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マルチアカウント

1.はじめに

(1) 対象

本書の内容は、スパイラル (以下「本サービス」という )をご利用のユーザーを対象としています。

(2) 本書の目的

本書では、ユーザーが本サービスの「マルチアカウント機能」を理解し、適切な設定が行えるようになることを

目的としています。

(3) 必要なシステム

・Internet Explorer 5.5 以降のバージョン

・ブラウザ上で Java アプレットが動作する環境

本サービスはネットワークを通じて利用することができます。したがって、基本的には本サービスを提供してい

るホストに接続可能なネットワーク環境とブラウザがあれば、特別なシステムをご用意頂く必要はありません。

ただし、ブラウザは以下のバージョンをご使用ください。

・Internet Explorer 5.5 以降

・Firefox 2.0 以降

・Safari 2.0 以降

上記以外のバージョン及び Netscape では正常に作動しません。

また、本サービスでは、お客様のブラウザと本システムとの間のデータ送受信を円滑かつ快適に行うために、デー

タのアップロード、ダウンロード等一部機能で Java アプレットを使用しております。これらの機能を利用する

ためには、お使いのブラウザで Java アプレットが動作する必要があります。
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2. マルチアカウント機能の概要

マルチアカウント機能では、本サービスを複数の担当者で利用するために「複数のログインＩＤ」を管理する機

能を提供します。配信業務やレポートの閲覧など、複数の担当者が作業を分担して日々の業務を行っているユー

ザを対象としています。

2-1 通常ユーザとマルチアカウント

現在利用しているユーザ（以下「通常ユーザ」と呼びます）は、従来どおり本サービスで利用している全ての機

能が利用可能です。マルチアカウントは、通常ユーザの環境に複数のＩＤとパスワードでログインすることがで

きます。各マルチアカウントＩＤは、操作するＤＢテーブルを１つに限定し、利用可能な機能を制限することが

できます。
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[操作対象ＤＢ]ＤＢテーブル２
[ＤＢ管理系]-
[配信管理系]配信設定

[操作対象ＤＢ]ＤＢテーブル２
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図 2-1-1 通常ユーザとマルチアカウントユーザ
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2-2 マルチアカウントと権限構造

マルチアカウントの各ＩＤには、個別に操作対象ＤＢテーブルと権限タイプを割当てます。

割当てられる権限タイプには、「ＤＢ系権限」と「配信系権限」と「Web 系権限」の３つのカテゴリがあり、各カ

テゴリごとに１つの権限を選択することができます。

［ＤＢ系権限］

1）データ編集　　　　　　　：データ検索・閲覧・編集権限

2）データ検索・ダウンロード：データ検索・閲覧・ダウンロード権限

3) データ検索　　　　　　　：データ検索・閲覧権限

4）データアップロード　　　：TSV データのアップロード権限

5）データ管理オブザーバ　　：登録状況、集計情報閲覧権限

［配信系権限］

1）配信実行　　　　　　：EXPRESS2 配信設定、実行、バックナンバー、レポート閲覧権限

2）配信設定　　　　　　：EXPRESS2 配信設定、バックナンバー、レポート閲覧権限

3）配信管理オブザーバ　：バックナンバー、レポート閲覧権限

［Web 系権限］

1）ステップアンケート設定：Web グループ・ステップアンケート関連の機能が使用可能

※制限事項

マルチアカウントの操作対象は、以下の機能グループになります。

これ以外の機能を操作することはできません。

・【ＤＢ】機能グループ

・【メール】機能グループ

・【Web】機能グループ

2-3 ログインＵＲＬについて

マルチアカウントのログインＵＲＬは通常ユーザのＵＲＬと異なりますのでご注意下さい。

通常ユーザ　　　　：これまでと同じＵＲＬからログイン

マルチアカウント　：ユーザ専用ログインページからログイン

※マルチアカウントのログイン画面ＵＲＬは、通常ユーザの管理画面より確認することができます。
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本章では、発行済みマルチアカウントの基本情報管理、操作対象ＤＢテーブルの設定、各種権限の設定方法につ

