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オフィスまるごとサポートデバイスマネジメント 

Android Enterprise マニュアル 

はじめに 

本マニュアルでは、メニュー操作のほか、各機能の概要、画面の説明、設定操作について説明しています。 

また、要点となる各種の内容を以下に記載しています。これらの内容をご理解の上、マニュアルをお読みください。 

 

注意、ポイントマーク 

操作を行う場合に注意する点や、操作のポイントとなる点を示す場合は、以下のマークで記載しています。 

マーク 説明 

 データの破損や消失など、特に注意していただきたい内容を記載しています。 

 操作のポイントや知っておくと便利な内容を記載しています。 

 

記号 

画面に表示されるボタンやメニュー、キーボードのキーなどを示す場合は、以下の記号で記載しています。 

マーク 説明 

［ ］ ボタン、メニュー、タブ、リンク、チェックボックス、ラジオボタンなどの名称を示しています。 

「 」 画面名、機能名、項目名、マニュアル内の参照先などを示しています。 

『 』 マニュアルや資料などの名称を示しています。 

〈 〉 キーボードなどのハードキー名称（スペースキーは〈スペース〉と表記）を示しています。 

 

参照マーク 

他のマニュアルや他のページへなどの参照を示す場合は、以下のマークで記載しています。 

マーク 説明 

 他のページや Web サイトへの参照を示しています。クリックすると該当箇所にジャンプします。 

 セクション内の画面への参照を示しています。クリックすると該当の画面にジャンプします。 

 他のマニュアルや資料への参照を示しています。 

 

免責事項 

● 本マニュアルは、ユーザー種別が［管理者］のユーザーを対象としています。［管理者］以外のユーザー種別でロ

グインした場合は、操作が制限されます。 

● iPad OS の操作は iOS と同様です。差異がある場合は iPad OS 用の記載をしています。 

● 画面上のバージョン表記は、実際の表示と異なる場合があります。 

● 本マニュアルに記載されている Web サイトの URL は、予告なく変更される場合があります。 

● OS のバージョンやブラウザーにより、一部の画面や操作が異なる場合があります。本マニュアルでは、Google 

Chrome を例に説明しています。 

 

商標登録 

● iPhone、iPad、iOS および Mac は、Apple Inc.の商標です。 

● iPhone 商標は、アイホン株式会社のライセンスに基づき使用されています。 

● Google マップ は、Google LLC の商標です。 

● 記載の会社名および製品名は、各社の登録商標および商標です。 
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1 Android Enterprise について 
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1.1 Android Enterprise とは 

Android Enterprise とは、端末やアプリを従業員に配備し、企業データを安全に保つために Google が提供している

法人向けプログラムです。 

Android Enterprise の機能のうちオフィスまるごとサポートデバイスマネジメントでは、Full device management

（旧 Work-managed device）に対応しています。Full device management の機能を利用することにより、社用端

末をより強固なセキュリティで保護し、端末のキッティング、Google Play ストアアプリの強制（サイレント）イン

ストールなどの業務が効率的に行えます。 

また、従来のオフィスまるごとサポートデバイスマネジメントでは作成した設定セットを端末に割り当てていまし

たが、Android Enterprise は設定セットをユーザーに割り当てます。ユーザーが所有する端末へ設定が適用され、許

可したアプリのみをその端末に公開・配信します。 

 

 
 

1.2 Android Enterprise 機能概要 

オフィスまるごとサポートデバイスマネジメントでは、以下の Android Enterprise 機能が利用できます。 

機能 詳細 

セキュリティ設定（DOM） 開発者向けオプションの制限、提供元不明アプリのインストール制限等が可能で
す。Android Enterprise を使う場合は、一部機能がデフォルトで制限されます。管
理者が後から設定を変えることもできます。 

Google Play ストアを企業

専用に構築 
ユーザーに利用を許可するアプリを管理者から指定でき、企業専用の Google Play 
ストアを構築します。表示させるアプリケーションは組織やユーザーごとに設定
できます。 

Google Play ストアアプリ

への設定 

Google Play ストアアプリで実行する権限（ランタイムパーミッション）のデフォ
ルト動作を設定できます。また、Google Play ストアアプリごとに固有の設定
（Android Enterprise 向けに用意されている）もオフィスまるごとサポートデバ
イスマネジメントから設定可能です。例えば Gmail の場合、オフィスまるごとサ
ポートデバイスマネジメントに登録されているユーザーのメールアドレスを、
Gmail アプリに自動で設定することができます。 

Google Play ストアアプリ

の強制（サイレント）インス

トール/アンインストール 

Google Play ストアアプリの強制（サイレント）インストール、アンインストール
を実現します。 

連携アプリの利用 managed Google Play ストアからオフィスまるごとサポートデバイスマネジメン
ト用のアプリをインストールすることができます。 
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1.3 管理サイト動作環境 

