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はじめに 
 

VIVE エンタープライズコンソールは、以下の機能により、エンタープライズユー

ザーが組織のコンテンツを管理できるように設計されています。 
• 会社特有の VR コンテンツ (.apk) ファイルのアップロード。 

• 組織内ユーザーを招待し、コンソール使用時の役割・権限の設定。 

• コンテンツを割り当てるためのユーザーグループの作成。 

• アップロードされたコンテンツのユーザーおよびグループへの割り当て。 

• ライセンスコンテンツのユーザーへの割り当て。 
 

VIVE エンタープライズコンソールにより、VR をビジネスで利用する企業は、ライ

センスを取得した企業固有の VR コンテンツやユーザーの役割・権限を管理するこ

とができます。 
 

メモ：VIVE Focus または VIVE Focus Plus の場合、コンテンツをアップロードし

てユーザーに割り当てた後、ライブラリ > エンタープライズにアクセスしてコン

テンツをダウンロードすることができます。 

VIVE エンタープライズコンソールにアクセ

スする 
VIVE エンタープライズコンソールの機能を利用するには、VIVE エンタープライズ

コンソールのウェブサイトで VIVE ヘッドセットのシリアル番号を登録する必要が

あります。 
重要：ヘッドセットのシリアル番号を登録すると、VIVE エンタープライズコンソ

ールへのアクセスのみが許可されます。商用保証は含まれません。 

VIVE ヘッドセットのシリアル番号を登録す

る 
1. ウェブブラウザから https://enterprise.vive.com/portal/ を開き、VIVE エン

タープライズアカウントにサインアップします。 

重要：サインアップには電子メールアドレスを使用してください。 
2. VIVE エンタープライズウェブサイトにログインします。 

https://enterprise.vive.com/portal/
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3. デバイス登録 > デバイスの登録をクリックします。 

 
 

4. ヘッドセットのシリアル番号と、ヘッドセットの購入場所および購入日を入

力してください。アクティベーションキーの入力はオプションです。まず最

初にシリアル番号を登録してから、後でデバイスのアクティベーションキー

を記入することもできます。ヘッドセットのシリアル番号が見つからない場

合は、「シリアル番号を見つけるにはここをご覧ください」の中にあるリンク

をクリックして、ヘッドセットのシリアル番号が記載されている場所を確認

してください。 

メモ：アクティベーションキーは、実店舗から購入されている場合は BWS（ビ

ジネス保証プログラム）パックの中にあります。BWS パックをオンラインで購

入されている場合は、ご提供いただいた電子メールアドレスにキーが送信されま

す。シリアル番号、場所および日付は、ヘッドセットを BWS プログラムに登

録した後、変更することはできません。 

 
 

5. 提供する情報が正しいことを確認し、確認をクリックします。 
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6. 登録したヘッドセットは登録済みデバイスリストに記載されます。リスト内

またはデバイスの詳細ビュー内にある今すぐアクティベートするをクリック

し、アクティベーションキーを使用してデバイス保証を登録します。 
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7. デバイスを登録すると、ユーザー管理とコンテンツ管理にアクセスできるよ

うになります。 

 

ヘッドセット保証を登録する 
ご利用のヘッドセット用にビジネス保証をご購入された場合、限定保証の対象とな

ります。保証期間は、ヘッドセットを登録した時の購入日に基づいて計算されま

す。 

1. ヘッドセットを登録した後、デバイス登録ページのデバイスリスト内にある

今すぐアクティベートするをクリックします。 

2. アクティベーションキーを入力し、アクティブをクリックします。 

 

保証情報には、登録された保証のタイプ、保証終了日、およびアクティベー

ションキーご登録後のサポート問い合わせ先リンクが表示されます。 
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コンテンツ管理 
コンテンツ管理では、内部コンテンツとライセンスコンテンツを管理することがで

きます。 

• 内部コンテンツ：組織のコンテンツをアップロードし、アップロードしたコ

ンテンツを表示、編集、または削除します。 
• ライセンスコンテンツ：VIVE for Business から購入またはダウンロードした

エンタープライズアプリは、ここに表示されます。 
メモ：内部コンテンツについては、各組織に 1GB のストレージが与えられます。

これ以上のストレージ容量が必要な場合は、お問い合わせまでご連絡ください。 

内部コンテンツ 

新しいコンテンツを追加する 

1. コンテンツ管理 > 内部コンテンツで、新しいコンテンツの追加をクリック

します。 

 

https://service.viveport.com/hc/articles/360048627971
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メモ：新しいコンテンツの追加ボタンの横に、現在使用されているストレー

ジスペースが表示されます。 
2. APK をアップロードをクリックして、アップロードするコンテンツファイル 

(.apk) を選択します。 

メモ：選択されたファイルが有効なものかどうかがまず確認されます。「タイ

トルとそのマニフェストを確認し、必要に応じて調節してください。」と下部

に表示される場合は、提供されたガイドラインとドキュメントを参照して、

必要に応じてファイルを調節してください。 

 

