

機能名 説明 

① カメラ切替 

 (フロント/背面カメラ) 
撮影しているカメラをフロントカメラ/背面カメラに切り替えます。 

② フラッシュ オン/オフ 
モバイル端末のフラッシュオン/オフを切り替えます。 

※モバイル端末にフラッシュ機能がない場合はサポート対象外です。 

③ 音声チャット終了 
実行中の音声チャットを終了します。 

※音声チャット実行時にのみ表示されます。 

④ 接続終了 

現場サポートを中止します。  

※Android端末の場合、backキーを押した際にも同一の動作が 

実行されます。 

⑤ 写真撮影 オペレータと共有するための写真を撮影します。 

⑥ 動画モード切替 動画モードに切り替えます。 

⑦ 描画 動画の上に描画を行います。 

⑧ 描画を消す 動画の上に描画されたものを削除します。 

⑨ 撮影モードに戻る 
撮影モードで他の写真を撮影し、オペレータと共有するときに 

使用します。 
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4.3 その他の機能 

アプリを実行後、接続コード入力画面上にある アイコンをタップすると、各種メニューが表示さ

れます。 

 

 

4.3.1 設定 

各種設定について確認・変更することができます。設定を変更した場合は「保存」をタップしま

す。 

         

Android端末の場合              iOS端末の場合 
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サーバ設定 

サポート接続のための設定を変更します。 

サーバアドレス変更により、遠隔サポートができない場合がありますので、 

オペレータの説明に従って変更するように案内します。 

アップデート設定 アプリ自動アップデート使用有無の設定を行います。 

プロキシ設定 

Android端末の場合：モバイルのネットワークがプロキシサーバを経由するよ

うになっている場合「プロキシ使用」をONにし、サーバ情報を入力します。

プロキシサーバ情報が分からない場合は、社内ネットワーク管理者にお問い合

わせください。 

iOS端末の場合：端末からプロキシサーバを通してネットワークに接続する場

合、該当情報が表示されます。パスワードを入力しアプリに接続します。プロ

キシサーバ情報が分からない場合は、社内ネットワーク管理者にお問い合わせ

ください。 

 （iOS端末のプロキシ登録方法については以下を参考） 

接続コード方式設定 

オペレータから接続 

モバイル端末側から接続コードを入力することが難しい場合設定するオプショ

ンです。設定することで、モバイル端末側に接続コードが表示されます。 

※表示されるコードは5分間有効です。 

端末登録 

モバイル端末側に接続がコードが表示されて生じるセキュリティを保護するた

めに登録をさせるためのオプションです。 
 

 

 iOS端末のプロキシ登録方法 

 iOS端末の設定 > Wi-Fi > 接続するネットワークを選択します。 
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 HTTPプロキシで、「手動」か「自動」を選択します。 

 

 

 サーバー情報を入力します。 

         

手動の場合                         自動の場合 

 

 

プロキシサーバ情報が分からない場合は、社内ネットワーク管理者にお問い合

わせください。 「自動」でのProxy設定時のURLはプロキシスクリプトファイ

ルのフルリンク先を入力する必要があります。 

 

4.3.2 About 

アプリケーションの提供者情報及びバージョン、オープンソースライセンスを確認することができます。 
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5. ヘルプデスク 

 

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

