
Copyright © 2001~2011 RSUPPORT Co., Ltd. ALL RIGHTS RESERVED. www.rsupport.com 1

株式会社エアー

AnyClutch Remote ～ はじめに ～

AnyClutch Remote Introduction



Copyright © 2015 AIR Company Limited. All rights reserved. 2

AnyClutch Remote

Guide Version 2.0.0

Copyright ⓒ 2009～2015 RSUPPORT Co., Ltd. All Rights Reserved

Copyright ⓒ 2015 AIR Company Limited. All Rights Reserved

本マニュアルに含まれた内容は今後製品の性能向上または機能改善などにより事前予告なしに変更される

ことがあります。

RSUPPORT株式会社（以下RSUPPORT）及び株式会社エアー（以下AIR）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いかなる保証もしません。

RSUPPORT及びAIRは本マニュアルに含まれた間違い、またはこの資料の供給や遂行または使用と係わっ

て直接、間接、特別に偶然または必然的に発生した損害に対していかなる責任も負いません。

本マニュアルに対する著作権と知的所有権はRSUPPORT及びAIRが持っており、この権利は大韓民国また

は日本国の著作権法と国際著作権条約により保護されます。したがってRSUPPORT及びAIR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内容を無断コピー、複製、転載することは著作権法に抵触しま

す。

本マニュアルに表現された他社所有の登録商標及び著作権の保護を受ける用語は、引用のためにだけ使わ

れます。

ⓒ 2001～2015 RSUPPORT株式会社

住所: 〒105-0001 東京都港区虎ノ門1-2-20 第3虎ノ門電気ビルディング7階

Web : http://www.rsupport.com/

Tel : 03-3539-5761 Fax : 03-3539-5762

ⓒ 2015 株式会社エアー

住所: 〒106-0032 東京都港区六本木2-2-8 KDXビル

Web : http://www.anyclutch.jp/

Tel : 03-3587-9221 Fax : 03-3587-9238

お 知 ら せ



Copyright © 2015 AIR Company Limited. All rights reserved. 3

1. 用語説明....................................................................................................................................... 7

2. 参考事項....................................................................................................................................... 7

3. RemoteView紹介 ..................................................................................................................... 8

3.1. RemoteViewとは?........................................................................................................................................8

3.2. サービスご利用のための使用環境 ..........................................................................................................8

4. RemoteViewユーザーページ ................................................................................................ 11

4.1. メインページ ................................................................................................................................................. 11

すべてのユーザーが接続し、RemoteView機能を利用することができます。............................ 11

4.1.1. ログイン.............................................................................................................................................. 12

4.1.2. お知らせ.............................................................................................................................................. 12

4.2. サブページ ..................................................................................................................................................... 13

4.2.1. 画面構成(ユーザーインターペース)....................................................................................... 13

4.2.2. メニュー(LNB_Local Navigation Bar) ............................................................................. 14

4.2.3. ツールバー ......................................................................................................................................... 15

4.2.4. 遠隔地PCエクスプローラー ....................................................................................................... 17

4.2.5. 画面下の詳細情報 ........................................................................................................................... 18

4.3. ユーザー権限 ................................................................................................................................................. 19

4.3.1. 各権限によるユーザー説明 ........................................................................................................ 19

4.3.2. ユーザー別操作権限 ...................................................................................................................... 20

4.4. 付加機能 .......................................................................................................................................................... 23

4.4.1. パソコンアプリケーションコンソール ................................................................................. 23

4.4.2. 多重選択.............................................................................................................................................. 23

4.4.3. Drag & Drop .................................................................................................................................. 23

5. メニュー詳細説明 ..................................................................................................................... 25

5.1. パソコンリスト ............................................................................................................................................ 25

5.2. ライブビュー ................................................................................................................................................. 29

5.3. ユーザー管理 ................................................................................................................................................. 32

5.4. 使用状況 .......................................................................................................................................................... 35

5.5. 環境設定 .......................................................................................................................................................... 36

5.5.1. 個人設定.............................................................................................................................................. 37

目  次



Copyright © 2015 AIR Company Limited. All rights reserved. 4

5.5.2. アカウント設定................................................................................................................................ 38

5.5.3. セキュリティ設定 ........................................................................................................................... 39

5.5.4. 電子メール設定................................................................................................................................ 41

5.5.5. ライセンス情報................................................................................................................................ 41

5.5.6. システム管理 .................................................................................................................................... 42

5.5.7. ダウンロード .................................................................................................................................... 42

5.5.8. 製品情報.............................................................................................................................................. 44

6. RemoteView Agentインストール ...................................................................................... 45

6.1. ユーザーページからインストール ....................................................................................................... 45

6.1.1. Agentインストール ....................................................................................................................... 45

6.1.2. Agentの削除 ..................................................................................................................................... 49

6.1.2.1. ユーザーページから削除 ........................................................................................... 49

7. 遠隔地PC接続および制御......................................................................................................... 52

7.1. 遠隔接続可能なPCの確認と接続........................................................................................................... 52

8. パソコンリスト機能説明 .......................................................................................................... 54

8.1. 接続確認 .......................................................................................................................................................... 55

8.2. 遠隔制御 .......................................................................................................................................................... 56

8.3. 遠隔エクスプローラー .............................................................................................................................. 57

8.4. vPro................................................................................................................................................................... 58

8.4.1. vPro機能対応可否の確認 ............................................................................................................ 59

8.4.2. vPro機能の使用 ............................................................................................................................... 60

8.5. WOLで電源起動........................................................................................................................................... 61

8.6. 制御ツール ..................................................................................................................................................... 62

8.6.1. システム終了 .................................................................................................................................... 62

8.6.2. システム情報 .................................................................................................................................... 63

8.6.3. 画面キャプチャー ........................................................................................................................... 64

8.6.4. プロセス実行 .................................................................................................................................... 65

8.6.5. プロセスリスト................................................................................................................................ 66

8.6.6. サービス再開始................................................................................................................................ 67

8.6.7. Agentアップデート ....................................................................................................................... 67

8.6.8. 電子メール招待................................................................................................................................ 68

8.7. お気に入り ..................................................................................................................................................... 70

8.8. 移動 ................................................................................................................................................................... 71



Copyright © 2015 AIR Company Limited. All rights reserved. 5

8.9. 削除 ................................................................................................................................................................... 72

8.10. 接続アカウントの変更 .............................................................................................................................. 73

8.11. 登録情報 .......................................................................................................................................................... 74

9. RemoteView Viewer機能の説明 ........................................................................................ 75

9.1. Viewer機能の概要 ...................................................................................................................................... 75

9.2. 制御設定 .......................................................................................................................................................... 78

9.2.1. 設定....................................................................................................................................................... 78

9.2.2. 受信ファイルフォルダを開く .................................................................................................... 78

9.2.3. 受信ファイルリストの表示 ........................................................................................................ 79

9.2.4. Viewerロック................................................................................................................................... 79

9.2.5. RemoteViewプレーヤー............................................................................................................. 79

9.2.6. セーフモードで再接続.................................................................................................................. 79

9.3. Viewer > マウス/キーボード制御 .................................................................................................... 80

9.3.1. マウス/キーボード制御................................................................................................................ 80

9.3.2. マウス追跡 ......................................................................................................................................... 80

9.3.3. レーザーポインター(矢印/円) .................................................................................................. 80

9.3.4. Ctrl+Alt+Delキー転送................................................................................................................. 80

9.4. Viewer > 描画 ............................................................................................................................................ 80

9.4.1. 描画....................................................................................................................................................... 80

9.5. Viewer > 画面 ............................................................................................................................................ 81

9.5.1. 画面設定.............................................................................................................................................. 81

9.5.2. 遠隔モニター .................................................................................................................................... 81

9.5.3. 画面ナビ.............................................................................................................................................. 81

9.5.4. ズーム .................................................................................................................................................. 81

9.5.5. 自動調整.............................................................................................................................................. 82

9.5.6. リアルサイズ .................................................................................................................................... 82

9.5.7. フル画面.............................................................................................................................................. 82

9.5.8. 遠隔画面ロック................................................................................................................................ 82

9.6. Viewer > ツール ....................................................................................................................................... 82

9.6.1. 画面保存.............................................................................................................................................. 82

9.6.2. URL転送.............................................................................................................................................. 83

9.6.3. ファイル転送 .................................................................................................................................... 83

9.6.4. ファイル取り込み ........................................................................................................................... 83



Copyright © 2015 AIR Company Limited. All rights reserved. 6

9.6.5. クリップボード................................................................................................................................ 83

9.6.6. サウンド共有スタート.................................................................................................................. 84

9.6.7. 録画スタート .................................................................................................................................... 84

9.7. Viewer > 追加機能 .................................................................................................................................. 84

9.7.1. システム情報 .................................................................................................................................... 84

9.7.2. プロセス情報 .................................................................................................................................... 84

9.8. 接続案内画面 ................................................................................................................................................. 85

9.9. 遠隔プリンター ............................................................................................................................................ 85

9.9.1. 遠隔プリンターのインストール ............................................................................................... 85

9.9.2. 遠隔プリンターのアンインストール ...................................................................................... 86

9.9.3. 遠隔プリンターで印刷実行 ........................................................................................................ 87