オフィスまるごとサポートデバイスマネジメント管理サイトの動作環境は以下のとおりです。 

対応ブラウザー ●Microsoft Edge（Windows 版） 

●Firefox 

●Google Chrome 

Microsoft Edge（Windows 版）、Firefox、Google Chrome は最新版のみ対応し
ています。 

ディスプレイの解像度は、横 1,250 ピクセル以上の表示を推奨します。 

対応ブラウザーのインストール方法や設定など、また OS に依存する設定に関
しては対応いたしかねます。 

ネットワーク接続 インターネットへ接続できること。 

直接またはプロキシを介して管理サイトと HTTPS 通信（443 番ポート）ができる
こと。 

対応言語 ●日本語／英語 

 

1.4 エージェント動作環境 

Android Enterprise 機能を利用する場合、エージェントの動作環境は以下のとおりです。 

対象 OS ●ストア版：Android 10～13 

●従来版：Android 2.0～8.x  

詳細については以下を参照してください。 

 『Android エージェント対応端末表』 

本体メモリ 200MB 以上の空き容量 

SD カード 5MB 以上の空き容量（ダウンロードしたインストーラーを SD カードに保存する
場合） 

ネットワーク接続 3G、4G/LTE、5G または Wi-Fi でインターネットへアクセスができること。 

直接またはプロキシを介して管理サイトと HTTPS 通信（443 番ポート）ができる
こと。 

 国内でのみ利用が可能です。 
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2 Android Enterprise 利用の準備 
 

Android Enterprise を利用するには、連携設定、キッティング、セキュリティ設定（DOM）を行う必要があります。 

 

 

●適切な連携設定およびキッティングを行っていないと、Android Enterprise を利用することはできませ
ん。 
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2.1 オフィスまるごとサポートデバイスマネジメントと Google との連携設定 

Android Enterprise 利用には、オフィスまるごとサポートデバイスマネジメントと Google との連携設定が必要で

す。 

 管理サイトと Google 間の連携方式によって、設定方法が異なります。事前に連携方式を確認のうえ、連携設定

をしてください。詳細については、以下を参照してください。 

 『Android キッティングマニュアル』－「キッティング方法を選択する」 

 

 Android Enterprise の連携設定を行っていない Google アカウント、または Google Workspace（旧 G Suite）ア

カウントが必要です。 

 

2.2 エージェントのキッティング 

Android 6.0 以上の端末にエージェントをキッティングします。 

 管理サイトと Google 間の連携方式によって、キッティング方法が異なります。事前に連携方式を確認のうえ、

キッティングしてください。詳細については、以下を参照してください。 

 『Android キッティングマニュアル』－「キッティング方法を選択する」 

 

 Android 6.0 以上の端末でご利用可能ですが、端末によっては、対応していませんので、事前にご確認ください。

詳細については以下を参照してください。 

 『Android エージェント対応端末表』 

 Android Enterprise では、1 ユーザーが所有できる機器は 10 台までです。1 ユーザーに 11 台以上の機器を紐付

けないでください。 

1 ユーザーに 11 台以上の機器を紐付けると、端末に配信した Google アカウントが無効になります。アカウント

で利用している managed Google Play ストアの閲覧やアプリのインストールができなくなります。 

 

2.3 セキュリティ設定（DOM）変更 

Android Enterprise を利用する場合、デフォルトで端末の「提供元不明アプリのインストール」「開発者向けオプショ

ン」が「禁止」、「アプリ確認の強制」が「強制する」に設定されています。 

これらの設定を変更する場合は、セキュリティ設定（DOM）から行ってください。詳細は以下を参照してください。 

 『管理サイト リファレンスマニュアル』の「設定－Android」－「Device Owner Mode」－「セキュ

リティ設定（DOM）」 
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3 Android Enterprise によるアプリ配信 
 

Android Enterprise で端末にアプリを配信します。 

 Android Enterprise では、有料アプリの配信はできません。「アプリ内課金あり」のアプリを配信した場合は、

追加機能の購入などはできません。 
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3.1 企業許可アプリ 

managed Google Play ストアに公開されているアプリのうち、Android Enterprise で配信することを企業で許可す

るアプリを追加します。 

追加したアプリは「企業許可アプリ」として管理サイトに登録され、以下の配信方法で「企業許可アプリ」を配信し

ます。 

 「企業許可アプリのみインストール可能の場合」38 ページ 

 「指定アプリのみインストール可能の場合」40 ページ 

 「企業許可アプリ」は、1,000 件まで登録できます。 

 

【1】［設定］→［Android］→［アプリケーション］→［Android Enterprise］→［企業許可アプリ］を
クリックします。 

【2】［アプリを選択する］をクリックします。 

⇒managed Google Play ストアの「アプリ選択」画面が表示されます。 

 