 
デジタル著作権管理 (DRM)の使用を選択して、デジタル権を保護し、コンテ

ンツを実行できるデバイスの数を制限することもできます。 
重要：コンテンツに VIVEPORT モバイル DRM SDK を使用するためには、

VIVEPORT SDK を組み込む必要があります。ここをクリックして詳細をご覧

ください。 

https://developer.vive.com/resources/documentation/viveport-sdk/apis/drm-api/
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3. コンテンツのタイトルと説明を入力し、サムネイルとアイコンを提供して

ください。 

 
4. コンテンツを送信します。アップロードされたコンテンツと現在使用済み

のストレージスペースが、コンテンツリストに表示されます。 
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アップロードしたコンテンツを編集または削除する 

1. コンテンツ管理 > 内部コンテンツで、コンテンツ一覧表示で編集または削

除したいコンテンツをクリックします。 

 
2. コンテンツの編集またはコンテンツの削除をクリックします。 

ヒント：既存のコンテンツを更新されたバージョンに置き換える場合は、コ

ンテンツの編集をクリックします。 
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コンテンツをユーザーまたはグループに割り当てる 

エンタープライズプラットフォームにユーザーがアクセスできるように、特定のユ

ーザーにコンテンツを割り当てることができます。 
 

1. コンテンツ管理 > 内部コンテンツで、コンテンツ一覧表示でアップロード

されたコンテンツをクリックします。

 

2. 割り当てられているユーザーをクリックし、ユーザーまたはグループのどち

らで割り当てるか選択します。 
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3. コンテンツを割り当てるをクリックして、コンテンツを選択したユーザーに

割り当てます。

 

 
4. ユーザーのコンテンツへのアクセスを無効にするには、ユーザーを選択しユ

ーザーへの割り当てを解除するをクリックしてください。 
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ライセンスコンテンツ 

ユーザーにコンテンツを割り当てる 

ライセンスコンテンツを必要とする社員に割り当てることができます。 
 

1. コンテンツ管理 > ライセンスコンテンツで、コンテンツ一覧表示のライセ

ンスコンテンツをクリックします。

 
2. コンテンツの割り当てをクリックします。 
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ヒント: 

• 詳細を表示をクリックすると、オンラインでライセンスされたアプリの詳

細情報が表示されます。 

• ドキュメントをクリックして、アプリのコンパニオンファイル（ユーザー

ガイドなど）があるかどうかを確認します。ある場合は、ここからダウン

ロードできます。 

3. コンテンツを割り当てる社員の名前を入力し、割り当てるをクリックしま

す。 

 
4. ユーザーのコンテンツへのアクセスを無効にするには、ユーザーを選択しユ

ーザーへの割り当てを解除するをクリックしてください。 
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重要：ライセンスコンテンツの場合、ユーザーがライセンスコンテンツをインスト

ールするには、コンピュータに VIVE for Business デスクトップアプリをインスト

ールする必要があります。詳細については、VIVE for Business デスクトップアプリ

を参照してください。 

ユーザーの管理 
ユーザーの管理では、以下の特長を持つユーザーの役割と権限を設定できます： 

• 役割および権限設定を使用して新しいユーザーを勤務先に追加する。 

• グループ設定を追加する。 

• ユーザーを編集または削除して、グループまたはコンテンツを割り当てる。 

• ライセンスコンテンツやアップロードされたコンテンツをユーザーやグルー

プに割り当てることができます。 
ヒント：様々なユーザーの権限を確認するには、ユーザーの管理 > 役割お

よび権限をクリックします。 

 

https://service.viveport.com/hc/en-us/categories/360001654592-VIVE-Enterprise-Platform
https://service.viveport.com/hc/en-us/categories/360001654592-VIVE-Enterprise-Platform
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メモ：最初に作成されるアカウントは、デフォルトで Admin に設定されて

います。1 組織あたりのユーザー数の上限は 10 名です。ユーザーの追加が必

要な場合は、お問い合わせまでご連絡ください。 

新規ユーザーを追加する 

1. ユーザーページでユーザーを追加をクリックし、新しいユーザーをお客様の

組織に招待します。アクティブユーザー（招待済みで招待を承諾済み）と招

待済みユーザー（招待済みだが招待をまた承諾していない）がリストに表示

されます。 

 

メモ：現在のユーザー数は、ユーザーを追加ボタンの横に表示されます。 

2. 招待するユーザーの電子メールアドレスを入力し、役割と権限を設定しま

す。+ユーザーを追加をクリックして、複数のユーザー（最大 10 名）に招待

を同時に送信することもできます。 

 

3. 招待をクリックして、招待を送信します。招待されたユーザーには、手順 2

https://service.viveport.com/hc/articles/360048627971
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で提供された電子メールアドレス宛てに招待が送信されます。 

招待を承諾する（招待されたユーザー） 

招待されたユーザーは、VIVE エンタープライズに今すぐ参加をクリックして、

HTC アカウントを作成するかログインする必要があります。招待されたユーザーが

ここで使用する HTC アカウントが、エンタープライズプロフィールにリンクされ

ます。 

 