Copyright © 2015 AIR Company Limited. All rights reserved. 7

1. 用語説明

用 語 説 明

管理者 全ての権限を持つユーザー

マネージャー 管理者から権限を与えられたグループに対する管理権限を持つユーザー

ユーザー
管理者またはマネージャによって生成された、RemoteViewを

利用できるユーザー

ユーザーページ ユーザーおよび管理者がサービスを利用する際に接続するウェブページ

ローカルPC 遠隔地パソコンの操作のために管理者が使用するPC

遠隔地PC ユーザーが遠隔で操作するPC

セッション ユーザーPCと遠隔地PC間の接続状態

ユーザー

アカウント
RemoteViewユーザーページに接続するためのログインアカウント

Agentアカウント ユーザーが遠隔地パソコンに接続する際に使用するアカウント

表示名 Agentのインストール時に登録された遠隔地パソコン名

P2P
ローカルPCと遠隔地PCが中継サーバを通さずダイレクトに

接続される方式

Gateway
ローカルPCと遠隔地PCが中継サーバを利用して接続される際に

利用される方式

Agent 遠隔地PCにインストールされるRemoteViewのプログラム

Viewer ユーザーページ上で遠隔地PCを操作するために実行されるプログラム

接続案内 遠隔地PCに表示される遠隔操作中のお知らせ画面

ライブビュー 遠隔地PCの画面をモニタリングできる機能

コンソール
ユーザーページを利用せずにRemoteViewのViewerが実行される

プログラム

2. 参考事項

本マニュアルは、管理者アカウントを基準に作成されたマニュアルです。

マネージャと一般ユーザー権限の場合、一部のメニューおよび機能が提供されません。

各ユーザー権限別の機能リストおよび説明に関しては「4.3. ユーザー権限」の表を

ご参考ください。
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3. RemoteView紹介

3.1. RemoteViewとは?

RemoteViewは、管理権限を持つ遠隔地のPCまたはサーバに「Agent」プログラムを

インストールすることで、インターネットを利用していつでも、どこでも自分のPCに接続して

簡単かつ安全にリアルタイムで遠隔操作ができるサービスです。

3.2. サービスご利用のための使用環境

ユーザーは、ユーザーページまたは専用のPCアプリケーションコンソールを利用し、

遠隔地PCを管理することができます。ご利用推奨環境は以下のとおりです。

<Windows>

最 小 推 奨

OS Windows 2000 以上 Windows XP 以上(32bit & 64bit)

CPU Pentium 4 1.4 GHz Pentium 4 2.0 GHz

メモリー 256MB 以上 512MB 以上

ハードウェア

サイズ
50MB 100MB

ウェブ

ブラウザ
Internet Explorer 7.0 以上

Internet Explorer 8.0 以上

Firefox 3.5 以上

Chrome 7.0 以上

Safari 4.0 以上

ネットワーク
Modem、ADSL、LAN、グローバル IP アドレスまたは仮想 IP アドレス対応

(ワイヤレス・インターネット対応)

ファイア

ウォール
Out Bound 80(http) / 443(https) Port Open
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＜Macintosh＞

最小 推奨

OS
Mac OS X 10.5 以上

(10.9 未対応)

Mac OS X 10.6 以上

(10.9 未対応)

CPU Intel 基盤の CPU

メモリー 256MB 以上 512MB 以上

ウェブ

ブラウザ

Safari 3.2 以上

FireFox 3.0 以上

Safafi 4.0 以上

FireFox 3.5 以上

ネットワーク
Modem、ADSL、LAN、グローバル IP アドレスまたは仮想 IP アドレス対応

(ワイヤレス・インターネット対応)

ファイア

ウォール
Out Bound 80(http) / 443(https) Port Open

＜Linux＞ (Agent)

インストール仕様

OS
Cent OS 5.5、5.7、5.8、6.2、6.3 (32bit)

Redhat OS 6.1 (32bit)

データベース 1GHz 以上

CPU 512MB 以上

メモリー 1GB 以上

ウェブブラウザ FireFox 5.0 以上

ネットワーク Fast Ethernet

ファイアウォール InBound 80(http) / 443(https) Port Open

 X-WindowなどのGUI制御には対応していません。(CUIモードのみ対応)
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＜Windows Server＞

インストール仕様

OS Windows Server 2003 Standard Edition sp1 以上

データベース MS-SQL Server 2005 Express Edition 以上

CPU 2GHz 以上

メモリー 1GB 以上

ハードウェア

サイズ
500MB

ネットワーク Fast Ethernet

ファイアウォール InBound 80(http) / 443(https) Port Open

＜Mobile – Android＞ (専用のViewerアプリ)

最小 推奨

OS Android 2.2以上

CPU 600MHz以上 1GHz以上

保存容量 2MB以上

解像度 320ⅹ480以上 480ⅹ800以上

ネットワーク 3G以上、Wi-Fi対応

＜Mobile – iOS＞ (専用のViewerアプリ)

最小 推奨

OS
<iPhone> iOS 4.3以上

<iPad> iOS 3.2以上

<iPhone> iOS 4.3以上

<iPad> iOS 3.2以上

保存容量 2MB以上

ネットワーク 3G以上、Wi-Fi対応
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4. RemoteViewユーザーページ

4.1. メインページ

すべてのユーザーが接続し、RemoteView機能を利用することができます。

管理者はRemoteViewサービスに関するすべてのことを確認および変更することができます。

接続URL :  https://biz.rview.com/

             [ログイン前]                      [ログイン後]

 ログイン後、ブラウザの「戻る」ボタンをクリックしてもログイン情報が表示されない場合、

ブラウザの「更新」ボタンをクリックすることで、ログイン情報ページが表示されます。

https://biz.rview.com/
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4.1.1. ログイン

 会社ID：Enterprise会員登録時に設定した会社IDを入力します。

 ユーザーID：管理者ID、マネージャーID、ユーザーIDを入力します。

 パスワード：パスワードを入力します。

 ID/パスワードをお忘れの場合：ログインにて問題が発生、もしくはID/パスワードを忘れ

た場合、表示される画面にメールアドレス情報を入力します。

 ユーザー権限のお問い合わせ先は以下のとおりです。

管理者 : カスタマーセンター

マネージャー、ユーザー : 管理者

 会員登録：Enterprise会員登録ページに移動します。

4.1.2. お知らせ

RemoteView Enterpriseに関するアップデート及びイベントなどのお知らせが

ログイン欄の下に5行ずつ表示されます。
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4.2. サブページ

4.2.1. 画面構成(ユーザーインターペース)

① メニュー(LNB)

パソコンリスト、ライブビュー、ユーザー管理、使用状況、環境設定の5つのメニューで

構成されています。

 権限によるメニュー構成は以下のとおりです。

管理者、マネージャー:パソコンリスト、ライブビュー、ユーザー管理、使用状況、環境設定

一般ユーザー：パソコンリスト、ライブビュー使用状況、環境設定

② お気に入り

よく利用するPCに対してお気に入りカテゴリを作成し、最大5つまで作成・管理する

ことができます。

③ 遠隔地PCエクスプローラー

登録された会社、グループ、PCがツリー構造で表示され、見つけやすくなっています。

④ ツールバー

各メニュー別機能がツールバーにアイコンで表示されます。
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⑤ コンテンツ

お気に入り、会社・グループのリストが表示されます。

⑥ 画面下の詳細情報

画面下に会社、グループ、Agent、ユーザーの情報が表示されます。

追加機能をクリックすると、マウス右クリック時と同じ機能を使用することができます。

4.2.2. メニュー(LNB_Local Navigation Bar)

 パソコンリスト

会社に登録されているすべてのPCの管理および遠隔操作ができるページ

 ライブビュー

登録されているPCのモニタリングができるページ

 ユーザー管理

登録されているすべてのユーザーを管理するページ

 管理者、マネージャー権限のユーザーのみ利用可能

 使用状況

会社内で使用される遠隔操作の統計がチャートや記録で表示され、

システム(ハードウェア/ソフトウェア)の統計が確認できるページ

 環境設定

個人ユーザーに合わせて設定することができ、マニュアルや、

コンソールアプリケーションのダウンロードができるページ
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4.2.3. ツールバー

＜パソコンリスト＞

…

＜ライブビュー＞

＜ユーザー管理＞

＜使用状況＞

…

＜環境設定＞

①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩

                 

               ○11○12

      ○13             ⑭⑭

４

⑮⑯     ⑰

⑪ ⑫ ⑬   

          

          

      ○11○12    

○13             ⑭

⑱        ⑲

⑳
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番号 項目 説明

１ 更新 ウェブページが更新されます。

２ グループ追加 エクスプローラーにグループが追加されます。

３ パソコン追加 ローカルPCにAgentがインストールされます。

４ お気に入り追加 お気に入りカテゴリに、選択したPCが追加されます。

５ 移動 会社またはグループ内でPCが移動されます。

６ 削除 グループ、Agent、ユーザーが削除されます。

７ 登録情報 グループ、Agent、ユーザーの登録情報が表示されます。

８
Excelファイルで

エクスポート
データが整理されたExcelファイルがPCに保存されます。

９
インストール

ファイル生成

Agentのインストールができる.exeファイルが生成

されます。

10 WOL PC追加 WakeOnLanで電源を起動させるPCが追加されます。

11 並べ替え
グループ、Agent、ユーザーのデータリストがアイコン

またはリスト表示タイプで表示されます。

12 ソート 選択した項目が昇順または降順で整列されます。

13 検索
会社内のグループ、PCのAgentに対して検索することが

できます。(検索オプション提供)

14 拡大表示 選択した遠隔地PCの画面が表示されます。

15 マネージャー追加 マネージャーが追加されます。

16 ユーザー追加 一般ユーザーが追加されます。

17 ユーザー権限設定
マネージャー、一般ユーザーにグループまたはPCの権限が

割り当てられます。

18 統計タイプ
使用内容のデータ統計がチャート、記録、システムの

3つのタイプで表示されます。

19 期間設定 設定した期間内のデータの統計が表示されます。

20
ハードウェア/

ソフトウェア
選択した項目のシステム情報(統計)が表示されます。
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4.2.4. 遠隔地PCエクスプローラー

