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メッセージの送信

メッセージの種類

1. ＢＣＰ参集通知 2. コミュニケーション通知

ＦＣＭ

１．概要

ＦＣＭ サービス を使用して、メッセージを送信します。

ユーザ認証によって、端末識別情報を

システムに登録します。

1

ユーザ認証

端末識別情報を使用して

対象端末にメッセージを送信します。

2

メッセージ送信

FCMは、Google社の提供する

クロスプラットフォーム メッセージング ソリューションです。

メッセージを送信するには、トークンと呼ばれる端末識別情報が

必要になります。

プロジェクトメンバーを指定場所に 参集する為の通知 を行い、経過を確認します。

（複数の参集通知を並行して送信することはできません。）

参集通知１

参集通知２

いったん完了してから

次の通知を開始できます。

必要に応じて、プロジェクトメンバーに 自由にメッセージ送信 を行います。

（複数のメッセージを並行して送信することができます。）

メッセージ１

メッセージ２

並行してメッセージを送信できる

通知設定を有効にした状態で、ユーザ認証を行わないと、

メッセージ、BCP機能を使用することができません。
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参集通知

プロジェクトメンバーを、指定した 参集場所に参集 します。

（メンバーへの参集場所は、プロジェクトメンバー設定で指定します。） 参集通知はプロジェクト単位で実施されます。

プロジェクト内で複数の参集通知を 並行 して実施することはできません。 サイドバーで選択したプロジェクトが対象

（次の参集通知を開始するには、実施中の参集通知を完了させる必要があります。） となります。

参集通知の流れ

参集通知（新規通知：実施中でない場合） 参集通知（変更通知：実施中の場合）

２．ＢＣＰ － 参集通知

参集通知は、プロジェクト管理者権限で送信できます。

1 2

1. 新規通知で 実施中 に切り替わります。

3. 通知エラーが発生した場合、実施中は、

変更通知によって、通知し直す ことも

できます。

（通知内容を変更することはできません。）

2. 通知直後は、送信結果表示

ボタンが表示されます。

4. 参集通知を完了すると、実施中は解除 され、

新しい参集通知が開始できるようになります。

（実施されていた参集結果はクリアされます。）

2 / 10



２．ＢＣＰ － 参集通知

参集通知（新規通知：実施中でない場合）

1. 参集通知の送信

・ アプリに参集通知が送信されます。

通知タイトル 通知のタイトルとして表示されます。

通知メッセージ 通知のメッセージとして表示されます。

詳細コメント 通知タップ後に表示される詳細画面で表示されます。

通知先種別：

・ 全メンバー：プロジェクトメンバー全員を対象に送信します。

・ 指定メンバー：通知先メンバーを選択して送信します。

通知先の対象となるのは、アプリから端末識別情報が登録されたプロジェクトメンバーです。

（選択リストに表示されないメンバーは、アプリからユーザ認証を行ってもらってください。）
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２．ＢＣＰ － 参集通知

参集通知（変更通知：実施中の場合）

1. 送信結果の確認

・ 参集通知を送信した直後に表示された画面では、送信結果表示ボタンが表示

されます。

・ 送信結果表示ボタンを押下すると、送信結果が表示されます。

・ 通知先エラーがあった場合、FCMからのメッセージが表示されます。

メッセージの内容については、以下を参照してください。

ダウンストリーム メッセージのエラー レスポンス コード

2. 参集通知の再送信

・ 参集通知を送信し直すことができます。

完了時のダウンロードデータは、「参集結果」「参集集計」メニューでダウンロード 既に通知済で返信があった場合、返信済の内容はクリアされます。

できる CSVファイルを１つにまとめたものです。

3. 参集通知の完了

・ 参集通知を完了すると、新しい参集通知を開始できるようになります。

・ 参集通知を完了したタイミングで、実施していた参集結果はクリアされます。

参集結果データは、zip形式でダウンロードされます。

（再度、ダウンロードし直すことはできません。保管しておくことをお薦めします。）

参集稼働中の返信状況や集計結果は、

「参集結果」「参集集計」メニューより確認できます。
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参集結果

