
 

 

 

SmartNS 
 

 

 

操作マニュアル 

Ver 1.0.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

作成日  2016/1 

変更日 2016/12 

  



目次 

1.はじめに ........................................................................................................................... 3 

1.1 SmartNS でできること .................................................................................................. 3 

1.2 システム構成 ............................................................................................................... 3 

1.3 利用についてのお願い ................................................................................................... 4 

2.運用開始までの手順 ............................................................................................................ 6 

2.1 事前準備 .................................................................................................................... 6 

2.2 初期設定 .................................................................................................................... 6 

2.3 マイナンバー設定 ......................................................................................................... 8 

2.4 マイナンバー出力 ......................................................................................................... 8 

3. 機能説明 ......................................................................................................................... 9 

3.1 マイナンバー管理機能 ................................................................................................. 12 

3.1.1 マイナンバー操作 .................................................................................................... 14 

3.1.2 証明写真撮影 .......................................................................................................... 16 

3.1.3 証明写真参照 .......................................................................................................... 17 

3.2 ユーザ管理機能 .......................................................................................................... 18 

3.2.1 ユーザ操作 ............................................................................................................ 20 

3.2.2 ユーザ一括登録 ....................................................................................................... 22 

3.3 利用者管理機能 .......................................................................................................... 24 

3.3.1 利用者操作 ............................................................................................................ 26 

3.4 データ入出力管理機能 ................................................................................................. 29 

3.4.1 マイナンバー出力 .................................................................................................... 31 

3.4.2 操作ログ出力 .......................................................................................................... 32 

3.4.3 開錠履歴ログ出力 .................................................................................................... 35 

3.4.4 開錠対象アップロード .............................................................................................. 37 

3.4.5 利用者アップロード ................................................................................................. 38 

3.5 保管書類管理機能 ....................................................................................................... 39 

3.5.1 保管書類操作 .......................................................................................................... 41 

3.6 設定管理機能 ............................................................................................................. 43 

3.6.1 環境設定 ............................................................................................................... 45 

3.6.2 Wi-Fi ストレージ .................................................................................................... 49 

3.6.3 保管書類設定 .......................................................................................................... 52 

3.6.4 認証機再接続 .......................................................................................................... 54 

3.6.5 About ................................................................................................................... 55 

3.7 開錠対象管理機能 ....................................................................................................... 56 

3.7.1 開錠対象操作 .......................................................................................................... 58 

3.8 共通動作 .................................................................................................................. 59 

3.9 利用者認証ダイアログ ................................................................................................. 60 

3.10 認証機再接続ダイアログ ............................................................................................. 61 

3.11 Wi-Fi 接続待機機能 ................................................................................................... 62 

3.12 ログイン ................................................................................................................. 63 

4. ファイル一覧.................................................................................................................. 64 

4.1 ファイル形式 ............................................................................................................. 64 

5. メッセージ一覧 ............................................................................................................... 67 

 



1.はじめに 

本システム「SmartNS」はマイナンバー収集管理支援製品です。 

1.1 SmartNS でできること 

本システム「SmartNS」はマイナンバーの収集・管理・削除をかんたん＆安全に実現します。 

管理端末＋静脈認証＋NFC チップ認証＋バックアップのオールインワンパッケージでガイドライン

に対応したマイナンバー管理がすぐに始められます。 

1.2 システム構成 

本システム「SmartNS」は下記の内容で構成されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

システム構成図【図 1.2-1】 

①SmartNS 

タブレットで動作するシステムでマイナンバー収集・保管に利用します。 

・マイナンバーの登録、管理、CSV 出力 

・利用者の登録、管理 

・ユーザの登録、管理 

・操作履歴の参照、CSV 出力 

・SD カードへバックアップ 

・マイナンバーを利用した書類の廃棄管理 
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②Wi-Fi ストレージ(オプション) 

Wi-Fi ストレージは SmartNS で管理する情報を暗号化しバックアップするオプション製

品です。 

③Android アプリケーション「varieKEY NS」(オプション) 

varieKEY NS は専用電子錠を開錠するオプション製品です。 

1.3 利用についてのお願い 

タブレット端末は常に動作をさせ続けて利用する事を前提にしている機械ではない為、数十日など

の長時間動作させ続けると、システムが不安定となる場合があります。 

もしシステムが不安定になった場合でもタブレット端末を再起動する事で本来の状態に復帰します。 

●端末の制限について 

本システムの起動には専用の SD カードが必要です。 

システムの利用中は、ＳＤカードの取り外しを行なわないでください。 

また、システムフォルダ 「jaccess」およびユーザフォルダ 「SmartNS」

の削除・名前変更を行わないで下さい。 

●Wi-Fi ストレージのセキュリティについて 

オプション製品 Wi-Fi ストレージをご利用する場合、暗号化方式を WPA2-PSK に設定しておりま

す。この設定を変更すると Wi-Fi ストレージに接続出来なくなりますので設定変更を行わないで

下さい。 

●記号について 

ﾞﾟｰ-()・_ 

上記以外の記号を使用しないでください。 

●指静脈認証ユニットについて 

指静脈認証ユニットは精密機械の為、落下や水濡れ等にご注意下さい。 

ユニットのランプはグリーン点灯時に利用が可能となります。 

ランプが消灯している場合は撮影、認証が行えません。 

ランプを確認してから開始してください。 

  



指の先端がセンサーに触れると自動的に撮影が開始されます。 

 

センサー【図 1.3-1】 

 

静脈撮影時は、力を抜いて指を奥まで入れてください。 

 

静脈撮影【図 1.3-2】 

 

撮影開始時は「ピッ」という電子音が鳴ります。 

また撮影、認証が終了すると「ピピッ」と電子音が鳴ります。 

※開始から終了までは指を動かさないようにして下さい。 



2.運用開始までの手順 

SmartNS の運用開始までの基本的な手順をご説明します。 

2.1 事前準備 

①独自フォルダ作成 

次の用途で SD カードに独自のフォルダを作成できます。 

・データバックアップフォルダ 

・マイナンバー出力フォルダ 

・操作ログ出力フォルダ 

・ユーザ一括登録用フォルダ 

独自フォルダは SmartNS を起動する前に作成する必要があります。 

ユーザフォルダの代わりに独自フォルダを利用する場合、環境設定機能で設定が必要になります。 

設定方法は【3.6.1 環境設定】を参考に行って下さい。 

※作成しない場合はユーザフォルダ「SmartNS」となります。 

②ユーザ一括登録ファイルの作成と配置 

ユーザを一括登録する場合 SD カードにファイルを配置します。 

配置先とファイル形式は【3.2.2 ユーザ一括登録】、【4.1 ファイル形式】を参考に行って下さい。 

2.2 初期設定 

指静脈認証ユニットをタブレットに接続し SmartNS アイコン をタップし起動します。 

①指静脈認証ユニットのアクセス許可を行います。 

ユニット接続後初めて SmartNS を起動した場合、デバイス接続確認ダイアログが表示されます。 

必ず 「この USB デバイスにデフォルトで使用する」にチェックをつけ 「OK」をタップして下さい。 



 

デバイス接続確認ダイアログ【図 2.2-1】 

※キャンセルをタップしてしまうと指静脈認証ユニットが動作しません。 

②利用者を登録します。 

初回ログインの場合は利用者登録画面が表示されます。利用者情報を設定し登録を行ってください。 

 

初回利用者登録画面【図 2.2-2】 

利用者登録の詳細は【3.3.1 利用者操作】を参考に行って下さい。 

③環境設定を登録します。 

環境設定機能で動作設定、バックアップ設定(※)、CSV 出力設定(※)、ユーザ一括登録設定(※)を行

います。 

設定方法は【3.6.1 環境設定】を参考に行って下さい。 

(※「2.1①独自フォルダ作成」を行っている場合、設定が必須となります。) 