 お気に入り

ユーザーがよく使うAgentに対して予めカテゴリを作成することができます。

マウス右クリックすると表示されるContext Menuを使うことでより簡単に管理する

ことができます。

 最大5つのカテゴリ作成、カテゴリ名は最小1文字以上

 カテゴリ名の右側の数字は、ON状態のPCとグループ全体のPC数を示します。

 遠隔地パソコンリスト

会社に登録されたすべてのグループとパソコンリストがツリー構造で表示され、

マウス右クリックすると表示されるContext Menuを利用することでより簡単に

会社、グループ、PCの管理や遠隔操作機能を使用することができます。

 環境設定またはライセンス商品によって利用できる機能に差がある場合があります。

 グループ名の右側の数字はON状態のPCとグループ全体のPC数を示します。

分 類 項 目 説 明

お気に

入り

お気に

入り

新しい

お気に入り
新しいお気に入りカテゴリが作成されます。

変更 お気に入りのカテゴリ名が変更できます。

削除 お気に入りのカテゴリが削除されます。

遠隔地

PCリスト

会社

グループ追加
会社のサブにグループを追加作成することが

できます。

全体開く 全体リストが表示されます。

全体閉じる 開かれている全体リストを閉じます。

開く
サブに含まれるすべてのグループとPCがリストで

表示されます。

グループ

開く グループにあるPCがリストで表示されます。

削除 グループを削除することができます。

登録情報 グループの登録情報が表示されます。

PC
接続確認

PCにインストールされたAgentが最新の接続状態に

更新され、その状態に合うアイコンが表示されます。

遠隔制御 選択したPCに遠隔接続が実行されます。
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4.2.5. 画面下の詳細情報

パソコンリスト、ユーザー管理ページで、会社、グループ、PC、ユーザーの情報を

ポップアップではなく、ページ上で確認することができます。

その他、マウス右クリックすると表示される機能を利用することができます。

（登録情報の画面と同じ情報を提供）

＜追加機能＞

分 類 項 目 説 明

会社

グループまたは

ユーザー追加

遠隔地PCエクスプローラー領域にグループが

追加されます。

パソコン追加 ローカルPCが追加され、Agentがインストールされます。

表示 アイコン、リストの2つのリストが表示されます。

並べ替え基準 選択した項目が昇順または降順で整列されます。

グループ
開く 選択したグループのサブページに移動されます。

削除 グループが削除されます。

遠隔地

PCリスト

PC

遠隔

エクス

プローラー

遠隔エクスプローラーが実行されます。

WOLで

電源起動

WOL機能が実行され、遠隔地PCの電源が

起動されます。

制御ツール

システム終了、画面キャプチャー、プロセス実行、プ

ロセスリスト、サービス再開始、Agentアップデー

ト、電子メール招待、IVPNなどの制御ツールメニュー

が提供され、クリックすると機能が実行されます。

お気に入り PCをお気に入りカテゴリに追加することができます。

移動 PCを別のグループに移動することができます。

削除 選択したPCを削除することができます。

接続

アカウントの

変更

PCの遠隔接続のアカウントを変更することが

できます。

登録情報 PCの登録情報を確認することができます。
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グループ 接続確認 Agentの最新の接続状態に更新されます。

PC

遠隔制御 遠隔操作が実行されます。

遠隔

エクスプローラー
遠隔エクスプローラーが実行されます。

接続確認 Agentの最新の接続状態に更新されます。

WOLで電源起動 WOL機能が実行され、遠隔地PCの電源が起動されます。

制御ツール

サブツールの機能が動作されます。

 システム終了(システム終了/ログオフ/システム再起動)、

システム情報、画面キャプチャー、プロセス実行、

プロセスリスト、サービス再開始、Agentアップデート、

電子メール招待、IVPN

お気に入り お気に入りカテゴリにPCが追加されます。

移動 会社、グループ内でPCが移動されます。

削除 Agentがリストから削除されます。

接続アカウントの

変更

遠隔接続ユーザー認証IDおよびパスワードの変更を

することができます。

登録情報 Agentの登録情報が表示されます。

4.3. ユーザー権限

RemoteView EnterpriseのASPは3種類の使用権限があり、各ユーザー権限によって

使用できるメニューと機能が異なります。

4.3.1. 各権限によるユーザー説明

 管理者

全メニューと機能が利用可能で、会社内のすべてのグループ、PC、ユーザーに対する

権限割り当てやライセンス管理をすることができます。

 マネージャー

管理者の次の権限として、管理者から割り当てられたグループに対して管理者同様、

ユーザーに対して権限の割り当てや管理をすることができます。

 ユーザー

一般ユーザーの場合、管理権限はなく、管理者またはマネージャーから割り当てられた

権限によって遠隔操作などの機能が使用できます。
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4.3.2. ユーザー別操作権限

ユーザー別のウェブページと遠隔操作の際の操作権限は別途与えられます。

遠隔操作の際の権限は、管理者からAgentを割り当てられる際に付与された権限設定によって

異なります。

 マネージャーの遠隔操作権限は、管理者から割り当てられた設定によって異なります。

 グループ：管理者と同じ権限

 Agent：一般ユーザーと同じ権限

 詳細は次のページの表をご参照ください。
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 ウェブページ

                  権限

   ウェブページ
管理者 マネージャー 一般ユーザー

パソコンリスト

グループ追加 

PC追加   

お気に入り   

移動  

削除  

登録情報   

Excelファイルで

エクスポート
  

インストール

ファイル生成


WOL PC追加   

ライブビュー

お気に入り   

移動   

削除   

拡大表示   

登録情報   

ユーザー管理

マネージャー追加 

ユーザー追加  

お気に入り  

移動  

ユーザー権限割当  

削除  

登録情報  

Excelファイルで

エクスポート
 

使用状況

チャート   

記録   

システム   
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環境設定

個人設定   

アカウント設定   

セキュリティ設定 

電子メール設定 

ライセンス情報 

システム管理 

ダウンロード   

製品情報   

 遠隔操作

                    権限

遠隔操作

管理者

マネージャー 一般ユーザー

グループ

管理
遠隔操作 遠隔操作

接続確認    

遠隔制御    

遠隔エクスプローラー    

WOLで電源起動    

制御

ツール

システム

終了

ログオフ    

システム終了    

システム再起動    

システム情報    

画面キャプチャー    

プロセス実行    

プロセスリスト    

サービス再開始    

Agentアップデート    

電子メール招待    

お気に入り    

移動  

削除  

接続アカウントの変更    
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4.4. 付加機能

4.4.1. パソコンアプリケーションコンソール

ウェブページを経由せず、コンソールアプリケーションを利用してアクセスすることが

できます。

 ダウロード : [環境設定] > [ダウンロード]

    URL : https://biz.rview.com/CompanyID/Settings

4.4.2. 多重選択

キーボードの[Ctrl]キーと[Shift]キーを使い、グループまたはPCを2つ以上選択することが

できます。

4.4.3. Drag & Drop

Drag&Drop 機能は以下の状況で有効に利用することができます。

 お気に入りまたはグループ間の移動

グループ内、お気に入り内、グループとお気に入り間の遠隔地PCの移動ができます。

https://biz.rview.com/CompanyID/Settings
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 ユーザー制御権限の割り当て

グループまたはPCにユーザーを移動させることで権限を割り当てることができます。

 各ページの動作に差異がある場合がありますのでご参考ください。

 機能の使用を希望しない場合、環境設定で設定することができます。
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5. メニュー詳細説明

5.1. パソコンリスト

 更新

1. ツールバーにある「更新」アイコン をクリックします。

2. ウェブページ画面のデータが更新されます。

 グループ追加

1. ツールバーにある「グループ追加」アイコン をクリックします。

 以下の方法でも追加することができます。

a. ウェブ画面の空いている所でマウス右クリック > 「パソコングループ追加」選択

b. 画面下の「その他の機能」 > 「パソコングループ追加」選択

2. 担当マネージャー、グループ名、備考を入力します。

3. 「適用」または「キャンセル」ボタンをクリックします。

 「適用」 : グループ作成

 「キャンセル」 : グループ作成をキャンセル
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 パソコン追加