いて記載しています。

本サービスのマルチアカウント機能への申込・設定が完了すると、機能グループに「管理」機能グループが表示され、

以下のメニューを利用することができます。

3. マルチアカウントの管理

図3-0-1 管理グループメニュー

1) マルチアカウント管理

マルチアカウントのユーザ管理および基本情報の設定を行います。

2) マルチアカウントＤＢ設定

発行済みのマルチアカウントユーザに対して操作対象データベースの設定を行います。

3) マルチアカウント権限設定

発行済みのマルチアカウントユーザに対して権限タイプの設定を行います。

マルチアカウント管理

マルチアカウント権限設定

マルチアカウンＤＢ設定
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3-1 マルチアカウント管理

本機能では、マルチアカウントのユーザ管理および基本情報の設定を行います。

管理グループのメニューから「マルチアカウント管理」をクリックすると、次のような設定画面が表示されます。

図 3-1-1 マルチアカウント管理

(1) 基本設定

1) ログイン名（必須）

マルチアカウントユーザのログインＩＤです。利用できる文字は、6文字以上 16 文字以下の半角英数、ハイ

フン（ - ）もしくはアンダースコア（ _ ）です。

※ 6byte 以上 16byte 以下

マルチアカウントユーザの

基本情報を入力します

[ 変更 ] ボタンをクリッ

クして設定を保存します

マルチアカウントログインＵＲＬ

マルチアカウントログインＵＲＬ

ログイン名をクリックし

て設定を呼び出します
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2) パスワード（必須）

マルチアカウントユーザのパスワードです。利用できる文字は、8文字以下の半角英数記号です。

※ 8-32byte〔半角入力〕

3) 組織情報（必須）

マルチアカウントユーザが所属する会社、団体名です。

※最大 128byte

4) 部署

マルチアカウントユーザが所属する部署名です。

※最大 128byte

5) 担当者（必須）

マルチアカウントユーザの名前です。

※最大 32byte

6) E-mail（必須）

マルチアカウントユーザのメールアドレスです。

※最大 129byte

7) 郵便番号

マルチアカウントユーザの郵便番号です。半角数入力、配達局番号（上 3桁）と町域番号（下 4桁）の間に

はハイフン（ - ）が必要です。

※例）123-4567

8) 住所

マルチアカウントユーザの連絡先住所です。

※最大 64byte

9) 電話番号

マルチアカウントユーザの連絡先電話番号です。半角数入力、市外局番、市内局番、加入者番号の間にはハ

イフン（ - ）が必要です。

※例）03-1234-5678

10) FAX

マルチアカウントユーザの連絡先 FAX 番号です。半角数入力、市外局番、市内局番、加入者番号の間にはハ

イフン（ - ）が必要です。

※例）03-1234-5678

11) 利用開始日（必須）

利用を開始する日を設定します。

12) 利用終了日（必須）

利用を終了する日を設定します。

※利用終了日を過ぎると、自動的にログイン許可が [不可 ]になります。

13) ユーザ種別（必須）

マルチアカウントユーザの種別です。

※「LIMITED USER」のみ選択することができます。

※「LIMITED USER」とは、ＤＢテーブル、利用権限の制限を受けることを意味しています。

14) ログイン許可（必須）

設定中のマルチアカウントユーザのログインを許すかどうかを設定します。不可設定の場合、ログインでき

ません。
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15) クライアント認証

設定中のマルチアカウントユーザのクライアント認証を使用するか設定します。

16) 多重ログイン許可

設定中のマルチアカウントユーザの多重ログインを許可するか設定します。

(2) マルチアカウントログインＵＲＬ

マルチアカウントユーザ専用のログインページＵＲＬです。マルチアカウントユーザは、本ＵＲＬのみからログ

イン可能です。通常ユーザのログインＵＲＬとは異なりますのでご注意下さい。クライアント認証を行う場合も

ＵＲＬが異なります。

(3) あなたが作成したマルチアカウントユーザ一覧

発行したマルチアカウントユーザの一覧が表示されます。ログイン名をクリックすると基本情報が表示されます。

マルチアカウントユーザの基本情報を設定するには：

１ 「あなたが作成したマルチアカウントユーザ一覧」から基本情報を設定するユーザのログイン名をクリックします。

２ 基本情報を入力します。

３ 利用開始日、利用終了日を設定します。

４ ログイン許可を設定します。

５ 設定内容を確認後、[変更 ]ボタンをクリックします。

※マルチアカウントの初期発行時は、基本情報は以下の様に設定されています。適宜設定を変更して下さい。

ログイン名　：仮のログイン名

パスワード　：仮のパスワード

組織情報　　：（未設定）

部署　　　　：NULL

担当者　　　：（未設定）

E-mail　　　：通常ユーザの E-mail

郵便番号　　：NULL

住所　　　　：NULL

電話番号　　：NULL

FAX 　　　　：NULL　

利用開始日　：発行日

利用終了日　：発行日から 30 日後

ユーザ種別　：LIMITED USER

ログイン許可：可

※ NULL とは、値が入っていない状態です。
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3-2 マルチアカウントＤＢ設定

