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概 要
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ネットワークを利用したい申請者は、Webから接続申請が可能

申請者

承認者

承認者はWeb上で申請を審査・承認が可能

・接続･承認は「期間限定」の設定が可能
・申請承認処理において「任意のファイル添付」が可能
・通知対象者に「自動Mail通知」設定が可能

・動作環境（サーバ側、クライアント側）
・通信誘導との連携が可能

その他

NetSkateKobanのWeb申請機能を利用することで、Web上で
容易にネットワーク接続端末の管理が行え、業務が効率化されます。

・申請された端末に割り当てるIPアドレスを
現在のIPアドレス利用一覧をもとに指定が可能
・申請一覧より、現在･過去の申請状況や申請結果を

Web上で確認可能
・承認結果画面などを任意の書式にて表示/印刷が
可能＜カスタム表示＞

接続申請

承認/差し戻し/棄却



の特長

情報システム管理担当者の端末登録業務を効率化します！

ワークフロー設定
お客様の業務フローに沿って、登録が可能

Point

2

多様な申請方法
複数のネットワーク接続端末の申請方法

Point

3

電子化・効率化
ネットワーク接続端末の登録申請から承認まで
全てWeb上で可能

Point
1

ユーザ利用端末Web申請機能

自動入力機能
接続した端末の情報（例：MACアドレス等）を
自動入力することも可能

Point
4

カスタム表示
承認結果画面などを、任意のフォーマットで
表示・印刷することが可能

Point
5

複数承認
Point

6
承認を複数のステップに分けることが可能

承認者オプション
Point

7
承認者は、申請に対して棄却、差し戻しも可能

LDAP連携機能
LDAPと連携し、既存のユーザ認証及び
ユーザ情報の利用が可能

Point
8

DHCPサーバ連携機能
Point

9
DHCPサーバと連携する際、申請時に仮のIPアドレス
割り当てを行い、承認後正式な割り当て実施が可能

NetSkateKobanセンサとの連携
センサの誘導機能を利用し､新規ユーザを
申請サーバへ誘導させることが可能

Point
10

3



業務に沿ったワークフロー設定
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第一承認 第二承認

差し戻し

棄却 棄却棄却

承認 承認

申請

決裁

申請者 第一承認者 決裁者第二承認者

「差し戻し」や「棄却」も行えます。

決裁

申請処理はワークフローを設定することにより、「承認」を複数のステップに分けることができます。
申請はワークフローの最後のステップで承認された際にKobanマネージャにユーザ利用端末とし
て反映されます。最後のステップの承認のことを「決裁」と呼びます。
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①ログイン

②端末登録申請

③承認手続き・承認

④端末登録

登録済み端末（申請者）

Kobanマネージャユーザ利用Web申請

第一承認者 決裁者第二承認者

（承認） （承認）

（決裁）

申請したい未登録端末

⑥ネットワーク
接続許可

登録済み端末からの申請

⑤メール通知（※）

※：Web申請サーバよりメールサーバ経由で自動送信
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Internet

①アクセス

②誘導・
端末登録申請

③承認手続き・承認

④端末登録
誘導解除要求

未登録端末

Kobanマネージャユーザ利用Web申請

第一承認者 決裁者

⑤メール通知（※）

第二承認者

（承認） （承認）

（決裁）

未登録端末からの申請

※：Web申請サーバよりメールサーバ経由で自動送信

⑥ネットワーク
利用許可



新規申請
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申請者は､Web画面の「ユーザ利用端末の新規申請」から
簡単に申請を行うことができます。

ファイルの添付

申請の際、組織ごとに固有の様式があれば
それも添付することが可能です。



所属別登録端末一覧からの申請
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所属別登録端末一覧からの申請１

申請者は自分の所属以下に属する端末の一覧を
表示し、そこから選択して更新・削除の申請を作成
することができます。
また、複数の端末を申請することもできます。

本申請は、部署/課単位での申請体制に対応しています。
従って、部署/課にて所属の端末の管理（確認、新規申請、
廃棄申請、変更申請）が可能となります。

・最大10項目の任意の項目が追加可能
（カスタム情報フィールド対応）

・CSV出力可能→ Excelなどで管理台帳
簡単作成！

• すでに登録された端末については、一覧から選択する
形式で簡単に廃棄、変更申請が可能です。

• 一覧表示を部署/課等で制限することで、権限の範囲内
でのみ申請が可能です。

廃棄、更新申請

このように、端末の情報が入力された
状態で新規申請ページが開きます。
必要に応じて申請内容および端末情報
を変更して、申請を行ってください。

所属別登録端末一覧からの申請２



申請端末CSVアップロードによる一括申請
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CSVアップロードフォーム