1. ツールバーにある「パソコン追加」アイコン をクリックします。

 以下の方法でも追加することができます。

a. ウェブ画面の空いている所でマウス右クリック > 「パソコン追加」選択

b. 画面下の「その他の機能」 > 「パソコン追加」選択

2. Agentのインストールが実行されます。

3. インストール完了です。

 お気に入り

1. お気に入り追加するPC選択後、ツールバーにある「お気に入り追加」アイコン

をクリックします。

 以下の方法でも追加することができます。

a. PC選択後、そのままマウス右クリック > 「お気に入り」選択

b. PC選択後、画面下の「その他の機能」 > 「お気に入り」選択

2. カテゴリを選択します。

3. 「適用」または「キャンセル」ボタンをクリックします。

 「適用」 : 選択したカテゴリにPCを追加

 「キャンセル」 : お気に入り追加をキャンセル

 移動

1. 移動するPC選択後、ツールバーにある「移動」アイコン をクリックします。

 以下の方法でも移動することができます。

a. PC選択後、そのままマウス右クリック > 「移動」選択

b. PCがないグループまたはPC選択 > 画面下の「その他の機能」 > 「移動」選択

2. Agentグループ移動画面が表示されます。

3. 移動するグループを選択します。

4. 「適用」または「キャンセル」ボタンをクリックします。

 「適用」 : 選択したグループにPC移動

 「キャンセル」 : 移動をキャンセル
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 削除

1. 削除するPCまたはグループ選択後、ツールバーにある「削除」アイコン を

クリックします。

 以下の方法でも削除することができます。

a. 削除するPCまたはグループ選択後、そのままマウス右クリック > 「削除」選択

b. 削除するPCまたはグループ選択 > 画面下の「その他の機能」 > 「削除」選択

2. 「削除しますか?」というメッセージが表示されます。

 セキュリティ設定で[設定変更時にパスワード確認]が「使用する」に設定されている

場合、セキュリティ確認メッセージが表示されます。

3. 「適用」または「キャンセル」ボタンをクリックします。

 「適用」 : 選択したグループまたはパソコンを削除

 「キャンセル」 : 削除をキャンセル

 登録情報

1. PCまたはグループ選択後、ツールバーにある「登録情報」アイコン を

クリックします。

 以下の方法でも確認することができます。

a. PCまたはグループ選択後、そのままマウス右クリック > 「登録情報」選択

b. PCまたはグループ選択 > 画面下の「その他の機能」 > 「登録情報」選択

2. 選択したPCまたはグループの登録情報画面が表示されます。

3. データを変更します。

4. 「適用」または「キャンセル」ボタンをクリックします。

 「適用」 : 変更されたデータに登録情報を変更

 「キャンセル」 : 既存のデータを維持

 Excelファイルでエクスポート

1. ツールバーにある「Excelファイルでエクスポート」アイコン をクリックします。

2. ファイルのダウンロードウィンドウが表示されます。

3. 「ファイルを開く」、「保存」もしくは「キャンセル」ボタンをクリックします。

 「ファイルを開く」 : Excelファイルを開く

 「保存」 : ExcelファイルをPCに保存

 「キャンセル」 : ファイルダウンロードをキャンセル
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 インストールファイル生成

1. ツールバーにある「インストールファイル生成」アイコン をクリックします。

2. Agentインストールファイル生成画面が表示されます。

3. 情報入力後、「インストールファイル生成」または「閉じる」をクリックします。

 「インストールファイル生成」: インストールファイル生成完了ページに移動

 「閉じる」: インストールファイル生成画面を閉じる

4. インストールファイル生成完了後、「ファイルダウンロード」または

「アドレスコピー」「修正」「閉じる」をクリックします。

 「ファイルダウンロード」: 生成された.exeインストールファイルをユーザー

のPCに直接ダウンロード

 「アドレスコピー」: 生成された.exeインストールファイルにウェブブラウザ

経由でダウンロードできるURLを生成

 「修正」: 生成された.exeインストールファイルの接続アカウント、権限設定

の修正ページに移動

 「閉じる」: 画面を閉じる

 WOL PC追加

1. ツールバーにある「WOL PC追加」アイコン をクリックします。

2. WOL PC追加画面がポップアップされます。

3. 情報入力後、「追加」または「キャンセル」をクリックします。

 「追加」: WakeOnLanで電源を起動するPCが登録されます。

 「キャンセル」: 画面を閉じる

 並べ替え

1. ツールバーにある「アイコンの並び替え」または「リストの並び替え」アイコン

をクリックします。

2. ウェブ画面がアイコンの並べ替え/リストの並べ替えに切り替わります。

 整列

- ツールバーにある アイコンで選択したオプション値どおりにリストが

整列されます。
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 検索

- 入力した検索ワードと一致するデータが検索されます。

5.2. ライブビュー

 更新

1. ツールバーにある「更新」アイコン をクリックします。

2. ウェブページ画面のデータが更新されます。

 お気に入り

1. お気に入り追加するPC選択後、ツールバーにある「お気に入り」アイコン を

クリックします。

 以下の方法でも追加することができます。

a. お気に入り追加するPC選択後、マウス右クリック > 「お気に入り」選択

2. カテゴリを選択します。

3. 「適用」または「キャンセル」ボタンをクリックします。

 「適用」 : 選択したカテゴリに PC 追加

 「キャンセル」 : キャンセル
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 移動（お気に入り）

1. お気に入り > 移動させるPC選択後、ツールバーにある「移動」アイコン を

クリックします。

2. Agentグループ移動画面が表示されます。

3. 移動するグループを選択します。

4. 「適用」または「キャンセル」ボタンをクリックします。

 「適用」 : 選択したグループにパソコン移動

 「キャンセル」 : キャンセル

 削除（お気に入り）

1. お気に入り > 削除するPCを選択後、ツールバーにある「削除」アイコン を

クリックします。

 以下の方法でも削除することができます。

a. お気に入りグループ選択 > マウス右クリック > 「削除」選択

2．「削除しますか?」というメッセージが表示されます。

 セキュリティ設定で[設定変更時にパスワード確認]が「使用する」に設定されている

場合、セキュリティ確認メッセージが表示されます。

３．「適用」または「キャンセル」ボタンをクリックします。

 「適用」 : 選択したグループまたはパソコン削除

 「キャンセル」 : 削除をキャンセル

 拡大表示

1. ON状態のPC選択後、ツールバーにある「拡大表示」アイコン をクリックします。

 以下の方法でも表示させることができます。

a. 遠隔地PCエクスプローラー領域でON状態のPC選択後、マウス右クリック > 

「拡大表示」または「再生」選択

2. 遠隔地PC画面が、ポップアップされるライブビュー画面で表示されます。

 BGはDimmed処理されます。

3. 「X」をクリックします。
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 登録情報

1. PCまたはグループ選択後、ツールバーにある「登録情報」アイコン を

クリックします。

 以下の方法でも確認することができます。

a. PCまたはグループ選択後、そのままマウス右クリック > 「登録情報」選択

2. 選択したPCまたはグループの登録情報画面が表示されます。

3. データを変更します。

4. 「適用」または「キャンセル」ボタンをクリックします。

 「適用」 : 変更されたデータに登録情報を変更

 「キャンセル」 : 既存のデータを維持

 アイコン表示サイズ

1. ツールバーにあるスライドバー をクリックします。

2. バーを左右に移動させます。

3. ウェブ画面の画面アイコンサイズが縮小/拡大され、調整することができます。

 整列

- ツールバーにある アイコンで選択したオプション値どおりにリストが

整列されます。

 検索

- 入力した検索ワードと一致するデータが検索されます。
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5.3. ユーザー管理

 更新

1. ツールバーにある「更新」アイコン をクリックします。

2. ウェブページ画面のデータが更新されます。

 マネージャー追加

1. ツールバーにある「マネージャー追加」アイコン をクリックします。

 以下の方法でも追加することができます。

a. 画面の空いている所でマウス右クリック > 「マネージャー追加」選択

b. 画面下の「その他の機能」 > 「マネージャー追加」選択

2. ユーザー情報を入力します。

3. 「適用」または「キャンセル」ボタンをクリックします。

 「適用」 : 新しいマネージャが追加されます。

 「キャンセル」 : キャンセル
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 ユーザー追加

1. ツールバーにある「ユーザー追加」アイコン をクリックします。

 以下の方法でも追加することができます。

a. 画面の空いている所でマウス右クリック > 「ユーザー追加」選択

b. 画面下の「その他の機能」 > 「ユーザー追加」選択

2. ユーザー情報を入力します。

3. 「適用」または「キャンセル」ボタンをクリックします。

 「適用」 : 新しいユーザーを追加

 「キャンセル」 : ユーザー追加をキャンセル

 お気に入り

1. お気に入りに追加するユーザー選択後、ツールバーにある「お気に入り」

アイコン をクリックします。

 以下の方法でも追加することができます。

a. ユーザー選択後、マウス右クリック > 「お気に入り」選択

b. ユーザー選択後、画面下の「その他の機能」 > 「お気に入り」選択

2. カテゴリを選択します。

3. 「適用」または「キャンセル」ボタンをクリックします。

 「適用」 : 選択したカテゴリにユーザーをお気に入り追加

 「キャンセル」 : お気に入り追加をキャンセル

 ユーザー権限設定

1. 設定するユーザー選択後、ツールバーにある「ユーザー権限設定」アイコン を

クリックします。

 以下の方法でも設定することができます。

a. ユーザー選択後、マウス右クリック > 「権限割り当て」選択

b. ユーザー選択後、画面下の「その他の機能」> 「権限割り当て」選択

2. ユーザー権限設定画面が表示されます。

3. グループ、Agentを選択します。

4. 「適用」または「キャンセル」ボタンをクリックします。

 「適用」 : 選択したグループ、Agentにユーザーを割り当て

 「キャンセル」 : 設定をキャンセル
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 移動（お気に入り）

1. お気に入り > 移動させるユーザー選択後、ツールバーにある「移動」アイコン

をクリックします。

2. お気に入り移動画面が表示されます。

3. 移動するグループを選択します。

4. 「適用」または「キャンセル」ボタンをクリックします。

 「適用」 : 選択したお気に入りカテゴリにユーザー追加

 「キャンセル」 : 移動をキャンセル

 削除

1. 削除するユーザー選択後、ツールバーにある「削除」アイコン をクリックします。

 以下の方法でも削除することができます。

a. 削除するユーザー選択後、そのままマウス右クリック > 「削除」選択

b. 削除するユーザー選択後、画面下の「その他の機能」 > 「削除」選択

2. 「削除しますか?」というメッセージが表示されます。

 セキュリティ設定で[設定変更時にパスワード確認]が「使用する」に設定されている

場合、セキュリティ確認メッセージが表示されます。

3. 「適用」または「キャンセル」ボタンをクリックします。

 「適用」 : 選択したユーザーを削除

 「キャンセル」 : 削除をキャンセル

 登録情報

1. ユーザー選択後、ツールバーにある「登録情報」アイコン をクリックします。

 以下の方法でも確認することができます。

a. ユーザー選択後、そのままマウス右クリック > 「登録情報」選択

b. ユーザー選択 > 画面下の「その他の機能」 > 「登録情報」選択

2. ユーザー登録情報画面が表示されます。

3. データを変更します。

4. 「適用」または「キャンセル」ボタンをクリックします。

 「適用」 : ユーザー登録情報変更

 「キャンセル」 : 既存のデータ維持
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 整列

- ツールバーにある アイコンで選択したオプション値どおりにリストが

整列されます。

 検索

- 入力した検索ワードと一致するデータが検索されます。

5.4. 使用状況

 更新

1. ツールバーにある「更新」アイコン をクリックします。

2. ウェブページ画面のデータが更新されます。

 統計タイプ

1. ツールバーにある「統計タイプ」アイコン をクリックします。

2. チャート、記録、システムの中から選択したタイプでデータが表示されます。
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      [統計タイプ：記録]        [統計タイプ：システム]