メモ：招待されたユーザーのユーザーアカウントが他の組織に既にリンクされてい

る場合は、リンクされている組織が表示されます。招待されたユーザーは、続行す

る際に使用する組織を選択することができます。 

 

招待されたユーザーは、アカウント設定をクリックして組織を切り替えることがで

きます。 
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重要：ライセンスコンテンツの場合、ユーザーがライセンスコンテンツをインスト

ールするには、コンピュータに VIVE for Business デスクトップアプリをインスト

ールする必要があります。詳細については、VIVE for Business デスクトップアプリ

を参照してください。 

グループを追加する 

グループを作成して、コンテンツをユーザーのグループに割り当てることができま

す。 

メモ：ライセンス コンテンツをグループに割り当てることはできません。 
 

1. 左パネルにあるユーザーグループをクリックして、グループの作成をクリック

します。 

 

2. リスト内にある作成したグループをクリックします。 

3. ユーザーを追加をクリックしてグループにユーザーを追加し、コンテンツの割

り当てをクリックして、このユーザーグループ用のコンテンツを選択します。 

https://service.viveport.com/hc/en-us/categories/360001654592-VIVE-Enterprise-Platform
https://service.viveport.com/hc/en-us/categories/360001654592-VIVE-Enterprise-Platform
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アクティブなユーザーを管理する 

Admin（管理者）または Manager（マネージャー） に設定されているユーザー

は、ユーザー設定を編集することができます。 
 

1. リストビューにある編集したいユーザーをクリックします。 

 
2. ユーザーのプロフィールの編集、ユーザーのグループへの割り当て、ユーザ

ーへのコンテンツの割り当て、またはユーザーの削除の中から選択します。 
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アカウント管理 
画面右上のアバターをクリックして、VIVE エンタープライズのプロフィール、割

り当てられたコンテンツ、ストレージ、ユーザーの状態などを確認することができ

ます。 

 

以下を実行できます。 

• プロファイルをクリックして、VIVE エンタープライズアカウントの詳細を

確認します。 
• ライセンス管理をクリックして、VIVE エンタープライズアカウントのスト

レージとユーザーの状態を確認します。 
• VIVE エンタープライズアカウントの設定を確認または更新する場合は、ア

カウントをクリックします。 

VIVE Focus でエンタープライコンテンツを使

用する 
権限を持つユーザーであれば、VIVE Focus 使用時に、ライブラリにアップロードさ

れたコンテンツにアクセスすることができます。アップロードしたコンテンツにア

クセスできるだけでなく、VIVE Focus ではキオスクモードに切り替えることもでき

ます。キオスクモードは、事前に選択済みのコンテンツのみを表示するように 
VIVE Focus をロックします。 

コンテンツにアクセスする 

1. アカウントを選択し、VIVE エンタープライズアカウントを使ってサインイ
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ンします。 
重要：コンテンツを表示するためには、ユーザーアカウントが Admin、

Manager、または Manager（表示のみ） に設定されている必要がありま

す。 
2. エンタープライズモードを有効にしたダイアログボックスで OK を選択し、

ライブラリ > エンタープライズに切り替えます。 

 

 
メモ：サインインに使用したアカウントが有効になっておりアップロードさ

れたコンテンツがある場合にのみ、エンタープライズモードを有効にしたダ

イアログボックスが表示されます。 

3. ビーム付きのコントローラーをコンテンツの方向に向けて、ダウンロードを

選択します。 
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4. ダウンロードが終了すると、ビーム付きのコントローラーをコンテンツの方

向に向けた時にボタンにプレイと表示され、起動できるようになります。 

 

ヒント：会社とユーザー名は、アカウント > エンタープライズを選択すれ

ば確認できます。 
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キオスクモード 

キオスクモードを利用すると、業務上のニーズに合わせて VIVE Focus ヘッドセッ

トを微調整することができます。キオスクモードでは、顧客がヘッドセットを使っ

て体験できるアプリをロックできます。 

 

キオスクモードを設定する 

 

1. キオスクモードアイコンを選択して、キオスクモード設定を開きます。 
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2. タイトルバーの右上にあるオン/オフスイッチを選択して、キオスクモードを

オンにします。 

3. アプリを選択し、キオスクモード時に表示するアプリを選択します。 

  

4. キオスクモードを終了する時にパスコードを入力しなければならないように

するには、パスコードの有効化を選択します。 
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ヒント：パスコードの有効化を選択すると、ユーザーがキオスクモードを終

了した後にヘッドセットのデータにアクセスする事態を防ぐのに役立ちま

す。 

5. 戻るを選択します。 

6. ヘッドセットの電源ボタンを長押しし、キオスクモードを開始を選択して、

キオスクモードに切り替えます。 

 

ユーザーはキオスクモードのアプリとして選択したアプリのみにアクセスできま

す。 
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キオスクモードを終了するには、ヘッドセットの電源ボタンを長押しし、キオスク

モードを終了を選択して、パスコードを入力します（有効にしている場合）。 
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