2.3 マイナンバー設定 

マイナンバー設定までの手順を説明します。 

① ユーザを登録します。 

【ユーザ登録】 

ユーザ管理機能でユーザ登録を行います。 

登録方法は【3.2.1 ユーザ操作】を参考に行って下さい。 

【ユーザ一括登録】 

ユーザ管理機能でユーザ一括登録を行います。 

一括登録方法は【3.2.2 ユーザ一括登録】を参考に行って下さい。 

② マイナンバーを登録します。 

①で登録したユーザに対してマイナンバーの紐付けを行います。 

登録方法は【3.1.1 マイナンバー操作】を参考に行って下さい。 

2.4 マイナンバー出力 

登録したマイナンバー情報の表示と他のシステム連携用に CSV を出力します。 

【マイナンバー表示】 

マイナンバー登録画面で登録済みのマイナンバーを表示します。 

表示方法は【3.1.1 マイナンバー操作】を参考に行って下さい。 

【マイナンバー出力】 

他システム連携用に CSV ファイルを出力します。 

CSV 出力方法は【3.4.1 マイナンバー出力】を参考に行って下さい。 

  



3. 機能説明 

本システムの TOP 画面を説明します。 

 

TOP 画面【図 3 -1】 

①メニューエリア 

システムの機能アイコンが表示されます。各アイコンをタップすると一覧エリアに関連する情報

が表示されます。本エリアに表示されるアイコンと機能を次に記載します。 

# アイコン 機能名 説明 

1 

 

マイナンバー管理 マイナンバーを管理する機能です。 

ユーザ管理で登録したユーザが表示され、マイナンバーの

登録、変更、削除が行えます。 

2 

 

ユーザ管理 ユーザを管理する機能です。 

ユーザ情報の登録、変更、削除およびユーザ一括登録が行

えます。 

3 

 

利用者管理 本システムの利用者を管理する機能です。利用者の登録、

変更、削除が行えます。 

4 

 

データ入出力管理 本システムのデータを管理する機能です。データ出力、Wi-

Fi ストレージへのアップロード(※)が行えます。 

5 

 

保管書類管理 データ消去したユーザの保管書類を管理する機能です。保

管期限、破棄した日、破棄確認者が参照できます。 

④ 

① 

② 

③ 



# アイコン 機能名 説明 

6 

 

設定管理 本システムの設定情報を管理する機能です。環境設定や

Wi-Fi ストレージの接続情報(※)、認証機再接続などが行

えます。 

7 

 

開錠対象管理 電子錠を開錠する際の開錠ユニットの登録や変更、削除が

行えます (※) 。 

※オプション製品「varieKEY NS」を利用する場合に必要な機能となります。 

②一覧エリア 

メニューエリアで選択した機能の関連情報が一覧で表示されます。 

③詳細エリア 

一覧エリアで選択した項目の詳細情報が表示されます。 

④アクションエリア 

ログイン名の表示と一覧と詳細エリアで操作できるアイコンが表示されます。 

本エリアに表示されるアイコンと説明を次に記載します。 

# アイコン 説明 

1 

 

検索アイコン 

タップすると各機能で検索ができます。 

2 

 

ゴミ箱アイコン 

一覧エリアで選択中の情報を削除します。 

3 

 

SD カードマウントアイコン 

SD カードがマウントされた状態です。 

 

SD カードアンマウントアイコン 

SD カードがマウントされていない状態です。 

4 

 

Wi-Fi ストレージ接続済みアイコン 

Wi-Fi ストレージが接続中の状態です。 

 

Wi-Fi ストレージ未接続アイコン 

Wi-Fi ストレージが未接続の状態です。 

5 

 

静脈認証機接続済みアイコン 

静脈認証機が接続中の状態です。 

 

静脈認証機未接続アイコン 

タップすると認証機接続ダイアログが表示されます。 

  



# アイコン 説明 

6 

 

ユーザ追加アイコン 

ユーザ管理機能で表示されます。タップすると詳細エリアにユーザ登録画

面が表示されます。 

7 

 

ユーザ一括登録アイコン 

ユーザ管理機能で表示されます。タップすると詳細エリアにユーザ一括登

録画面が表示されます。 

8 

 

利用者追加アイコン 

利用者管理機能で表示されます。タップすると詳細エリアに利用者登録画

面が表示されます。 

9 

 

保管書類追加アイコン 

設定管理機能の保管書類設定で表示されます。タップすると保管書類設定

ダイアログが表示されます。 

10 

 

開錠対象追加アイコン 

開錠対象管理機能で表示されます。タップすると詳細エリアに開錠対象登

録画面が表示されます。 

 

  



3.1 マイナンバー管理機能 

 

マイナンバー管理画面【図 3.1-1】 

●機能概要 

マイナンバーを管理する機能です。 

一覧エリアにユーザ管理で登録したユーザが表示され、対象のユーザをタップしマイナンバーの

登録、変更、削除が行えます。 

●機能詳細 

①マイナンバー管理アイコン 

本機能が表示されます。 

②マイナンバーユーザ一覧エリア 

ユーザ管理機能で登録済みのユーザが表示されます。 

扶養者は、登録されているユーザの下に、一段下がって表示されます。 

ユーザ名を長押しで、一括削除モードに移行します。 

ユーザ名の先頭に付くアイコンは、マイナンバーの登録状況です。 

次にアイコンの説明を記載します。 

# アイコン 説明 

１ 

 

マイナンバー登録済みアイコン 

マイナンバーが登録されています。 

２ 

 

マイナンバー未登録アイコン 

マイナンバーが未登録です。 

① 

③ 

 

④ 

② 



③詳細エリア 

本エリアでマイナンバーの登録、変更を行います。マイナンバーの登録、変更方法は 

「3.1.1 マイナンバー操作」を参照し行って下さい。 

④検索アイコン 

一覧エリアからユーザを検索します。検索方法を次に説明します。 

１．アイコンをタップすると、検索ワード入力欄とキーボードが表示されます。 

２．入力欄にユーザのフリガナを入力し、キーボードの検索マークをタップすると検索結果が

一覧エリアに表示されます。 

３．検索結果を解除する場合は、検索ワード入力欄の 「×」またはメニューエリアのマイナンバ

ー管理をタップしてください。 

●一括削除モード 

一覧エリアの選択ユーザに紐付くマイナンバーを削除します。 

 

ユーザ一括削除例【図 3.1-2】 

１．一覧エリアのユーザを長押して赤色に反転し削除モードにします 

 ※複数削除する場合は、一覧エリアのユーザをタップし赤色に反転する事を繰り返して下さい 

２．ゴミ箱アイコンをタップする事で利用者認証ダイアログが表示されます。 

静脈認証または NFC+パスコード認証の結果が成功の場合、マイナンバーと撮影画像が削除さ

れます。 

３．削除を中断する場合は、アクションエリアの完了をタップして下さい。 

１ 

 

２ 

 
３ 

 



3.1.1 マイナンバー操作 

 

マイナンバー登録画面【図 3.1.1-1】 

●機能詳細 

マイナンバーを登録、変更する機能です。 

一覧エリアで対象のユーザをタップし詳細エリアで操作します。 

撮影画像は２パターン保存できます。 

入力内容を保存する場合は利用者認証が必要になります。 

①マイナンバー表示エリア 

登録する場合は 12 桁のマイナンバーを入力します。 

登録済みの場合はマイナンバーが 「*」で置き換えられて表示されます。「*」タップすると認証

ダイアログが表示されます。（共通を参照） 

認証に成功すると登録されているマイナンバーが表示されます。 

②登録日エリア 

マイナンバーを登録した日付が表示されます。 

③本人確認証明写真エリア 

身分証明書などの本人確認写真の撮影と削除が行えます。 

  