 期間設定

1. Input-box をマウスでクリックします。

2. カレンダーが表示されます。

3. 開始日、終了日を選択します。

4. 「検索」ボタンをクリックします。

5.5. 環境設定

各権限を各ユーザーに合わせて設定することができます。

 権限によって、ログイン時使用できるメニューが異なります。

管理者 マネージャー 一般ユーザー

個人設定   

アカウント設定   

セキュリティ設定  - -

電子メール設定  - -

ライセンス情報  - -

システム管理  - -

ダウンロード   

製品情報   
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5.5.1. 個人設定

 個人設定

 お気に入り

  お気に入りの使用可否を設定します。

 複数選択機能

[Ctrl]キー、[Shift]キー+マウスを利用した複数選択機能の使用可否を設定します。

 Context Menu(マウス右クリック機能)

  マウス右クリック機能を利用したサービスメニューの使用可否を設定します。

 設定保存機能

最終作業状態の維持可否を設定します。

 画面設定

 制御モード

遠隔地PCの環境による制御モード(高速制御モード/グラフィック制御モード)を

設定します。
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 画面カラー

Viewerの画面カラーを設定します。

 数字が低いほど制御速度が速くなります。

 遠隔地セキュリティ

 遠隔画面ロック

遠隔操作実行時に遠隔地PCの画面がロックされます。

 Viewer機能設定

 クリップボード自動同期化

Viewerメニューのクリップボード機能が自動的に同期化設定されます。

5.5.2. アカウント設定

ユーザーのアカウント情報の確認及び変更ができます。

 ユーザーIDを変更することはできません。

 入力または変更されたデータは管理者のアカウント情報と連動されます。

 「パスワード変更」はデータが入力される際に有効性チェックが実行されます。

入力されない場合は、有効性チェックが実行されない状態で処理されます。
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5.5.3. セキュリティ設定

 基本設定（ウェブセキュリティ設定）

 設定変更時にパスワード確認（アクセスセキュリティ設定）

セキュリティの確認が必要な変更事項などが実行された場合、セキュリティ確認の

画面を表示させ、パスワードを再度入力して確認するかを設定します。

 セキュリティ画面のパスワード入力画面では、ユーザーのウェブ認証情報のパスワードを

入力します。

 ウェブログインのタイムアウト設定（ユーザーページ認証セッション）

ログイン後、操作がない場合にセッションが維持される時間を設定します。

 Agent削除制限

管理者、グループマネージャーのみAgent削除をすることができます。
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 遠隔地セキュリティ（遠隔制御画面セキュリティ）

 遠隔画面ロックの一括適用

遠隔操作中の遠隔地パソコンの画面ロックを設定します。

 全てのマネージャー、ユーザーに一括適用されます。

 遠隔終了後のシステムロック

遠隔操作終了後、システムロック可否を設定します。

 Viewer非使用時処理

決められた時間の間、Viewerを使用しない場合のViewer状態を設定します。

 許可IP、MAC設定

 許可IP設定

特定のIP帯域へのアクセス可否を設定します。

 許可MAC設定

特定のMACアドレスへのアクセス可否を設定します。

 会社一括適用、ユーザーID別適用、使用しない

 パスワードのセキュリティ設定

 パスワードのセキュリティレベルの設定

パスワードのセキュリティレベルを設定します。

 セキュリティレベル(弱)：6～24桁以下の英字、または数字

 セキュリティレベル(強)：8～24桁以下の英字(大・小)、数字、特殊文字の組み合わせ

 セキュリティレベル(ユーザー設定)：8～24桁以下

 パスワード期間設定

マネージャー、ユーザーが利用するパスワードの使用期間を設定します。

 使用期間は最低1日～90日まで設定可能

 パスワード変更のお知らせ表示期間を1日～14日まで設定可能
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 ログインセキュリティ設定（アカウントセキュリティ設定）

 ログイン失敗時のアカウントロック（アカウントセキュリティ設定）

同じIDで5回ログイン失敗時のロック処理を設定します。

 ロック解除は「ユーザー管理」にて管理者のみ解除可能

 自動解除時間設定（ログインロック時間設定）

IDまたはパスワード入力が5回失敗した際に再度ログインできる時間を設定します。

 1～99までの数字を入力

 0を入力した場合、「使用しない」に設定処理

5.5.4. 電子メール設定

電子メール招待機能の使用可否を設定します。

 メール連動機能

 電子メール招待

Agent > Context Menu > 制御ツールメニューへの表示可否を設定します。

5.5.5. ライセンス情報

ライセンス情報が表示されます。
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5.5.6. システム管理

会社情報と管理者情報が表示されます。

5.5.7. ダウンロード

マニュアルおよび手動インストールファイルをダウンロードすることができます。
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 マニュアル

4種類のマニュアルをダウンロードすることができます。

「Download」ボタンをクリックすると、ダウンロード画面が表示されます。

「ファイルを開く」「保存」ボタンをクリックし、マニュアルを確認することができます。

分類 説明

ASP Enterprise

デスクトップ環境でウェブを利用し、

RemoteView Enterprise ASP製品を使用する

ユーザー向けのマニュアル

モバイル

iPhone/iPa

d

iPhone/iPadを利用し、RemoteView製品を使用する

ユーザー向けのマニュアル

Android
Androidを利用し、RemoteView製品を使用する

ユーザー向けのマニュアル

コンソール
Linux

コンソール
Linux環境を使用するユーザー向けのマニュアル

 ダウンロード

 パソコンアプリケーションコンソール

パソコンアプリケーションのインストールファイルをダウンロードすることが

できます。

 手動インストールファイル

ActiveX、java、Linux のインストールファイルをダウンロードし、手動で PC に

インストールすることができます。

 ActiveX : Windows基盤のPCでInternet Explorerブラウザを使用する場合、遠隔制御

する際に必要なインストールファイル

 Java : Windows 環境 PC の Firefox、Chrome、Safari、Opera ブラウザで遠隔操作する

際に必要なインストールファイル

※Machintosh 環境ではソフトウェアアップデートでインストール

 Linux : Centos 5.X 基盤の PC で使用できる Agent インストールファイル
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5.5.8. 製品情報

製品名、バージョン、Copyrightおよびお問い合わせ関連リンク（製品お問い合わせ先、

ホームページ）などの情報を確認することができます。         

 製品情報

製品(サービス)名や最新のバージョン情報、Copyright情報を確認することができます。

 お問い合わせ

製品のお問い合わせやホームページのリンクを確認することができます。

分類 説明

製品の

お問い合わせ

ご利用

お問い合わせ

RemoteViewホームページ > [顧客センター] >

オンラインお問い合わせフォーマットの新しい

ウィンドウが表示されます。

パートナー

RSUPPORTホームページ > [顧客サポート] >

オンラインお問い合わせの新しいウィンドウが表

示されます。

電子メール

PCにメールのクライアントがインストールされて

いる場合、メールのクライアントメール作成

ウィンドウが表示されます。

 インストールされていない場合、メール作成実行

不可のメッセージが表示されます。

ショートカット

RSUPPORT

ホームページ

RSUPPORTホームページの新しいウィンドウが表

示されます。

RemoteView

ホームページ

RemoteViewのホームページの新しいウィンドウ

が表示されます。
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6. RemoteView Agentインストール

6.1. ユーザーページからインストール

6.1.1. Agentインストール

1. ユーザーページにログインし、パソコンリストページに移動します。

2. パソコンリスト画面のツールバーにある「パソコン追加」アイコン をクリック

します。

 インストール準備過程でインストール済みのAgent有無をチェックします。

(Windows Vista以上のOSの場合、UACウィンドウがアクティブになります。

 以下の方法でも設定することができます。

a. ウェブ画面の空いている所でマウス右クリック > 「パソコン追加」選択

b. 画面下の「その他の機能」 > 「パソコン追加」選択

3. 「次へ」をクリックします。
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4. 「使用権契約の全条項に同意します」にチェックを入れ、「次へ」をクリックします。

5. Agentインストール先のフォルダーを選択およびPC表示名を入力し、「次へ」を

クリックします。

 デフォルトでシステムにPC名として設定されている名前が表示されます。
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6. プロキシサーバーを使用する環境の場合、その環境に合うオプションを選択し、

「次へ」をクリックします。

プロキシサーバー情報はネットワーク管理者にお問い合わせください。

 プロキシサーバーを使用する環境の場合、インストール中にプロキシ選択オプション

でユーザー環境に合うオプションを選択後、インストールを進めます。

7. ユーザーページのログインアカウントのパスワードを入力し、「次へ」をクリック

します。
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8. Agentに接続する際に使用するAgent接続アカウントを入力し、「次へ」を

クリックします。

(登録後、遠隔地PCに接続する際に必要な情報なので、必ず控えておいてください。)

