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4.1 利用状況
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利用状況①

⚫ LINE WORKS モバイル版アプリと PC 版アプリでサービスにアクセスしたデバ
イスの情報を確認し、ダウンロードできます。
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利用状況②PCアプリのアップデート通知

⚫古いバージョンのアプリを利用しているメンバーにアップデート通知を送信で
きます。「インストール済みアプリ」欄に“アップデートが必要”と表示されて
いるものは、最新ではないため通知対象となります。

⚫アップデート通知を送信するには、古いバージョンを利用しているメンバーを
選択し、「アップデート案内」をクリックします。



4.2 アカウント管理
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アカウント管理①パスワードポリシー

⚫ パスワードの複雑さや有効期限など、管理ルールを設定します。

パスワードの形式 パスワード形式を2段階 (半角英数、半角英数+特殊文字) で設定します。

パスワードの長さ 8~20 文字でパスワードの長さを設定します。

パスワードの有効期限 パスワードの有効期限（30 日/60 日/ 90 日/ 180 日/ 365 日）を設定します。

パスワードの再使用禁止 最近使ったパスワードを最大 過去5 個まで利用禁止にできます。

ログイン試行回数の制限
一定回数以上のログイン失敗時にアカウントを一時停止できます。
一時停止の解除は「メンバー」メニューから行います。
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アカウント管理②ログイン設定

⚫ セキュリティに関するログインポリシーを設定します。

⚫ 2段階認証を必須にしたり、LINEで使用しているアカウントでログインしたり、
使用する携帯電話の電話番号で認証する方法が設定できます。(携帯電話番号でロ
グインする場合、ユーザ登録時に携帯電話番号が登録必須となります）

２段階認証
ID/パスワードによる1次認証に加え、登録済みの携帯番号または個人メールアドレ
スに送信された認証番号での認証が必須かどうかを選択します。

LINEでログイン LINE アカウントを使用したログインの利用可否を選択します。

携帯番号でログイン

・携帯番号に送信される認証番号を入力してのログインの利用可否を選択します。
・メンバーはプロフィールに登録された携帯番号または新規の番号を登録してログ
インすることができます。
・携帯番号をログインにのみ使用する場合は、プロフィールの携帯番号項目を含め、
ID やパスワード確認の際に利用、表示されることはありません。

モバイル版アプリのかん
たんログイン

モバイル版アプリで登録したパスコードまたは生体認証によるログインの利用可否
を選択します。



4.3 モバイル管理

10



モバイル管理

⚫ モバイルアプリに対するセキュリティ設定を行います。

11



モバイル管理①画面ロック

⚫ モバイルアプリの起動や切り替え時に、パスコードによる画面ロックを強制でき
ます。メンバー以外の第三者によるモバイルからの操作を防止できます。

⚫ パスコードの複雑さも設定できますが、複雑なパスコードは利便性を大きく
損ねるので設定は慎重に検討してください。

⚫ 「解除入力回数の制限」により、一定回数パスワードを間違えた場合に強制ログ
アウトさせる設定も可能です。

画面ロックの使用 メンバーがモバイルアプリを起動時のパスコードロックの使用有無を設定します。

パスコード形式 パスコードの複雑さを 3 段階で設定します。

解除入力回数の制限
パスコード入力を一定回数以上間違えた場合に強制的にログアウトします。
失敗回数3回～10回で設定可能です。
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モバイル管理②機能制限

⚫ モバイルアプリでのログイン期間や、各サービス内のデータをモバイル端末から
閲覧できる期間などを設定します。期間外のファイルのキャッシュデータは自動
的に削除されるためデータ管理における安全性を高めます。

ログイン保持期間
モバイル版アプリが無操作状態で自動ログアウトされるまでの期間を設定します。
(30 日、180 日、1 年)

データの保持・閲覧期間
各サービス内のデータをモバイル端末から閲覧できる期間を設定します。
期間外のファイルのキャッシュデータは自動的に削除されるためデータ管理におけ
る安全性を高めます。(3日、7日、30日)

テキストコピー制限
各サービス内のテキスト情報をモバイル端末のクリップボードにコピーできないよ
うに設定します。不正な情報取得や情報の誤送信のリスクを低減できます。
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モバイル管理③遠隔デバイス管理（ＭＤＭ）
⚫ 遠隔デバイス管理（MDM）機能とはモバイル端末を紛失した際、遠隔から端末に保管され
たデータを削除したり、端末自体を初期化することができる機能です。

⚫ OS の制約から管理プロファイルを 2つ同時に利用することはできません。すでに他社製の
MDMを運用中の場合は、管理画面でLINE WORKS MDMを有効にしないことを推奨してい
ます。