② 

⑤ 

③ 

④ 

①  



# アイコン 説明 

1 

 

撮影画像が登録されている場合は、アイコンがプレビューに変化します。 

プレビューをタップすると利用者認証ダイアログが表示されます。 

（共通を参照） 

2 

 

撮影画像を消去します。 

アイコンをタップすると認証ダイアログが表示されます。（共通を参照） 

3 

 

アイコンをタップすることで撮影画面が表示されます。 

詳細は「3.1.2 証明写真操作」を参照して下さい。 

 

④テンキーエリア 

マイナンバー入力に使用するテンキーが表示されます。 

⑤［ ］ゴミ箱アイコン 

登録されたマイナンバーと撮影画像を削除します。 

ゴミ箱アイコンをタップすると認証ダイアログが表示されます。（共通を参照） 

※共通 

マイナンバー表示エリア、撮影画像プレビュー、 アイコン、⑤ゴミ箱アイコンは、

タップすることで利用者認証ダイアログが表示されます。 

静脈認証または NFC+パスコード認証の結果が成功の場合、表の内容が実行されます。 

  

＃ 項目 認証成功時の内容 

1 マイナンバー表示エリア 隠れていたマイナンバーが表示されます。 

2 撮影画像プレビュー 撮影画像が拡大されて表示されます。 

3 

［ ］撮影消去アイコン 

撮影画像が削除されます。 

4 

［ ］ゴミ箱アイコン 

マイナンバーと撮影画像が削除されます。 

詳細は「3.9 利用者認証ダイアログ」を参照して下さい。  

 



3.1.2 証明写真撮影 

 

証明写真撮影画面【図 3.1.2-1】 

●機能詳細 

タブレットの背面カメラを利用し、証明写真を撮影する機能です。 

 

①撮影エリア 

背面カメラの映像を撮影エリアに表示します。 

[ ]撮影アイコン 

撮影アイコンをタップすると、撮影エリアに表示されている被写体を撮影し、マイナンバー登

録画面に戻ります。 

[ ]撮影取消しアイコン 

撮影取消しアイコンをタップすると、マイナンバー登録画面に戻ります。 

  

  

① 



3.1.3 証明写真参照 

 

証明写真参照画面【図 3.1.3-1】 

●機能詳細 

登録されている証明写真を表示する機能です。 

①終了アイコン 

終了アイコンをタップすると、マイナンバー登録画面に戻ります。 

 

 

  

① 



3.2 ユーザ管理機能 

 

ユーザ管理画面【図 3.2-1】 

●機能概要 

ユーザを管理する機能です。 

ユーザの登録、変更、削除およびユーザ一括登録が行えます。 

●機能詳細 

①ユーザ管理アイコン 

本機能が表示されます。 

②ユーザ一覧エリア 

登録されているユーザが表示されます。 

ユーザ名を長押しで、一括削除モードに移行します。 

ユーザ名の先頭に付くアイコンは、扶養者の登録状況です。 

次にアイコンの説明を記載します。 

# アイコン 説明 

1 

 

ユーザアイコン 

扶養家族が登録されていません。 

2 

 

ユーザアイコン扶養家族あり 

扶養家族が登録されています。 

① 

 

⑤ 

④ ③ 

② 



③ユーザ一括登録アイコン 

タップすると詳細エリアにユーザ一括登録画面が表示されます。 

ユーザ操作の詳細は「3.2.2 ユーザ一括登録」を参照して下さい。 

④ユーザ追加アイコン 

タップすると詳細エリアにユーザ登録画面が表示されます。 

ユーザ操作の詳細は「3.2.1 ユーザ操作」を参照して下さい。 

⑤検索アイコン 

ユーザを検索します。検索にはフリガナを使用し、部分一致したユーザを表示します。 

扶養者のフリガナに部分一致した場合は、被扶養者も一緒に表示します。 

一致したユーザに扶養者が存在した場合は、すべての扶養者も表示します。 

１．アイコンをタップすると、検索ワード入力欄とキーボードが表示されます。 

２．入力欄にユーザのフリガナを入力し、キーボードの検索マークをタップすると検索結果がユ

ーザ一覧エリアに表示されます。 

３．検索結果を解除する場合は、検索ワード入力欄の 「×」またはメニューエリアのユーザ管理

をタップしてください。 

   

●一括削除モード 

一覧エリアで複数選択中のユーザを削除します。 

１．一覧エリアのユーザをロングタップし背景を赤色に変化させます。他の削除ユーザを選択する

場合はタップしてください。 

２．ゴミ箱アイコンをタップする事で利用者認証ダイアログが表示されます。 

静脈または NFC+パスコードで利用者認証が成功した場合、ユーザが削除されます。 

３．削除を中断する場合は、アクションエリアの完了をタップして下さい。 

 

 

 

  



3.2.1 ユーザ操作 

 

ユーザ変更画面【図 3.2.1-1】 

●機能詳細 

ユーザを登録、変更する機能です。 

一覧エリアで対象のユーザをタップし詳細エリアで操作します。 

入力内容を保存する場合は利用者認証が必要になります。 

①ユーザ情報表示エリア 

[ID] 

ユーザの ID を１～１０文字の半角英数字で入力します。登録後の変更はできません。 

[名前] 

ユーザ名を１～20 文字で入力します。 

[フリガナ] 

名前のフリガナを 1～50 文字の半角カナ英数字で入力します。 

[ 扶養者追加] 

タップすることで扶養者登録ダイアログが表示されます。 

②扶養者一覧エリア 

左から［ID］,［名前］,［フリガナ］, [ ], [ ]の順にユーザに紐付く扶養者の入力欄が表

示されます。 

 

② 

① 

③ 



 [ ] 

タップすると該当の扶養者情報を変更できる扶養者登録ダイアログを表示します。 

 [ ] 

タップすると該当の扶養者を削除します。認証することで削除が確定します。 

③ゴミ箱アイコン 

表示中のユーザを削除します。 

アイコンをタップする事で利用者認証ダイアログが表示されます。 

静脈認証または NFC+パスコード認証の結果が成功の場合、ユーザおよび扶養者が削除されま

す。詳細は「3.9 利用者認証ダイアログ」を参照して下さい。 

 

扶養者登録ダイアログ【図 3.2.1-2】 

④扶養者登録ダイアログ 

 [ID] 

扶養者の ID を１～１０文字の半角英数字で入力します。登録後の変更はできません。 

[名前] 

扶養者名を１～20 文字で入力します。 

[フリガナ]  

名前のフリガナを 1～50 文字の半角カナ英数字で入力します。 

すべて入力し［OK］をタップすることで、扶養者一覧に表示されます。 

追加の場合は扶養者一覧の先頭、変更の場合は内容が更新されます。 

④ 



3.2.2 ユーザ一括登録 

 

ユーザ一括登録画面【図 3.2.2-1】 

●機能詳細 

ユーザ情報とマイナンバー情報の一括登録を行います。 

アクションエリアのアイコンが SD カードマウントアイコンとなっていることを確認し実行して

下さい。 

操作の完了時には利用者認証が必要になります。 

①ユーザ登録エリア 

「登録する」が選択されている場合にユーザ情報の登録方法を選択します。 

# 選択項目 登録内容 

1 新規ユーザを登録 ユーザ管理に未登録の ID をもつユーザ情報を登録します。 

2 登録済みユーザを上書き ユーザ管理に登録済みの ID をもつユーザ情報を上書きします。 

3 新規ユーザを登録＋登録済

みユーザを上書き 

ユーザ管理に未登録の ID をもつユーザ情報を登録し、ユーザ管

理に登録済みの ID をもつユーザ情報を上書きします。 

 

