
Chatwork株式会社

管理者機能でできること
エンタープライズプラン



はじめに
エンタープライズプランでは、社外ユーザー制限やIP・モバイル端末制限などのセキュリティ強化機能やユーザー管理
機能が使えます。利用状況を適切に制限・管理することで、よりセキュアにChatworkを利用することができます。

本資料で管理機能の概念を理解した上で、管理者設定ご利用ガイドを見ながら自社にあった管理機能の設定ができるよ
うになることをゴールとしています。
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本資料の対象者

● エンタープライズプランの管理者・ユーザー管理者
● エンタープライズプランで、何ができるか知りたい方

https://download.chatwork.com/Chatwork_AdminGuide.pdf
https://download.chatwork.com/Chatwork_AdminGuide.pdf


本資料で紹介する機能

1. チーム管理

2. 専用ログインURL設定

3. SAML認証によるシングルサインオン

4. IPアドレス制限

5. モバイル端末制限

6. 組織外ユーザーとのやり取り禁止
7. ファイル送信禁止

8. ファイルダウンロード禁止

9. チャットログ　エクスポート

10. ユーザー移行

11. エンタープライズプランについてよくある質問
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各機能について
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機能 ページ数 概要

チーム管理 p5〜 チームを作成しグループチャットに紐付けると、
自動でグループチャットに参加することができます。

専用ログインURL設定 p8〜 自社専用のログインURLを設定することができます。

SAML認証によるシングルサインオン P10〜 専用ログインURL設定をしている場合、SAML認証によるシングル
サインオンを設定することができます。

IPアドレス制限 p13〜 アクセス可能なIPアドレスを制限することができます。

モバイル端末制限 p15〜 スマートフォンアプリを利用できる端末を制限します。

組織外ユーザーとのやり取り禁止 p17〜 組織外ユーザーとのやり取りを禁止することができます。

ファイル送信禁止 p25〜 ファイルの送信を禁止することができます。

ファイルダウンロード禁止 p27〜 ファイルのダウンロードを禁止することができます。

チャットログ　エクスポート p29〜 チャットのログをエクスポートができます。

ユーザー移行 p32〜 ユーザーデータを別組織へ移行をすることができます。



01チーム管理
Chatwork管理者設定ご利用ガイド P.10



チーム管理とは
新入社員や部署異動した新しいメンバーを必要なグループチャットに追加するには、1つずつグループチャットに追加
する必要があり、入れ忘れが発生しやすくなります。

「チーム管理」とは、組織内で作成したチームをグループチャットに紐付けし、メンバーをチームに追加するだけで、
複数のグループチャットに自動でメンバーを参加させることができる機能です。
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管理者設定ご利用ガイド P.10
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※「チーム管理」はエンタープライズプラン以外に、ビジネスプランでも利用することができます。



チーム管理　よくある質問

１．チーム管理で追加されたメンバーが異動などでチャットを退室した場合どうなりますか？
　　チャットから退室したメンバーがチームから除外されることはありません。

２．部署異動したメンバーを異動前のチームから除外し、別チームに参加させました。
　　グループチャットも新しいチームへ自動で移動しますか？
　　グループチャットは自動で移動しません。
　　別チームに参加したメンバーが、別チームが設定されているグループチャットに自動的に追加されます。

３．チームを削除するとどうなりますか？
　　チーム管理で追加したメンバーがグループチャットから退室することはありません。
　　退室が必要な場合は、各チャットごとにメンバー削除・退室をおこなってください。

４．チーム管理を利用できる権限は何ですか？
　　「管理者権限」と「ユーザー管理権限」となります。
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管理者設定ご利用ガイド P.10



02専用ログインURL
Chatwork管理者設定ご利用ガイド P.39



専用ログインURLとは
「専用ログインURL設定」では自社専用のログインURLを設定することができます。

ChatworkのログインURLは一般公開されており、誰でもアクセス可能です。

専用ログインURL設定をしておくことで、社員がスマートフォンを紛失して、ログインID・パスワードが漏れてしまっ
たときなどの万が一の場合に、アカウント乗っ取りなどのリスクを低減できます。
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管理者設定ご利用ガイド P.39