⚫ 外部MDMと連携し、LINE WORKSにログインするモバイル端末を制限できます。
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LINE WORKS MDM
事前にデバイス登録されたモバイル版LINE WORKSアプリのデータ削除またはデバ
イスの初期化を遠隔操作で行えます。

外部MDM連携

・3rd PartyのMDMを利用して、iOS/Android for Work/Android Enterprise対応端
末からのサービスを管理することができます。
・管理者画面から発行したConfiguration Keyを他のMDMサービスに設定すると、
MDMから配信されたモバイル版アプリがインストールされているモバイル端末だけ
がログインできます。



モバイル管理④遠隔デバイス管理（LINE WORKS MDM）
⚫ 管理者はLINE WORKS MDMを有効にした場合、デバイス側で遠隔デバイス管理の利用有
無を設定できます。

⚫ 管理者画面でLINE WORKS MDM を有効にした場合でも、デバイス側の遠隔デバイス管理
が無効になっている場合は、管理者がアプリデータの削除やデバイス初期化を実行すること
はできません。
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必須

すべてのメンバーに対して、遠隔デバイス管理が有効になります。
メンバーがLINE WORKS モバイル版アプリを初回利用する際に、必ずプロファイル
をインストールしなければなりません。インストールしていない場合は使用できま
せん。

選択
メンバーが、モバイル端末で遠隔デバイス管理の有効、無効を設定できます。
必須の場合と同様に「プロファイルのインストール」画面が表示されますがインス
トールしなくても利用することが可能です。

例外
遠隔デバイス管理 (MDM) の利用有無をメンバーごとに設定することができます。
例）外出の多い部署のみMDM利用を必須にする



4.4 ネットワーク管理
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ネットワーク管理

⚫ LINE WORKSのブラウザ版 および PC 版 アプリ、Drive エクスプローラー、
POP3/SMTP、CalDAVサービスに接続できる グローバル IP アドレスを設定でき
ます。設定されたグローバルIPアドレス以外からの接続はできなくなります。

⚫ IP アドレスはサブネットでの指定も可能です。

⚫ 管理者画面およびモバイル版 LINE WORKS は制限されません。

17

許可していないIPアドレスの
PCからログインした場合

すべてのIPからの
アクセスを許可

IPアドレスのよる制限を行いません
（すべて許可）

指定したIPからの
みアクセスを許可

・管理者が許可した IP アドレスからのみアクセ
スできます。（モバイル版除く）
・グローバル IP のみ登録できます。



4.5 ファイル管理
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ファイル管理

⚫管理者は LINE WORKS サービスのファイル送受信を制限することができます。
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ファイル管理①モバイル版アプリ

モバイル版アプリからの
ファイルダウンロードを
制限

有効にした場合、添付、転送された文書ファイル、画像、動画ファイルはビューア
で閲覧できますが、ダウンロードボタンは表示されません。

モバイル版アプリからの
ファイルアップロードを
制限

・モバイル版アプリでデバイスのファイルを添付する、ファイル / 動画 / 写真の選
択ボタンおよび写真 / 動画撮影ボタンが表示されません。
・モバイル版アプリのアドレス帳でデバイスの写真を選択するボタンが利用できま
せん。
・他のアプリからファイルを共有する際に、ファイルを送信するサービスの内 LINE 
WORKS モバイル版アプリが表示されません。

⚫モバイル版アプリの各サービス内のファイルについて、デバイスへのダウン
ロード可否とアップロード可否を設定します。



ファイル管理②ファイル形式制限

⚫ ファイルの拡張子を指定して、特定のファイルを添付または送信できないよう制
限します。(最大 200 個指定可能)

⚫ トーク/ノート/ホーム/メール/カレンダー/Drive /タスク/アンケートで使用され
るファイル形式を制限できます。

⚫ 拡張子による制限が可能なため、マルウェア / ウイルスによる被害および拡散を
防止し、セキュリティリスクを低減します。(本設定の制限有無にかかわらず、
ウィルススキャンはすべてのサービスに対し標準で行なわれています。)
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外部ユーザーとのトークルームでファイル送信・添付を制限

LINEユーザーとのトーク
ルーム

・モバイル版アプリの各サービス内のファイルをデバイスにダウンロード可否を設
定します。
・メッセージ入力欄の をタップ時の写真 / 動画の送信、連絡先の送信、フォル
ダ、Drive ファイルのトークによる送信がすべて利用できません。
・初期値：許可（制限しない）

外部LINE WORKSユー
ザーとのトークルーム

・外部 LINE WORKS ユーザーとのトークルームにおけるファイル送信可否を設定
します。
・メッセージ入力欄の をタップ時の写真 / 動画の送信、連絡先の送信、フォル
ダ、Drive ファイルのトークによる送信がすべて利用できません。
・初期値：許可（制限しない）