  

① 

② 



②マイナンバー登録エリア 

「登録する」が選択されている場合にマイナンバー情報の登録方法を選択します。 

# 選択項目 登録内容 

1 マイナンバー未登録ユーザ

を登録 

マイナンバー管理に未登録の ID をもつマイナンバー情報を登録

します。 

2 マイナンバー登録済みユー

ザを上書き 

マイナンバー管理に登録済みの ID をもつマイナンバー情報を上

書きします。 

3 全ユーザを対象 マイナンバー管理に未登録の ID をもつマイナンバー情報を登録

し、マイナンバー管理に登録済みの ID をもつマイナンバー情報

を上書きします。 

 

  

●ユーザ一括登録用ファイルについて 

・ファイル名 

ユーザ一括登録用ファイル：userlist.csv 

ファイル形式は「4.1 ファイル形式」を参照して下さい。 

 

・ファイル配置先 

[ユーザフォルダ利用時] 

SD カード\SmartNS\userlist.csv 

[独自フォルダ作成時] 

SD カード\独自フォルダ名\userlist.csv 

 

 

 



3.3 利用者管理機能 

 

利用者管理画面【図 3.3-1】 

●機能概要 

本システムの利用者を管理する機能です。 

利用者の登録、変更、削除が行えます。 

●機能詳細 

①利用者管理アイコン 

本機能が表示されます。 

②利用者一覧エリア 

登録されている利用者が表示されます。 

利用者名を長押しで、一括削除モードに移行します。 

③利用者情報表示 

このエリアで利用者の表示、登録、変更ができます。 

④利用者追加アイコン 

タップすると詳細エリアに利用者登録画面が表示されます。 

利用者操作の詳細は「3.3.1 利用者操作」を参照して下さい。 

  

⑤ 

④ 

③ 

② 

①  



⑤検索アイコン 

利用者を検索します。 

１．アイコンをタップすると、検索ワード入力欄とキーボードが表示されます。 

２．入力欄に利用者のフリガナを入力し、キーボードの検索マークをタップすると検索結果が利

用者一覧エリアに表示されます。 

３．検索結果を解除する場合は、検索ワード入力欄の 「×」またはメニューエリアの利用者管理

をタップしてください。 

●一括削除モード 

一覧エリアで選択中のユーザを削除します。 

但し、ログイン中の利用者は削除できません。 

１．一覧エリアの利用者を長押して赤色に反転し削除モードにします。 

 (※複数削除する場合は１を繰り返して下さい。) 

２．アイコンをタップする事で利用者認証ダイアログが表示されます。 

静脈認証または NFC+パスコード認証の結果が成功の場合、利用者情報が削除されます。 

詳細は「3.9 利用者認証ダイアログ」を参照して下さい。 

３．削除を中断する場合は、アクションエリアの完了をタップして下さい。 

  



3.3.1 利用者操作 

 

利用者変更画面【図 3.3.1-1】 

●機能詳細 

利用者情報を登録、変更する機能です。 

一覧エリアで対象の利用者をタップし詳細エリアで操作します。 

各操作の完了時には登録アイコンをタップして登録します。 

①利用者情報表示エリア 

[ID] 

利用者 ID を１～１０文字の半角英数字で入力します。 

[名前] 

利用者名を１～20 文字で入力します。 

[フリガナ] 

名前のフリガナを 1～50 文字の半角カナ英数字で入力します。 

[パスコード] 

利用者のパスコードを 4 桁の半角数字で入力します。 

[ ] 

利用者登録アイコンです。利用者の情報を設定後、本アイコンをタップし登録実行します。 

変更の場合はアイコンタップ後、変更対象者の静脈認証または NFC+パスワード認証が必要

となります。 

② 

① 

③ 



②静脈登録状況表示エリア 

静脈登録状況を表示します。次に静脈の登録方法を説明します。 

 

タッチした指の選択画面【図 3.3.1-2】 

１．登録したい指を指静脈認証ユニットに置き撮影するとタッチした指の選択画面が表示され

ます。撮影方法は 「1.３利用についてのお願い(指静脈認証ユニットについて)」を参照し行

って下さい。 

２．指の選択を 「右 ： 人差し指」、「右 ： 中指」、「右 ： 薬指」、「右 ： 小指」「左 ： 人差し指」、

「左： 中指」、「左： 薬指」、「左： 小指」 から選択し、OK をタップします。 

タッチした指の選択画面が消え静脈の情報が本エリアに表示されます。 

３．静脈情報を削除する場合はチェックボックスをタップしチェックを外し、登録を行うと削除

が行えます。 

  



③NFC 登録状況表示エリア 

NFC チップ登録状況を表示します。次に NFC チップの登録方法を説明します。 

 

NFC チップの種類画面【図 3.3.1-3】 

１．割り当てたい NFC チップをタッチすると NFC チップの種類画面が表示されます。 

２．NFC チップ種別を 「社員証」、「携帯電話」、「交通系カード」、「運転免許証」、「その他」 か

ら選択し、OK をタップします。 

NFC チップの種類画面が消え NFC チップの情報が本エリアに表示されます。 

３．NFC チップ情報を削除する場合はチェックボックスをタップしチェックを外し、登録を行

うと削除が行えます。 

  



3.4 データ入出力管理機能 

 

データ入出力管理画面【図 3.4-1】 

●機能概要 

本システムのデータ入出力を管理する機能です。 

●機能詳細 

①データ入出力管理アイコン 

本機能が表示されます。 

②データ入出力操作一覧 

本エリアの各機能をタップし詳細エリアで操作します。 

各機能を次に説明します。  

[マイナンバー出力] 

マイナンバー情報をパスワード付きで SD カードに出力します。 

詳細は「3.4.1 マイナンバー出力」を参照して下さい。 

[操作ログ出力] 

本システムの操作ログを画面または SD カードに出力します。 

詳細は「3.4.2 操作ログ出力」を参照して下さい。 

[開錠履歴ログ出力] 

オプション製品「varieKEY NS」の開錠履歴ログを画面または SD カードに出力します。 

詳細は「3.4.3 開錠履歴ログ出力」を参照して下さい。 

② 

① 



[開錠対象アップロード] 

オプション製品「varieKEY NS」で利用する開錠対象情報を Wi-Fi ストレージへアップロード

します。 

詳細は「3.4.4 開錠対象アップロード」を参照して下さい。 

[利用者アップロード] 

オプション製品「varieKEY NS」で利用する利用者情報を Wi-Fi ストレージへアップロードし

ます。 

詳細は「3.4.5 利用者アップロード」を参照して下さい。 

 

  



3.4.1 マイナンバー出力 

 

マイナンバー出力画面【図 3.4.1-1】 

●機能詳細 

マイナンバー情報を CSV 形式で抽出し、画面に入力されたパスワードが設定された ZIP ファイルと

して SD カードに出力します。 

アクションエリアのアイコンが SD カードマウントアイコンとなっていることを確認し実行して下

さい。ZIP ファイルのパスワード入力後に静脈認証または NFC+パスコード認証が必要となります。 

①ZIP ファイルのパスワード表示エリア 

入力したパスワードを表示します。4 桁以上の数字を入力する必要があります。 

②テンキーエリア 

パスワード入力に使用するテンキーが表示されます。 

データ出力先は次の通りです。 

[ユーザフォルダ利用時] 