 

  

1 

2 
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【3】追加したいアプリをクリックします。 

追加したいアプリが表示されていない場合は、（A）「検索」から検索してください。 

端末で利用しているブラウザーが Chrome の場合は、（B） をクリックすると Web サイトへのショー
トカットをアプリのように表示する設定ができます。詳細は以下を参照してください。 

 https://support.google.com/googleplay/work/answer/9147423 

（C） をクリックすると、登録済みのアプリをコレクションとして整理することができます。コレ
クションを使うと、アプリを様々なカテゴリに整理し、そのカテゴリごとにグループ化された状態で
端末に表示することができます。詳細は以下を参照してください。 

 https://support.google.com/googleplay/work/answer/9146438 

 

 

  

(A) 

(B) 

(C) 

3 

https://support.google.com/googleplay/work/answer/9147423
https://support.google.com/googleplay/work/answer/9146438
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【4】［選択］をクリックします。 

⇒managed Google Play ストアの「アプリ選択」画面が閉じて、「企業許可アプリ」に選択したアプリ
が登録されます。 

 

  

4 
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3.2 個別アプリケーション 

「企業許可アプリ」で登録したアプリの設定セット（アプリ個別設定）を作成します。 

 あらかじめ「企業許可アプリ」にアプリを追加してください。 

 「企業許可アプリ」10 ページ 

  1 つのアプリ個別設定に登録できるのは、1 つのアプリのみです。アプリケーションごとに、1 つの設定セット

が必要です。設定セットに上限数はありません。 

 

 

●現在のアプリ構成で設定された値（旧アプリ構成）は、今後ご使用できなくなります。旧アプリ構成の
設定をご使用中の場合は、お早めに Google が提供する Managed configurations iframe を利用する設
定で再登録をしてください。 

●再登録方法は、旧アプリ構成が設定されている個別アプリケーションを一覧から選択して、手順【10】
から行ってください。 

 

【1】［設定］→［Android］→［アプリケーション］→［Android Enterprise］→［個別アプリケーショ
ン］をクリックします。 

【2】  をクリックします。 

 

 

1 

2 
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【3】「アプリ設定名」に任意の名前を入力します。 

【4】［アプリを選択する］をクリックします。 

⇒managed Google Play ストアの「アプリ選択」画面が表示されます。 

 

 

  

3 

4 
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【5】登録したいアプリをクリックします。 

登録したいアプリが表示されていない場合は、（A）「検索」から検索してください。 

オリジナルアプリを公開する場合は、（B） をクリックして、オリジナルアプリをアップロードしま
す。詳細は以下を参照してください。 

 「オリジナルアプリ配信設定」21 ページ 

端末で利用しているブラウザーが Chrome の場合は、（C） をクリックすると Web サイトへのショー
トカットをアプリのように表示する設定ができます。詳細は以下を参照してください。 

 https://support.google.com/googleplay/work/answer/9147423 

（D） をクリックすると、承認済みのアプリをコレクションとして整理することができます。コレ
クションを使うと、アプリを様々なカテゴリに整理し、そのカテゴリごとにグループ化された状態で
端末に表示することができます。詳細は以下を参照してください。 

 https://support.google.com/googleplay/work/answer/9146438 

 

 

  

(A) 

(B) 

(C) 

(D) 

5 

https://support.google.com/googleplay/work/answer/9147423
https://support.google.com/googleplay/work/answer/9146438
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【6】［選択］をクリックします。 

⇒managed Google Play ストアの「アプリ選択」画面が閉じます。 

選択したいアプリは、「企業許可アプリ」に登録されている必要があります。未登録の場合は、「企業
許可アプリ」に選択したいアプリを登録してください。 

 「企業許可アプリ」10 ページ 

 

 

【7】［保存］をクリックします。 

（A）「選択中のアプリ」に手順【6】で選択したアプリのパッケージ名が表示されます。 
選択したアプリを変更する場合は、（B）［アプリを選択する］をクリックして、手順【5】～【6】を
行ってください。 

 

 

(A) (B) 

 

6 

7 
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【8】［編集］をクリックします。 

必要に応じて、ランタイムパーミッションおよびアプリ構成を設定します。 

ランタイムパーミッションとは、アプリ実行中にカメラやアドレス帳、位置情報へのアクセスなどの
権限が必要となったときに、権限許可を求める仕組みです。 

アプリ構成とは、オフィスまるごとサポートデバイスマネジメント上から設定できるアプリ固有の設
定値です。有無はアプリに依存します。例として、Gmail ではメールアドレスや署名などを設定値と
して配信できます。 

詳細は以下を参照してください。 

 『管理サイト リファレンスマニュアル』の「設定－Android」－「アプリケーション」－「Android 

Enterprise」－「Android Enterprise／個別アプリケーション」 

 