⚫外部ユーザーとのトークルームにおけるファイル送信可否を設定します。



4.6 メール管理

23



24

メール管理（ベーシック以上）

⚫ LINE WORKS メールのセキュリティに関する機能を設定することができます。

外部メールインポート
他社メールサービスで受信したメールを LINE WORKS メールへインポートできます。
外部メールインポート機能は、管理者が許可した場合のみ利用できます。

外部メールの画像 / リン
クをブロック

受信するメール内の画像やリンクがすぐに表示されないよう設定することができます。

情報レベルの設定
メール作成時のセキュリティレベル (公開、社外秘、機密) の設定可否と、有効にした場
合の各セキュリティレベルの初期値を設定することができます。

ダウンロード期限付きファ
イル

設定された容量を超過するファイルを大容量添付モードで添付するかどうかを設定します。
大容量添付ファイルは 7 日間 / 100 回まで ダウンロードすることができます。

メールのバックアップ/PC
への保存

各メンバーによるメールのバックアップおよびメールデータ(.eml)のPCへの保存可否を
設定します。



4.7 管理者権限
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管理者権限

⚫ 管理者権限を有するメンバーは、管理者画面の各メニューにアクセスするこ
とができます。アクセスできるメニューは権限ごとに異なります。
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管理者権限①種類

⚫ 管理者の権限は、既定の「最高管理者」「副管理者」「IT管理者」「人事管理
者」があり、これ以外の管理者権限を新規作成することもできます。

⚫ これらの管理者権限は任意のメンバーに付与することができます。

⚫ 「最高管理者」「副管理者」「IT管理者」「人事管理者」がアクセスできるメ
ニューは以下の通りです。

最高管理者 副管理者 IT管理者 人事管理者

基本設定 ○* ○ ○ ○

メンバー ○ ○ ○

サービス ○ ○ ○

セキュリティ ○ ○ ○

監査 ○ ○

アーカイブ ○ ○

統計 ○ ○

購入 ○ ○

パートナー ○ ○

Developers ○ ○

* 「サービスを解約する」メニューは最高管理者のみ行えます。
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管理者権限②管理者権限の作成

⚫ 既存の管理者権限の他に、会社の環境に合わせた独自の管理権限を作成し管理者
へ付与する事も可能です。

新規作成した権限は、一覧に追加されます。
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管理者権限③管理権限のメンバーへの付与

⚫ 管理者権限は管理画面の上部メニュー単位で任意の組み合わせを作成可能です。

選択したメンバが、管理者一覧に追加され
ます。
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管理者権限④最高管理者

⚫ 最高管理者は1名のみ設定できます。

⚫ 会社の LINE WORKS を開設したメンバーは最高管理者になります。

⚫ 最高管理者を変更する場合は、その権限を他のメンバーに委任することになりま
す。
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管理者権限⑤最高管理者の委任

⚫ 委任されたメンバーには、LINE WORKS アカウントに委任要請メールが送られます。

(ライトプランの場合は、管理者を委任されたメンバーの個人メールアドレスに送信されま
す。)

⚫ 委任要請を送信すると、最高管理者の「権限」が「委任中」に変更されます。

⚫ 委任要請メールの送信から 14 日以内にメンバーが承諾すると、委任が完了します。

管理者権限の要請メール

承諾期限内（14日）に「承諾」する必要があります。



4.8 サービス利用設定
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サービス利用設定

⚫ メンバーによる各サービスの利用可否を設定することができます。

⚫ 各サービスの利用可否は、サービス権限テンプレートを利用して設定します。
初期状態では、全メンバーに「基本設定」が適用されます。
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サービス利用設定①権限タイプ

⚫ 「基本設定」以外の設定を適用するには、権限テンプレートを追加して、メン
バーおよび利用権限タイプに割り当てます。

基本設定 メンバーに適用されるサービスの利用権限を設定することができます。

権限テンプレートを追加
する

基本設定以外にサービス権限テンプレートを追加することができます。テンプレー
ト名を入力して各サービスで利用するサービス利用環境を設定し、メンバーや利用
権限タイプに割り当てます。

権限テンプレートを修正
する

追加したテンプレートの名前や 利用サービスの設定を修正することができます。

権限テンプレートを削除
する

追加したテンプレートを削除することができます。
メンバーまたは利用権限タイプに割り当てられているテンプレートは削除できませ
ん。 メンバーおよび利用権限タイプを別の権限テンプレートに割り当てることで削
除できます。

権限テンプレートを割り
当てる

追加したテンプレートをメンバーもしくは利用権限タイプに割り当てます。

権限テンプレートの割り
当てを変更する

メンバーまたは利用権限タイプに割り当てる権限テンプレートを変更することがで
きます。テンプレートの割り当てが変更されると、利用権限のない環境から強制的
にログアウトされます。