実施中の参集通知に対する 返信状況 を確認します。

参集通知はプロジェクト単位で実施されます。

参集結果は、ユーザID順 に初期表示されます。

サイドバーで選択したプロジェクトで実施中の

参集通知が対象となります。

検索 ／ リスト

1. 検索

参集場所 メンバーに指定された参集場所を選択

参集状況 返信された参集状況を選択

2. リスト表示

ユーザ名 通知したメンバーのユーザ名

参集場所 メンバーに指定した参集場所名

通知確認 アプリ上で詳細画面が表示された場合、✔ 表示

参集状況 返信された参集状況の名称

コメント 返信されたコメント

3. アクション

 参集結果データをCSV形式でダウンロードします。

３．ＢＣＰ － 参集結果

参集結果は、プロジェクト管理者権限で確認できます。
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参集結果

実施中の参集通知に対する 参集場所ごとの参集状況別人数 を確認します。

参集通知はプロジェクト単位で実施されます。

参集集計 は、参集場所コード順 に初期表示されます。

サイドバーで選択したプロジェクトで実施中の

参集通知が対象となります。

リスト

1. リスト表示

参集場所 メンバーに指定した参集場所名

参集状況件数 参集場所ごとの参集状況別メンバー数

2. アクション

 参集結果データをCSV形式でダウンロードします。

４．ＢＣＰ － 参集集計

参集集計は、プロジェクト管理者権限で確認できます。
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メッセージ通知

プロジェクトメンバーに対して メッセージを通知 します。

メッセージはプロジェクト内で送信されます。

通知先メンバーからの返信に対して、返信メッセージ を送信できます。

サイドバーで選択したプロジェクトが対象

送信済メッセージを コピー して新規メッセージを送信できます。 となります。

検索 ／ リスト

1. 検索

通知No 通知No

タイトル 通知タイトル（部分一致）

2. リスト表示

通知No 通知No

タイトル 通知タイトル

送信数 送信したメンバー数

返信数 返信したメンバー数

送信日時 送信した日時

最新返信日時 返信された日時で最新となる日時

3. アクション

 送信詳細確認する為のフォームが表示されます。

5．メッセージ通知

メッセージ通知は、プロジェクト管理者権限で送信できます。
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5．メッセージ通知

メッセージ送信

1. メッセージ通知の送信

・ アプリにメッセージ通知が送信されます。

通知タイトル 通知のタイトルとして表示されます。

通知メッセージ 通知のメッセージとして表示されます。

詳細コメント 通知タップ後に表示される詳細画面で表示されます。

通知先種別：

・ 全メンバー：プロジェクトメンバー全員を対象に送信します。

・ 指定メンバー：通知先メンバーを選択して送信します。

通知先の対象となるのは、アプリから端末識別情報が登録されたプロジェクトメンバーです。

（選択リストに表示されないメンバーは、アプリからユーザ認証を行ってもらってください。）
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5．メッセージ通知

メッセージ送信（詳細）

1. 送信結果の確認

・ メッセージ通知を送信した直後に表示された画面では、送信結果表示ボタンが

表示されます。

・ 送信結果表示ボタンを押下すると、送信結果が表示されます。

・ 通知先エラーがあった場合、FCMからのメッセージが表示されます。

メッセージの内容については、以下を参照してください。

ダウンストリーム メッセージのエラー レスポンス コード

2. 返信内容の確認

ユーザ名 通知したメンバーのユーザ名

既読 アプリで詳細を表示した場合、✔ 表示

返信日時 メンバーから返信された日時

返信コメント メンバーから返信されたコメント

返信リストを再表示

3. コピーして送信

・ 通知タイトル、通知メッセージ、詳細コメント をコピーして、新しい

メッセージを送信することができます。
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5．メッセージ通知

4. 返信に対する返信

・ 返信リストの返信ボタンより、返信コメントを引用して、

新しいメッセージを送信することができます。

・ 返信メンバーが新しいメッセージの通知先となります。

ＭＡＰ上でのポップアップ

・ ＭＡＰ表示中に、ログイン者が送信したメッセージに対する返信があると

ポップアップが表示されます。

（５分以内に返信された最新返信メッセージが１分おきに表示されます。）
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