 

  

8 
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【9】ランタイムパーミッションを選択します。 

≪デフォルトを選択した場合≫ 

「アプリ権限ポリシー」で設定した権限がすべてに設定されます。 

≪個別設定を選択した場合≫ 

（A）「許可」について、パーミッション名ごとに個別に以下から選択します。 
●デフォルト 
●許可 
●不許可 

【10】［未構成］をクリックします。 

⇒Google が提供する Managed configurations iframe 画面が表示されます。 

 

 

(A) 

9 

10 
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【11】設定名を入力します。 

【12】アプリにより必要な設定項目が表示されます。必要に応じて設定を行います。 

設定したアプリ構成の情報は、機器一覧画面から確認できます。詳細については、以下を参照してく
ださい。 

 『管理サイト リファレンスマニュアル』の「機器」－「一覧」－「機器の情報」－「（情報－

Android）アプリ構成」 

【13】［保存］をクリックします。 

⇒個別アプリケーション設定の編集画面に戻ります。 

 

 

  

11 

13 

12
w
22 
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【14】アプリケーションへの権限移譲を選択します。 

≪移譲しないを選択した場合≫ 

アプリケーションへ全ての権限を移譲しません。 

≪移譲するを選択した場合≫ 

（A）「許可」について、移譲する権限ごとに以下から選択します。 
●不許可 
●許可 

アプリケーションへの権限移譲の詳細については、以下を参照してください。 

 『管理サイト リファレンスマニュアル』の「設定－Android」－「アプリケーション」－「Android 

Enterprise」－「Android Enterprise／個別アプリケーション」 

【15】［保存］をクリックします。 

 

  

(A) 

14 

15 
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3.3 オリジナルアプリ配信設定 

自社で開発したオリジナルアプリを managed Google Play ストアに公開し、Android Enterprise の仕組みを用いて

配信できます。 

 managed Google Play ストアであっても、Google Play ストアへアプリを公開する場合の要件を満たす必要が

あります。managed Google Play ストアへアプリがアップロードできない場合は、Google Play Console ヘルプ

内「アプリを公開する」をご確認ください。 

 https://support.google.com/googleplay/android-

developer/answer/9859751?hl=ja&ref_topic=7072031&visit_id=637447420079028238-

1407887779&rd=1 

 managed Google Play ストアに、同じパッケージ名のアプリを複数登録することはできません。すでに Google 

Play ストアに同じパッケージ名のアプリが存在する場合も同様です。 

 管理サイトを個別に設けている関連企業間などで同一のオリジナルアプリを利用する場合は、いずれか 1 つの企

業で Developer Account（有償）の取得が必要です。 

Developer Account で Google Play Console にログインのうえ、利用する企業に対してオリジナルアプリの限定

公開設定を行ってください。設定方法の詳細については、以下のヘルプを参照してください。。 

 https://support.google.com/googleplay/work/answer/6145139?hl=ja 

 managed Google Play ストアに、バージョン違いの同じアプリを登録することはできません。 

検証などを目的に一部の端末にのみ新しいバージョンのアプリを配信したい場合は、テスト版リリースを作成し

てください。各種テスト版のセットアップ詳細については、以下のヘルプを参照してください。 

 https://support.google.com/googleplay/android-developer/answer/3131213?hl=ja 

 本番環境で配信予定のオリジナルアプリは、事前検証用の環境など別の管理サイトから登録しないでください。

一旦 managed Google Play ストアに登録したアプリは削除できません。そのため、パッケージ名の重複により

本番環境の管理サイトから同じオリジナルアプリの登録ができなくなります。 

 managed Google Play ストアへのアプリのアップロードに関して不明な点がある場合は、以下のヘルプを参照

してください。 

 https://support.google.com/googleplay/android-developer 

  

https://support.google.com/googleplay/android-developer/answer/9859751?hl=ja&ref_topic=7072031&visit_id=637447420079028238-1407887779&rd=1
https://support.google.com/googleplay/android-developer/answer/9859751?hl=ja&ref_topic=7072031&visit_id=637447420079028238-1407887779&rd=1
https://support.google.com/googleplay/android-developer/answer/9859751?hl=ja&ref_topic=7072031&visit_id=637447420079028238-1407887779&rd=1
https://support.google.com/googleplay/work/answer/6145139?hl=ja
https://support.google.com/googleplay/android-developer/answer/3131213?hl=ja
https://support.google.com/googleplay/android-developer
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3.3.1 オリジナルアプリのアップロード 

Android Enterprise でオリジナルアプリを配信する場合は、「個別アプリケーション」からオリジナルアプリのアッ

プロードを行います。 

 1 つのアプリ個別設定に登録できるのは、1 つのアプリのみです。アプリケーションごとに、1 つの設定セットが

必要です。設定セットの件数に上限はありません。 

 手順【5】~【13】で表示される managed Google Play ストアの画面は、予告なく変更される場合があります。 

 