本機能では、発行済みのマルチアカウントユーザに対して操作対象ＤＢテーブルの設定を行います。

管理グループのメニューから「マルチアカウントＤＢ設定」をクリックすると、次のような設定画面が表示され

ます。

図 3-2-1 マルチアカウントＤＢ設定（ユーザ選択）

あなたが作成したマルチアカウントユーザ一覧 利用ＤＢ

操作対象ＤＢを設定したい
ユーザをクリックします

「あなたが作成したマルチアカウントユーザ一覧」の利用ＤＢ欄から設定名をクリックすると、次のような設定画

面が表示されます。

図 3-2-2 マルチアカウントＤＢ設定（操作対象データベース選択）

(1) 利用ＤＢ設定

1) 選択

操作対象データベースを選択します。

2) ＤＢ名

通常ユーザが管理しているデータベース名が表示されます。

※データベース名をクリックすると詳細情報が表示されます。

操作対象としたいＤＢを

選択します

利用ＤＢ設定
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3) ＤＢタイトル

通常ユーザが管理しているデータベースのＤＢタイトル（ＤＢ識別キーワード）が表示されます。詳しくはユー

ザーガイドを参照して下さい。

4) ＤＢタイプ

通常ユーザが管理しているデータベースの種類が表示されます。「normal」と「stop」があります。詳しくは

ユーザーガイドを参照して下さい。

5) 最終更新日時

通常ユーザが管理しているデータベースの設定が最後に更新された日時です。

操作対象データベースを設定するには：

１ 利用ＤＢ設定の選択欄で操作対象とするデータベースを選択します。

２ 設定内容を確認後、[設定 ]ボタンをクリックします。

３ 「あなたが作成したマルチアカウントユーザ一覧」の利用ＤＢ欄を確認します。

3-3 マルチアカウント権限設定

本機能では、発行済みのマルチアカウントユーザに対して権限タイプの設定を行います。

管理グループのメニューから「マルチアカウント権限設定」をクリックすると、次のような設定画面が表示され

ます。

図 3-3-1 マルチアカウント権限設定（ユーザ選択）

あなたが作成したマルチアカウントユーザ一覧 ＤＢ管理系権限

権限設定を行うユーザを
クリックします

配信管理系権限

「あなたが作成したマルチアカウントユーザ一覧」の権限設定欄から設定名をクリックすると、次のような設定画

面が表示されます。

※割当てられる権限タイプには、「ＤＢ管理系」と「配信管理系」の２つのカテゴリがあり、各カテゴリごとに１

つの権限を選択することができます。

権限設定を行うユー

ザをクリックします
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(1) ＤＢ系権限設定

1) 権限を付与しない

2) データ編集

データを検索・閲覧・編集することができます。

3) データ検索・ダウンロード

データを検索・閲覧・ダウンロードできます。

データを編集することはできません。

4) データ検索

データを検索・閲覧できます。

データをダウンロード・編集することはできません。

5) データアップロード

TSV ヘッダーダウンロードおよびファイルのアップロードができます。

6) データ管理オブザーバ

登録ページからの登録状況、ＤＢテーブルの集計情報を閲覧することができます。

図 3-3-2 マルチアカウント権限設定（ＤＢ系権限選択）

ＤＢ系権限設定

マルチアカウントユーザに付

与したい権限を選択します 設定

ＤＢ系権限を設定するには：

１ 権限タイプを選択します。

２ 設定内容を確認後、[設定 ]ボタンをクリックします。

３ 「あなたが作成したマルチアカウントユーザ一覧」のＤＢ系権限欄を確認します。
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図 3-3-3 マルチアカウント権限設定（メール系権限選択）

マルチアカウントユーザに付

与したい権限を選択します
設定

メール系権限設定

(1) メール系権限設定

1) 権限を付与しない

2) 配信実行

[EXPRESS 2] の配信設定およびスタンバイを OK にすることができます。

3) 配信設定

[EXPRESS 2] の配信設定（スタンバイ STOP）およびテスト配信を行うことができます。

設定を行うことはできますが、スタンバイを OK にすることはできません。

4) 配信管理オブザーバ

各種配信レポートを閲覧することができます。

メール系権限を設定するには：

１ 権限タイプを選択します。

２ 設定内容を確認後、[設定 ]ボタンをクリックします。

３ 「あなたが作成したマルチアカウントユーザ一覧」のメール系権限欄を確認します。

(2) セキュリティに関する設定

　　1) 配信ログのダウンロードを許可する

　　各種配信ログをダウンロードできます。
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(1) Web 系権限設定

1) 権限を付与しない

2) ステップアンケート設定

Web グループ -ステップアンケート関連の機能を使用することができます。

Web 系権限を設定するには：

１ 権限タイプを選択します。

２ 設定内容を確認後、[設定 ]ボタンをクリックします。

３ 「あなたが作成したマルチアカウントユーザ一覧」のメール系権限欄を確認します。

Web 系権限設定

マルチアカウントユーザに付

与したい権限を選択します 設定

図 3-3-4 マルチアカウント権限設定（Web 系権限選択）