※専用ログインURLを設定している場合、通常ログインURLからログインを
　しようとすると、「ログインできない」旨のメッセージが表示されます。

通常のログインURL

https://www.chatwork.com

専用のログインURL

https://www.chatwork.com/s/sample/



03SAML認証によるシングルサインオン
Chatwork管理者設定ご利用ガイド P.42



SAML認証によるシングルサインオンとは
専用ログインURLを設定している場合に、SAML認証によるシングルサインオン設定を利用することができます。

シングルサインオン設定をおこなうことで、ChatworkがSP(Service Provider)として動作し、お客さま側の
IdP(Identity Provider)を利用して、Chatworkにログインすることができるようになります。

※SAML(Security Assertion Markup Language)とは認証情報を表現するための仕様です。
※Chatworkのシングルサインオン設定では、IdPがSAML2.0に対応している必要があります。
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管理者設定ご利用ガイド P.42

[引用] Chatwork管理者設定ご利用ガイド



[参考] シングルサインオンとは
「シングルサインオン」とは1回の認証で複数のシステムにログインすることができる仕組みのことです。

シングルサインオン未導入の場合、システムごとにログインID・パスワードを入力する必要があります。シングルサインオンを
導入することで、シングルサインオンのシステムにログインID・パスワードを1回入力するだけで、各システムへアクセスするこ
とが可能となります。
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04IPアドレス制限
Chatwork管理者設定ご利用ガイド P.35



IPアドレス制限とは
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管理者設定ご利用ガイド P.35

ユーザーがアクセス可能なIPアドレスを指定することができます。例えば、Chatworkをオフィスのネットワークから
のみ利用可能にしたい場合などに設定します。

そうすることで、社員がスマートフォンを紛失した際など、ログインID・パスワードが漏れてしまっても、IPアドレス
制限を設定することで不正なアクセスをブロックすることができます。



05モバイル端末制限
Chatwork管理者設定ご利用ガイド P.37



モバイル端末制限とは
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「モバイル端末制限」では、ユーザーがアクセス可能なモバイル端末のUUID（識別ID）を指定することができます。

例えば、指定された端末以外でスマートフォン用アプリからChatworkへログインできなくなるため、社用端末からの
みChatworkへのログインを許可したいケースなどに有用です。

また、1人の社員がiPadとiPhoneなどの端末を複数台持っている場合、複数台登録することができます。

「モバイル端末制限」を設定している場合、
指定されていない端末からログインをしようとすると

下記のエラー画面が表示されます

設定手順は、管理画面からUUIDや申請メールアドレスを入力するか
モバイルのエラー画面（左記画像参照）の

「メールで送信」を押し、許可設定をするかのどちらかとなります



06組織外ユーザーとのやり取り禁止
Chatwork管理者設定ご利用ガイド P.48、P.69、P.21



組織外ユーザーとのやり取り禁止とは
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Chatworkは社内に限らず社外ユーザーともやり取りができます。

会社のセキュリティポリシーとして、社外とのやり取りを禁止したい場合など、社外ユーザーとのやり取りを禁止する
「組織外ユーザーとのやり取り禁止」設定を活用ください。

※組織とは組織契約（ビジネスプラン・エンタープライズプラン）のことを指します。

管理者設定ご利用ガイド P.48
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組織外ユーザーとのやり取り禁止　注意点
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管理者設定ご利用ガイド P.48

社外ユーザーとのやり取りを禁止すると以下の事象が発生します。ご注意ください。

１．組織外ユーザーが含まれるグループチャットへ参加できません
※すでに参加している場合は強制退室されます。

２．組織外ユーザーのダイレクトチャット利用できません
※すでに利用中の場合は強制解除され、過去のデータが参照できなくなります。
※コンタクトも同時に削除されます。

３．組織外ユーザーが組織内ユーザーをコンタクト検索で検索できません

４．組織内ユーザーが組織外ユーザーをコンタクト検索で検索できません



組織外ユーザーとのやり取り禁止　組織外許可設定
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「組織外ユーザーとのやり取り禁止」設定をおこなうと、社外ユーザーとのやり取りは制限されます。