【1】［設定］→［Android］→［アプリケーション］→［Android Enterprise］→［個別アプリケーショ
ン］をクリックします。 

【2】  をクリックします。 

 

 

1 

2 
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【3】「アプリ設定名」に任意の名前を入力します。 

【4】［アプリを選択する］をクリックします。 

⇒managed Google Play ストアの「アプリ選択」画面が表示されます。 

 

 

【5】 をクリックします。 

 

 

3 

4 

5 
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【6】 をクリックします。 

 

 

【7】「タイトル」を入力します。 

【8】APK ファイルをアップロードします。 

【9】［作成］をクリックします。 

手順【8】でアップロードした APK ファイルのパッケージ名が、すでに managed Google Play スト
アに存在しているアプリと重複する場合は、エラーが表示されます。別のパッケージ名で APK ファイ
ルをアップロードしてください。パッケージ名の詳細については、オリジナルアプリの開発元へお問
い合わせください。 

 

 

7 

9 
8 

6 
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【10】メールアドレス入力画面が表示されます。メールアドレスを入力し、［OK］をクリックします。 

 

 

【11】アップロードが成功すると、アップロード済み APK ファイルとして登録されます。 

利用可能になるまで 10 分程度かかる場合がございます。 

 

 

10 

10 
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【12】利用可能になったアプリケーションをクリックします。 

 

 

【13】［選択］をクリックします。 

⇒オリジナルアプリのアップロードは完了です。managed Google Play ストアの「アプリ選択」画面が
閉じます。 

オリジナルアプリをアップデートする場合は、（A）［詳細な編集を行う］をクリックします。詳細は以
下を参照してください。 

 「オリジナルアプリのアップデート」27 ページ 

 

(A) 

12 

13 
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3.3.2 オリジナルアプリのアップデート 

公開したオリジナルアプリをバージョンアップする場合は、Google Play Console でアップデートを行います。 

 手順【4】~【11】で表示される managed Google Play ストアの画面は、予告なく変更される場合があります。 

 

【1】［設定］→［Android］→［アプリケーション］→［Android Enterprise］→［個別アプリケーショ
ン］をクリックします。 

【2】  をクリックします。 

【3】［アプリを選択する］をクリックします。 

⇒managed Google Play ストアの「アプリ選択」画面が表示されます。 

 

 

1 

2 

3 
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【4】 をクリックします。 

 

 

【5】アップデートするアプリケーションをクリックします。 

 

 

4 

5 
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【6】［詳細な編集を行う］をクリックします。 

⇒Google のログイン画面が表示されます。 

 

 

【7】「パスワード」入力します。 

（A）ログインアカウントが、以下であることを確認してください。 

･ Google アカウントでの連携の場合は、Android Enterprise アカウント登録画面に表示されている

メールアドレスと同一である。 

･ Google Workspace（旧 G Suite）での連携の場合は、Google Workspace（旧 G Suite）の特権管理

者アカウントである。 

【8】［次へ］をクリックします。 

⇒Google Play Console 画面が表示されます。 

 

8 

7 

(A) 

6 
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【9】［製品版］をクリックします。 

 

 

【10】［新しいリリースを作成］をクリックします。 

 

 

9 

10 
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【11】［アップロード］をクリックして、新しいバージョンのアプリの apk ファイルを選択します。 

【12】［保存］をクリックします。 

 

 

【13】［リリースのレビュー］をクリックします。 

 

 

13
2 

12 
 

11 
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【14】［製品版としての公開を開始］をクリックします。 

 

 

【15】［公開］をクリックします。 

 

  

14 

15 
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3.4 アプリ権限ポリシー 

デフォルトのランタイムパーミッションを設定します。 

「個別アプリケーション」でデフォルトを選択したアプリは、ここで設定したデフォルトが反映されます。 

 

【1】［設定］→［Android］→［アプリケーション］→［Android Enterprise］→［アプリ権限ポリシー］
をクリックします。 

【2】［編集］をクリックします。 

 

 

【3】デフォルトのアプリ権限を選択します。 

端末の挙動については、以下を参照してください。 

 「デフォルトのアプリ権限による端末の挙動」34 ページ 

【4】［保存］をクリックします。 

 

3 

4 

1 

2 
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3.4.1 デフォルトのアプリ権限による端末の挙動 

 