基本設定に変更する
権限テンプレートの割り当てを解除して、基本設定に戻すことができます。
ただし、メンバーの割り当てを解除しても、該当のメンバーの利用権限タイプに権
限テンプレートが割り当てられている場合は、その設定内容が適用されます。



サービス利用設定②サービス権限テンプレート(1)

⚫ 利用権限タイプや特定のメンバーに機能制限をしたい場合は、権限テンプレート
を作成します。

サービス権限
テンプレート作成

各種サービス利用
環境を設定

STEP 1 STEP 2 STEP 3

追加した権限テンプレートを
利用権限タイプ／メンバーに割り当てる
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サービス利用設定③サービス権限テンプレート(2)

⚫ サービス権限テンプレートにサービス利用環境を設定します。

サービス権限
テンプレート作成

各種サービス利用
環境を設定

STEP 1 STEP 2 STEP 3

追加した権限テンプレートを
利用権限タイプ／メンバーに割り当てる
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サービス利用設定④サービス権限テンプレート(3)

⚫ サービス権限テンプレートを利用権限タイプやメンバーに割り当てます。

サービス権限
テンプレート作成

各種サービス利用
環境を設定

追加した権限テンプレートを
利用権限タイプ／メンバーに割り当てる

STEP 1 STEP 2 STEP 3
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モバイル外部メール連動

⚫ LINE WORKS モバイル版アプリで LINE WORKS 以外のメールサービスのメー
ルを送受信することができます。

⚫ モバイル外部メール連動を利用できる条件は下記の通りです。

① ライトプランをドメインで利用する場合

② ベーシックプランまたはプレミアムプランで LINE WORKS メールを利用しない場合

③ LINE WORKS のアカウントと外部サービスのメールアドレスが同一の場合

（例）LINE WORKS のアカウントが「member1@company.com」で、

外部サービスのメールアドレスも「member1@company.com」の場合

⚫ モバイル外部メール連動を利用するには、管理者が機能を有効にして外部メール
サービスのサーバー情報を設定する必要があります。

⚫ モバイル外部メール連動を有効にした後、メンバーが初めてモバイル版 LINE 
WORKS アプリにログインするとメール画面に「外部メール設定画面」が表示さ
れます。[外部メール設定] をタップしてログイン情報を入力すると設定は完了し
ます。



4.9 組織図の閲覧制限
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組織図の閲覧制限①

⚫ 会社の LINE WORKS に登録されたメンバー、利用権限タイプ、組織単位で組織
図の閲覧を制限することができます。

⚫ ただし、組織図の閲覧制限を設定すると、カレンダーのメンバー予定表は表示さ
れなくなります。
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組織図の閲覧制限②

⚫ 制限できる単位には下記のタイプがあります。閲覧制限は「メンバー」、「利用
権限タイプ」、「組織」の順に適用されます。

メンバー メンバーを選択して組織図の閲覧を制限することができます。

利用権限タイプ 利用権限タイプを選択して組織図の閲覧を制限することができます。

組織 組織を選択して組織図の閲覧を制限することができます。

⚫ 設定可能な範囲は下記の通りです。

所属組織のみ メンバーの所属組織のみ閲覧できます。

所属組織 + 指定した組
織

メンバーの所属組織と管理者が指定した組織を閲覧できます。
閲覧可能な組織を指定することができます。

閲覧権限なし 社内アドレス帳を閲覧できません。



4.10 外部トーク権限管理
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外部トーク権限管理

⚫ 管理者画面の「トークの外部連携」*設定機能と同様に、社内メンバーが LINE 
ユーザーや外部の LINE WORKS ユーザーとの連携機能を利用できるよう設定す
ることができます。

*「トークの外部連携」…「サービス」-「トーク」

LINE 連携 LINE 連携の利用メンバーの一覧、それぞれのトークIDとステータスが確認できます。

外部LINE WORKS連携
外部の LINE WORKS 連携の利用メンバーの一覧、メンバーのトークID の連携状態
を確認することができます。



4.11 Driveリンクの管理
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Driveリンクの管理①（ベーシックプレミアムプランのみ）

⚫ 共有リンクの利用状況を確認して管理することができます。

⚫ 利用中の共有リンク一覧を確認することができます。
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Driveリンクの管理②（ベーシックプレミアムプランのみ）

⚫ 共有リンクの詳細情報を確認したり、削除することもできます。

リンク リンク、リンク作成者、リンク有効期限

ファイル/
フォルダ情
報

名前、タイプ、サイズ、パス、アップロー
ド日、修正日

リンクのア
クセス情報

リンクへのアクセス履歴