9. 遠隔プリンターのインストールをしない場合は項目のチェックを外し、「完了」を

クリックします。

 Agent インストール時、デフォルトで遠隔プリンターのインストール

チェックボックスにチェックが入っています。

インストールをしない場合はチェックを外してください。
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10. Agentのインストール(遠隔地PCの登録)が完了すると、アップデート後に遠隔地PCの

右下トレイにRemoteView Agentのアイコンが表示されます。

 Agent インストール後、自動アップデートが実行されます。

Agent がログインされると、Windows 画面右下のトレイに Agent アイコン が

表示されます。Agent がログインできなかった場合は Agent でマウス右クリックし、

ログインもしくは再起動します。

11. 登録されたAgent(遠隔地PC)は、[ユーザーページ] > [パソコンリスト]で

確認することができます。

6.1.2. Agentの削除

6.1.2.1. ユーザーページから削除

1. ユーザーページにログインします。

2. パソコンリスト画面で「パソコン追加」アイコン クリックします。

3. インストール準備過程でインストール済みのAgent有無にチェックを入れます。

(Vista以上のOSでUACがONに設定されている場合、権限設定画面を表示)

 以下の方法でも削除することができます。

a. [コントロールパネル] > [プログラムと機能] ＞ Agentプログラムを選択し、

「アンインストール」をクリックします。

4. RemoteView Agentがインストール済みであるメッセージが表示されます。

「はい」をクリックします。
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5. ユーザーページのログインアカウントのパスワードを入力し、

「次へ」をクリックします。

6. インストール済みのAgentアンインストールが実行されます。
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7. Agentのアンインストールが完了しました。「完了」をクリックします。

8. Agentのアンインストールが完了されると、Windows画面右下のトレイから

RemoteView Agentアイコンが消えます。

6.1.2.2. コントロールパネル > プログラムリストから削除

1. [スタート] > [コントロールパネル] > [プログラム追加/削除](Widows Vista以下)

または[プログラムと機能](Windows7)を実行します。

2. プログラムリストから「RemoteView Agent」を選択します。

3. 「アンインストール」をクリックします。

この後の削除プロセスは、「6.1.2.1 ユーザーページで削除」の3番から7番までと

同様の削除プロセスが実行されます。

 詳しくは、「6.1.2.1. ユーザーページから削除」を参照
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7. 遠隔地PC接続および制御

7.1. 遠隔接続可能なPCの確認と接続

[アイコン整列] [リスト整列]

項目 説明

Agentがログインされている状態。 遠隔接続可能

Agentがログアウトされている状態。 遠隔接続不可

ライセンス数が超過して非アクティブになっている状態。

1. 接続が可能な遠隔地PCを選択し、PCアイコンをダブルクリック、もしくは

マウス右ボタンをクリックし、メニューから「遠隔制御」を選択します。



Copyright © 2015 AIR Company Limited. All rights reserved. 53

2. ユーザー認証情報(Agentログインアカウント)を入力します。

ユーザーPCにRemoteViewのViewerが実行され、Viewerに遠隔地PCの画面が

表示されます。

遠隔地PCには遠隔操作の案内画面と画面右下に「遠隔制御中」と表示されます。

[ユーザーPC] [遠隔地PC]

 Agentアカウント : Agentをインストールした際に設定したアカウント

 Webアカウント : ユーザーページにログインする際に使用するアカウント
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8. パソコンリスト機能説明

[パソコンリスト] > 登録されたPCのアイコンクリック > マウス右クリックで

確認することができます。

メニュー 機 能

接続確認
遠隔地PCのAgentの最新接続状態(ログイン状態)を

確認します。

遠隔制御
RemoteViewのViewerを利用し、遠隔地PCに遠隔接続

します。

遠隔エクスプローラー
遠隔エクスプローラーを実行し、FTP方式で遠隔地PCとの

ファイル送受信をすることができます。

WOLで電源起動 WOL機能が実行され、遠隔地PCの電源が起動されます。

制御

ツール

システム終了
遠隔地PCのログオフ、システム再起動またはシステム終了を

することができます。

システム情報
遠隔地PCのソフトウェア、ハードウェアなどのシステム情報

を確認することができます。

画面キャプチャー

遠隔地PCが動作中の場合、遠隔地PCの画面をキャプチャー

し、ユーザーのPCで確認することができます。

キャプチャーされた画面は保存されます。

プロセス実行 遠隔地PCに特定のプロセスを実行することができます。

プロセスリスト
遠隔地PCで実行中のプロセスリストを確認もしくは中止する

ことができます。
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制御

ツール

サービス再開始 遠隔地PCのAgentを再開始します。

Agent

アップデート
遠隔地PCのAgentをアップデートします。

電子メール招待

登録されたユーザー、または登録されていない特定の

ユーザー(一時的)に、選択したPCに対してワンタイムで

遠隔操作できるウェブリンクを送信します。

お気に入り お気に入りカテゴリにPCを追加します。

移動 選択したPCを別のグループに移動します。

削除 選択したPCを削除します。

接続アカウントの変更 遠隔接続ユーザー認証IDとパスワードの変更ができます。

登録情報 Agentの情報確認および変更をすることができます。

8.1. 接続確認

Agentの最新の接続状態を確認することができます。

          

[Agentログイン状態]            [Agentログアウト状態]
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8.2. 遠隔制御

Agentへのログイン情報を正確に入力後、遠隔制御を実行することができます。
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8.3. 遠隔エクスプローラー

遠隔エクスプローラーを実行し、遠隔地PCとFTP方式でファイルを送受信することができます。

           

A. 遠隔エクスプローラー : 遠隔地PCのファイルを確認/選択できます。

B. ローカルエクスプローラー : ローカル(ユーザー)PCのファイルを確認/選択できます。

C. 作業情報 : ファイルの送受信リストを確認できます。

A

B

C
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8.4. vPro

遠隔地PCがIntel vPro基盤のPCの場合、vPro機能を利用して電源管理、BIOS変更、

遠隔OSインストールなどの作業を遠隔地で実行することができます。

 vPro関連の機能は、Intel vPro基盤のPCの場合にのみメニューが表示されます。

 vPro機能を使用する遠隔地PCは、物理的ネットワークケーブルで接続されている必要があります。

(遠隔地PCがワイヤレス・インターネットを使用する場合、vPro機能は使用していただけません。)

 vPro機能を使用する遠隔地PCは、同じネットワークにある他のPCを経由することで、作業を

行うことができます。（電源がOFF状態の遠隔地PC(vPro PC)を起動させる場合、同じネットワーク

上にある他のPCの電源がON状態である必要があります。）

[Intel Management Engine BIOS Extensionの設定]

vPro機能を使用するためには、Intel MEBxで以下のような設定が必要です。

1. vPro PC起動時に[Crtl]キー+Pを押してMEBxに接続します。

2. [Intel AMT Configuration] > [Provision Model]に[Small Business]を選択します。

3. [Intel AMT Configuration] > [Host Name]にPC名を入力します。

4. [Intel AMT Configuration] > [TCP/IP]で[DHCP Mode]をアクティブに設定するか、

固定IP情報を設定します。

5. 終了後、再起動します。

 BIOSでvPro機能が[Disable]に設定されている場合、MEBxに接続できません。

vPro機能は、以下のMEBx環境での使用を推奨します。

最小 推奨

MEBx Ver. Intel MEBx v2.X Higher Intel MEBx v4.X Higher
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8.4.1. vPro機能対応可否の確認

1. 遠隔地PCにAgentをインストール後、「スタート」 > 「すべてのプログラム」 > 

「RSUPPORT」 > 「RemoteView5.0」 > 「Agent」 > 「Run RemoteView 

Agent AMTDisc」メニューを選択します。

2. 以下のように診断ツールが実行されたら「診断開始」をクリックします。

3. 遠隔地PCのAgentに再ログインします。

4. 管理者ページを更新し、遠隔地PCのアイコンにvProマークが表示されることを確認し

ます。
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8.4.2. vPro機能の使用

1. 登録されたvProの遠隔地PCアイコンでマウス右クリックし、vProメニューを

選択します。

2. Agent接続アカウントを入力し、「確認」をクリックします。

3. 以下のようにウィンドウが実行されたら *Intel AMT(Active Management 

Technology)接続アカウントのパスワードを入力し、「接続」をクリックします。

 Intel AMT接続アカウント : 遠隔地PCでvPro機能のインストール時に設定する

アカウントです。vProインストール管理者にお問い合わせください。

4. 接続が完了すると、Intel AMT ME Information部分に遠隔地PC情報が表示されます。

機能 説明

AMT Information
vProに対応するシステムのMEBx設定情報を確認することが

できます。

Power Control

vProに対応するシステムの電源情報を確認/変更することが

できます。

 Power On、Power Down、Power Reset

Asset Display vProに対応するシステムの資産情報を確認することができます。

SOL

vProに対応するシステムのBIOS画面を制御することができま

す。（遠隔地システムの再起動が必要です。）

vProに対応するシステムのOSを遠隔でインストール/復旧するこ

とができます。(遠隔地システムの再起動が必要です。)
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8.5. WOLで電源起動

WOLを利用し、遠隔地あるPCの電源を起動またはOFFにすることができます。省エネモードや

スリープモードになっているPCを起動させ、遠隔地で利用したり、自宅、会社に到着する前に

使用するPCの電源を起動することができるので、業務効率の向上も図ることができます。

   