SD カード\SmartNS\mynumber_ + 認証者名 + .zip 

[独自フォルダ作成時] 

SD カード\独自フォルダ名\mynumber_ + 認証者名 + .zip 

既に同名ファイルが存在する場合は、ファイルを上書きして配置します。 

ファイル詳細は「4.1 ファイル形式」を参照して下さい。 

② 

① 



3.4.2 操作ログ出力 

 

操作ログ出力画面【図 3.4.2-1】 

●機能詳細 

本システムの操作ログを表示または SD カードに CSV 出力します。 

アクションエリアのアイコンが SD カードマウントアイコンとなっていることを確認し実行し

て下さい。 

操作ログの出力内容を指定し、出力実行時に静脈認証または NFC+パスコード認証が必要とな

ります。 

①出力種別選択エリア 

操作ログの出力方法を「表示」まはた「CSV 出力」をタップし選択します。 

②出力期間選択エリア 

操作ログの開始日付と終了日付を選択します。 

  

① 

② 



●画面表示 

 画面上に操作ログを表示します。 

 

操作ログ出力表示例【図 3.4.2-2】 

表示項目を次に記載します。 

# 項目名 説明 

1 日付 操作した日時が表示されます。 

2 画面名 操作した画面名が表示されます。 

3 ログイン名 システムログイン者名が表示されます。 

4 操作 操作内容が表示されます。 

操作項目の説明を次に記載します。 

# 操作内容 説明 

1 追加 データを新規追加した操作 

2 変更 データを変更した操作 

3 削除 データを削除した操作 

4 CSV 出力 操作ログ出力機能または開錠履歴ログ出力機能で CSV 出力した操作 

5 画面出力 ログを画面表示した操作 

6 アップロード データをアップロードした操作 

7 一括登録 ユーザ一括登録をした操作 

8 検索 検索をした操作 

9 静脈タッチ 指静脈認証ユニットに静脈をタッチした操作 



# 操作内容 説明 

10 NFC タッチ NFC 読み込みエリアに NFC チップをタッチした操作 

11 ログイン システムのログインをした操作 

12 ログアウト システムをログアウトした操作 

13 参照 画面を表示参照した操作 

14 認証機再接続 認証機を再接続した操作 

15 解除 スクリーンセーバーを認証で解除した操作 

 

 

●ファイル出力 

ファイルはパスワード付き ZIP ファイルで保存されます。パスワードは認証者のパスコード

4 桁となります。 

ファイル保存先は次の場所となります。 

[ユーザフォルダ利用時] 

SD カード\SmartNS\operationlog.zip 

[独自フォルダ作成時] 

SD カード\独自フォルダ名\operationlog.zip 

既に同名ファイルが存在する場合は、ファイルを上書きして配置します。 

ファイル詳細は「4.1 ファイル形式」を参照して下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.4.3 開錠履歴ログ出力 

 

開錠履歴ログ出力画面【図 3.4.3-1】 

●機能詳細 

本機能はオプション製品「varieKEY NS」を利用している場合に実行できます。 

オプション製品「varieKEY NS」で開錠した履歴を表示または SD カードに CSV 出力します。 

アクションエリアのアイコンが Wi-Fi 接続済みアイコンおよび SD カードマウントアイコンとな

っていることを確認し実行して下さい。 

操作の完了時には静脈認証または NFC+パスコード認証が必要となります。 

① 出力種別選択エリア 

操作ログの出力方法を「表示」または「CSV 出力」をタップし選択します。 

② 出力期間選択エリア 

開錠履歴ログの開始日付と終了日付を選択します。 

  

① 

② 



１．表示 

画面上に操作ログを表示します。 

 

開錠履歴ログ出力表示画面【図 3.4.3-2】 

表示項目を次に記載します。 

# 項目名 説明 

1 日付 開錠した日時が表示されます。 

2 開錠者名 開錠した利用者名が表示されます。 

3 開錠対象ユニット名 開錠対象ユニット名が表示されます。 

２．CSV 出力 

ファイルはパスワード付き ZIP ファイルで保存されます。パスワードは認証者のパスコード 4 桁

となります。 

ファイル保存先は次の場所となります。 

[ユーザフォルダ利用時] 

SD カード\SmartNS\openlog.zip 

[独自フォルダ作成時] 

SD カード\独自フォルダ名\ openlog.zip 

既に同名ファイルが存在する場合は、ファイルを上書きして配置します。 

ファイル詳細は「4.1 ファイル形式」を参照して下さい。 



 

3.4.4 開錠対象アップロード 

 

開錠対象アップロード画面【図 3.4.4-1】 

 

●機能詳細 

本機能はオプション製品「varieKEY NS」を利用する場合に必要となります。 

開錠対象管理のデータを Wi-Fi ストレージへアップロードします。アクションエリアのアイコン

が Wi-Fi 接続済みアイコンとなっていることを確認し実行して下さい。 

操作の完了時には静脈認証または NFC+パスコード認証が必要となります。 

 

 

 

 

 

 

  



3.4.5 利用者アップロード 

 

利用者アップロード画面【図 3.4.5-1】 

 

●機能詳細 

本機能はオプション製品「varieKEY NS」を利用する場合に必要となります。 

利用者管理のデータを Wi-Fi ストレージへアップロードします。アクションエリアのアイコンが

Wi-Fi 接続済みアイコンとなっていることを確認し実行して下さい。 

操作の完了時には静脈認証または NFC+パスコード認証が必要となります。 

 

 

 

 

 

  



3.5 保管書類管理機能 

 

保管書類管理画面【図 3.5-1】 

●機能概要 

本システムで削除したユーザを対象に、マイナンバーを利用した書類の保管期限と廃棄情報を登

録する機能です。 

保管書類毎に廃棄日と廃棄者の登録が行えます。 

※マイナンバーが未登録のユーザは誤入力の扱いとみなし本機能の対象外となります。 

●機能詳細 

①保管書類管理アイコン 

本機能が表示されます。 

②削除ユーザ一覧エリア 

タップすると詳細エリアに保管書類状況画面が表示されます。 

保管書類操作の詳細は「3.5.1 保管書類操作」を参照して下さい。 

ユーザ名の先頭に付くアイコンは、保管書類の廃棄状況です。 

  

⑥ 

④

⑤ 

② 

⑤ 

③ 

① 



次にアイコンの説明を記載します。 

# アイコン 説明 

1 
 

保管書類廃棄済みアイコン 

「③保管書類絞り込みリスト」で表示されている保管書類が廃棄されてい

ます。 

2 
 

保管書類廃棄可能アイコン 

「③保管書類絞り込みリスト」で表示されている保管書類の保管期限が切

れています。 

3 なし 保管期限内です。 

③保管書類絞り込みリスト 

タップすると登録されている保管書類の一覧が表示されます。 

一覧より保管書類を選択すると、保管対象のユーザが抽出され保管状況をアイコンでお知らせし

ます。すべての書類を選択している場合、全削除ユーザが一覧エリアに表示されます。 

④保管状況絞り込みリスト 

# アイコン 説明 

1 すべてを表示 保管書類が登録されている全ユーザを表示します。 

  2 対応済みを除く 保管書類を廃棄しているユーザを除いた全ユーザを表示します。 

3 なし 保管期限がきれたユーザを表示します。 

⑤詳細エリア 

このエリアで削除ユーザの保管書類の期限表示と、廃棄登録が行なえます。 

⑥検索アイコン 

削除ユーザを検索します。 

１．アイコンをタップすると、検索ワード入力欄とキーボードが表示されます。 

２．入力欄にユーザのフリガナを入力し、キーボードの検索マークをタップすると検索結果が削除

ユーザ一覧エリアに表示されます。 

３．検索結果を解除する場合は、検索ワード入力欄の 「×」またはメニューエリアの保管書類管理

をタップしてください。 

  