個別アプリケーションの 
ランタイムパーミッション 

アプリ権限ポリシーの設定 Android 端末の動作 

デフォルト 権限を許可する 権限を要求するダイアログは表示されません。 

自動的に権限は「許可」されています。 

ユーザーが権限を変更することはできません。 

権限を禁止する 権限を要求するダイアログは表示されません。 

自動的に権限は「禁止」されています。 

ユーザーが権限を変更することはできません。 

アプリの利用は、アプリの仕様に依存します。 

ユーザー操作による選択・
変更を許可する 

権限を要求するダイアログが表示されます。 

ユーザーが「許可」または「禁止」を選択できます。 

通常利用時と同様です。 

許可 ― 権限を要求するダイアログは表示されません。 

自動的に権限は「許可」されています。 

ユーザーが権限を変更することはできません。 

不許可 ― 権限を要求するダイアログは表示されません。 

自動的に権限は「禁止」されています。 

ユーザーが権限を変更することはできません。 

アプリの利用は、アプリの仕様に依存します。 
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3.5 アプリケーション配信 

Android Enterprise に対応した端末に managed Google Play ストアのアプリケーションを配信するための設定セッ

トを作成します。配信方法は以下の 3 種類あります。 

 設定セットは、最大 50 件まで作成できます。 

 

● 全てのアプリをインストール可能 

managed Google Play ストアに公開されているすべてのアプリを配信します。 

 「全てのアプリをインストール可能の場合」36 ページ 

 

● 企業許可アプリのみインストール可能 

managed Google Play ストアに公開されているアプリのうち、「企業許可アプリ」に登録されているアプリのみ

配信します。 

 「企業許可アプリのみインストール可能の場合」38 ページ 

 あらかじめ配信するアプリを「企業許可アプリ」に追加してください。 

 「企業許可アプリ」10 ページ 

 

● 指定アプリのみインストール可能 

managed Google Play ストアに公開されているアプリのうち、「企業許可アプリ」に登録されている、かつ「ア

プリ個別設定」が設定されているアプリのみ配信します。強制（サイレント）インストールは、この場合のみ設

定できます。 

 「指定アプリのみインストール可能の場合」40 ページ  

 あらかじめ配信するアプリを「企業許可アプリ」に追加し、「アプリ個別設定」を設定してください。 

 「企業許可アプリ」10 ページ 

 「個別アプリケーション」13 ページ 
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3.5.1 全てのアプリをインストール可能の場合 

managed Google Play ストアに公開されているすべてのアプリを端末に配信します。 

 

【1】［設定］→［Android］→［アプリケーション］→［Android Enterprise］→［アプリケーション配
信］をクリックします。 

【2】  をクリックします。 

 

 

  

1 

2 
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【3】「配信設定名」に任意の名前を入力します。 

【4】［全てのアプリをインストール可能］を選択します。 

配信するアプリには、「アプリ構成」の設定値を付加することもできます。その場合は、「アプリ構成」
を適用したアプリ個別設定を作成し、（A）「アプリ構成適用」に追加してください。1 設定に 300 件ま
で登録できます。また、同じ「アプリ構成」を重複して設定することはできません。 
「アプリ構成」の詳細およびアプリ個別設定を作成方法については、以下を参照してください。 

 「個別アプリケーション」13 ページ 

【5】［保存］クリックします。 

 

  

3 

4 

5 

(A) 
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3.5.2 企業許可アプリのみインストール可能の場合 

managed Google Play ストアに公開されているアプリのうち、「企業許可アプリ」で登録されているアプリのみ配

信します。 

 あらかじめ配信するアプリを「企業許可アプリ」に追加してください。 

 「企業許可アプリ」10 ページ 

 

【1】［設定］→［Android］→［アプリケーション］→［Android Enterprise］→［アプリケーション配
信］をクリックします。 

【2】  をクリックします。 

 

 

  

1 

2 
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【3】「配信設定名」に任意の名前を入力します。 

【4】［企業許可アプリのみインストール可能］を選択します。 

配信するアプリには、「アプリ構成」の設定値を付加することもできます。その場合は、「アプリ構成」
を適用したアプリ個別設定を作成し、（A）「アプリ構成適用」に追加してください。1 設定に 300 件ま
で登録できます。また、同じ「アプリ構成」を重複して設定することはできません。 
「アプリ構成」の詳細およびアプリ個別設定を作成方法については、以下を参照してください。 

 「個別アプリケーション」13 ページ 

【5】［保存］をクリックします。 

 

  