ただし、「組織外許可設定」を利用することで、特定の組織のみやり取りを可能にすることができます。

例えば、子会社や取引先の企業、フリーランスへの外注など特定の社外のメンバーと連絡を取り合いたいときなどに
「組織外許可設定」を活用ください。

管理者設定ご利用ガイド P.69
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c

組織外ユーザーとのやり取り禁止　個別設定
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「組織外ユーザーとのやり取り禁止」を設定している場合、「組織外許可設定」とは別に、メンバー個別に「組織外
ユーザーとのやり取り禁止を適用しない」設定をすることができます。

例えば、原則として社外とのやり取りは禁止だが、顧客とやり取りをしたい営業担当や、法務部で弁護士に相談したい
ときには「組織外ユーザーとのやり取り禁止を適用しない」を設定することで、特定のメンバーのみ組織外ユーザーと
のやり取りを許可することができます。

管理者設定ご利用ガイド P.21

組織外ユーザーとのやり取り禁止

自社 B社

「組織外ユーザーとのやり取り禁止　
を適用しない」を設定



組織外ユーザーとのやり取り禁止　具体例（１）
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「組織外ユーザーとのやり取り禁止」を設定していて、一部の社員のみ社外とのやり取りを許可する場合、どう設定し
たらいいのか具体例を2つ紹介します。

管理者設定ご利用ガイド P.48

「組織外ユーザーとのやり取り禁止」を設定している
A社に属する山田さんが、B社の佐藤さんとやり取りする場合例

組織外ユーザーとのやり取り禁止

自社 B社

山田さんは、社外の佐藤さんと
やり取りがしたい

山田さん 佐藤さん



組織外ユーザーとのやり取り禁止　具体例（２）
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メリット：どの組織とやり取りしているか把握することができる
デメリット：やり取りしたい組織が増えるたび、都度設定作業が必要となり手間がかかる

A社の「組織外許可設定」にB社を追加する方法1

組織外ユーザーとのやり取り禁止

自社 B社

山田さん 佐藤さん

「組織外ユーザーとのやり取り禁止」を設定しているA社に属する山田さんが、B社の佐藤さんとやり取りする方法

「組織外許可設定」に
B社を追加する



組織外ユーザーとのやり取り禁止　具体例（２）
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管理者設定ご利用ガイド P.48

メリット：山田さんと組織外ユーザーのやり取りが増えても特別な作業が発生しない
デメリット：山田さんは勝手に組織外ユーザーと繋がれてしまう

山田さんの個別セキュリティ設定で、
「組織外ユーザーとのやり取り禁止を適用しない」を設定する方法2

組織外ユーザーとのやり取り禁止

自社 B社

山田さん 佐藤さん

「組織外ユーザーとのやり取り禁止」を設定しているA社に属する山田さんが、B社の佐藤さんとやり取りする方法

個別セキュリティ設定で
社外のやり取りを禁止しない



07ファイル送信禁止
Chatwork管理者設定ご利用ガイド P.49



ファイル送信禁止とは
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個人情報など機密情報に関するファイルを社員が誤って送信しないよう、ファイルの送信を禁止することができます。

また、社内で決まったファイル管理サービスを利用する運用の場合や、Chatworkへのファイルアップロードを制限し
たい場合にも活用できます。

※ファイル送信禁止を設定すると、アップロード済のファイルが削除されます。ご注意ください。

管理者設定ご利用ガイド P.49

送信禁止



08ファイルダウンロード禁止
Chatwork管理者設定ご利用ガイド P.50



ファイルダウンロード禁止とは
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機密ファイルをダウンロードした端末を誤って紛失した場合、情報漏えいしていまうリスクがあります。そのようなリ
スクを低減したい場合や、会社のセキュリティポリシーに則ってファイルをダウンロード禁止設定を活用ください。

ファイルのダウンロード禁止設定は、
● 「すべて禁止」
● 「モバイルアプリケーションのみ禁止」　から選択することができます。

会社のパソコンでのダウンロードは許可してもよいが、セキュリティ上、個人の端末にはファイルをダウンロード許可
したくない場合には「モバイルアプリケーションのみ禁止」を設定してください。