3.5.1 保管書類操作 

 

保管書類状況画面【図 3.5.1-1】 

●機能詳細 

ユーザの削除日と保管書類の廃棄内容の確認及び、廃棄内容の登録を行います。 

①ユーザ表示エリア 

ID と名前と削除日を表示します。 

②保管書類状況エリア 

[廃棄] 

チェックボックスにチェックを付け、認証することで認証者を廃棄確認者、認証日を廃棄日と

して登録します。 

廃棄登録を取り消すときは、保管書類名を長押しタップすることでチェックボックスのチェ

ックをはずし認証することで取り消しが完了します。 

認証には静脈認証または NFC+パスコード認証が必要となります。 

[保管書類名] 

保管する書類名を表示します。 

[保管期限] 

保管書類設定で登録されている保管期間起算日と保管期間より保管期限を表示します。 

[廃棄確認者] 

廃棄登録したときの認証者が表示されます。 

② 

③ 

①  



[廃棄日] 

廃棄登録したときの認証日が表示されます。 

③ゴミ箱アイコン 

誤って登録したユーザを削除するための機能です。 

※マイナンバーを取得したユーザの削除は行わないで下さい。廃棄日の確認に利用できなくな

ります。 

 

 

  

  



3.6 設定管理機能 

 

設定管理画面【図 3.6-1】 

●機能概要 

本システムの設定を管理する機能です。 

●機能詳細 

① 設定管理アイコン 

本機能が表示されます。 

② 設定一覧 

本エリアの各機能をタップし詳細エリアで操作します。 

各機能を次に説明します。 

[環境設定] 

システムの環境設定を行います。 

詳細は「3.6.1 環境設定」を参照して下さい。 

[Wi-Fi ストレージ] 

Wi-Fi ストレージの接続情報を設定します。 

詳細は「3.6.2 Wi-Fi ストレージ」を参照して下さい。 

  

② 

① 



[保管書類設定] 

マイナンバーが記載された書類を登録します。 

詳細は「3.6.3 保管書類設定」を参照して下さい。 

[認証機再接続] 

認証機ユニットを再接続します。 

詳細は「3.6.4 認証機再接続」を参照して下さい。 

[About] 

本製品のバージョンを表示します。 

詳細は「3.6.5 About」を参照して下さい。 

 

 

  



3.6.1 環境設定 

 

環境設定画面【図 3.6.1-1】 

●機能詳細 

本システムの動作環境を設定する機能です。 

①動作設定 

スクリーンセーバーの設定を行います。 

 

スクリーンセーバー画面【図 3.6.1-2】 

① 

② 

③ 

④ 



初回は 5 分が設定されています。 

スクリーンセーバーの解除は静脈認証または NFC+パスコード認証が必要となります。 

②バックアップ設定  

 

システムデータバックアップ保存先設定画面【図 3.6.1-3】 

本システムのデータバックアップ保存先フォルダの設定を行います。 

初回はユーザフォルダ「SmartNS」が設定されています。 

独自フォルダへのバックアップを行う場合には本設定が必須となります。また、SD カードに同

名のフォルダを事前に作成する必要があります。 

・自動バックアップ 

本システムはデータバックアップを自動で行っています。バックアップした情報は SD カード

および Wi-Fi ストレージ(※)へ配置されます。 

タブレットの故障となった場合などにバックアップデータを利用して自動で復元できます。 

バックアップはシステム終了時に行います。この為システムを正常に終了しなかった場合はバ

ックアップがされません。 

※オプション製品 

 

 

  



③CSV 出力設定 

[マイナンバー出力フォルダ] 

        

マイナンバー情報保存先フォルダ設定画面【図 3.6.1-4】 

マイナンバー情報保存先フォルダの設定を行います。 

初回はユーザフォルダ「SmartNS」が設定されています。 

独自フォルダへの出力を行う場合には本設定が必須となります。また、SD カードに同名のフォ

ルダを事前に作成する必要があります。 

[操作ログ出力フォルダ] 

        

操作ログ保存先フォルダ設定画面【図 3.6.1-5】 



操作ログ保存先フォルダの設定を行います。 

初回はユーザフォルダ「SmartNS」が設定されています。 

独自フォルダへの出力を行う場合には本設定が必須となります。また、SD カードに同名のフォ

ルダを事前に作成する必要があります。 

④ユーザ一括登録設定 

        

ユーザ一括登録フォルダ設定画面【図 3.6.1-6】 

ユーザ一括登録用のファイル配置先フォルダの設定を行います。 

初回はユーザフォルダ「SmartNS」が設定されています。 

独自フォルダからファイル読み込みを行う場合には本設定が必須となります。また、SD カード

に同名のフォルダを事前に作成しファイル配置する必要があります。 

 

 

 

 

  



3.6.2 Wi-Fi ストレージ 

        

Wi-Fi ストレージ画面【図 3.6.2-1】 

●機能詳細 

オプション製品 Wi-Fi ストレージとの接続に必要な情報を設定する機能です。 

①Wi-Fi 接続設定 

[SSID] 

        

SSID 入力画面【図 3.6.2-2】 

Wi-Fi ストレージの SSID を入力します。 

① 

② 



[パスワード] 

        

パスワード入力画面【図 3.6.2-3】 

SSID のパスワードを入力します。 

既に入力されている場合は「＊」で表示されます。 

②ストレージ保存先設定 

[IP アドレス] 

 

IP アドレス入力画面【図 3.6.2-4】 

Wi-Fi ストレージの IP アドレスを入力します。 



[フォルダ名] 

 

フォルダ名入力画面【図 3.6.2-5】 

Wi-Fi ストレージのデータ保存先フォルダ名を入力します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



3.6.3 保管書類設定 

 

保管書類設定画面【図 3.6.3-1】 

●機能詳細 

保管書類の新規追加と保管期間・保管期間の起算日を設定する機能です。 

①保管書類エリア 

左から ［保管書類名］, ［保管期間］, ［保管期間起算日］, [ ], [ ]の順に保管書類情報が表

示されます。 

[ ] 

タップすると該当の保管書類情報が入力された保管書類登録ダイアログが表示され、認証す

ることで変更が確定します。 

[ ] 

タップすると保管書類削除ダイアログが表示され、認証することで削除が確定します。 

  

② 

① 



②保管書類追加アイコン 

タップすると保管書類登録ダイアログが表示されます。 

        

保管書類設定ダイアログ【図 3.6.3-2】 

[保管書類名] 

保管書類名を最大２０文字で入力します。 

[過去に削除したユーザにもこの保管書類の破棄業務を適用する] 

過去に削除したユーザに今回登録する書類の破棄業務を適用する場合はチェックします。 

[保管期間] 

1 年～１０年の間で設定します。 

[保管期間起算日] 

保管期間の起算日を設定します。指定日を選択した場合は、右側に指定日選択が表示されま

す。上下のフリック操作で日付を設定します。 

各項目の入力後に OK をタップすると認証を求められます。認証に成功することで、②保管書

類エリアに表示されます。 

  



3.6.4 認証機再接続 

 

認証機再接続画面【図 3.6.4-1】 

●機能詳細 

指静脈認証ユニットを再接続する機能です。 

①再接続実行アイコン 

指静脈認証ユニットがタブレットに接続していることを確認し、 

本アイコンをタップします。 

接続成功するとユニットのランプがグリーンに点灯し、「ピ」と音がします。 

接続失敗するとメッセージを表示します。 

 