3 

4 

5 
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3.5.3 指定アプリのみインストール可能の場合 

managed Google Play ストアに公開されているアプリのうち、「企業許可アプリ」に登録されている、かつ「アプ

リ個別設定」が設定されているアプリのみ配信します。強制（サイレント）インストールは、この場合のみ設定でき

ます。 

 あらかじめ配信するアプリを「企業許可アプリ」に追加し、「アプリ個別設定」を設定してください。 

 「企業許可アプリ」10 ページ 

 「個別アプリケーション」13 ページ 

 本製品と Google の連携設定で Google Workspace（旧 G Suite）アカウントを登録している場合は、アプリを

強制（サイレント）インストールできないことがあります。 

その場合は、以下の URL から Google Workspace（旧 G Suite）の特権管理者として Google にログインし、

managed Google Play ストアの利用規約に同意してください。 

 https://play.google.com/work/termsofservice 

 オフィスまるごとサポートデバイスマネジメントと Google との連携設定ついては、連携方式によって設定方法

が異なります。事前に連携方式を確認してください。詳細については、以下を参照してください。 

 『Android キッティングマニュアル』―「キッティング方法を選択する」 

 

【1】［設定］→［Android］→［アプリケーション］→［Android Enterprise］→［アプリケーション配
信］をクリックします。 

【2】  をクリックします。 

 

 

  

1 

2 

https://play.google.com/work/termsofservice
https://play.google.com/work/termsofservice
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【3】「配信設定名」に任意の名前を入力します。 

【4】［指定アプリのみインストール可能］を選択します。 

【5】  をクリックします。 

1 設定に 300 件まで登録できます。 

 

 

  

3 

4 

5 
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【6】配信するアプリの「アプリ個別設定」をリストボックスから選択します。 

同じ「アプリ構成」を重複して設定することはできません。 

【7】強制（サイレント）インストールをする場合は、「する」のチェックボックスにチェックを入れます。 

強制（サイレント）インストールの詳細は以下を参照してください。 

 「アプリの強制（サイレント）インストール」57 ページ 

【8】「自動アップデート設定」のプルダウンメニューから、アップデート方法を選択します。 

【9】［保存］をクリックします。 

 

 

6 
7 

9 

8 
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◆ アンインストールする場合 

 

【1】アンインストールしたいアプリが設定されているアプリ配信設定を選択し、［編集］をクリックしま
す。 

 

 

1 
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【2】アンインストールするアプリの  をクリックします。 

【3】［保存］をクリックします。 

 

  

2 

3 



 

45 

オフィスまるごとサポートデバイスマネジメント 

Android Enterprise マニュアル 
［目次］に戻る 

⇒アプリ配信設定からアンインストールしたいアプリが削除されました。 

 

 

【4】機器に同期を行います。 

 「機器に同期」53 ページ 

⇒同期を行うと端末からアプリはアンインストールされ、アイコンも自動的に削除されます。 
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3.5.4 アプリを一括で配信する場合 

Android Enterprise のアプリケーション配信設定が割り当てられているユーザーの端末に、アプリを一括で配信し

ます。 

 「組織またはユーザーに割り当て」48 ページ 

 Android Enterprise アプリケーション配信設定がないとき、またはアプリケーション配信設定を新規作成および

編集しているときは、アプリを一括で配信することはできません。 

 

【1】［設定］→［Android］→［アプリケーション］→［Android Enterprise］→［アプリケーション配
信］をクリックします。 

【2】一覧から対象を選択します。 

【3】［配信］をクリックします。 

 

 

  

2 

1 

３ 
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【4】［OK］をクリックします。 

⇒端末にアプリが配信されます。また、（A）［配信］は連続してクリックできないように非活性な状態
になります。 

 

  

4 
(A) 



 

48 

オフィスまるごとサポートデバイスマネジメント 

Android Enterprise マニュアル 
［目次］に戻る 

3.6 組織またはユーザーに割り当て 

アプリの配信設定をユーザーに割り当て、機器に同期します。 

 組織に割り当てた場合は、配信するユーザーを組織に紐付ける必要があります。詳細は以下を参照してください。 

 『管理サイト リファレンスマニュアル』の「ユーザー」－「一覧」－「ユーザーの作成」 

 

◆ managed Google Play Account とは 

Android Enterprise のアカウント登録を行い、オフィスまるごとサポートデバイスマネジメント管理サイトで機器

とユーザーを紐付けると、ご使用の端末に自動的に紐付くアカウントが managed Google Play Account です。この

managed Google Play Account に対してアプリケーションが配信されます。 

 managed Google Play Account は端末から削除ができますが、Google サーバー上での managed Google Play 

Account と端末の紐付けは解除されません。また、端末に不要なデータが残り、想定しない挙動を示す可能性も

あります。 

そのため、端末の使用者が変わる場合は、必ず端末の初期化と、オフィスまるごとサポートデバイスマネジメン

ト管理サイトで機器登録情報の削除を行い、新しいユーザーを紐付けてください。  

 Android Enterprise では、1 ユーザーが所有できる機器は 10 台までです。1 ユーザーに 11 台以上の機器を紐付

けないでください。 

1 ユーザーに 11 台以上の機器を紐付けると、端末に配信した Google アカウントが無効になります。アカウント

で利用している Google Play ストアの閲覧やアプリのインストールができなくなります。 

 