 Agentインストール済みの遠隔地PCが1台の場合、RemoteView WOL機能を

ご利用できません。

 Agentインストール済みのPCが2台以上の場合は、そのAgentが同じネットワーク帯域上にあ

り、そのネットワーク上に最低1台以上のPCの電源がONになっているとWOL機能が

アクティブになります。
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8.6. 制御ツール

8.6.1. システム終了

ログオフ、システム終了、システム再起動の操作をすることができます。

 ログオフ

遠隔地PCのシステムをログオフします。

 システム終了

遠隔地PCのシステムを終了します。

 システム再起動

遠隔地PCのシステムを再起動します。
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8.6.2. システム情報

遠隔地PCのシステム情報を確認することができます。
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8.6.3. 画面キャプチャー

遠隔地PCで表示されている画面をキャプチャーすることができます。
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8.6.4. プロセス実行

遠隔地PCのプロセスを実行することができます。
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8.6.5. プロセスリスト

遠隔地PCで実行中のプロセスリストを確認することができます。

  



Copyright © 2015 AIR Company Limited. All rights reserved. 67

8.6.6. サービス再開始

遠隔地PCのAgentを再開始することができます。

    

8.6.7. Agentアップデート

選択した遠隔地PCのAgentを最新にアップデートすることができます。

  
 アップデート項目がない場合は実行されません。
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8.6.8. 電子メール招待

選択した遠隔地PCの管理権限のないユーザー、またはシステムに登録されているワンタイム

ユーザーに招待メール(ワンタイム接続リンク)を送信し、遠隔地PCに接続できるように

ワンタイムの制御権限を与えることができます。

1. ワンタイムで接続を許可する遠隔地PCを選択します。

2. マウス右クリックし、電子メール招待機能を選択します。

3. 招待するユーザー情報および内容を確認入力し、「適用」をクリックします。

(電子メールリンクをクリックすると遠隔地PCへの制御権限が付与されるため、

招待するユーザーの電子メールに不備がないか必ず確認して送信してください。)

   

4. 招待されたユーザーに以下のような招待メールが送信されます。

5. 招待メールが届いたユーザーは内容を確認します。

6. メールの「遠隔接続ページに接続」をクリックすると、ワンタイムで許可された

遠隔PCに接続します。

(遠隔接続リンクは、招待した時間から30分間有効です。)
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             [遠隔接続招待メール]



Copyright © 2015 AIR Company Limited. All rights reserved. 70

8.7. お気に入り

使用頻度が高いPCは、お気に入りに追加して管理することができます。
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8.8. 移動

選択した遠隔地PCをお気に入りまたはグループに移動することができます。

 お気に入り > 移動するPC選択 > 他のお気に入りに移動

 グループ > 移動するPC選択 > 他のグループに移動
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8.9. 削除

選択した遠隔地PCをリストから削除することができます。

 削除すると、リスト上のみ削除処理され、PC上のプログラムは削除されません。
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8.10. 接続アカウントの変更

選択した遠隔地PCを遠隔制御する際に入力するユーザー認証情報(アカウント情報)を

変更することができます。

 セキュリティ設定にて[設定変更時にパスワード確認]を「使用しない」に設定されている場合、

セキュリティ確認画面が表示されず、アカウント変更画面が表示されます。
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8.11. 登録情報

選択した遠隔地 PC の登録情報画面が表示され、内容確認や別称、備考、アイコンの変更を

することができます。
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9. RemoteView Viewer機能の説明

9.1. Viewer機能の概要

ホーム

制御設定 遠隔接続及び制御環境を設定します。

受信ファイル

フォルダを開く

遠隔操作中に遠隔地PCから送信された

ファイルフォルダを開きます。

受信ファイル

リスト表示

遠隔操作中に遠隔地PCから送信された

ファイルリストを確認します。

ビューアロック
遠隔操作中にユーザーが離席する場合、

Viewerをロックできます。

RemoteView

プレーヤー
録画されたファイルを再生することができます。

セーフモードで

再接続

遠隔地PCをセーフモードで再起動します。

Viewerに遠隔地PC画面が表示されます。

終了 遠隔操作を終了します。

マウス

キーボード

マウス/キーボード

制御

ユーザーが遠隔地PCのマウス/キーボード制御権を

獲得します。

マウス追跡
遠隔地PCのマウスの動きをユーザーPCに

表示させます。

レーザーポインター

(矢印)

遠隔地PCにレーザーポインターを矢印で

表示します。

レーザーポインター

(円)
遠隔地PCにレーザーポインターを円で表示します。

Ctrl+Alt+Delキー

転送

遠隔地パソコPCンにCtrl+Alt+Delキーを

転送します。
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描画

フリーハンド 遠隔地PCに自由に線を描くことができます。

矢印 遠隔地PCに矢印がある線を描くことができます。

直線 遠隔地PCに直線を描くことができます。

四角形 遠隔地PCに四角形を描くことができます。

円 遠隔地PCに円を描くことができます。

線太さ 図形および線の太さを調整します。

色 図形および線の色を変更します。

全体削除 描画したすべての図形を削除します。

双方描画
遠隔地PCの画面にローカルPCと遠隔地PCから

双方で描画をすることができます。

画面

画面設定
Viewerに表示される画面のサイズを一定倍率で

調整します。

遠隔モニター
遠隔地PCがマルチモニターの場合、対応する

モニターを選択します。

画面ナビ
遠隔地PCの画面がViewerサイズより大きい場合、

隠れる部分を探索することができます。

ズーム
Viewerに表示される画面サイズを25~200%倍率で

調整できます。

自動調整
ユーザー画面に合わせてウィンドウサイズを自動で

調整します。

リアルサイズ
遠隔地PCの解像度のサイズでユーザーViewerに

表示します。

フル画面 ユーザー画面を全体画面で表示します。

遠隔画面ロック 遠隔地PCの画面をロックします。
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ツール

画面保存
遠隔地PCの画面をユーザーPCに「PNGファイル」で

保存します。

URL転送 ユーザーが遠隔地PCへURLを転送します。

ファイル転送 ユーザーPCのファイルを遠隔地PCに送信します。

ファイル取り込む 遠隔地PCのファイルをユーザーPCに取り込みます。

クリップボード
ユーザーPCと遠隔地PCのクリップボードの内容を

交換します。

サウンド共有

スタート
遠隔地PCのサウンドをユーザーと共有します。

録画スタート
ローカルPCが遠隔地PCを遠隔制御する画面を

録画します。

追加機能

システム情報 遠隔地PCのシステム情報を確認します。

画面保存
遠隔地PCの画面をユーザーPCに「PNGファイル」で

保存します。
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9.2. 制御設定

遠隔制御接続の際に適用される環境を設定することができます。接続後も設定変更は可能です。

9.2.1. 設定

基本接続

ネットワーク

ネットワークの状態によってデータ圧縮の有無を選択しま

す。

 一般ネットワーク環境 : データを圧縮して転送

 高速ネットワーク環境 : データを圧縮しないで転送

制御モード

遠隔地PCの環境によって制御モードを選択します。

 高速制御モード : 仮想ドライバーで画面を検出

 グラフィック制御モード : 仮想ドライバーを利用しな

いで画面を検出

画面色 RemoteViewのViewerに表示される画面色を選択します。

画質 一般ネットワーク環境の場合、画質を調整します。

共有画面
遠隔解像度 遠隔地PCの解像度を調整することができます。

遠隔色 遠隔地PCの色を調整することができます。

画面

スクロール

自動

スクロール

遠隔地PCの画面がユーザーPCの画面より大きい場合、

Viewerの下と右側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、左右への

スクロールができます。.

引っ張る

遠隔地PCの画面が大きい場合、画面をマウスでクリックし

た状態で引っ張り、その動きによって隠れている画面を確認

することができます。

9.2.2. 受信ファイルフォルダを開く

遠隔操作中に遠隔地PCからファイルを受信した場合、ファイルが保存されたフォルダーを

開きます。

 保存先 : パブリックのドキュメント(もしくは共用ドキュメント)

\Rsupport\RemoteView\Received Files
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9.2.3. 受信ファイルリストの表示

遠隔操作中に遠隔地PCからファイルを受信した場合、そのファイルのリストを表示します。

ファイル名をクリックするとファイルが実行されます。

9.2.4. Viewerロック

遠隔操作中にユーザーが離席する場合、Viewerロック機能を実行して、Viewerのすべての

機能を使用できないようにすることができます。ロックを解除する時はユーザーアカウント

またはAgentアカウントのパスワードを入力します。

9.2.5. RemoteViewプレーヤー

録画保存されたファイルを専用のプレーヤーを実行して再生することができます。

1. Viewerのメニューから クリック > 「RemoteViewプレーヤー」を実行します。

2. プレーヤー左下の ボタンをクリックし、再生する録画ファイルを選択します。

3. 再生ボタンがアクティブされた後、クリックして映像を再生することができます。

 RemoteViewプレーヤーは「%temp%/rvconsol50」にてSCamPlayeru.exeでも実行す

ることができます。

 RemoteViewホームページにログインしていないPCでは録画ファイルを再生できません。

[プレーヤーメニュー説明]

① 再生する録画ファイルの選択ができます。

② 選択した録画ファイルの情報確認ができます。

③ 再生中の画面のサイズを拡大/縮小することができます。

④ 選択した録画ファイルを再生します。

⑤ 録画ファイルの再生を停止します。

⑥ 再生中の録画ファイルの前/次のファイルを再生します。

⑦ 再生速度を1～10倍のスピードで調整します。

9.2.6. セーフモードで再接続

遠隔地PCがセーフモードで再起動され、再起動後に遠隔制御が再接続されます。
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9.3. Viewer > マウス/キーボード制御

9.3.1. マウス/キーボード制御

遠隔操作接続後、マウス/キーボード制御ボタンがクリックされている状態になっています。

ユーザーはそのまま遠隔地PCの操作ができます。

もし、マウス/キーボード制御ボタンがクリックされていない場合は、遠隔地PCを

操作することができません。

9.3.2. マウス追跡

マウス追跡をクリックすると、遠隔地PCのマウスの動きをユーザーが見ることができます。

9.3.3. レーザーポインター(矢印/円)