  

① 



3.6.5 About 

 

バージョン表示画面【図 3.6.5-1】 

●機能詳細 

本製品のバージョンとシリアル番号を表示する機能です。 

シリアル番号は SD カードの故障や紛失など、新しい SD カードが必要になったときの復旧作業で

利用します。 

 

 

 

  



3.7 開錠対象管理機能 

 

開錠対象管理画面【図 3.7-1】 

●機能概要 

オプション製品「varieKEY NS」に必要な開錠対象情報を設定する機能です。 

開錠対象の登録、変更、削除が行えます。 

●機能詳細 

①開錠対象管理アイコン 

本機能が表示されます。 

②開錠対象一覧表示 

登録されている開錠対象が表示されます。 

開錠対象を長押しで、一括削除モードに移行します。 

③開錠対象情報表示 

このエリアで開錠対象の表示、登録、変更ができます。 

④開錠対象追加アイコン 

タップすると詳細エリアに開錠対象登録画面が表示されます。 

開錠対象操作の詳細は「3.7.1 開錠対象操作」を参照して下さい。 

  

② 

③ 

⑤ 

④ 

① 



⑤検索アイコン 

開錠対象ユニットを検索します。 

１．アイコンをタップすると、検索ワード入力欄とキーボードが表示されます。 

２．入力欄に開錠対象ユニット名を入力し、キーボードの検索マークをタップすると検索結果が

開錠対象ユニット一覧エリアに表示されます。 

３．検索結果を解除する場合は、検索ワード入力欄の 「×」またはメニューエリアの開錠対称管

理をタップしてください。 

●一括削除モード 

一覧エリアで選択中の開錠対象を削除します。 

１．一覧エリアの開錠対象を長押して赤色に反転し削除モードにします。 

 (※複数削除する場合は１を繰り返して下さい。) 

２．アイコンをタップする事で利用者認証ダイアログが表示されます。 

静脈認証または NFC+パスコード認証の結果が成功の場合、開錠対象が削除されます。 

詳細は「3.9 利用者認証ダイアログ」を参照して下さい。 

３．削除を中断する場合は、アクションエリアの完了をタップして下さい。 

 

  



3.7.1 開錠対象操作 

 

開錠対象登録画面【図 3.7.1-1】 

●機能詳細 

開錠対象を登録、変更する機能です。 

一覧エリアで対象の開錠対象をタップし詳細エリアで操作します。 

各操作の完了時には静脈認証または NFC+パスコード認証が必要となります。 

①ユーザ情報表示エリア 

[開錠対象名] 

開錠対象が判断できる重複しない名前を１～２０文字で入力します。 

[開錠ユニット識別名] 

開錠対象ユニットの Bluetooth 名を１～２０文字の半角英数字で入力します。 

②ゴミ箱アイコン 

表示中の開錠対象ユニットを削除します。 

アイコンをタップする事で利用者認証ダイアログが表示されます。 

静脈認証または NFC+パスコード認証の結果が成功の場合、開錠対象ユニットが削除されます。 

詳細は「3.9 利用者認証ダイアログ」を参照して下さい。 

 

 

 

① 

② 



3.8 共通動作 

 

Android4.x 系の例【図 3.8-1】  

●機能概要 

タブレットの共通動作の説明を記載します。 

●機能詳細 

①戻るボタン  

戻るボタンをタップすることで現在の画面を終了し前の画面に戻ります 

メイン画面で戻るボタンをタップすると 「終了しますか？」とメッセージが表示され、「OK」を

タップすると SmartNS が終了します。 

②ホームボタン 

タップするとシステムを中断しホーム画面に戻ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 
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3.9 利用者認証ダイアログ 

 

利用者認証ダイアログの例【図 3.9-1】 

各機能で認証が必要な場合に本ダイアログが表示されます。 

静脈認証の場合は、静脈認証の結果が成功の場合に認証後の処理が行われます。 

NFC+パスコード認証の場合は、NFC チップをタッチするとパスコード入力ダイアログ(図 3.9-2 参

照)が表示されます。4 桁のパスコードが成功の場合に認証後の処理が行われます。 

 

NFC タッチ後のパスコード入力ダイアログの例【図 3.9-2】 



3.10 認証機再接続ダイアログ 

 

利用者認証ダイアログの例【図 3.10-1】 

アクションエリアの静脈認証機未接続アイコンをタップすると認証機の状況ダイアログが表示され

ます。ダイアログの再接続実行アイコンをタップし、認証機の接続を確立します。 

① 再接続実行アイコン 

指静脈認証ユニットがタブレットに接続していることを確認し、 

本アイコンをタップします。 

接続成功するとユニットのランプがグリーンに点灯し、「ピ」と音がします。 

 

 

 

 

 

  

① 



3.11 Wi-Fi 接続待機機能 

 

Wi-Fi 接続待機画面【図 3.11-1】 

●機能詳細 

Wi-Fi ストレージ接続情報を設定する機能です。 

オプション製品 Wi-Fi ストレージをご利用する場合、本システムに接続情報設定済みの状態で納

品を行いますが、Wi-Fi ストレージを変更した場合、または接続ができなくなった場合は本機能か

ら設定ができます。 

また、本画面は本システム起動時に SD カード内にユーザフォルダが存在せず、Wi-Fi ストレージ

へ接続ができない場合自動で表示されます。 

①設定変更ボタン 

タップすると接続情報を変更します。 

②Wi-Fi 情報設定 

Wi-Fi 接続に必要な情報を設定します。 

[SSID] 

SSID を半角英数字で入力します。 

[パスワード] 

パスワードを半角英数字で入力します。 

[IP アドレス] 

IP アドレスを半角英数字で入力します。 

[フォルダ名] 

フォルダ名を半角英数字で入力します。 

① 

② 



3.12 ログイン 

 

ログイン画面【図 3.12-1】 

●機能詳細 

登録した利用者にて TOP メニューにログインを行う画面です。静脈認証または、NFC＋パスコー

ドでログインを行います。認証に失敗すると警告ダイアログが表示されログインが行えません。成

功すると TOP メニューが表示されます。 

 

 

 

 

 

 

 

  



4. ファイル一覧 

＃ 配置場所 ファイル名 説明 

1 SD カード jaccess SmartNS_startup.txt システム起動チェックファイル 

2 SmartNS smartmynumber.db データバックアップファイル 

3 mynumber_ + 認証者名 + .zip マイナンバー出力ファイル 

4 operationlog.zip 操作ログ出力ファイル 

5 openlog.zip 開錠履歴ログファイル 

6 userlist.csv ユーザ一括登録ファイル 

7 Wi-Fi ストレージ 

(※)  

ストレージフォルダ smartmynumber.db データバックアップファイル 

8 mynumber_ + 認証者名 + .zip マイナンバー出力ファイル 

9 operationlog.zip 操作ログ出力ファイル 

10 openlog.zip 開錠履歴ログファイル 

 

※Wi-Fi ストレージオプション利用の場合に配置されるファイル 

4.1 ファイル形式 

●マイナンバー出力ファイル 

[ファイル名] 

mynumber_ + 認証者名 + .zip 

[ファイル形式] 

カンマ区切りの CSV 形式 

No. データ情報 説明 

1 ID ユーザ ID が記載されます。 

2 ユーザ名 ユーザ名が記載されます。 

3 フリガナ ユーザ名のフリガナが記載されます。 

4 マイナンバー マイナンバーが記載されます。 

 

  



●操作ログ出力ファイル 

[ファイル名] 

operationlog.zip 

[ファイル形式] 