◆ managed Google Play Account の確認手順 

【1】端末の［設定］→［アカウント］をタップします。 

【2】「管理アカウント」という名称で表示されていることを確認しま
す。 

 

 

  

2 



 

49 

オフィスまるごとサポートデバイスマネジメント 

Android Enterprise マニュアル 
［目次］に戻る 

3.6.1 組織に割り当てる手順 

以下の手順で設定します。 

 

【1】［組織］→［一覧］→一覧で対象を選択→「その他」の「ユーザー設定」をクリックします。 

 

 

【2】［編集］をクリックします。 

 

  

1 

2 
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【3】「Android Enterprise アプリ配信設定」を以下から選択します。 

･ (設定なし) 

･ (所属組織に従う：設定なし) 

･ 「アプリケーション配信」で設定した配信設定 

【4】［保存］をクリックします。 

 

 

組織に割り当てた場合は、配信するユーザーを組織に紐付ける必要があります。詳細は以下を参照し
てください。 

 『管理サイト リファレンスマニュアル』の「ユーザー」－「一覧」－「ユーザーの作成」 

  

3 

4 
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3.6.2 ユーザーに割り当てる手順 

以下の手順で設定します。 

 

【1】［ユーザー］→［一覧］→一覧で対象を選択→「その他」の「設定」をクリックします。 

 

 

【2】［編集］をクリックします。 

 

 

  

1 

2 
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【3】「Android Enterprise アプリ配信設定」を以下から選択します。 

･ (設定なし) 

･ (所属組織に従う：設定なし) 

･ 「アプリケーション配信」で設定した配信設定 

【4】［保存］をクリックします。 

 

  

3 
4 



 

53 

オフィスまるごとサポートデバイスマネジメント 

Android Enterprise マニュアル 
［目次］に戻る 

3.6.3 機器に同期 

対象のユーザーを機器に同期することで、ご使用の端末に自動的に managed Google Play Account が設定されま

す。詳細は以下を参照してください。 

 「managed Google Play Account とは」46 ページ 

 

【1】［機器］→［一覧］→一覧で対象の詳細にある  をクリックします。 

【2】「管理情報の編集］をクリックします。 

 

  

1 

2 
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【3】「所属」で「ユーザー」を選択します。 

「組織」は選択しないでください。 

【4】リストボックスから対象者を選択します。 

【5】［保存］をクリックします。 

 

 

3 

4 

5 
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【6】［同期］をクリックします。 

 

 

6 
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4 managed Google Play ストアの利用 
 

managed Google Play ストアでは、オフィスまるごとサポートデバイスマネジメント管理サイト上の設定に基づい

て表示されるアプリが制御されます。企業用 Google Play ストアとして managed Google Play ストアを運用しま

す。 

 

 

●オフィスまるごとサポートデバイスマネジメントと Google との連携設定で Google Workspace（旧 G 
Suite）アカウントで登録されている場合は、特権管理者アカウントで Google Workspace（旧 G Suite）
にログイン後、以下の URL へアクセスして利用規約に同意してください。 

 https://play.google.com/work/termsofservice 

 

https://play.google.com/work/termsofservice
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4.1 アプリの強制（サイレント）インストール 

managed Google Play ストアを利用することにより、アプリの強制（サイレント）インストールができます。イン

ストールさせたい業務アプリをユーザーが操作をすることなく、管理サイトで同期することにより、ご使用の端末

にアプリがインストールされます。 

 

◆ 強制（サイレント）インストールの確認手順 

【1】アプリケーションをインストールしていることが画面上部に表示
されます。 

機種、OS によっては表示されないことがあります。 

  

【2】通知領域からインストールの状態を確認できます。 

機種、OS によっては表示されないことがあります。 

 

 

1 

2
6 



 

58 

オフィスまるごとサポートデバイスマネジメント 

Android Enterprise マニュアル 
［目次］に戻る 

【3】インストールされたアプリのアイコンが表示されます。 

  

 

4.2 managed Google Play ストアの表示 

エージェント端末で、managed Google Play ストアを表示します。 

 

【1】［Play ストア］のアイコンをタップします。 

 

 

【2】managed Google Play ストアが表示されます。 

⇒管理サイトから配信されたアプリが表示されています。 

  

 

3 

1 
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5 連携アプリの利用 
 

managed Google Play ストアから以下の連携アプリをインストールすることができます。 

各アプリの機能説明などは、参照マニュアルを参照してください。 

 

● モバイルウイルス対策 

 『Android クライアント リファレンスマニュアル』の「ウイルス対策機能」 

 

● DM Browser 

 『Android クライアント リファレンスマニュアル』の「DM Browser の表示」 

 

 インストール方法は以下を参照してください。 

 「Android Enterprise によるアプリ配信」9 ページ 

 

 

 

 