遠隔地PCに矢印/円型のポインターを表示し、遠隔操作の際に特定の位置や動きを

分かりやすく案内することができます。

9.3.4. Ctrl+Alt+Delキー転送

遠隔地PCにWindowsのシステムキーである[Ctrl+Alt+Del]キーを転送します。

9.4. Viewer > 描画

9.4.1. 描画

遠隔操作の際に曲線、直線、四角形、円をユーザーと遠隔地PCで同時に遠隔地PCの画面に

描くことができます。線の太さや色の変更も可能です。

遠隔地から描画要請の際、接続案内画面の描画アイコンをクリックすると、遠隔地PCの画面に

描画をすることができます。
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9.5. Viewer > 画面

9.5.1. 画面設定

ユーザーと遠隔地PC画面の解像度によって、色々な画面設定をすることができます。Viewer

の画面設定アイコンを繰り返しクリックすると、Viewer画面を順次に縮小します。

 遠隔画面に合わせる ： 遠隔地PCの解像度のサイズ通りにユーザーViewerに表示します。

 自分の画面に合わせる ： Viewerのサイズに合わせて遠隔地PCの画面を表示します。

 ビューアウィンドウサイズを自動調整 : 画面拡大/縮小時にViewerサイズも自動で合わせます。

9.5.2. 遠隔モニター

遠隔地PCにモニターが2台以上ある場合、ユーザーは操作したいモニターの画面を

選択することができます。

9.5.3. 画面ナビ

遠隔地PCの画面がViewerサイズより大きい場合、隠れている部分を簡単に探索することが

できます。

9.5.4. ズーム

ユーザーがViewerウィンドウサイズの倍率を操作環境に合わせて、25~200%倍率で調整する

ことができます。
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9.5.5. 自動調整

ユーザーのViewerウィンドウサイズに合わせて、遠隔地PCの画面を自動調整します。

9.5.6. リアルサイズ

遠隔地PCの解像度サイズ通りにユーザーのViewerに表示します。

9.5.7. フル画面

ローカルPCのViewer画面を画面サイズに合わせてフル画面で表示します。

ツールバーの画面復元 アイコンおよび画面設定機能の画面復元を選択すると、

フル画面を解除することができます。

Tip!

フル画面のツールバーにある固定ピン機能を使うとより便利です。

           [ツールバーが固定されていない状態]

       [ツールバーが固定されている状態]

9.5.8. 遠隔画面ロック

遠隔操作が実行されると、遠隔地パソコンの画面が見えないようにロックします。

 グラフィックカードの種類によっては、遠隔画面ロック機能に対応していない場合もあります。

9.6. Viewer > ツール

9.6.1. 画面保存

現在操作中の遠隔地PCの画面をキャプチャーし、ユーザーPCに「PNGファイル」として

保存します。

 保存先 : パブリックのドキュメント(または共用ドキュメント)

\Rsupport\RemoteView\Capture
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9.6.2. URL転送

ユーザーは、URLを転送するだけで遠隔地PCでウェブブラウザからURLを実行することが

できます。

9.6.3. ファイル転送

ユーザーPCのファイルを遠隔地PCに転送します。

[Drag&Drop]や[Copy&Paste]機能(ショートカットキー[Ctrl]+C/[Ctrl]+V対応)に対応

しているため、ユーザーPCでファイルを選択し、Viewerに表示される遠隔地PCの

指定フォルダーにDragしたり、貼り付けることで簡単に転送することができます。

 保存先 : パブリックのドキュメント(または共用ドキュメント)

      \Rsupport\RemoteView\Received Files

9.6.4. ファイル取り込み

遠隔地PCにあるファイルをユーザーPCに取り込みます。

[Drag&Drop]や[Copy&Paste]機能(ショートカットキー[Ctrl]+C/[Ctrl]+V対応)に対応

しているため、遠隔地PCにてフ ァイルを選択し、ユーザーPCの指定フォルダーにDragした

り、貼り付けることで簡単に転送することができます。

 そのほか、遠隔地PCからユーザーへファイルを転送する際、接続案内画面のファイル転送メニュー

を利用し、送信するファイルの選択したり、送信するファイルを接続案内画面にDragする方法も

あります。

 保存先 : パブリックのドキュメント(または共用ドキュメント)

\Rsupport\RemoteView\Received Files

9.6.5. クリップボード

ユーザーPCと遠隔地PCのクリップボードの内容を確認/同期化することができます。
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9.6.6. サウンド共有スタート

遠隔地PCで出力されるサウンドをユーザーPCで聞くことができます。

 サウンドカードの種類によっては、サウンド共有機能に対応できない場合があります。

9.6.7. 録画スタート

遠隔操作時にローカルPCから遠隔地PCを操作する画面を録画することができます。

録画終了後、録画ファイルはローカルPCに日付別に自動保存されます。

 保存先 : パブリックのドキュメント

      \Rsupport\RemoteView\Cam

 RemoteViewサービスの録画ファイルは、RSUPPORTが独自開発した

ファイル形式(*.rsfx)のため、汎用的な動画プレーヤーでは再生することができません。

9.7. Viewer > 追加機能

Tip!

追加機能の表示画面にある固定ピン機能を使うとより便利です。

  

            [表示画面が固定されていない状態]

           [表示画面が固定されている状態]

9.7.1. システム情報

遠隔地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。

9.7.2. プロセス情報

遠隔地PCのプロセス情報の確認、または実行中のプロセスを中止することができます。
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9.8. 接続案内画面

遠隔操作中、 遠隔地PCの右下に表示される「遠隔制御中」という表示と共に遠隔地PCに

表示される案内画面で、ユーザーが遠隔地PCを遠隔操作中であることを表示します。

また、案内画面を利用し、様々な機能を遠隔地PCで直接実行することができます。

 接続案内画面を終了すると、ユーザーPCとの遠隔接続が切断されます。

[接続案内画面の機能説明]

機 能 説 明

描画 遠隔地PCに描画をすることができます。

案内画面常に前 接続案内画面を他の画面より常に前に位置させます。

ファイル転送 ユーザーPCにファイルを転送します。

受信したファイル表示
ユーザーから受信したファイルが保存されたフォルダー

を開きます。

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。

9.9. 遠隔プリンター

遠隔操作中に、遠隔地PCの印刷物を管理者PCに接続されているプリンターで印刷する際に使

用する機能です。遠隔地PCに仮想プリンタードライバーをインストールし、ユーザーPCで

印刷情報を受信後、印刷します。

9.9.1. 遠隔プリンターのインストール

 Agentインストール時にインストール

Agentをインストールする際にデフォルトで遠隔プリンターがインストールされるよう、

インストール可否についてチェックが入っている必要があります。

 詳しくは、「6.1.1. Agentのインストール」を参照



Copyright © 2015 AIR Company Limited. All rights reserved. 86

 接続案内画面からインストール

遠隔プリンターがインストールされていない、または削除後に再インストールをする場合、

遠隔地 PC の接続案内ウィンドウ ＞「追加機能」アイコン クリック ＞

「遠隔プリンターインストール」をクリックすると、インストールをすることができます。

1. 接続案内画面が表示されます。

2. 「追加機能」アイコン クリック ＞「遠隔プリンターインストール」をクリック

します。

3. 遠隔プリンターのインストールが開始されます。

            

4. 遠隔プリンターを利用して印刷することができます。

9.9.2. 遠隔プリンターのアンインストール

インストールされている遠隔プリンターを削除することができます。

1. 接続案内画面が表示されます。

2. 「追加機能」アイコン ＞ 「遠隔プリンター削除」をクリックします。

3. 遠隔プリンターがアンインストールされました。
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9.9.3. 遠隔プリンターで印刷実行

インストールされた遠隔プリンタードライバーを利用し、遠隔地PCのドキュメントを

ローカルPCに接続されているプリンターから印刷することができます。

1. 遠隔地PCから、印刷するドキュメントを開き、印刷を実行します。

  

2. 遠隔地PCで印刷画面が表示されたら、プリンタの選択項目から

「Rsupport Remote Printer6」を選択し、印刷を実行します。

3. ローカルPCに印刷画面が表示され、ユーザーPCに設定されているプリンターから

一つを選択します。

4. 選択後、印刷を実行します。

5. ユーザーPCに設定されているプリンターから遠隔地PCの印刷物が印刷されます。
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テクニカルサポート

このマニュアルは、遠隔支援全般に対するご理解と、 AnyClutch Remoteに対する内容を

初級者の方でも十分に理解して、AnyClutch Remoteを便利に使用できるようにすることを

目的としています。しかし、このマニュアルを通してご不明な点や十分な情報を得ることが

できなかった場合には、次の内容を参考にしてください。

AIRの製品ホームページ

下のサイトでAnyClutch Remoteに対する技術的な質問の解答と、最新ヘルプ情報を探すこ

とができます。収録されていない質問に対しては弊社のサポートセンターまでご連絡下さい。

http://www.anyclutch.jp/

Help Desk

このマニュアル中でご不明な点や上記サイトに収録されていない質問については、ご購入

先までご連絡下さい。

2次緊急連絡先 – 株式会社エアー プロダクト事業部 AnyClutchグループ

TEL  : 03-3587-9221 (営業時間：平日9:00 ～ 17:30) 定休日：土・日・

休日

FAX : 03-3587-9238

E-Mail : support@anyclutch.jp

住所 : 106-0032 東京都港区六本木2-2-8 KDXビル

企画・運用 株式会社エアー
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