カンマ区切りの CSV 形式 

No. データ情報 説明 

1 日時 操作した日時が記載されます。 

2 画面名 操作した画面名が記載されます。 

3 ログイン名 ログイン者の名前が記載されます。 

4 操作 操作した内容が記載されます。 

5 備考 認証した情報などが記載されます。 

●開錠履歴ログファイル 

[ファイル名] 

openlog.zip 

[ファイル形式] 

カンマ区切りの CSV 形式 

No. データ情報 説明 

1 日時 開錠操作した日時が記載されます。 

2 開錠者名 開錠者名が記載されます。 

3 開錠対象 開錠対象ユニット名が記載されます。 

 

  



●ユーザ一括登録ファイル 

[ファイル名] 

userlist.csv 

[ファイル形式] 

カンマ区切りの CSV 形式 

No. データ情報 必須 データ型 最大データ長 備考 

1 ID ○ 半角英数字 10  

2 名前 ○ 全角文字 20  

３ フリガナ ○ 半角文字 50  

４ 被扶養者 ID  半角英数字 10 被扶養者のＩＤを記載します。 

５ マイナンバー  半角数字 12  

 

[データ入力例] 

        

ユーザ一括登録ファイル入力例【図 4.1-1】 



5. メッセージ一覧 

エラー 

コード 

メッセージ 原因 対応 

E01 利用者登録に失敗しました。 

再度、実行してください。 

利用者情報が正しく登録できな

かった。 

再度、登録を実行して下さい。 

E02 利用者削除に失敗しました。再

度、実行してください。 

利用者情報が正しく削除できな

かった。 

再度、削除を実行して下さい。 

E04 すでに登録されています。 登録済みの指で新しく登録を実

行した。 

未登録の指を静脈機にタッチして下さい。 

E05 静脈の撮影に失敗しました。再

度、実行して下さい。 

静脈機にタッチしている指が正し

く撮影できなかった。 

撮影結果が出るまで、指を静脈機にタッチし動かさな

いで下さい。 

E06 開錠対象名を 20文字以内で

入力してください。 

開錠対象名が入力されていな

い。 

開錠対象名を入力して下さい。 

E07 開錠対象ユニットアドレスを半角

英数記号 20 文字以内で入力

してください。 

開錠対象ユニットアドレスが入力

されていない。 

開錠対象ユニットアドレスを入力して下さい。 

E08 開錠対象の登録に失敗しまし

た。再度、実行してください。 

開錠対象情報が正しく登録でき

なかった。 

再度、登録を実行して下さい。 

E09 開錠対象の削除に失敗しまし

た。再度、実行してください。 

開錠対象情報が正しく削除でき

なかった。 

再度、削除を実行して下さい。 

E10 静脈または NFCの登録があり

ません。 

静脈および NFC の登録対象が

ひとつもない。 

認証機に指をタッチするか、NFC をタブレットにタッチ

して情報を読み込ませて下さい。 

E11 すでにＩＣチップが登録されてい

ます。 

登録済みの NFC をタブレットに

タッチした。 

未登録の NFC をタブレットにタッチして下さい。 

E12 ダウンロードに失敗しました。 ダウンロードファイルが正しく保存

できなかった。 

再度、ダウンロードを実行して下さい。 

E13 起動ファイルの読み込みに失敗

しました。終了します。 

SD カード内の起動ファイルが存

在しない。 

１．「SmartNS_startup.txt」が存在する SD カ

ードを、タブレットに差込んで下さい。 

２．タブレットの「設定」―「ストレージ」より、SD カー

ドがマウントされていることを確認して下さい。 

３．１と２を実行し起動しない場合と、タブレットを

交換した場合は弊社までご連絡下さい。 

E15 マイナンバーを数字１２桁で入

力してください。 

登録するマイナンバーの桁数が

１２桁に満たない。 

マイナンバーを１２桁で入力し登録を実行して下さ

い。 

E16 マイナンバーが登録されていませ

ん。 

登録するマイナンバーが入力され

ていない。 

マイナンバーを入力し登録を実行して下さい。 

E17 ファイルの保存に失敗しました。

再度、実行してください。 

マイナンバー情報が正しく保存で

きなかった。 

再度、マイナンバー出力を実行して下さい。 

E18 ファイルのパスワード設定に失敗

しました。再度、実行してくださ

い。 

ZIP ファイルが正しく作成できな

かった。 

再度、マイナンバー出力を実行して下さい。 

E19 ＳＤカードが認識できませんでし

た。ＳＤカードを確認してくださ

い。 

SD カードが認識できない。 SD カードを、タブレットに差込んで下さい。 

差込まれている場合は、タブレットの「設定」―「スト

レージ」より、SD カードがマウントされていることを確

認して下さい。 

上記を確認後に、再度実行して下さい。 

E20 パスワードを数字４桁以上で入

力してください。 

パスワードが４桁未満で入力さ

れている。 

４桁以上のパスワードを入力し、再度実行して下さ

い。 

E23 ユーザ削除に失敗しました。再

度、実行してください。 

ユーザ情報が正しく削除できなか

った。 

再度、ユーザ削除を実行して下さい。 



 

 

 

 

 

 

エラー 

コード 

メッセージ 原因 対応 

E24 ユーザ登録に失敗しました。再

度、実行してください。 

ユーザ情報が正しく登録できなか

った。 

再度、ユーザ登録を実行して下さい。 

E25 登録件数が０件でした。ユーザ

一括登録用ファイルの中身を確

認してください。 

ユーザ一括登録用ファイルの中

身が無い。 

または、CSV の形式がカンマ区

切りと異なる。 

カンマ区切りの CSV 形式でファイルを保存して下さ

い。 

E26 ユーザ一括登録用ファイルが存

在しませんでした。 

SD カードの所定フォルダにユーザ

一括登録用ファイルが存在しな

い。 

SD カードの所定フォルダにユーザ一括登録用ファイ

ルを配置して下さい。 

E27 ID を半角英数字 10 文字以

内で入力してください。 

ID が入力されていない。 ID を入力して下さい。 

E28 名前を 20文字以内で入力し

てください。 

名前が入力されていない。 名前を入力して下さい。 

E29 フリガナを半角カナ英数字 50

文字以内で入力してください。 

フリガナが入力されていない。 フリガナを入力して下さい。 

E30 パスコードを数字 4桁で入力し

てください。 

パスコードが入力されていない。 パスコードを入力して下さい。 

E32 再接続に失敗しました。 USB のアクセス許可を有効にし

ていない。 

再度、認証機の再接続を実行して下さい。 

E34 ID を半角英数字で入力してく

ださい。 

ID に英数字以外の値が入力さ

れている。 

英数字で ID を入力し、再度実行して下さい。 

E37 すでに同じ ID が登録されていま

す。 

登録済みの IDが入力されてい

る。 

未登録の ID を入力して下さい。 

E38 名前にﾞﾟｰ-()・_以外の記号を

使用しないでください。 

名前にﾞﾟｰ-()・_以外の記号が

入力されている。 

記号を利用する場合は、「ﾞﾟｰ-()・_」のみ利用して

名前を入力し、再度実行して下さい。 

E43 SSID を半角英数字で入力し

てください。 

SSID に半角英数字以外が入

力されている。 

半角英数字で入力し、再度実行して下さい。 

E44 認証機再接続画面より再接続

をお願いいたします。 

静脈認証機の接続が解除され

ている。 

設定管理機能の認証機再接続を実行して下さい。 

E45 変更対象者以外で認証されま

した。変更対象者で認証してく

ださい 

利用者情報の変更を利用者本

人以外が行なっている。 

利用者本人で認証を行ってください。 