CSV形式を読み込み、
ファイルにある端末をまとめて
申請することができます。

CSV形式の中身

大量の端末接続申請を一括して行いたい場合などに有用です。
申請内容をCSVファイルから一度に読み込むことができます。
また、所属別端末一覧からエクスポートしたCSVファイルを
利用することも可能です。



MACアドレス未記入での申請
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MACアドレス未記入での申請

設定により、申請者は
MACアドレスを未記入のまま
申請することができます。

申請者がMACアドレスを知らなくても申請が可能です。従って、MACアドレスがわかりにくい
プリンタや、ITに詳しくない申請者からの申請もスムーズに行えます。
また、承認者がMACアドレスの管理と割り当てを実施することも可能です。



承認操作
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申請内容の承認

・承認：申請を承認し、次の承認/者に
申請/決裁の処理

・差し戻し：ひとつ前の申請者/承認者に
対し、再申請を指示

・棄却：本申請を却下

申請内容に対し、承認・差し戻し・棄却が行えます。



自動承認
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日時を指定した自動承認が可能です。
また、管理者が不在である場合などでも接続申請が可能です。

自動承認の実施

設定により、
自動承認が行われます。

自動承認の記録

自動承認された端末は
明示的に記録されます。



LDAP連携によるログイン認証と入力支援
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システムの利用者を、既存の認証システム< LADP > と連携して認証することが可能です。

メールアドレス、ユーザ名、ユーザの所属、
電話番号をLDAPサーバから自動取得

LDAPサーバからユーザ情報を自動取得

ログイン アカウント/パスワードを
LDAP登録情報で認証

Web申請/承認画面へのログイン認証



誘導連携による端末情報の自動入力
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端末情報の自動入力１

自動入力の設定された状態で
申請者の端末が検知されると、
新規申請画面で、一般にわか
りづらいMAC/IPアドレスを
自動取得します。

端末情報の自動入力２

設定により、端末の場所、端末のドメイン、
そして端末の所属も自動入力されます。

自動取得機能を有効にすることで、入力を省くことが可能です。
申請者情報や端末情報（ネットワーク接続が必要）が取得され
自動入力されます。



端末情報の取得
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端末情報の取得

「端末情報の取得」ボタンを押すことで、
・MACアドレスが指定されている場合は
IPアドレス
・IPアドレスが指定されている場合は
MACアドレス

が取得されます。
それに加え、端末の場所、ドメイン、所属
が取得されます。

また、MACアドレス未記入申請に対し、
実端末のMACアドレスを取得し登録を
促すときにも利用されます。

登録に必要な端末情報を収集することが可能です。
（ただし、対象端末がネットワーク接続していることが必要です）



端末情報の入力制限
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端末情報の入力制限

申請者に対し、

端末の場所、端末のドメイン、
そして端末の所属の入力を
制限することができます。

申請項目について、申請者に変更をさせたくない場合など、入力の制限をすることが可能です。



IPアドレスの割り当て
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空いているIPアドレスを選択して、割り当てることが可能です。

IPアドレスの割り当て

接続中（利用中）のIPアドレスが
リスト表示されます。
それを見て､空いているIPアドレス
を選択して割り当てることが可能
です。

割り当て方式の表示

IPアドレスの割り当てが、
動的か静的かが表示されます｡
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端末セグメント

NetSkateKoban

マネージャ

新規端末接続
DHCPより申請用IP振出される

1

Web申請サイトへ誘導

2

MAC－IPが登録される
（Kobanマネージャ、DHCPサーバ）

5

承認者：
NSKからのIP割当状況List
からIPを指定し割当て承認

4

申請者：
申請画面より接続申請

（自PCのMAC自動表示）

3

新規端末の再起動
または再接続

6

新しいIPが割当てられ、
ネットワーク利用可能

1

5

6

4

割当てIP指定
承認

NetSkateKoban

Web申請サーバ

Web申請システム

2

00:11:22:33:44:5

5MAC自動表示3

正式IP(静的)

申請用IP(動的：期限付き)

NetSkateKoban
センサAX

マルチVLANセンサAX

オンラインでの接続の申請/承認に加え
DHCPサーバと連携した静的IP運用が可能！

複数承認者
ユーザーワークフローに対応可能！

自動・手動
審査

第ニ承認者

INFOBLOXサーバ連携
LDAP認証対応

誘導との連携



http://www.cysol.co.jp
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株式会社サイバー・ソリューションズ

ビジネスデベロップメントグループ

netskate-sales@cysol.co.jp

① 本内容に関するご質問・ご要望がございましたら、上記へお気軽にお問い合わせ下さい。

② 導入の効果をご体感頂くために、デモ機の貸し出しを行っております。お気軽にご依頼下さい。