管理者設定ご利用ガイド P.50

[引用] Chatwork管理者ご利用ガイド



09チャットログ　エクスポート
Chatwork管理者設定ご利用ガイド P.52



チャットログ　エクスポートとは
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組織内のユーザーが参加しているチャットのログを「HTML」または「CSV」でエクスポートすることができます。

監査で業務時間外でチャットを利用有無を調査する必要がある時に利用できます。ログを取得できることをアナウンス
することで、トラブルの抑止的効果が得られます。また、トラブルが発生した際もメッセージの編集履歴・削除履歴も
確認することが可能です。

管理者設定ご利用ガイド P.52

対象 エクスポート可否

グループチャット ○

ダイレクトチャット ○

マイチャット ×

※出力されるログのサンプルは
「Chatwork管理者ご利用ガイド P.55〜」を参照ください。

ログとしてエクスポートできる内容

https://download.chatwork.com/Chatwork_AdminGuide.pdf


チャットログ　エクスポート　よくある質問
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１．ログが取れる期間に制限はありますか？
　　期限はありません。過去のやり取りすべてログをエクスポートすることができます。

２．削除したグループチャットのログは出力されますか？
　　出力されません。

３．エクスポートに関して制限や注意事項はありますか？
　　エクスポートデータは毎日午前4時に更新されます。
　　エクスポートを実行した時点ではなく更新時点でのデータとなります。

４．ファイルはエクスポートできますか？
　　ファイルはエクスポートされません。
　　出力されたログのファイルのリンク一覧から必要なファイルをダウンロードする形となります。
　　※一覧からファイルをダウンロードした時点で、すでに削除されているファイルはダウンロードできません。

管理者設定ご利用ガイド P.76



10ユーザー移行
Chatwork管理者設定ご利用ガイド P.76



ユーザー移行とは
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特定の組織に紐づくユーザーを、他の組織にデータも含めて移行することができます。

例えば、会社が統合した時や部署毎に組織アカウントを契約している企業が、社員の異動や転勤の際も既存アカウント
を移行して、そのまま利用することができるようになります。

※ユーザー移行には移行元組織と移行先組織の合意が必要です

管理者設定ご利用ガイド P.76
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ユーザー移行　よくある質問
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１．他のプランからの移行はできますか？
　　移行できるプランは以下のとおりです。

● 「ビジネスプラン」→「ビジネスプラン」への移行
● 「ビジネスプラン」→「エンタープライズプラン」への移行
● 「ビジネスプラン」→「KDDI Chatwork」への移行
● 「エンタープライズプラン」→「エンタープライズプラン」への移行
● 「KDDI Chatwork」→「KDDI Chatwork」への移行

　　※ユーザー移行をするにあたり、データ影響が発生する例はこちらを参照ください。
　　　エンタープライズプランに移行する際は、移行先の禁止設定を確認ください。

管理者設定ご利用ガイド P.76

https://help.chatwork.com/hc/ja/articles/115000180162-%E3%83%A6%E3%83%BC%E3%82%B6%E3%83%BC%E7%A7%BB%E8%A1%8C%E6%A9%9F%E8%83%BD%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6


11エンタープライズプランについて
よくある質問



エンタープライズプランについてよくある質問
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１．プランを変更するとユーザー情報やチャットデータはどうなりますか？
　　エンタープライズプランへ変更後は現在の利用データをそのまま使用できます。

２．エンタープライズプランからダウングレードはできますか？
　　エンタープライズプランからのダウングレードはできませんので、
　　ユーザー解約の上、新規登録いただくか別アカウントで新規登録してください。

３．どのようなお支払い方法がありますか？
　　エンタープライズプランでは「銀行振込」と「クレジットカード」を選択することが可能です。
　　[詳細：どのようなお支払い方法がありますか？]

管理者設定ご利用ガイド P.76

https://help.chatwork.com/hc/ja/articles/203126664


働くをもっと楽しく、創造的に


